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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
access-denied

access-denied
Cisco CMTS ルータ上のケーブル モデム（CM）に接続された顧客宅内機器（CPE）デバイスへの
ネットワーク アクセスを無効にする DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作成するには、
ケーブル コンフィギュレーション ファイル コンフィギュレーション モードで access-denied コマ
ンドを使用します。アクセスを有効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
access-denied
no access-denied
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

ケーブル ネットワークへのアクセスは許可されます。

___________________
コマンド モード

ケーブル コンフィギュレーション ファイル コンフィギュレーション（config-file）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(2)EC1

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、DOCSIS コンフィギュレーション ファイル内のネットワーク アクセス コント
ロール オブジェクトを設定します。オブジェクトが 1 に設定されている場合（no access-denied に
よるデフォルト設定）、CM の背後にある CPE デバイスは、ネットワークへのアクセスを許可し
ます。CPE デバイスのネットワーク アクセスを無効にするためにオブジェクトが 0 に設定されて
いる場合（access-denied コマンドによる設定）、CM に接続されている CPE デバイスからはトラ
フィックが転送されません。
通常の運用では、アクセスを許可するように CM が設定されている必要があります（デフォル
ト）。ただし、サービスの未払いまたは不正使用などの理由でサービスを拒否する場合は、
access-denied コマンドを使用できます。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
access-denied

___________________
例

以下に、CM に接続されている CPE デバイスのネットワーク アクセスを無効にする例を示しま
す。
cable config-file disable.cm
access-denied

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableconfig-file

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作
成し、コンフィギュレーション ファイル モー
ドを開始します。

channel-id

アップストリーム チャネル ID を指定します。

cpemax

顧客宅内機器情報を指定します。

download

コンフィギュレーション ファイルのダウンロー
ド情報を指定します。

frequency

ダウンストリーム周波数を指定します。

option

DOCSIS コンフィギュレーション ファイル内の
ベンダー固有の情報フィールドを指定します。

privacy

ベースライン プライバシー イメージのプライ
バシー オプションを指定します。

service-class

コンフィギュレーション ファイルのサービス
クラス定義を指定します。

snmpmanager

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）の
オプションを指定します。

timestamp

タイムスタンプの生成を有効にします。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
activate-rule at-byte-count

activate-rule at-byte-count
（注）

Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC 以降では、Cisco IOS ソフトウェアで activate-ruleat-byte-count
コマンドを使用できません。
Cisco CMTS ルータでモニタリング期間中にサブスクライバが送信できるバイト数を指定するに
は、強制ルール コンフィギュレーション モードで activate-ruleat-byte-count コマンドを使用しま
す。ルールをデフォルト値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
activate-rule at-byte-count kbytes {downstream| upstream} [enforce]
no activate-rule at-byte-count kbytes {downstream| upstream} [enforce]

___________________
構文の説明

kbytes

モニタリング期間中にサブスクライバが指定の
方向で送信できる最大キロバイト数。有効な値
の範囲は 1 ～ 4294967 です。デフォルトは 0（無
制限）です。
（注）

downstream

指定したキロバイト数制限をダウンストリーム
方向のトラフィックに適用するように指定しま
す。

upstream

指定したキロバイト数制限をアップストリーム
方向のトラフィックに適用するように指定しま
す。デフォルト値は upstream です。

enforce

（任意）登録済み QoS プロファイルにユーザが
違反した場合、強制ルール QoS プロファイルを
自動的に適用します。
（注）

___________________
コマンド デフォルト
___________________
コマンド モード

enforce キーワードを使用するには、
あらかじめ qos-profile registered コマ
ンドを使用して、登録済み QoS プロ
ファイルを設定しておく必要があり
ます。

デフォルトでは、kbytes 値には 0（無制限）およびアップストリーム方向が設定され、強制ルール
強制ルール
コンフィギュレーション（enforce-rule）
QoS プロファイルは自動的に適用されません（no
activate-rule at-byte-count enforce）。
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キロバイト数を 0 にリセットするに
は、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
activate-rule at-byte-count

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。

12.3(9a)BC

このコマンドは削除されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン -->activate-ruleat-byte-count コマンドは、モニタリング期間中にサブスクライバが送信できる最大
バイト数を指定します（monitoring-duration コマンドを参照）。サブスクライバがこの最大値を
超えるトラフィックを送信すると、CMTS ルータはサブスクライバが使用制限を超えていると見
なします。
強制ルールにオプションの enforce キーワードが指定されている場合、CMTS ルータは自動的に、
使用制限を超えているサブスクライバを強制 QoS プロファイルに切り替えます
（-->qos-profileenforced コマンドを参照）。違反期間中、強制 QoS プロファイルが適用され続け
ます（qos-profileregistered コマンドを参照）。
強制ルールは、アップストリームまたはダウンストリームのいずれか一方向に対してのみ作成で
きます。アップストリームとダウンストリームの両方向に対してサブスクライバ トラフィック管
理をアクティブにするには、activate-rule-at-byte-count コマンドで方向をダウンストリームに指定
して作成した強制ルールと、アップストリームに指定して作成した強制ルールの 2 つが必要です。
現在アクティブな強制ルールの設定を変更すると、そのルールは直ちに新しい設定を使用して、
強制ルールの追跡対象となっているケーブル モデムの管理を開始します。

（注）

___________________
例

既存の強制ルールを複製して強制ルールを作成することはできますが、少なくとも1つのパラ
メータを変更して強制ルールの設定を一意にしない限り、重複するルールがアクティブにされ
てサービス フローに適用されることはありません。

以下に、ダウンストリーム方向を指定した標準的な activate-rule-at-byte-count コマンドの例を示
します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule residential
Router(enforce-rule)# activate-rule at-byte-count 20 downstream
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
activate-rule at-byte-count

以下に、アップストリーム方向を指定した標準的な activate-rule-at-byte-count コマンドの例を示
します。この例では enforce オプションも追加されているため、登録済みプロファイルに違反した
ユーザには自動的に強制ルール QoS プロファイルが適用されます。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule test
Router(enforce-rule)# activate-rule at-byte-count 5 upstream enforce

以下に、上記のコマンドを 2 つ目の強制ルールに対して使用する例を示します。この適用ルール
は、同一の QoS プロファイルと方向を使用している既存のルールと重複するため、このコマンド
が拒否されます。少なくとも 1 つのルール パラメータを変更して設定を固有にしない限り、この
適用ルールがサービス フローにマップされて適用されることはありません。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule test2
Router(enforce-rule)# activate-rule at-byte-count 5 upstream enforce
Enforce-rule test2 won't be mapped to service flows as it is duplicate of test1 with same
registered qos-profile 5 and same direction

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableqosenforce-rule

サブスクライバ トラフィック管理に特定の QoS
プロファイルを適用するための強制ルールを作
成し、強制ルール コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

enabled(enforce-rule)

強制ルールをアクティブにし、Cisco CMTS ルー
タでサブスクライバ トラフィック管理を開始し
ます。

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

penalty-period

適用される QoS プロファイルが、登録済み QoS
プロファイルに違反するサブスクライバに対し
て有効である期間を指定します。

qos-profileenforced

ユーザが登録済み QoS プロファイルに違反する
場合に適用する QoS プロファイルを指定しま
す。

qos-profileregistered

この強制ルールに使用する登録済み QoS プロ
ファイルを指定します。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
activate-rule at-byte-count

コマンド

説明

showcableqosenforce-rule

現在定義されている QoS 強制ルールを表示しま
す。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
admission-control max-reserved-bandwidth

admission-control max-reserved-bandwidth
Cisco CMTS で許可されるすべてのサービス フローに対してボンディング グループごとに最大予
約帯域幅を定義するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
admission-controlmax-reserved-bandwidth コマンドを使用します。最大予約帯域幅の値をリセット
または無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
admission-control max-reserved-bandwidth bw-in-kbps
no admission-control max-reserved-bandwidth
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

bw-in-kbps

アドミッション コントロールの最大予約帯域
幅。この値は、ボンディング グループに定義さ
れている RF 帯域幅の割合に基づき kBps 単位で
指定します。有効な値の範囲は、0を下限とし、
アップストリーム ボンディング グループの最
大帯域幅を上限とします。

max-reserved-bandwidth が明示的に設定されない場合、US ボンディング グループで許可されるサー
ビス フローにはアドミッション コントロールが適用されません。

アップストリーム ボンディング コンフィギュレーション（config-upstream-bonding）

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用することで、ボンディング グループごとの最大予約帯域幅を定義できます。
デフォルトの最大予約帯域幅の値は 80 % です。ただし、これより大きい帯域幅（最大 96 % ）を
設定したり、ゼロ設定情報レート（CIR）ベスト エフォート型トラフィックに帯域幅が割り当て
られるよう帯域幅を減らしたりすることもできます。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
admission-control max-reserved-bandwidth

___________________
例

以下に、最大予約帯域幅の値を定義する例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface c5/0/1
Router(config-if)# cable upstream bonding-group 1
Router(config-upstream-bonding)# admission-control max-reserved-bandwidth 6344

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableadmission-control

Cisco CMTS ルータとサポート Broadband
Processing Engine（BPE）の CPU およびメモリ
しきい値を設定します。

cableadmission-controlevent

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのイベント タイプを設定して有効にします。

cableadmission-controlds-bandwidth

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのダウンストリーム帯域幅しきい値を設定し
ます。

cableadmission-controlus-bandwidth

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのアップストリーム帯域幅しきい値を設定し
ます。

debugcableadmission-control

Cisco CMTS ルータで自動アドミッション コン
トロール トラブルシューティング プロセスを
有効にします。

showcableadmission-control

Cisco CMTS ルータまたは指定したインター
フェースでの現在のアドミッション コントロー
ルの設定とステータスを表示します。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
admission-control application-type

admission-control application-type
指定したアプリケーション タイプに対してサービス グループ アドミッション コントロール
（SGAC）チェックを有効にするには、ケーブル光ファイバ ノード コンフィギュレーション モー
ドで admission-control application-type コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
admission-conrtrol application-type app-typeds-bandwidth percentage
no admission-conrtrol application-type app-typeds-bandwidth
admission-conrtrol application-type grouplistds-bandwidth percentage
no admission-conrtrol application-type grouplistds-bandwidth
___________________
構文の説明

application-type app-type

アプリケーション タイプを指定します。有効な
値の範囲は 1 ～ 8 です。

application-type grouplist

アプリケーション タイプを指定します。有効な
値の範囲は 1 ～ 8 です。grouplist 変数には、ア
プリケーション タイプの範囲、または複数のア
プリケーション タイプをスペースで区切ったリ
ストを指定できます。

ds-bandwidth percentage

ダウンストリーム帯域幅の割合（%）を指定し
ます。有効な値の範囲は 0 ～ 100 です。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでは設定されません。

___________________
コマンド モード

ケーブル光ファイバ ノード コンフィギュレーション（config-fiber-node）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが変更されました。app-type 変数が grouplist 変数に
置き換えられました。

IOS-XE 3.16.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに導入されました。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
admission-control application-type

___________________
使用上のガイドライン アプリケーション タイプ、およびサービス グループに許可される指定のアプリケーション タイ
プのサービス フローに対して SGAC チェックを有効にするには、各光ファイバ ノードで
admission-control application-type コマンドを使用します。
Cisco IOS-XE Release 3.17.0S 以降では、アドミッション コントロールを通常のプライオリティ フ
ローと緊急音声フローの両方に適用できます。grouplist 変数には、アプリケーション タイプの範
囲、または複数のアプリケーション タイプをスペースで区切ったリストを指定できます。
___________________
例

以下に、アプリケーション タイプとその指定のアプリケーション タイプのサービス フローに対
して SGAC チェックを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable fiber-node 1
Router(config-fiber-node)# admission-control application-type 1 ds-bandwidth 1

以下に、一連のアプリケーション タイプに対して SGAC チェックを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable fiber-node 1
Router(config-fiber-node)# admission-control application-type 1 6 ds-bandwidth 1
Or
Router# configure terminal
Router(config)# cable fiber-node 1
Router(config-fiber-node)# admission-control application-type 3-6 ds-bandwidth 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable application-type

アプリケーション タイプとそのカテゴリ化ルー
ルを定義します。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
annex

annex
特定の QAM プロファイル の Annex（MPEG フレーミング形式）を設定するには、QAM プロファ
イル コンフィギュレーション モードで annex コマンドを使用します。
annex {A| B| C}
___________________
構文の説明

MPEG フレーミング形式を指定します。

A |B |C

• A：Annex A。ダウンストリームが、
ITU-TJ.83 Annex A で指定されている欧州
向け MPEG フレーミング形式に準拠しま
す。
• B：Annex B。ダウンストリームが、
ITU-TJ.83 Annex B で指定されている北米
向け MPEG フレーミング形式に準拠しま
す。
• C：Annex C。ダウンストリームは、
ITU-TJ.83 Annex C で指定されている日本
向け MPEG フレーミング形式に準拠しま
す。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

QAM プロファイル コンフィギュレーション（config-qam-prof）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、特定の QAM プロファイルの Annex（MPEG フレーミング形式）を設
定します。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
annex

___________________
例

以下に、特定の QAM プロファイルの MPEG フレーミング形式を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable downstream qam-profile 4
Router(config-qam-prof)# annex A

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamqam-profile

ケーブル インターフェイス ライン カードの
QAM プロファイルを設定します。

interleaver-depth

インターリーバの深さを設定します。

modulation

QAM 変調フォーマットを設定します。

spectrum-inversion

スペクトラム反転をオンまたはオフに設定しま
す。

symbol-rate

シンボル レートを設定します。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
annex modulation

annex modulation
（注）

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC 以降では、annexmodulation コマンドが廃止され、annex および
modulation がキーワード オプションとして rf-channelfrequency コマンドに追加されています。
ワイドバンド SPA の Annex（MPEG フレーミング形式）および変調を設定するには、コントロー
ラ コンフィギュレーション モードで annexmodulation コマンドを使用します。Annex を B に設定
し、変調を 64 QAM に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
annex {A| B} modulation {64qam| 256qam} [rf-start-index rf-end-index]
no annex {A| B} modulation {64qam| 256qam} [rf-start-index rf-end-index]

___________________
構文の説明

A |B

MPEG フレーミング形式を指定します。
• A：Annex A。ダウンストリームが、
ITU-TJ.83 Annex A で指定されている欧州
向け MPEG フレーミング形式に準拠しま
す。
• B：Annex B。ダウンストリームが、
ITU-TJ.83 Annex B で指定されている北米
向け MPEG フレーミング形式に準拠しま
す。

64qam|256qam

変調レートを指定します。
• 64qam：64 QAM 変調。
• 256qam：256 QAM 変調。

rf-start-index
rf-end-index

（任意）RF チャネルの開始インデックスと終
了インデックスを指定します。以下の値を使用
できます。
• annex が A で変調が 256 QAM の場合、
rf-start-index を 0 に設定し、rf-end-index を
17 に設定する必要があります。
• これ以外の場合は、rf-start-index を 0 に設
定し、rf-end-index を 23 に設定する必要が
あります。

___________________
コマンド モード
デフォルト

ワイドバンド コンフィギュレーション（config-controller）
コントローラ
SPA の Annex または変調は設定されません。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
annex modulation

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.3(23)BC

このコマンドは廃止され、キーワード オプションとして annex および
modulation が -->rf-channelfrequency コマンドに追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ では、このコ
マンドが controller Integrated-Cable および controller Upstream-Cable
コマンドに置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ワイドバンド SPA に以下を設定します。
• Annex（MPEG フレーミング形式）
• Modulation
• RF チャネルの開始インデックスと終了インデックス
annexmodulation コマンドにおける SPA 設定方法に応じて、ワイドバンド SPA ごとに最大で 24
の RF チャネルがサポートされます。
• Annex A および 256 QAM モジュレータの場合、ワイドバンド SPA ごとに 18 の RF チャネル
がサポートされます。
• その他すべての場合、ワイドバンド SPA ごとに 24 の RF チャネルがサポートされます。
rf-start-index および rf-end-index 引数は将来使用される予定であり、現在は必要ありません。
rf-start-index および rf-end-index 引数が指定されていない場合、以下のデフォルト値が使用されま
す。
• annex が A で変調が 256 QAM の場合、rf-start-index は 0、rf-end-index は 17 に設定されます。
• これ以外の場合は、rf-start-index は 0、rf-end-index は 23 に設定されます。

___________________
例

以下に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に位置するワイドバンド SPA の MPEG フレーミン
グ形式と変調を設定する例を示します。
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# annex B modulation 64qam
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
annex modulation

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablerf-channel

ワイドバンド SPA 上の RF チャネルをワイドバ
ンド チャネルに関連付けます。

controllermodular-cable

コントローラ コンフィギュレーション モード
を開始し、ワイドバンド SPA コントローラを設
定します。

ip-address(controller)

ワイドバンド SPA FPGA の IP アドレスを設定
します。

modular-hostsubslot

モジュラ ホストのライン カードを指定します。

rf-channelfrequency

各 RF チャネルの周波数を設定します。

rf-channelip-addressmac-addressudp-port

各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、
および UDP ポートを設定します。

rf-channelnetworkdelay

各 RF チャネルの CIN 遅延を指定します。

rf-channeldescription

各 RF チャネルの説明を指定します。

rf-channelcabledownstreamchannel-id

ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネル
に割り当てます。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
application-id

application-id
グループ設定にアドミッションコントロールを適用できるアプリケーションタイプを指定するに
は、マルチキャスト QoS コンフィギュレーション モードで application-id コマンドを使用します。
アドミッション コントロールを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
application-id number
no application-id number
___________________
構文の説明

number

マルチキャスト QoS グループのアプリケーショ
ン ID 番号を指定します。有効な値の範囲は 1
～ 65535 です。

___________________
コマンド デフォルト

マルチキャスト QoS グループのアプリケーション タイプは特定されません。

___________________
コマンド モード

マルチキャスト QoS コンフィギュレーション（config-mqos）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S に統合されました。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのサポー
トが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン インテリジェント マルチキャスト アドミッション コントロールを有効にするには、application-id
コマンドを使用して、アプリケーション タイプを有効にして設定する必要があります。
___________________
例

以下に、applicaton-id コマンドを使用してマルチキャスト QoS グループのアプリケーション ID
を指定する例を示します。
Router(config)# cable multicast qos group 20 priority 55 global
Router(config-mqos)# application-id 44
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
application-id

以下に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータで applicaton-id コマンドを使用
して、マルチキャスト QoS グループのアプリケーション ID を指定する例を示します。
Router(config)# cable multicast qos group 30 priority 60 global
Router(config-mqos)# application-id 77

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemulticastqosgroup

ケーブル マルチキャスト QoS グループを指定
および設定します。

showinterfacebundlemulticast-sessions

特定の仮想ケーブル バンドルのマルチキャスト
セッション情報を表示します。

showinterfacecablemulticast-sessions

特定のケーブル インターフェイスのマルチキャ
スト セッション情報を表示します。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
attributes

attributes
アップストリーム ボンディング グループの属性値を設定するには、アップストリーム ボンディ
ング コンフィギュレーション サブモードで attributes コマンドを使用します。デフォルトの属性
値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
attributes value
no attributes
___________________
構文の説明

value

16 進数形式でのアップストリーム ボンディン
グ グループの属性値。値の範囲は 0 ～
FFFFFFFF です。デフォルト値は 80000000 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

アップストリーム ボンディング グループの属性値は 80000000 です。

___________________
コマンド モード

アップストリーム ボンディング コンフィギュレーション（config-upstream-bonding）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 運用中のライン カードによりこのコマンドから構成に変更を加えた場合は、コンフィギュレー
ションモードを終了してからでないと、変更内容は保護ラインカードの構成と同期されません。
show running コンフィギュレーション コマンドを使用する前に、end コマンドを使用して特権
EXEC モードに戻ります。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH 以降では、このコマンドの no 形式によって Cisco uBR10012
ルータでの属性が無効にされます。
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ケーブル コマンド：a ～ cable-modem
attributes

___________________
例

以下の例では、Cisco uBR10012 ルータ上のケーブル インターフェイス ライン カードにアップス
トリーム ボンディング グループの属性値を設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable7/1/0
Router(config-if)# cable upstream bonding-group 20
Router(config-upstream-bonding)# attributes eeeeeeee

以下の例では、すべてのデバイスを許可するようにアップストリーム ボンディングの属性値を設
定します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable7/1/0
Router(config-if)# cable upstream 2 attribute-mask 20000000

以下の例では、特定のデバイスに対してアップストリーム ボンディングの属性値を設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable7/1/0
Router(config-if)# cable upstream 2 attribute-mask 20000004

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreambonding-group

ケーブル インターフェイスにアップストリーム
ボンディング グループを作成します。
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
• cable acfe enable, 23 ページ
• cable acfe max-bonus-bandwidth, 25 ページ
• cable acfe max-eir-ratio, 27 ページ
• cable admission-control, 29 ページ
• cable admission-control ds-bandwidth, 33 ページ
• cable admission-control event, 37 ページ
• cable admission-control max-reserved-bandwidth, 40 ページ
• cable admission-control preempt priority-voice, 42 ページ
• cable admission-control us-bandwidth, 44 ページ
• cable application-type include, 48 ページ
• cable application-type name, 53 ページ
• cable arp, 56 ページ
• cable arp filter, 59 ページ
• cable attribute-mask, 63 ページ
• cable bgsync, 65 ページ
• cable bgsync active, 67 ページ
• cable bonding-group-id, 69 ページ
• cable bonding-group-secondary, 73 ページ
• cable cache-snmp active , 76 ページ
• cable channel-group, 77 ページ
• cable clock clear-counters, 79 ページ
• cable clock dti, 81 ページ
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c

• cable clock dti clear-counters, 83 ページ
• cable clock force, 85 ページ
• cable clock source-midplane, 87 ページ
• cable clock upgrade, 89 ページ
• cable cm-status, 91 ページ
• cable cm-status enable, 94 ページ
• cable cmc, 98 ページ
• cable cmc image_upgrade, 101 ページ
• cable cmcpe-list valid-time, 102 ページ
• cable cmts-id, 105 ページ
• cable config-file, 106 ページ
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable acfe enable

cable acfe enable
統合ケーブル（IC）、モジュラ ケーブル（MC）、またはワイドバンド ケーブル（WB）インター
フェイスで Fairness Across DOCSIS Interfaces 機能を有効にするには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで cableacfeenable でコマンドを使用します。Fairness Across DOCSIS Interfaces 機能
を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable acfe enable
no cable acfe enable
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

Fairness Across DOCSIS Interfaces 機能は無効にされます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン MC、IC、または WB インターフェイスに Fairness Across DOCSIS Interfaces 機能を設定します。
Fairness Across DOCSIS Interfaces 機能を無効にする前に、従来の「予約可能」な帯域幅を超える
CIR 予約をクリアすることを推奨します。これは、Fairness Across DOCSIS Interfaces 機能が無効に
された後に CIR オーバーサブスクリプションが発生することを防ぐためです。
___________________
例

以下に、ケーブル インターフェイスで Fairness Across DOCSIS Interfaces 機能を有効にする例を示
します。
Router(config)# cable acfe enable
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable acfe enable

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableacfeperiod

EIR 再調整プロセスを実行する間隔を設定しま
す。

showcableacfesummary

Fairness Across DOCSIS Interfaces 機能のステー
タスと統計情報を表示します。

debugcableacfe （uBR シリーズ ルータ用）

アルゴリズムまたはシステムとのインタラク
ションに関連したデバッグ情報を表示します。

debugcabledpacfe （cBR シリーズ ルータ用）

アルゴリズムまたはシステムとのインタラク
ションに関連したデバッグ情報を表示します。
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable acfe max-bonus-bandwidth

cable acfe max-bonus-bandwidth
ボンディング グループ（BG）に使用可能な最大ボーナス帯域幅を設定するには、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードで cableacfemax-bonus-bandwidth コマンドを使用します。デ
フォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable acfe max-bonus-bandwidth bonus-bandwidth
no cable acfe max-bonus-bandwidth
___________________
構文の説明

bonus-bandwidth

BG に使用可能な最大ボーナス帯域幅。有効な
値の範囲はありません。インターフェイスの帯
域幅全体をボーナス帯域幅として使用できま
す。

___________________
コマンド デフォルト

インターフェイスの帯域幅全体をボーナス帯域幅として使用できます。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン cableacfemax-bonus-bandwidth コマンドは使用可能な最大ボーナス帯域幅を設定します。この設
定は、Fairness Across DOCSIS Interfaces 機能を無効にした後も保持されます。ただし、この設定は
使用されません。
___________________
例

以下に、BG に使用可能な最大ボーナス帯域幅を設定する例を示します。
Router(config-if)# cable acfe max-bonus-bandwidth 1000000
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable acfe max-bonus-bandwidth

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableacfeenable

CMTS ルータで Fairness Across DOCSIS Interfaces
機能を有効にします。

debugcabledp acfe

アルゴリズムまたはシステムとのインタラク
ションに関連したデバッグ情報を表示します。
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable acfe max-eir-ratio

cable acfe max-eir-ratio
隣接ボンディング グループ（BG）間での BE 帯域幅の最大 EIR 率を設定するには、グローバル
コンフィギュレーション モードで cableacfemax-eir-ratio コマンドを使用します。デフォルト値に
戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable acfe max-eir-ratio eir-ratio
no cable acfe max-eir-ratio
___________________
構文の説明

eir-ratio

2 つの隣接 BG 間の EIR 再調整率。値の範囲は
1 ～ 100 です。デフォルト値は 10 です。

___________________
コマンド デフォルト

EIR 再調整率のデフォルト値は 10 です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cableacfemax-eir-ratio コマンドは、隣接 BG 間における BE 帯域幅の最大 EIR 率を設定します。
最大 EIR 率を維持できない場合、BE トラフィックの保証帯域幅レートが 0 まで減少する場合があ
ります。その場合、ユニキャスト CIR フローが拒否されます。
___________________
例

以下に、2 つの隣接 BG 間の EIR 再調整率を設定する例を示します。
Router(config)# cable acfe max-eir-ratio 20

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
27

ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable acfe max-eir-ratio

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableacfeenable

CMTS ルータで Fairness Across DOCSIS Interfaces
機能を有効にします。

debugcableacfe （uBR シリーズ ルータ用）

アルゴリズムまたはシステムとのインタラク
ションに関連したデバッグ情報を表示します。

debugcabledpacfe （cBR シリーズ ルータ用）

アルゴリズムまたはシステムとのインタラク
ションに関連したデバッグ情報を表示します。
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable admission-control

cable admission-control
Broadband Processing Engine（BPE）をサポートする Cisco CMTS ルータに CPU およびメモリしき
い値を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで -->cableadmission-control-->
コマンドを使用します。このコマンドは、CPU 平均化メソッドおよびメモリしきい値を設定しま
す。Cisco CMTS ルータからしきい値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable admission-control {cpu-5sec| cpu-avg}{[io-mem]| [proc-mem]| [total-memory]}minor num1major
num2critical num3
no cable admission-control {cpu-5sec| cpu-avg}{[io-mem]| [proc-mem]| [total-memory]}minor
num1major num2critical num3
___________________
構文の説明

cpu-5sec

5 秒間の CPU 平均に基づくアドミッション コ
ントロールしきい値を Cisco CMTS に設定しま
す。この設定には、minor、major、および
critical しきい値のパーセント値を組み合わせる
必要があります。

cpu-avg

1 分間の CPU 平均に基づくアドミッション コ
ントロールしきい値を Cisco CMTS に設定しま
す。この設定には、minor、major、および
critical しきい値のパーセント値を組み合わせる
必要があります。

io-mem

Cisco CMTS ルート プロセッサおよび BPE プロ
セッサの入出力（IO）メモリのアドミッション
コントロールしきい値を設定します。

proc-mem

Cisco CMTS の CPU プロセッサ メモリに従って
アドミッション コントロールしきい値を設定し
ます。

total-memory

メモリ合計割り当て量に従って Cisco CMTS に
アドミッション コントロールしきい値を設定し
ます。

minor-->num1

設定する CPU またはメモリ リソースのマイナー
しきい値レベルを指定します。num1 はパーセ
ンテージで表し、1 ～ 100 の整数にする必要が
あります。
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable admission-control

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

major-->num2

設定する CPU またはメモリ リソースのメジャー
しきい値レベルを指定します。num2 はパーセ
ンテージで表し、1 ～ 100 の整数にする必要が
あります。

critical-->num3

設定する CPU またはメモリ リソースのクリティ
カルしきい値レベルを指定します。num3はパー
センテージで表し、1 ～ 100 の整数にする必要
があります。

Cisco CMTS ルータ上に CPU またはメモリ リソースしきい値を設定しない場合、アドミッション
コントロールは無効になります。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは、Cisco uBR10012 ルータと Cisco uBR7246VXR ルータに
導入されました。各ルータ上では、ブロードバンド プロセッシング エン
ジン（BPE）またはケーブル インターフェイス ライン カードがサポー
トされます。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン リソースが再設定されると、しきい値カウンタが 0 に設定されます。
このコマンドで設定されるシステム リソース（CPU またはメモリ）に関する重要な概念は、「ダ
ンプニング」の概念です。ダンプニングが行われなければ、アドミッション コントロールを設定
するのが初めての場合、現在の値がクリティカルしきい値を上回っているとシステム リソース
チェックが失敗します。この場合、現在の値がメジャーしきい値より小さくならない限り、シス
テム リソース チェックは成功しません。
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable admission-control

（注）

Num1 で設定された minor しきい値または Num2 で設定された major しきい値を超過すると、
Cisco CMTS ルータはアラーム（サポートされている場合は SNMP トラップ）を送信します。
Num3 で設定された critical しきい値を超過した場合、Cisco CMTS ルータはコール要求をドロッ
プします。
このダンプニングアプローチにより、リソースチェック結果の大幅な変動が回避されます。たと
えば、クリティカルしきい値が 80% で、現在の値が 79% ～ 81% の間で変動している場合、ダン
プが行わなければ、成功と失敗のイベントが交互に発生することになります。つまり、最初の
チェックは成功し、2 回目のチェックは失敗するといった具合です。
アドミッション コントロール機能の詳細については、Cisco.com のドキュメント『Service Flow
Admission Control for the Cisco Cable Modem Termination System』を参照してください。

___________________
例

以下に、Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロールのダンプニングを含む Quality of Service
（QoS）ポリシーを設定する例を示します。この例は、以下の条件を説明しています。
• cpu-avg が 60% を超えると、マイナー アラーム（サポートされている場合は SNMP トラッ
プ）が送信されます。
• cpu-avg が 70% を超えると、メジャー アラーム（サポートされている場合は SNMP トラッ
プ）が送信されます。
• cpu-avg が 80% を超えると、着信コール要求が拒否されます。cpu-avg が 60%（マイナー ア
ラーム レベル）未満になるまで、追加のコールは受け入れられません。
Router(config)# cable admission-control cpu-avg minor 60 major 70 critical 80

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableadmission-controlevent

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのイベント タイプを設定して有効にします。

cableadmission-controlds-bandwidth

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのダウンストリーム帯域幅しきい値を設定し
ます。

cableadmission-controlus-bandwidth

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのアップストリーム帯域幅しきい値を設定し
ます。

clearcableadmissioncontrolcounters

Cisco CMTS ルータに対するすべてのアドミッ
ション コントロール リソース カウンタをクリ
アします。
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable admission-control

コマンド

説明

debugcableadmission-control

Cisco CMTS ルータで自動アドミッション コン
トロール トラブルシューティング プロセスを
有効にします。

showcableadmission-control

Cisco CMTS ルータまたは指定したインター
フェースでの現在のアドミッション コントロー
ルの設定とステータスを表示します。
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable admission-control ds-bandwidth

cable admission-control ds-bandwidth
Cisco CMTS ルータ上のすべてのインターフェイスのダウンストリーム音声帯域幅またはデータ帯
域幅に対してマイナーしきい値、メジャーしきい値、および排他的しきい値を設定するには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードまたはインターフェイス コンフィギュレーション モー
ドで cableadmission-controlds-bandwidth--> コマンドを使用します。この設定を Cisco CMTS ルー
タまたは指定したインターフェイスから削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable admission-control ds-bandwidth traffic-type minor minor-threshold major major-threshold exclusive
exclusive-percentage non-exclusive non-exclusive-percentage
no cable admission-control ds-bandwidth traffic-type minor minor-threshold major major-threshold
exclusive exclusive-percentage non-exclusive non-exclusive-percentage
___________________
構文の説明

ds-bandwidth

ダウンストリーム スループットのしきい値を設
定します。

traffic-type

以下のいずれかのキーワードで、アドミッショ
ン コントロールを適用するトラフィック タイ
プを設定します。両方の設定を Cisco CMTS に
適用できます。
• voice：しきい値をダウンストリーム音声
トラフィックに適用します。
• data：しきい値をダウンストリーム データ
トラフィックに適用します。

minorminor-threshold

マイナーのアラームしきい値を設定します。
minor-threshold の値は 1 ～ 100 のパーセント値
です。

majormajor-threshold

メジャーのアラームしきい値を設定します。
major-threshold の値は 1 ～ 100 のパーセント値
です。

exclusiveexclusive-percentage

このクラス（音声またはデータ）に排他的に予
約するスループットの割合を指定します。
exclusive-percentage の値は 1 ～ 100 の整数です。
他のクラスはこのスループットを使用できませ
ん。
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable admission-control ds-bandwidth

non-exclusive-->non-exclusive-percentage

このクラスで使用できる、排他的に予約されて
いる部分を除いたスループットの割合を指定し
ます。non-exclusive-percentage の値は 1 ～ 100
の整数です。このスループットは排他的ではな
いため、指定された他のクラスで使用できま
す。

___________________
コマンド デフォルト

Cisco CMTS ルータでアドミッション コントロールが無効にされます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは、Cisco uBR10012 および Cisco uBR7246VXR ルータに
導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCC

このコマンドは、モジュラ ケーブルおよび統合ケーブル インターフェ
イスで実行されるように変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン ダウンストリーム帯域幅の設定は、グローバル コンフィギュレーションで Cisco CMTS ルータ上
のすべてのインターフェイスをサポートします。
ダウンストリーム帯域幅の設定は、インターフェイスごとまたはアップストリームごとにさらに
詳しく設定することができます。後者の場合、Cisco CMTS ルータでのダウンストリーム アドミッ
ション コントロールの粒度が最適化されます。
グローバルコンフィギュレーションとともにインターフェイスレベルでダウンストリームを使用
した場合、インターフェイスでの設定がグローバル コンフィギュレーションより優先されます。
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable admission-control ds-bandwidth

（注）

Cisco サービス フロー アドミッション コントロール機能を使用したアップストリーム スルー
プット リソース管理では、critical キーワードは表示されません。

（注）

minor のしきい値レベルを major のしきい値レベルより高くすることはできません。

___________________
例

以下に、グローバルコンフィギュレーションモードにおけるダウンストリーム帯域幅の設定例を
示します。この例では、ダウンストリーム帯域幅の 30% が音声トラフィック用に排他的に予約さ
れます。音声トラフィックのマイナー アラームとメジャー アラームも、それぞれ 15%、25% に設
定されます。
Router(config)# cable admission-control ds-bandwidth voice minor 15 major 25 exclusive 30

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableadmission-control

Cisco CMTS ルータとサポート Broadband
Processing Engine（BPE）の CPU およびメモリ
しきい値を設定します。

cableadmission-controlevent

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのイベント タイプを設定して有効にします。

cableadmission-controlmax-reserved-bandwidth Cisco CMTS で許可されるすべてのサービス フ
ローに対し、ボンディング グループごとの最大
予約帯域幅を定義します。
cableadmission-controlus-bandwidth

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのアップストリーム帯域幅しきい値を設定し
ます。

clearcableadmissioncontrolcounters

Cisco CMTS ルータに対するすべてのアドミッ
ション コントロール リソース カウンタをクリ
アします。

debugcableadmission-control

Cisco CMTS ルータで自動アドミッション コン
トロール トラブルシューティング プロセスを
有効にします。
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable admission-control ds-bandwidth

コマンド

説明

showcableadmission-control

Cisco CMTS ルータまたは指定したインター
フェースでの現在のアドミッション コントロー
ルの設定とステータスを表示します。
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable admission-control event

cable admission-control event
Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロールのイベント タイプを設定し、Cisco CMTS ルー
タにすでに設定されているリソースのすべてに対してアドミッション コントロールを有効にする
場合は、グローバル コンフィギュレーション モードで cableadmission-controlevent コマンドを使
用します。Cisco CMTS ルータでアドミッション コントロールのイベント タイプを無効にするに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
cable admission-control event {cm-registration| dynamic-service}
no cable admission-control event event_type
___________________
構文の説明

cm-registration

ケーブル モデルが Cisco CMTS ルータ ヘッドエ
ンドに登録される際に、アドミッション コント
ロール チェックを実行します。この設定を
dynamic-service の設定と組み合わせることで、
ケーブル モデルの登録を許可しつつ、Cisco
CMTS での Quality of Service（QoS）ポリシーの
適用を維持できます。

dynamic-service

音声コールが行われるたびにアドミッション コ
ントロール チェックを実行します。Cisco CMTS
ルータの QoS ポリシーが音声コールが、によっ
て妨げられる場合は、その音声コールを拒否し
ます。この設定は、cm-registration 設定と組み
合わせることができます。

___________________
コマンド デフォルト

Cisco CMTS ルータにはアドミッション コントロールのイベント タイプは定義されていません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 および Cisco uBR7246VXR ルータに
導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable admission-control event

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS ルータでアドミッション コントロールを有効にするには、少なくとも 1 つのイベン
ト タイプを設定する必要があります。
アドミッション コントロール機能の詳細については、Cisco.com のドキュメント『Service Flow
Admission Control for the Cisco Cable Modem Termination System』を参照してください。
___________________
例

以下に、Cisco CMTS ルータで cableadmission-controlevent コマンドに使用できる各オプションを
設定する例を示します。
Router(config)# cable admission-control event cm-registration
Router(config)# cable admission-control dynamic-service

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableadmission-control

Cisco CMTS ルータとサポート Broadband
Processing Engine の CPU しきい値およびメモリ
しきい値を設定します。

cableadmission-controlds-bandwidth

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのダウンストリーム帯域幅しきい値を設定し
ます。

cableadmission-controlus-bandwidth

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのアップストリーム帯域幅しきい値を設定し
ます。

clearcableadmissioncontrolcounters

Cisco CMTS ルータに対するすべてのアドミッ
ション コントロール リソース カウンタをクリ
アします。

debugcableadmission-control

Cisco CMTS ルータで自動アドミッション コン
トロール トラブルシューティング プロセスを
有効にします。

showcableadmission-control

Cisco CMTS ルータまたは指定したインター
フェースでの現在のアドミッション コントロー
ルの設定とステータスを表示します。
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cable admission-control event
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cable admission-control max-reserved-bandwidth

cable admission-control max-reserved-bandwidth
Cisco CMTS で許可されるすべてのサービス フローに対し、ボンディング グループごとに最大予
約帯域幅を定義するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableadmission-controlmax-reserved-bandwidth コマンドを使用します。最大予約帯域幅の値をリ
セットまたは無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable admission-control max-reserved-bandwidth bw-in-kbps
no cable admission-control max-reserved-bandwidth
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

bw-in-kbps

アドミッション コントロールの最大予約帯域
幅。この値は、ボンディング グループに定義さ
れている RF 帯域幅の割合に基づき kBps 単位で
指定します。有効な値の範囲は 0 ～ 14762 で
す。

max-reserved-bandwidth の値は、US または DS ボンディング グループに設定されている RF チャネ
ルの集約帯域幅の 80% になります。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用することで、ボンディング グループごとの最大予約帯域幅を定義できます。
デフォルトの最大予約帯域幅の値は 80 % です。ただし、これより大きい帯域幅（最大 96 %）を
設定したり、ゼロ設定情報レート（CIR）ベスト エフォート型トラフィックに帯域幅が割り当て
られるよう帯域幅を減らしたりすることもできます。
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cable admission-control max-reserved-bandwidth

___________________
例

以下に、最大予約帯域幅の値を定義する例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface c5/0/1
Router(config-if)# cable admission-control max-reserved-bandwidth 6344

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableadmission-control

Cisco CMTS ルータとサポート Broadband
Processing Engine（BPE）の CPU およびメモリ
しきい値を設定します。

cableadmission-controlevent

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのイベント タイプを設定して有効にします。

cableadmission-controlds-bandwidth

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのダウンストリーム帯域幅しきい値を設定し
ます。

cableadmission-controlus-bandwidth

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのアップストリーム帯域幅しきい値を設定し
ます。

debugcableadmission-control

Cisco CMTS ルータで自動アドミッション コン
トロール トラブルシューティング プロセスを
有効にします。

showcableadmission-control

Cisco CMTS ルータまたは指定したインター
フェースでの現在のアドミッション コントロー
ルの設定とステータスを表示します。
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cable admission-control preempt priority-voice

cable admission-control preempt priority-voice
Cisco CMTS ルータでのデフォルトの PacketCable 緊急 911 コール プリエンプション機能を変更し
て、Cisco CMTS ルータのその他すべてのバケットに優先して緊急 911 コールのスループットと帯
域幅の要件をサポートするには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cableadmission-controlpreemptpriority-voice コマンドを使用します。プリエンプションを無効にし
て、PacketCable 緊急 911 コールをサポートするバケットをデフォルトの設定に戻すには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
cable admission-control preempt priority-voice
no cable admission-control preempt priority-voice
___________________
構文の説明
___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

Cisco CMTS ルータで緊急 911 コール プリエンプションおよびサービス フローのアドミッション
コントロールが有効にされます。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 および Cisco uBR7246VXR ルータに
導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS では、デフォルトで PacketCable 緊急 911 コールが優先されます。サービス フロー ア
ドミッション コントロール機能を標準以外の構成にすると、このプライオリティがプリエンプ
ション処理されるか、Cisco CMTS ルータから削除される場合があります。
Cisco IOS リリース 12.3(21)BC 以降でのサービス フロー アドミッション コントロールについて詳
しくは、Cisco.com のドキュメント『Service Flow Admission Control for the Cisco Cable Modem
Termination System』を参照してください。
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___________________
例

以下に、Cisco CMTS ルータで緊急 911 コール プリエンプションを無効にした後、復元する例を
示します。
Router(config)# no cable admission-control preempt priority-voice
Router(config)# cable admission-control preempt priority-voice
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cable admission-control us-bandwidth

cable admission-control us-bandwidth
Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロールのアップストリーム帯域幅しきい値を設定す
るには、グローバル コンフィギュレーション モードまたはインターフェイス コンフィギュレー
ション モードで cableupstreamadmission-controlus-bandwidth コマンドを使用します。この設定を
Cisco CMTS ルータまたは指定したポートで無効にするか削除するには、このコマンドの no 形式
を使用します。
cable admission-control us-bandwidth [sched scheduling-type| service service-class-name] minor
minor-threshold major major-threshold exclusive exclusive-percentage non-exclusive
non-exclusive-percentage
no cable admission-control us bandwidth [sched scheduling-type| service service-class-name] minor
minor-threshold major major-threshold exclusive exclusive-percentage non-exclusive
non-exclusive-percentage
___________________
構文の説明

n

ルータ インターフェイスのアップストリーム。

us-bandwidth

アップストリーム スループットのしきい値を設
定します。

schedscheduling-type

（任意）トラフィック クラスのスケジューリン
グ タイプを指定します。scheduling-type には、
以下のいずれかの値を使用します。
• BE：ベスト エフォート トラフィックを選
択します。
• NRTPS：非リアルタイム ポーリング サー
ビスを選択します。
• RTPS：リアルタイム ポーリング サービス
を選択します。
• UGS-AD：UGS-AD サービスを選択しま
す。
• UGS：UGS サービスを選択します。

serviceservice-class-name

（任意）定義済みサービス クラスを表す文字列
を表示します。スケジューリング タイプでクラ
スを指定する代わりに、service-class-name キー
ワードを使用してクラスを指定できます。

minorminor-threshold

マイナーのアラームしきい値を 1 ～ 100 のパー
セント値で設定します。
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majormajor-threshold

メジャーのアラームしきい値を 1 ～ 100 のパー
セント値で設定します。

exclusiveexclusive-percentage

アップストリーム スループット リソースのク
リティカルしきい値を 1 ～ 100 のパーセント値
で表します。このクラスに排他的に予約するス
ループットの割合を指定します。

non-exclusivenon-exclusive-percentage

このクラスで使用できる、排他的に予約されて
いる部分を除いたスループットの割合を指定し
ます。non-exclusive-percentage の値は 1 ～ 100
の整数です。このスループットは排他的ではな
いため、指定された他のクラスで使用できま
す。

___________________
コマンド デフォルト

Cisco CMTS ルータでは、デフォルトでアドミッション コントロールが無効にされます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 および Cisco uBR7246VXR ルータに導
入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCC

このコマンドは、モジュラ ケーブルおよび統合ケーブル インターフェ
イスで実行されるように変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン アップストリーム帯域幅の設定は、グローバル コンフィギュレーションで Cisco CMTS ルータ上
のすべてのインターフェイスをサポートします。
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cable admission-control us-bandwidth

インターフェイスコンフィギュレーションモードを使用することで、インターフェイスごとまた
はアップストリームごとにアップストリーム帯域幅の設定をさらに詳しく設定できます。アップ
ストリームごとに設定すると、Cisco CMTS ルータでのアップストリーム アドミッション コント
ロールの粒度が最適化されます。
グローバル コンフィギュレーションとともにインターフェイスまたはアップストリームごとの設
定を使用した場合、インターフェイスまたはアップストリームごとの設定がグローバル コンフィ
ギュレーションより優先されます。さらに、アップストリームごとの設定がインターフェイスご
との設定より優先されます。

（注）

Cisco アドミッション コントロールでのアップストリーム スループット リソース管理では、
critical キーワードは表示されません。

（注）

minor のしきい値レベルを major のしきい値レベルより高くすることはできません。

___________________
例

___________________
関連コマンド

アドミッション コントロール機能の詳細と例については、Cisco.com のドキュメント『Service Flow
Admission Control for the Cisco Cable Modem Termination System』を参照してください。

コマンド

説明

cableadmission-control

Cisco CMTS ルータとサポート Broadband
Processing Engine（BPE）の CPU およびメモリ
しきい値を設定します。

cableadmission-controlevent

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのイベント タイプを設定して有効にします。

cableadmission-controlds-bandwidth

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのダウンストリーム帯域幅しきい値を設定し
ます。

cableadmission-controlmax-reserved-bandwidth Cisco CMTS で許可されるすべてのサービス フ
ローに対し、ボンディング グループごとの最大
予約帯域幅を定義します。
clearcableadmissioncontrolcounters
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Cisco CMTS ルータに対するすべてのアドミッ
ション コントロール リソース カウンタをクリ
アします。

ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable admission-control us-bandwidth

コマンド

説明

debugcableadmission-control

Cisco CMTS ルータで自動アドミッション コン
トロール トラブルシューティング プロセスを
有効にします。

showcableadmission-control

Cisco CMTS ルータまたは指定したインター
フェースでの現在のアドミッション コントロー
ルの設定とステータスを表示します。
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cable application-type include

cable application-type include
アプリケーション タイプに Cisco CMTS ルータ上の特定の優先されるバケットを関連付けるには、
グローバル コンフィギュレーション モードで -->cableapplication-typeinclude コマンドを使用しま
す。アプリケーション タイプの設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable application-type bucket-number include {Best-effort| multicast application-id| packetcable {normal|
priority}| pcmm {app-id gate-app-id| priority gate-priority}| sched-type type| service-class
service-class-name}
no cable application-type bucket-number include {Best-effort| multicast application-id| packetcable
{normal| priority}| pcmm {app-id gate-app-id| priority gate-priority}| sched-type type| service-class
service-class-name}
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable application-type bucket-number include {Best-effort| multicast application-id| packetcable {normal|
priority}| pcmm {app-id gate-app-id| priority gate-priority}| service-class service-class-name}
no cable application-type bucket-number include {Best-effort| multicast application-id| packetcable
{normal| priority}| pcmm {app-id gate-app-id| priority gate-priority}| service-class service-class-name}
___________________
構文の説明

bucket-number

アプリケーション タイプを関連付けるバケット
番号。値の範囲は、1 を最初の順位とする 1 ～
8 です。

Best-effort

指定されたバケットにベスト エフォート設定情
報レート（CIR）を適用します。

multicastapplication-id

マルチキャスト サービス フローのアプリケー
ション ID を指定します。有効な値の範囲は 1
～ 65535 です。

packetcable {normal | priority}

指定のバケットの PacketCable サービス フロー
を、以下の優先度で指定します。
• normal：標準優先度の PacketCable コール
を選択します。
• priority：高優先度の PacketCable コールを
選択します。
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pcmm-->{app-id-->gate-app-id |
prioritygate-priority}

指定のバケットの PacketCable マルチメディア
（PCMM）サービス フローを、以下のオプショ
ンで指定します。
• app-id-->gate-app-id：0 ～ 65535 のゲート
アプリケーションIDを選択します。バケッ
トごとに、最大 10 のアプリケーション タ
イプ ルールを定義できます。
• prioritygate-priority：0 ～ 7 の優先度レベ
ルを選択します。
アップストリーム スケジューリング タイプを
指定します。DOCSIS スケジューリング タイプ
には、以下のいずれかのキーワードを追加で使
用します。

sched-typetype

• be：ベスト エフォート
• nrtps：非リアルタイム ポーリング サービ
ス
• rtps：リアルタイム ポーリング サービス
• ugs：非送信請求許可サービス
• ugs-ad：非送信請求許可サービス アクティ
ビティ検出（UGS-AD）サービス
service-classservice-class-name

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

指定のバケットに割り当てるサービス クラスの
名前を指定します。service-class-name は英数字
の文字列です。

アプリケーション タイプを指定せずにサービス フロー アドミッション コントロールが有効にさ
れます。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 および Cisco uBR7246VXR ルータに導
入されました。
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cable application-type include

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に追加されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。multicast キー
ワードが、このコマンドに追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

IOS-XE 3.16.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。sched-type キーワードが削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドの詳細は、Cisco CMTS ルータのサービス フローにマッピングされるバケット番号
とアプリケーション タイプによって異なります。このコマンドは、Cisco CMTS 上のデフォルト
のサービス フロー アドミッション コントロール設定をオーバーライドします。
ベスト エフォート
ベスト エフォート CIR サービス フロー ルールは、アップストリームとダウンストリームの両方
に適用できます。ただし、アップストリームサービスフローでは、ほとんどの場合に同じサービ
ス フローが両方のルールをマッピングします。
ベスト エフォートには、アップストリーム サービス フローに適用される sched-type キーワード
オプションもあります。このベスト エフォート スケジューリング タイプのルールは、アップス
トリーム サービス フローに対してのみ適用されます。
サービス クラス
サービス クラスの概念は、DOCSIS 1.1 で導入されました。サービス クラスはサービス クラス名
で識別されます。サービス クラス名は、CMTS ルータが QoS パラメータのセットに関連付ける文
字列です。サービス クラスを使用する目的の 1 つは、上位レベルのプロトコルを使用して、必要
な QoS パラメータのセットでサービス フローを作成することです。アプリケーションをサービス
フローにバインドするには、サービス クラスを使用すると便利です。ルールが、このようなバイ
ンディングを実装するためのメカニズムとなります。
service-class キーワードを使用する際は、次の要素に注意してください。
• サービス クラスは、マルチキャスト トラフィックの QoS を指定する cablematch コマンドを
使用して別途設定します。このステップで、マルチキャスト トラフィックの帯域幅を割り当
てるルールを使用してバケットをマッピングします。
• 名前付きサービス クラスは、任意のアプリケーションのタイプに分類できます。
• アプリケーション タイプごとに、最大 10 のサービス クラス名を設定できます。10 を超える
サービス クラスを設定しようとすると、エラー メッセージが表示されます。
詳細については、Cisco.com で提供されている『Service Flow Admission Control』機能のマニュアル
を参照してください。
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___________________
例

以下に、高優先度の PacketCable サービス フローをアプリケーション バケット 5 にマッピングす
る例を示します。
Router(config)# cable application-type 5 include packetcable priority

以下に、標準優先度の PacketCable サービス フローをアプリケーション バケット 1 にマッピング
する例を示します。
Router(config)# cable application-type 1 include packetcable normal

以下に、指定のバケット番号を、優先度 7 の PCMM サービス フローにマッピングした後、この
同じバケット番号にアプリケーション ID 152 をマッピングする例を示します。
Router(config)# cable application-type 2 include pcmm priority 7
Router(config)# cable application-type 2 include pcmm app-id 152

以下に、UGS と UGS-AD の両方をバケット番号 1 にマッピングする例を示します。
Router(config)# cable application-type 1 include sched-type ugs
Router(config)# cable application-type 1 include sched-type ugs-ad

以下に、ベスト エフォート CIR フローをバケット 3 にマッピングする例を示します。
Router(config)# cable application-type 3 include Best-effort

以下に、値を service-name1 に設定したサービス クラス名をアプリケーション バケット 3 にマッ
ピングする例を示します。
Router(config)# cable application-type 3 include service-class service-name1

以下に、値を 18 に設定したマルチキャスト アプリケーション タイプをアプリケーション バケッ
ト 3 にマッピングする例を示します。
Router(config)# cable application-type 3 include multicast 18

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableadmission-controlds-bandwidth

Cisco CMTS ルータ上のすべてのインターフェ
イスに、ダウンストリーム音声帯域幅または
データ帯域幅のマイナー、メジャー、および排
他的しきい値を設定します。

cableadmission-controlpreemptpriority-voice

Cisco CMTS ルータでのデフォルトの PacketCable
緊急 911 コール プリエンプション機能を変更し
て、Cisco CMTS ルータのその他すべてのバケッ
トに優先して緊急 911 コールのスループットと
帯域幅の要件をサポートします。
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コマンド

説明

cableadmission-controlus-bandwidth

Cisco CMTS ルータに、アドミッション コント
ロールのアップストリーム帯域幅しきい値を設
定します。

cableapplication-typename

指定のバケットに英数字の名前を割り当てま
す。

cableupstreamadmission-control

Cisco CMTS ルータに、アップストリームごと
の帯域幅しきい値と排他的または非排他的リ
ソースを設定します。

debugcableadmission-controlflow-categorization サービス フローの分類時に有効にされるサービ
ス フロー カテゴリ化の結果を表示します。
showapplication-buckets

Cisco CMTS ルータ上でサービス フロー アド
ミッション コントロールをサポートしている任
意またはすべてのバケットのルールを表示しま
す。

showinterfacecableadmission-controlreservation 指定のインターフェイスの指定のサービス フ
ロー方向について、Cisco CMTS ルータでのサー
ビス フロー、カテゴリ化、および帯域幅使用量
を表示します。
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cable application-type name

cable application-type name
指定したバケットに英数字の名前を割り当てるには、グローバルコンフィギュレーションモード
で cableapplication-typename--> コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを削除する
には、このコマンドの no 形式を使用します。
cable application-type bucket-number name bucket-name
no cable application-type bucket-number name bucket-name
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable application-type bucket-number name bucket-name
no cable application-type bucket-number name bucket-name
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

bucket-number

名前を適用するバケット番号。デフォルトのバ
ケット番号とカスタマイズした英数字の名前の
どちらが使用されるかに関わらず、1 ～ 8 の元
の番号に応じたバケットの優先度は引き続き適
用されます。

bucket-name

英数字のバケット名。

サービス フロー アドミッション コントロールとこのコマンドのデフォルト設定が有効にされま
す。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 および Cisco uBR7246VXR ルータに
導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に追加されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。
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cable application-type name

リリース

変更内容

IOS-XE 3.16.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン サポートされる show および debug コマンドでは、このバケット名がデフォルトのバケット番号
と併せて表示されます。
詳細については、Cisco.com で提供されている『Service Flow Admission Control』機能のマニュアル
を参照してください。
___________________
例

以下に、関連するバケットに記述的名前を使用する例を示します。
Router(config)# cable application-type 2 name video
Router(config)# cable application-type 3 name gaming

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableadmission-controlds-bandwidth

Cisco CMTS 上の各インターフェイスまたはす
べてのインターフェイスに、ダウンストリーム
音声帯域幅またはデータ帯域幅のマイナー、メ
ジャー、および排他的しきい値を設定します。

cableadmission-controlpreemptpriority-voice

Cisco CMTS ルータでのデフォルトの PacketCable
緊急 911 コール プリエンプション機能を変更し
て、Cisco CMTS のその他すべてのバケットに
優先して緊急 911 コールのスループットと帯域
幅の要件をサポートします。

cableadmission-controlus-bandwidth

Cisco CMTS に、グローバルまたはインターフェ
イスレベルのアップストリーム帯域幅しきい値
と排他的または非排他的リソースを設定しま
す。

cableapplication-typeinclude

アプリケーション タイプに Cisco CMTS 上の特
定の優先されるバケットを関連付けます。

cableupstreamadmission-control

Cisco CMTS に、アップストリームごとの帯域
幅しきい値と排他的または非排他的リソースを
設定します。
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コマンド

説明

debugcableadmission-controlflow-categorization サービス フローの分類時に有効にされるサービ
ス フロー カテゴリ化の結果を表示します。
showapplication-buckets

Cisco CMTS 上でサービス フロー アドミッショ
ン コントロールをサポートしている任意または
すべてのバケットのルールを表示します。

showinterfacecableadmission-controlreservation 指定のインターフェイスの指定のサービス フ
ロー方向について、Cisco CMTS でのサービス
フロー、カテゴリ化、および帯域幅使用量を表
示します。
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cable arp
ケーブルの Address Resolution Protocol（ARP）をアクティブにするには、ケーブル インターフェ
イス コンフィギュレーション モードまたはケーブル サブインターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードで cablearp コマンドを使用します。ケーブル モデム（CM）に対する ARP 要求をブロッ
クするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable arp
no cable arp
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

ARPA が有効にされます。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
サブインターフェイス コンフィギュレーション（config-subif）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1T

このコマンドが導入されました。

12.0(6)SC

このコマンドがサポートされました。

12.1(2) EC1

このコマンドがサポートされました。

12.1(3a)EC

サブインターフェイスのサポートが追加されました。

12.2(8)BC1

cleararp-cache コマンドとのインタラクションが変更されました。変更前
は、cleararp-cache コマンドが ARP 要求を CM に送信してから ARP エン
トリをクリアしていました。現在は、cleararp-cache コマンドを CM と通
信せずに ARP エントリをクリアするようになっています。IP コミュニケー
ションを復元するには、その前に、CM（または CM の CPE デバイス）が
1 つ以上の IP パケットを CMTS に送信する必要があります（CM または
CPE デバイスにネットワークへの接続が許可されていることが前提となり
ます）。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。このコマンドは、バンドル インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードに統合されています。

___________________
使用上のガイドライン ARP は、ネットワークにインストールされているコンピュータまたはその他の機器の MAC アド
レスに IP アドレスをマッピングするために使用されるインターネット プロトコルです。Cisco
CMTS ルータがダウンストリーム パスで IP アドレス解決を実行できるように、ARP 要求をアク
ティブにする必要があります。
場合によっては、-->nocablearp および cleararp-cache コマンドを使用して、新しい ARP 要求をブ
ロックし、既存の ARP テーブルをクリアする必要があることがあります。この場合、Cisco CMTS
ルータは現在オンラインになっている CM（既知の IP アドレスが割り当てられている CM）の
ARP アドレスを保持し、ARP エントリがタイムアウトになった場合やクリアされた場合に、それ
らの CM に対する ARP 要求を送信し続けます。したがって、これらの CM はオンライン状態を維
持することができます。ただし、現在オフラインになっている CM やその他の不明な IP アドレス
に対する ARP 要求は、cablearp--> コマンドを使用して ARP 要求をダウンストリームで再び有効
にするまでブロックされます。

（注）

nocablearp コマンドと nocableproxy-arp コマンドを使用すると、CM および CPE デバイスが
使用する IP アドレスの管理の責任がすべて、DHCP サーバおよびプロビジョニング システム
に移行します。

ヒント

初めて -->nocablearp コマンドを実行した後は、CPU 使用率が一時的に急増することがありま
す。これは、CPE の IP アドレスを確認する必要があるためです。ルータが現在オンラインに
なっている CPE の IP アドレスをすべて確認して学習すると、CPU 使用率が低下します。（こ
の状況は、初めて cablesource-verifydhcp--> コマンドを有効にした後にも発生します。この場
合、不明な CPE の IP アドレスのすべてに対して、ルータが DHCP LEASEQUERY 要求を送信
しなければならないためです）。

（注）

IOX-XE 3.15 OS 以降では、このコマンドは cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タのバンドル インターフェイス コンフィギュレーション モードに統合されています。

___________________
例

以下に、Cisco CMTS ルータのスロット 6 にインストールされたケーブル インターフェイス ライ
ン カードのポート 0 に対してケーブル ARP 要求をアクティブにする例を示します。
router(config)# interface cable 6/0
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router(config-if)# cable arp

以下に、Cisco CMTS ルータのスロット 6、サブインターフェイス 1 にインストールされたケーブ
ル インターフェイス ライン カードのポート 0 に対してケーブル ARP 要求をアクティブにする例
を示します。
router(config)# interface cable 6/0.1
router(config-subif)# cable arp

以下に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのバンドル インターフェイス
ライン カードでケーブル ARP 要求をアクティブにする例を示します。
router(config)# interface bundle 1
router(config-if)# cable arp

___________________
関連コマンド

Command

Description

cleararp-cache

ルータ上の ARP テーブルをクリアします。

cableproxy-arp

ケーブル インターフェイスでケーブル プロキ
シ ARP をアクティブにします。
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cable arp filter

cable arp filter
ケーブル インターフェイスの各サービス ID（SID）に対する Address Resolution Protocol（ARP）
パケットの許容数を制御するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モード
で cablearpfilter--> コマンドを使用します。CM に対する ARP ブロードキャストのフィルタリン
グを停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable arp filter {reply-accept| request-send} number window-size
no cable arp filter {reply-accept| request-send}
default cable arp filter {reply-accept| request-send}
___________________
構文の説明

___________________
___________________
コマンド
コマンド デフォルト
モード

reply-accept-->

ケーブル インターフェイスの各アクティブ サー
ビス ID（SID）に対し、window-size 秒で指定さ
れた間隔で number で指定された ARP 応答パ
ケット数のみを受け入れるようにケーブル イン
ターフェイスを設定します。ケーブル インター
フェイスは、この数を超える SID の ARP 応答
パケットをドロップします。

request-send-->

ケーブル インターフェイスの各アクティブ SID
に対し、window-size 秒で指定された間隔で
number で指定された ARP 要求パケット数だけ
を送信するようにケーブル インターフェイスを
設定します。ケーブル インターフェイスは、こ
の数を超える SID の ARP 要求パケットをドロッ
プします。

number

指定された時間間隔で各 SID に対して許可する
ARP 応答パケットの数。許容範囲は 0 ～ 20 パ
ケットです。デフォルトは 4 パケットです。
number が 0 の場合、ケーブル インターフェイ
スはすべての ARP 応答パケットをドロップし
ます。

window-size

ARP 要求をモニタする時間間隔のサイズ（秒
数）。有効範囲は 1 ～ 5 秒です。デフォルトは
2 秒です。

ARP
パケットがフィルタリングされないということは、Cisco
CMTS ルータがすべての ARP 応答
ケーブル
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
パケットを受け取り、すべての ARP 要求パケットを送信することを意味します。
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドは Cisco AS5300 uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ユニバー
サル ブロードバンド ルータで導入されました。

12.3(9a)BC

number および window-size の値は、reply-accept および request-send でそれ
ぞれオプションの設定です。このリリースと以前のサポート リリースで
は、ARP フィルタリングが有効にされている場合、number と window-size
の値はデフォルトでそれぞれ 4、2 に設定されます。

12.3(17a)BC

このリリース以降では、ARP フィルタリングが有効にされている場合、
number と window-size の値はデフォルトでそれぞれ 3、2 に設定されます。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。このコマンドは、バンドル インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードに統合されています。

___________________
使用上のガイドライン ウイルス、ワーム、Theft-of-Service 攻撃により、ケーブル インターフェイスで大量の ARP 要求が
生成される可能性があります。場合によっては、ARP トラフィックが膨大な量になり、他のすべ
てのトラフィックがスロットルされることもあります。
ケーブル インターフェイスの各 SID で許可される ARP 応答数と ARP 要求数を制御するには、
cablearpfilter コマンドを使用します。このコマンドは、指定の時間間隔ごとに特定の ARP 応答パ
ケット数または ARP 要求パケット数だけを受け入れるようにインターフェイスを設定します。許
容される ARP パケット数より多くの ARP パケットを SID が生成すると、ケーブル インターフェ
イスは超過した分のトラフィックをドロップします。
デフォルトでは、ARP フィルタリングは行われません。ARP フィルタリングは、個々のケーブル
インターフェイスで有効にされるため、ARP フィルタリングが必要な特定のケーブル インター
フェイスでのみ ARP パケットをフィルタリングするように選択できます。さらに、ARP 要求パ
ケットまたは ARP 応答パケットのいずれかのみをフィルタリングするか、両方ともフィルタリン
グするかを選択することもできます。インターフェイスごとに異なるしきい値を設定することで、
各インターフェイスのトラフィック パターンの特長をカスタマイズできます。
バンドルされているケーブルインターフェイスを使用する場合、マスターインターフェイスとス
レーブ インターフェイスには個別にケーブル ARP フィルタリング機能が設定されます。したがっ
て、ARP フィルタリングが必要な特定のインターフェイスにのみ、この機能を設定できます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
60

ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable arp filter

（注）

Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC では、cablearpfilter コマンドの拡張コマンド オプション シン
タックスを導入しており、number の値と window-size の値をオプションで reply-accept および
request-send に設定できます。

（注）

nocablearpfilter コマンドを使用してケーブル ARP フィルタリング機能を無効にしても、ARP
パケット カウンタはリセットされません。ケーブル ARP フィルタリングが無効にされている
場合、ARP パケット カウンタは増分しませんが、clearcounters コマンドを使用してインター
フェイス カウンタを明示的にクリアするまで、現在の値が保持されます。
1.44.2 ファームウェアを使用した Linksys ワイヤレス B ブロードバンド ルータ BEFW11S4 バージョ
ン 4 では、それ自身に明示的に送信された ARP 要求のみに応答するのではなく、受信したすべて
の ARP 要求パケットに対して独自の ARP 応答パケットを誤って送信します。これらのルータを
使用しているお客様がこのバグを修正するには、ファームウェアを最新バージョンにアップグレー
ドする必要があります。ファームウェアをアップグレードするには、Linksys Web サイトのダウン
ロード セクションにアクセスしてください。

（注）

___________________
例

IOX-XE 3.15 OS 以降では、このコマンドは cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タのバンドル インターフェイス コンフィギュレーション モードに統合されています。

以下に、ケーブル インターフェイスが SID ごとに 3 秒あたり最大 15 の ARP 応答を受け入れるよ
うにケーブル ARP 応答パケットをフィルタリングする例を示します。
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# cable arp filter reply-accept 15 3

以下に、ケーブル インターフェイスが SID ごとに 1 秒あたり最大 10 の要求を送信するようにケー
ブル ARP 要求パケットをフィルタリングする例を示します。
Router(config)# interface cable 6/0
Router(config-if)# cable arp filter request-send 10 1

以下に、ケーブル インターフェイスでケーブル ARP 要求パケットと ARP 応答パケットのフィル
タリングを有効にする例を示します。この例では、デフォルト値として時間単位を 2 秒、CPE ご
とのパケット数を 4 つに設定しています。
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# default cable arp filter reply-accept
Router(config-if)# default cable arp filter request-send
Router(config-if)# end
Router# show running-config | include filter
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cable arp filter reply-accept 4 2
cable arp filter request-send 4 2

以下に、ケーブル インターフェイスでケーブル ARP 要求パケットと ARP 応答パケットのフィル
タリングを無効にする例を示します。
Router(config)# interface cable 1/0
Router(config-if)# no cable arp filter reply-accept
Router(config-if)# no cable arp filter request-send

以下に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータで、バンドル インターフェイス
が SID ごとに 3 秒あたり最大 15 の ARP 応答を受け入れるようにケーブル ARP 応答パケットを
フィルタリングする例を示します。
Router(config)# interface bundle 1
Router(config-if)# cable arp filter reply-accept 15 3

以下に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータで、バンドル インターフェイス
が SID ごとに 1 秒あたり最大 10 の ARP 要求を送信するようにケーブル ARP 要求パケットをフィ
ルタリングする例を示します。
Router(config)# interface bundle 1
Router(config-if)# cable arp filter request-send 10 1

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablearp

ケーブル ARP をアクティブにします。

cableproxy-arp

ケーブル インターフェイスでケーブル プロキ
シ ARP をアクティブにします。

cleararp-cache

ARP キャッシュから動的に作成されるエントリ
をリフレッシュします。

clearcounters

すべてのインターフェイスまたは特定のイン
ターフェイスに対するパケット カウンタをクリ
アします。

debugcablearpfilter

ARP ブロードキャストのフィルタリングに関す
るデバッグ メッセージを表示します。

showcablearp-filter

フィルタリングされた要求数を含め、送受信さ
れた ARP 応答および要求の合計数を表示しま
す。
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cable attribute-mask
モジュラ ケーブル インターフェイスの属性を設定するには、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで cableattribute-mask コマンドを使用します。この設定を無効にするには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
cable attribute-mask mask
no cable attribute-mask mask
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

mask

インターフェイスのマスク値を指定します。

このコマンドが使用されない場合、モジュラケーブルインターフェイスにはデフォルトの属性が
使用されます。モジュラ ケーブル インターフェイスのデフォルト属性は 0 です。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 属性マスクは32の属性からなり、各属性がマスクの単一ビットを表します。プロビジョニング済
み属性マスクをチャネルおよびプロビジョニング済みボンディング グループごとに設定すること
で、オペレータ定義のバイナリ属性に値を割り当てたり、仕様で定義された属性のデフォルト値
をオーバーライドしたりすることができます。運用環境では、CM コンフィギュレーション ファ
イルに、サービス フローの必須属性マスクおよび禁止属性マスクを設定できます。さらに、CM
で開始される動的サービス要求には、サービス フローの必須属性マスクおよび禁止属性マスクを
組み込むことができます。
___________________
例

以下に、モジュラ ケーブル インターフェイスの属性を設定する例を示します。
Router# configure terminal
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cable attribute-mask

Router(config)# interface modular-cable 1/0/0:0
Router(config-if)# cable attribute-mask 2000ff00

以下に、統合ケーブル インターフェイスの属性を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface Integrated-Cable 9/0/3:0
Router(config-if)# cable attribute-mask 2000ff00

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

interfacemodular-cable

モジュラ ケーブル インターフェイスを指定し
ます。

cabledownstreamattribute-mask

ワイドバンド ケーブル インターフェイスの属
性マスク値を指定します。

interfacewideband-cable

ワイドバンド ケーブル インターフェイスを指
定します。
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cable bgsync
Cisco CMTS に対し、SNMP MIB データのバックグラウンド同期のデータ間隔を設定するには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで cablebgsync コマンドを使用します。バックグラウン
ド同期を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable bgsync {itime i-interval| ptime p-interval}
no cable bgsync
___________________
構文の説明

itime

同期が完了した後、次の同期を行うまでのデー
タ間隔の時間を指定します。

ptime

同期が完了した後、次の同期を行うまでのデー
タ間隔の増分時間を指定します。

i-interval

データ間隔の長さ（秒単位）。有効な値の範囲
は 5 ～ 31536000 です。デフォルト値は 86400
です。

p-interval

データ間隔の増分時間（秒単位）。有効な値の
範囲は 5 ～ 86400 です。デフォルト値は 5 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでイネーブルになっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。
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cable bgsync

___________________
使用上のガイドライン
（注）

cable bgsync コマンドを使用するには、グローバル コンフィギュレーション モードで service
internal コマンドを設定する必要があります。cable bgsync コマンドは CPU 使用率に影響を与
える可能性があるため、慎重に使用してください。
バックグラウンド同期中に同期される MIB オブジェクトの詳細については、『Cisco CMTS Universal
Broadband Router Series MIB Specifications Guide 12.2SC』を参照してください。

___________________
例

以下に、Cisco uBR10012 ルータにバックグラウンド同期のデータ間隔を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# service internal
Router(config)# cable bgsync itime 3600
Router(config)# cable bgsync ptime 6
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablebgsyncactive

Cisco CMTS のバックグラウンド同期プロセス
をアクティブにします。

clearbgsynccounters

Cisco CMTS のバックグラウンド同期カウンタ
をクリアします。

showcablebgsync

Cisco CMTS のバックグラウンド同期プロセス
に関する情報を表示します。
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cable bgsync active

cable bgsync active
Cisco CMTS でバックグラウンド同期プロセスをアクティブにするには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで cablebgsyncactive コマンドを使用します。バックグラウンド同期プロセスを
非アクティブにするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable bgsync active
no cable bgsync active
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでイネーブルになっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン cablebgsyncactive コマンドを使用して、バックグラウンド同期プロセスをアクティブにします。
SNMP オブジェクトは、ライン カードとルート プロセッサ（RP）との間のプロセス間通信（IPC）
を使用してデータにアクセスします。多数のモデムが設定された Cisco CMTS に SNMP クエリー
が送信されると、IPC がライン カードから情報を取得して RP に渡すまでに長時間かかります。
したがって、SNMP 応答時間が増加します。
バックグラウンド同期プロセスでは、ライン カードと RP の間で時間をかけてデータを同期しま
す。そのため、SNMP クエリーが Cisco CMTS に送信されると、Cisco CMTS は RP からの SNMP
データを返します。データを取得するために IPC 要求が送信されることはないため、SNMP のパ
フォーマンスが向上します。
Cisco uBR10012 および Cisco 7200 シリーズ ルータでは、バックグラウンド同期プロセスがデフォ
ルトで有効にされます。
バックグラウンド同期プロセス中に同期される MIB オブジェクトの詳細については、『Cisco
CMTS Universal Broadband Router Series MIB Specifications Guide 12.2SC』を参照してください。
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___________________
例

以下に、Cisco uBR10012 ルータでバックグラウンド同期プロセスを非アクティブにする例を示し
ます。
Router# configure terminal
Router(config)# no cable bgsync active
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablebgsync

Cisco CMTS にバックグラウンド同期のデータ
間隔を設定します。

showcablebgsync

Cisco CMTS のバックグラウンド同期プロセス
に関する情報を表示します。

clearbgsynccounters

Cisco CMTS のバックグラウンド同期カウンタ
をクリアします。
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cable bonding-group-id
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降、cablebonding-group-id コマンドは
cablebonding-group-secondary コマンドに置き換えられています。詳細については、
cablebonding-group-secondary コマンドを参照してください。
ボンディング グループ ID を指定して、そのボンディング グループをプライマリまたはセカンダ
リいずれのボンディング チャネルにするかを指定するには、ワイドバンド ケーブル インターフェ
イス コンフィギュレーション モードで cablebonding-group-id コマンドを使用します。ボンディ
ング グループの設定を削除し、デフォルトのボンディング グループ（プライマリ ボンディング
グループ）に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable bonding-group-id id_num [secondary]
no cable bonding-group-id id_num [secondary]

___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

___________________
コマンド履歴

id_num

一意のボンディング グループ ID。有効な値は
1 ～ 255 です。ボンディング グループ ID は、
CMTS 上の各ワイドバンド チャネルに対して一
意である必要があります。

secondary

ボンディング グループをセカンダリ ボンディ
ング グループとして指定します。secondaryキー
ワードが使用されていない場合、ボンディング
グループはプライマリ ボンディング グループ
になります。

cablebonding-group-id--> コマンドが発行されない場合、Cisco IOS ソフトウェアはボンディング
グループにデフォルト ID を割り当て、ワイドバンド チャネル ケーブル インターフェイスをプラ
イマリ ボンディング グループとして設定します。

ワイドバンド ケーブル インターフェイスのインターフェイス コンフィギュレーション モード
（config）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。
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リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドは、cablebonding-group-secondary コマンドに置き換え
られました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Scientific Atlanta DPC2505 または EPC2505 ワイドバンド ケーブル モデムで受信されるワイドバン
ド チャネルには、cablebonding-group-id--> コマンドを使用する必要はありません。
cablebonding-group-id コマンドは、Linksys WCM300-NA、WCM300-EURO、または WCM300-JP
ワイドバンド ケーブル モデムで受信されるワイドバンド チャネルにのみ使用されます。
Linksys WCM300 ケーブル モデム
Linksys WCM300-NA、WCM300-EURO、および WCM300-JP ケーブル モデムで受信されるワイド
バンド チャネルの場合、cablebonding-group-id コマンドによってワイドバンド チャネル ケーブ
ル インターフェイスにボンディング グループ ID が割り当てられます。このボンディング グルー
プは、コマンドで secondary キーワードが指定されていなければプライマリ ボンディング グルー
プとして設定され、-->secondary キーワードが指定されていればセカンダリ ボンディング グルー
プとして設定されます。
• プライマリ ボンディング グループがプライマリ ボンディング チャネルになります。
• セカンダリ ボンディング グループがセカンダリ ボンディング チャネルになります。
ワイドバンド チャネルであるプライマリ ボンディング チャネルは、ユニキャスト トラフィック
のすべてと、マルチキャスト トラフィックの一部を受信するために Linksys WCM300 モデムが使
用します。ケーブル モデムでは、その登録時に、プライマリ ボンディング チャネルとセカンダ
リ ボンディング チャネル（存在する場合）を CMTS に対して指定することがあります。CMTS が
ケーブル モデルに割り当てるプライマリ ボンディング チャネルは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルで定義できます。
1 つのプライマリ ボンディング チャネルを参加させるだけでなく、Linksys WCM300 は追加のデー
タ ストリームを受信するために最大 2 つのセカンダリ ボンディング チャネルを同時に参加させ
ることができます。モデムが CMTS に渡すセカンダリ ボンディング チャネルは、DOCSIS コン
フィギュレーション ファイルで定義できます。セカンダリ ボンディング チャネルは、プライマ
リ ボンディング チャネルでは利用できないブロードキャスト ビデオなどのマルチキャスト トラ
フィックを受信することを目的とします。
プライマリおよびセカンダリ ボンディング チャネルを識別するために DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルで使用できる TLV エンコーディングについては、『Cisco Cable Wideband Solution
Design and Implementation Guide, Release 1.0』を参照してください。
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（注）

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルでワイドバンド チャネルをプライマリまたはセカ
ンダリ ボンディング チャネルとして指定する場合、CMTS のアクティブな実行コンフィギュ
レーション ファイルでも同じようにプライマリまたはセカンダリ ボンディング チャネルとし
て定義する必要があります。
• cablebonding-group-id--> コマンドまたはデフォルトによってワイドバンド チャネルがプラ
イマリ ボンディング チャネルに設定される場合、Linksys WCM300 モデムがそのチャネルを
セカンダリ ボンディング チャネルの 1 つとして使用して登録することはありません。
• cablebonding-group-id コマンドによってワイドバンド チャネルがセカンダリ ボンディング
チャネルに設定される場合、Linksys WCM300 モデムがそのチャネルをプライマリ ボンディ
ング チャネルとして使用して登録することはありません。

（注）

ワイドバンド チャネルをワイドバンド SPA に定義すると、Cisco IOS ソフトウェアはそのワイ
ドバンド チャネルをプライマリ ボンディング グループ（プライマリ ボンディング チャネル）
として設定し、このボンディング グループにデフォルト ID を割り当てます。ワイドバンド
チャネルをセカンダリ ボンディング チャネルとして使用するには、secondary キーワードでそ
のチャネルをセカンダリ ボンディング チャネルとして指定した cablebonding-group-id コマン
ドを使用します。
id_num 引数に一意でないボンディング グループ ID を指定すると、-->cablebonding-group-id はエ
ラー メッセージを表示して、その ID を変更しません。

___________________
例

ここでは、さまざまな目的で cablebonding-group-id コマンドを使用する例を示します。以下の
cablebonding-group-id--> コマンドは、スロット/サブスロット/ベイ 1/0/1 に位置するワイドバンド
SPA 上のワイドバンド チャネル 10 をセカンダリ ボンディング グループ（セカンダリ ボンディン
グ チャネル）として指定し、ボンディング グループ ID 20 を割り当てます。
Router# configure terminal
Router(config)# interface wideband-cable 1/0/1:10
Router(config-if)# cable bonding-group-id 20 secondary

以下に、secondary キーワードを省略して、ID 20 のボンディング グループをセカンダリ ボンディ
ング グループからプライマリ ボンディング グループに変更する例を示します。
Router(config-if)# cable bonding-group-id 20

cablebonding-group-id--> の no 形式は、設定済みボンディング グループを削除して、デフォルト
ボンディング グループに設定を戻します。ID 20 のセカンダリ ボンディング グループの場合に該
当するのは、以下の no 形式のコマンドです。
Router(config-if)# no cable bonding-group-id 20

または
Router(config-if)# no cable bonding-group-id 20 secondary
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When either of the preceding commands are issued, the wideband-channel cable interface is
configured to use a default bonding group, which has a default bonding group ID assigned
by Cisco IOS software and is a primary bonding group.

___________________
関連コマンド

Command

Description

interface-->

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
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cable bonding-group-secondary
ボンディング グループをセカンダリ ボンディング チャネルとして指定するには、ワイドバンド
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cablebonding-group-secondary コマ
ンドを使用します。ボンディンググループの設定を削除し、デフォルトのボンディンググループ
（プライマリ ボンディング グループ）に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable bonding-group-secondary
no cable bonding-group-secondary
___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

___________________
コマンド履歴

cablebonding-group-secondary--> コマンドが発行されない場合、Cisco IOS ソフトウェアでは、ワ
イドバンド チャネル ケーブル インターフェイスをプライマリ ボンディング グループとして設定
します。

ワイドバンド ケーブル インターフェイスのインターフェイス コンフィギュレーション モード
（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドは Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス
ライン カード用に導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降、cablebonding-group-secondary コマンドが
cablebonding-group-id コマンドに置き換えられています。これより前の Cisco IOS リリースから
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降にアップグレードすると、cablebonding-group-id コマンドで
はボンディング グループ ID が変更されなくなります。
cablebonding-group-secondary コマンドは、Linksys WCM300-NA、WCM300-EURO、または
WCM300-JP ワイドバンド ケーブル モデムで受信されるワイドバンド チャネルにのみ使用されま
す。
Linksys WCM300 ケーブル モデム
Linksys WCM300-NA、WCM300-EURO、および WCM300-JP ケーブル モデムで受信されるワイド
バンド チャネルでは、showcontrollersModular-Cableslot/subslot/controllerwideband コマンドを使
用してワイドバンド チャネル ケーブル インターフェイスのボンディング グループ ID を表示し、
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cable bonding-group-secondary

cablebonding-group-secondary コマンドを使用してボンディング グループをセカンダリ ボンディ
ング グループとして設定します。
ワイドバンド チャネルであるプライマリ ボンディング チャネルは、ユニキャスト トラフィック
のすべてと、マルチキャスト トラフィックの一部を受信するために Linksys WCM300 モデムが使
用します。ケーブル モデムでは、その登録時に、プライマリ ボンディング チャネルとセカンダ
リ ボンディング チャネル（存在する場合）を CMTS に対して指定します。CMTS がケーブル モ
デルに割り当てるプライマリ ボンディング チャネルは、DOCSIS コンフィギュレーション ファイ
ルで定義されます。
1 つのプライマリ ボンディング チャネルを参加させるだけでなく、Linksys WCM300 は追加のデー
タ ストリームを受信するために最大 2 つのセカンダリ ボンディング チャネルを同時に参加させ
ます。モデムが CMTS に渡すセカンダリ ボンディング チャネルは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルで定義されます。セカンダリ ボンディング チャネルは、プライマリ ボンディン
グ チャネルでは利用できないブロードキャスト ビデオなどのマルチキャスト トラフィックを受
信することを目的とします。
プライマリおよびセカンダリ ボンディング チャネルを識別するために DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルで使用できる TLV エンコーディングについては、『Cisco Cable Wideband Solution
Design and Implementation Guide, Release 1.0』を参照してください。

（注）

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルでワイドバンド チャネルをプライマリまたはセカ
ンダリ ボンディング チャネルとして指定する場合、CMTS のアクティブな実行コンフィギュ
レーション ファイルでも同じようにプライマリまたはセカンダリ ボンディング チャネルとし
て定義する必要があります。
以下に、cablebonding-group-secondary コマンドでワイドバンド チャネルを設定する際の制約事
項を示します。
• cablebonding-group-secondary コマンドでワイドバンド チャネルが設定されていない場合、
Linksys WCM300 モデムはそのワイドバンド チャネルをセカンダリ ボンディング グループと
して使用しません。
• cablebonding-group-secondary コマンドによってワイドバンド チャネルがセカンダリ ボン
ディング チャネルとして設定される場合、Linksys WCM300 モデムはそのチャネルをプライ
マリ ボンディング グループとして使用しません。

（注）

ワイドバンド チャネルが定義されている場合、Cisco IOS ソフトウェアはそのワイドバンド
チャネルをプライマリ ボンディング グループ（プライマリ ボンディング チャネル）として設
定し、このボンディング グループにデフォルト ID を割り当てます。ワイドバンド チャネルを
セカンダリ ボンディング チャネルとして使用するには、cablebonding-group-secondary コマン
ドを使用して、そのチャネルをセカンダリ ボンディング チャネルとして指定します。
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cable bonding-group-secondary

___________________
例

以下に、cablebonding-group-secondary コマンドの使用例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface wideband-cable 1/0/1:10
Router(config-if)# cable bonding-group-secondary

___________________
関連コマンド

Command

Description

interface

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
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cable cache-snmp active

cable cache-snmp active
キャッシュ メカニズムを有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで cable
cache-snmp active コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用
します。
cable cache-snmp active
no cable cache-snmp active
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、キャッシュ メカニズムが有効にされます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCI2

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン デフォルトでは、SNMP キャッシュ機能がアクティブにされます。この機能は、cable cache-snmp
active コマンドを使用してグローバルに有効または無効にすることができます。現在、テーブル
ごとに有効または無効にすることはできません。ポーリング戦略がキャッシュの原則に従ってい
ない場合、キャッシュを無効にすることで、順次ポーリングでキャッシュが役立ちます。
___________________
例

以下に、キャッシュ メカニズムを有効にする例を示します。
Router#configure terminal
Router(config)#cable cache-snmp active
Router(config)#
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cable channel-group

cable channel-group
チャネル グループを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cable
channel-group コマンドを使用します。チャネル グループを無効にするには、このコマンドの no
形式を使用します。
cable channel-group group-id
no cable channel-group group-id
___________________
構文の説明

group-id

チャネル グループ ID。値の範囲は 1 ～ 1000 です。

___________________
コマンド デフォルト

チャネル グループは設定されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)CX

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

以下に、チャネル グループを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable channel-group 1
Router(config-ch-group)# upstream Cable 7/1/0 channel 0-3
Router(config-ch-group)# downstream Modular-Cable 7/1/0 rf-channel 0-15
Router(config-ch-group)# cmc 0010.2024.7035

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show cable channel-group

チャネル グループ情報を表示します。
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cable channel-group

コマンド

説明

upstream cable channel

チャネル グループのアップストリーム ケーブ
ル チャネルを設定します。

downstream modular-cable rf-channel (channel
group)

チャネル グループのダウンストリーム モジュ
ラ ケーブル RF チャネルを設定します。

cmc

シスコ同軸メディア コンバータ （CMC）を設
定します。
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cable clock clear-counters

cable clock clear-counters
showcontrollersclock-reference コマンドで表示されるカウンタをリセットするには、特権 EXEC
モードで cableclockclear-counters コマンドを使用します。
cable clock clear-counters
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(1a)T1

このコマンドが導入されました。

12.1(2)EC1

このコマンドは、Cisco uBR7246VXR ルータの EC トレインでサポー
トされていました。

12.2(2)XF

このコマンドは、Cisco uBR10012 ルータの TCC+ カードでサポート
されていました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ルータのリリース 12.2 BC
トレインに、このコマンドのサポートが追加されました。

12.3(23)BC

このコマンドは、スタンドアロン（自走）モードでのみサポートされ
ます。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、showcontrollersclock-reference コマンドが最後に使用されてから表示されたすべ
てのカウンタをリセットします。

（注）

このコマンドは、SC トレインではサポートされません。
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cable clock clear-counters

このコマンドは、クロックを同期して Voice-over-IP（VoIP）操作を改善する Cisco CMTS クロッ
ク機能セットをサポートしています。クロック機能セットには、以下のいずれかの設定が必要で
す。
• 1 つまたは 2 つの TCC+ カードが外部の国内クロック ソースに接続された Cisco uBR10012
ルータ。

（注）

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC 以降、TCC+ は DOCSIS Timing and Control Card（DTCC）に置
き換えられているため、外部の国内クロック ソースに接続する必要はありません。
• Cisco uBR-MC16S、Cisco uBR-MC16E、Cisco uBR-MC28C、または Cisco uBR-MC28C-BNC
ケーブル インターフェイス ライン カードを使用する Cisco uBR7246 VXR ルータ。このルー
タは Cisco ケーブル クロック カードを搭載していて、Cisco IOS リリース 12.1(1a)T1、Cisco
IOS リリース 12.1(2)EC1 およびそれ以降のリリースを実行している必要もあります。Cisco
ケーブル クロック カードは、外部の国内クロック ソースに接続する必要があります。
特定のネットワーク セグメントに接続されている CM またはセットトップ ボックス（STB）に信
号を配信する上で、クロックカードからの外部クロックカード基準をサポートするのは、これら
のケーブル インターフェイス カードに限られます。クロック カードとともに他のケーブル イン
ターフェイス カード（Cisco uBR-MC16C など）を使用することもできますが、それらのケーブル
インターフェイスでは、ダウンストリーム SYNC メッセージが外部クロック ソースと同期されま
せん。
各 CM または STB が、VoIP アプリケーションとクロック機能セットをサポートしている必要も
あります。たとえば、Cisco IOS リリース 12.0(7)T 以降を実行する Cisco uBR924 は、自動的にク
ロック カード機能をサポートします。

（注）

___________________
例

showcontrollersclock-reference コマンドにより、Cisco uBR10012 ルータ上の比較エラーが表示
されることがあります。これは、クロック カードが互いに同期する前に、システムの起動時
に若干の遅延が生じる場合があるためです。これらの初期比較エラーについては、無視した上
で cableclockclear-counters コマンドでクリアしても構いません。

以下に、クロック カードに対して表示されるすべてのカウンタをリセットする例を示します。
Router# cable clock clear-counters

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcontrollersclock-reference

ケーブル クロック カードのハードウェア情報
を表示します。
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cable clock dti

cable clock dti
DOCSIS Timing Interface（DTI）のクロック基準モードを設定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで -->cableclockdti コマンドを使用します。DTI クロック基準モードを終了して
スタンドアロン モードを再開するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable clock dti
no cable clock dti
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

スタンドアロン モード

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して DTI クロック モードを設定します。
Cisco uBR10012 および Cisco uBR7225VXR ルータでは、このコマンドを DOCSIS Timing and Control
Card（DTCC）構成の一部として NVRAM に保管できます。

（注）

cable clock dti コマンドまたはこのコマンドの no 形式を使用して DTI クロック基準モードを設
定すると、Cisco uBR10012 ルータ上の DTCC カードが再起動し、ケーブル モデムの再初期化
または再登録が行われる場合があります。
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cable clock dti

___________________
例

___________________
関連コマンド

Router# configure terminal
Router(config)# cable clock dti

コマンド

説明

showcableclockdti

DTI 情報を表示します。
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cable clock dti clear-counters

cable clock dti clear-counters
DOCSIS Timing Interface（DTI）モードの showcableclockdticounters コマンドで表示されるカウン
タをリセットするには、特権 EXEC モードで cableclockdticlear-counters コマンドを使用します。
cable clock dti clear-counters slot/subslot
___________________
構文の説明

slot/subslot

DTCC ポートのスロットとサブスロットの場所
を指定します。有効な値は 1/1 または 2/1 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータ用に導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、showcableclockdticlient--> コマンドが DTI モードで最後に使用されてから表示
されたすべてのカウンタをリセットします。
このコマンドは、クロックを同期して Voice-over-IP（VoIP）操作を改善する Cisco CMTS クロッ
ク機能セットをサポートしています。
___________________
例

以下に、クロック カードに対して表示されるすべてのカウンタをリセットする例を示します。
Router# cable clock dti clear-counters
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cable clock dti clear-counters

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcableclockdticounters

ケーブル クロック カードのハードウェア情報
を表示します。
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cable clock force

cable clock force
クロック カードがホールドオーバー モードのときに外部タイミング ソースを選択するには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで cableclockforce コマンドを使用します。選択を無効に
してデフォルトに戻るには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable clock force {primary| secondary}
no cable clock force
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

primary

プライマリ ソースをクロック基準として動作さ
せます。

secondary

セカンダリ ソースをクロック基準として動作さ
せます。

プライマリ外部ソースが使用可能な場合、クロック カードは自動的にそれを使用します。プライ
マリ ソースで障害が発生すると、クロック カードでホールドオーバー モードが開始され、数秒
後にセカンダリ外部クロックソースに切り替わります。プライマリソースが使用可能になると、
クロック カードのクロック ソースがプライマリ ソースに戻ります。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.1(1a)T1

このコマンドが導入されました。

12.1(2)EC1

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.1(2)EC1 に統合されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン クロック カードがホールドオーバー モードの場合、このコマンドがクロック カードのデフォル
トの動作をオーバーライドします。クロックカードがホールドオーバーモードでなければ、この
コマンドは無視されます。クロック カードがフリー実行モードの場合、クロック基準をポートに
強制することはできません。
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cable clock force

（注）

このコマンドは、SC トレインには適用されません。

（注）

強制クロック基準が失われると、他の外部基準が使用可能であっても、クロック カードでホー
ルドオーバー モードが開始されます。
VoIP 設定でクロック機能セットをサポートするには、クロック カードを装着した Cisco uBR7246
VXR シャーシと、Cisco uBR-MC16S、Cisco uBR-MC16E、または Cisco uBR-MC28C ケーブル イン
ターフェース ライン カードを使用して Cisco IOS リリース 12.1(1a)T1 以降のリリースを実行する
必要があります。特定のネットワーク セグメントに接続されている CM またはセットトップ ボッ
クス（STB）に信号を配信する上で、クロック カードからの外部クロック カード基準をサポート
するのは、これらのケーブル インターフェイス ライン カードに限られます。クロック カードと
ともに他のケーブル インターフェイス カード（Cisco uBR-MC16C など）を使用することもできま
すが、それらのケーブル インターフェイスでは、ダウンストリーム SYNC メッセージが外部ク
ロック ソースと同期されません。
各 CM または STB が、VoIP アプリケーションとクロック機能セットをサポートしている必要も
あります。たとえば、Cisco IOS リリース 12.0(7)T 以降を実行する Cisco uBR924 は、自動的にク
ロック カード機能をサポートします。

___________________
例

以下の例では、クロックカードがホールドオーバーモードになった場合に、セカンダリ外部ソー
スからケーブル クロック カードのタイミング基準を取得するよう強制します。
Router(config)# cable clock force secondary

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcableclock

ケーブル クロック カードのステータス情報を
表示します。

showcontrollersclock-reference

ケーブル クロック カードのハードウェア情報、
レジスタ値、および現在のカウンタを表示しま
す。
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cable clock source-midplane
ミッドプレーン時分割多重（TDM）クロックをクロック カードのプライマリ タイミング基準に
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cableclocksource-midplane コマンドを使
用します。選択を無効にしてデフォルトに戻るには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable clock source-midplane
no cable clock source-midplane
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

クロック カードはミッドプレーン TDM クロックからタイミング基準を取得しません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(1a)T1

このコマンドが導入されました。

12.1(2)EC1

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.1(2)EC1 に統合されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン クロック カードはミッドプレーン TDM クロックに対してタイミング基準を自動的に提供するた
め、ミッドプレーンをクロック カードの基準として機能させることはできません。つまり、ポー
ト アダプタをミッドプレーンのプライマリ クロック基準ソースとして設定しない限り、
cableclocksource-midplane コマンドは適用されません。

（注）

このコマンドは、SC トレインには適用されません。
VoIP 設定でクロック機能セットをサポートするには、クロック カードを装着した Cisco uBR7246
VXR シャーシと、Cisco uBR-MC16S、Cisco uBR-MC16E、または Cisco uBR-MC28C ケーブル イン
ターフェース ライン カードを使用して Cisco IOS リリース 12.1(1a)T1 以降のリリースを実行する
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必要があります。特定のネットワーク セグメントに接続されている CM またはセットトップ ボッ
クス（STB）に信号を配信する上で、クロック カードからの外部クロック カード基準をサポート
するのは、これらのケーブル インターフェイス ライン カードに限られます。クロック カードと
ともに他のケーブル インターフェイス カード（Cisco uBR-MC16C など）を使用することもできま
すが、それらのケーブル インターフェイスでは、ダウンストリーム SYNC メッセージが外部ク
ロック ソースと同期されません。
各 CM または STB が、VoIP アプリケーションとクロック機能セットをサポートしている必要も
あります。Cisco IOS リリース 12.0(7)T 以降を実行する Cisco uBR924 は、自動的にクロック カー
ド機能をサポートします。
___________________
例

以下に、プライマリ クロック基準をミッドプレーン TDM クロックに設定する例を示します。
Router(config)# cable clock source-midplane

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcableclock

ケーブル クロック カードのステータス情報を
表示します。
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cable clock upgrade
DOCSIS Timing & Control Card（DTCC）上の Field-Programmable Gate Array（FPGA）イメージを
手動でアップグレードするには、特権 EXEC モードで cableclockupgrade コマンドを使用します。
cable clock upgrade slot/subslot
___________________
構文の説明

slot

DTCC カードのシャーシ スロット番号。有効な
スロット番号は 1 です。

subslot

DTCC カードのセカンダリ スロット番号。有効
なサブスロット番号は、1 または 2 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.2(33) SCC 以降では、Cisco uBR 10012 ルータに単一の DTCC カードが装着
されている場合にのみ、手動で FPGA イメージをアップグレードできます。手動アップグレード
が失敗した場合、または中断された場合は、DTCC カードが使用できなくなる可能性があります。
手動アップグレードの実行中は、DTCC カードをリセットしたり、プラグを抜いたりしないでく
ださい。FPGA アップグレードが予期せず失敗した場合にダウンタイムが長引かないよう、スタ
ンバイ DTCC カードは Cisco uBR10012 ルータに装着することを推奨します。

（注）

システムから手動アップグレードを続行するよう求めるプロンプトが出された場合は、y（yes）
を開始する必要があります。
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___________________
例

以下の例では、DTCC カードで FPGA アップグレード プロセスを手動で開始します。
Router# cable clock upgrade 1/1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableclockdti

DOCSIS Timing Interface（DTI）クロック基準
モードを設定します。
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cable cm-status
ケーブル モデム（CM）ステータス イベントの「イベント ホールドオフ タイマー」および「イベ
ントごとのレポート数」パラメータの値を設定するには、グローバル コンフィギュレーション
モードで cablecm-status コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形
式を使用します。
cable cm-status {all| event} [holdoff {timer| default}| reports {reportvalue| default}]
no cable cm-status
___________________
構文の説明

all

すべての CM ステータス イベントを指定しま
す。

event

CM ステータス イベントのタイプ。

holdoff

（任意）CM ステータス イベント ホールドオフ
タイマーを設定します。ホールドオフ単位はミ
リ秒で定義されます。タイマーの増分値は 20
ミリ秒です。
• timer：ホールドオフ タイマー値。有効な
値の範囲は 1 ～ 65535 ミリ秒です。デフォ
ルト値は 50 ミリ秒です。
• default：デフォルト値の 50 ミリ秒を指定
します。

reports

（任意）イベントごとのレポート数の値を設定
します。
• reportvalue：レポート値。有効な値の範囲
は 0 ～ 255 です。デフォルト値は 2 です。
• default：デフォルト値の 2 を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

「イベントホールドオフタイマー」および「イベントごとのレポート数」パラメータにデフォル
ト値が使用されます。

グローバル コンフィギュレーション（config）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablecm-status コマンドは、プライマリ チャネルに属する MAC ドメイン記述子（MDD）のイベ
ント テーブルを更新します。このコマンドのヘルプ テキストに、イベント タイプとそれに対応
する整数のマッピングが示されます。
以下の 10 個の CM ステータス イベントがあります。
1 セカンダリ チャネル MDD タイムアウト
2 QAM/FEC ロック失敗
3 範囲外シーケンス
4 MDD リカバリ
5 QAM/FEC ロック リカバリ
6 T4 タイムアウト
7 T3 再試行回数超過
8 T3 再試行回数超過後の範囲設定成功
9 バッテリ バックアップでの CM 動作
10 A/C 電源への CM 復帰

（注）

___________________
例

CM-STATUS メッセージ イベント「範囲外シーケンス」は、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE5
以降の Cisco ワイドバンド SPA で有効にされ、かつサポートされています。Cisco CMTS では、
「範囲外シーケンス」イベントを受信すると、イベントに示された各ダウンストリーム サー
ビス ID（DSID）のシーケンス変更カウント（SCC）ビットを切り替えます。

以下に、すべての CM-STATUS イベントに対してイベント ホールドオフ タイマーを 100 ミリ秒に
設定し、イベントごとのレポート数を 4 に設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable cm-status all holdoff 100 reports 4

以下に、CM ステータス イベント「MDD リカバリ」のイベント ホールドオフ タイマーを 150 ミ
リ秒に設定し、このイベントのレポート数を 3 に設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable cm-status 4 holdoff 150 reports 3
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablecm-statusenable

プライマリ ケーブル インターフェイスで 1 つ
または一連の CM スタータス イベントを有効に
します。
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cable cm-status enable
プライマリ ケーブル インターフェイスで 1 つまたは一連の CM スタータス イベントを有効にす
るには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで cablecm-statusenable コマンドを使
用します。プライマリケーブルインターフェイスで特定のイベントを無効にするには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
cable cm-status enable range
no cable cm-status
___________________
構文の説明

range

プライマリ ケーブル インターフェイスで有効
にする CM ステータス イベントを指定します。
有効な値の範囲は 1 ～ 10 です。イベント番号
を指定して単一のイベントを有効にするか、範
囲（たとえば、1 ～ 9）を指定して一連のイベ
ントを有効にすることができます。
Cisco uBR10012 および Cisco uBR7200 シリーズ
ルータのケーブル インターフェイスまたはモ
ジュラ ケーブル インターフェイスでは、デフォ
ルトで以下のイベントが有効にされています。
• セカンダリ チャネル MDD タイムアウト
• QAM/FEC ロック失敗
• 範囲外シーケンス
• MDD リカバリ
• QAM/FEC ロック リカバリ
（注）

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

ダウンストリーム関連のイベント（セカンダリ チャネル MDD タイムアウト、QAM/FEC ロック
失敗、範囲外シーケンス、MDD リカバリ、および QAM/FEC ロック リカバリ）は有効にされて
います。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
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showrunning-configinterfacecable コマ
ンドの出力には、デフォルトのイベ
ントは表示されません。

ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable cm-status enable

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、CMTS 上のプライマリ以外のすべての RF チャネルに適用されます。
Cisco uBR10012 および Cisco uBR7200 シリーズ ルータでは、インターフェイスごとに以下の 10
個の CM ステータス イベントがあります。
• 1：セカンダリ チャネル MDD タイムアウト
• 2：QAM/FEC ロック失敗
• 3：範囲外シーケンス
• 4：MDD リカバリ
• 5：QAM/FEC ロック リカバリ
• 6：T4 タイムアウト
• 7：T3 再試行回数超過
• 8：T3 再試行回数超過後の範囲設定成功
• 9：バッテリ バックアップでの CM 動作
• 10：A/C 電源への CM 復帰
Cisco cBR シリーズ ルータでは、インターフェイスごとに以下の 6 つの CM ステータス イベント
があります。
• 3：範囲外シーケンス
• 6：T4 タイムアウト
• 7：T3 再試行回数超過
• 8：T3 再試行回数超過後の範囲設定成功
• 9：バッテリ バックアップでの CM 動作
• 10：A/C 電源への CM 復帰
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（注）

___________________
例

インターフェイスで特定のイベントに対してこのコマンドの no 形式を実行した場合、
showrunning-configinterface コマンドでは有効なイベントのみをリストします。有効にされて
いるイベントがない場合、showrunninginterfacecable コマンドにより、イベントに対して
nocablecm-stautsenable が表示されます。

以下に、プライマリ ケーブル インターフェイスですべての CM ステータス イベントを有効にす
る例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 8/0/0
Router(config-if)# cable cm-status enable 1-10

以下に、-->nocablecm-statusenable コマンドの設定例と、この設定に対応する
showrunning-configinterface コマンド出力例を示します。
Router(config)# interface cable 8/0/0
Router(config-if)# cable cm-status enable 1-10
Router(config-if)# no cable cm-status enable 1-2 4-5
Router(config-if) exit
Router# show running-config interface cable 8/0/0
Building configuration...
Current configuration : 1557 bytes
!
interface Cable8/0/0
shutdown
cable cm-status enable 3 6-10
no cable packet-cache
cable default-phy-burst 0
cable map-advance dynamic 300 500
cable bundle 1
cable downstream channel-id 145

以下の例では、CMTS で有効にされているイベントがない場合の showrunning-configinterfacecable
コマンドを出力します。
Router# show running-config interface cable 8/0/0
Building configuration...
Current configuration : 1558 bytes
!
interface Cable8/0/0
shutdown
no cable cm-status enable 1-10
no cable packet-cache
cable default-phy-burst 0
cable map-advance dynamic 300 500
cable bundle 1
cable downstream channel-id 145
cable downstream annex B
cable downstream modulation 256qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream frequency 555000000
cable downstream rf-shutdown
cable upstream max-ports 4
no cable upstream 0 connector
cable upstream 0 frequency 40000000
cable upstream 0 channel-width 3200000 3200000
cable upstream 0 power-level 26
cable upstream 0 docsis-mode tdma-atdma
cable upstream 0 minislot-size 4
--More--
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodem

登録済み CM および未登録の CM の情報を表示
します。
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cable cmc
シスコ同軸メディア コンバータ （CMC）のダウンストリーム RF 電力または Forward Optical
Receiver Module（FRx）を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cable cmc
コマンドを使用します。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable cmc mac-address{ds-rf-power power[tilt tilt-value]| frx {att att-value| eq eq-value}}
no cable cmc mac-address{ ds-rf-power | frx {att | eq}}
___________________
構文の説明

mac-address

Cisco CMC の MAC アドレス。

ds-rf-power

Cisco CMC でのダウンストリーム チャネルの RF 電
力を指定します。

power

RF 電力（dBmV 単位）。有効な値の範囲は 35 ～ 62
です。RF 電力は xy.z 形式で指定します。ここで、z
は 0 です。

tilt tilt-value

（任意）Cisco CMC でのダウンストリーム チャネル
RF 電力の変動均等化値を指定します。デフォルト値
は 9 dB です。
tilt-value：変動均等化は以下のいずれかの値に設定で
きます。
• -15dB：変動均等化値を -15 dB に設定します。
• -12dB：変動均等化値を -12 dB に設定します。
• -9dB：変動均等化値を -9 dB に設定します。
• -6dB：変動均等化値を -6 dB に設定します。
• -3dB：変動均等化値を -3 dB に設定します。
• 0dB：変動均等化値を 0 dB に設定します。

frx

Cisco CMC の FRx を設定します。

att att-value

減衰値（dB 単位）を指定します。
• att-value：減衰値。有効な値の範囲は 0 ～ 10 で
す。
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eq eq-value

均等化値（dB 単位）を設定します。
• eq-value：均等化値。有効な値の範囲は 3 ～ 15
です。

___________________
コマンド デフォルト

Cisco CMC にダウンストリーム RF と FRx は設定されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS リリース 12.2(33)CX

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン cable cmc コマンドは、MAC アドレスに基づくチャネル グループの Cisco CMC 間でのリソース
共有を設定します。
有効なダウンストリーム RF 電力値は、Cisco CMC でアクティブなダウンストリーム RF チャネル
の数に基づきます。ダウンストリーム RF チャネルを特定数に設定したダウンストリーム RF 電力
値が有効値の範囲内にない場合、Cisco CMC でアクティブなダウンストリーム RF チャネルの数
に応じてダウンロード RF 電力が調整され、警告メッセージが表示されます。
以下のダウンストリーム RF 電力値は、アクティブなダウンストリーム RF チャネルの数に応じて
使用することを推奨します。
表 1：推奨されるダウンストリーム RF 電力値

ダウンストリーム RF チャネルの数

推奨される RF 電力値

1

50 dBmV ～ 62 dBmV

2

46 dBmV ～ 58 dBmV

3

44 dBmV ～ 56 dBmV

4

42 dBmV ～ 54 dBmV

5

41 dBmV ～ 53 dBmV
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___________________
例

ダウンストリーム RF チャネルの数

推奨される RF 電力値

6

40 dBmV ～ 52 dBmV

7

39 dBmV ～ 51 dBmV

8

39 dBmV ～ 51 dBmV

9

38 dBmV ～ 50 dBmV

10

38 dBmV ～ 50 dBmV

11

37 dBmV ～ 49 dBmV

12

37 dBmV ～ 49 dBmV

13

36 dBmV ～ 48 dBmV

14

36 dBmV ～ 48 dBmV

15

35 dBmV ～ 47 dBmV

16

35 dBmV ～ 47 dBmV

以下に、変動均等化値を 0 dB に指定して Cisco CMC 上のダウンストリーム チャネルの RF 電力
を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable cmc 0001.0002.0003 ds-rf-power 35 tilt 0dB

以下に、減衰値を 6 dB に指定して Cisco CMC の FRx を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable cmc 0001.0002.0003 frx att 6

以下に、均等化値を 3 dB に指定して Cisco CMC の FRx を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable cmc 0001.0002.0003 frx eq 3

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clear cable cmc

Cisco CMC の情報をクリアします。

show cable cmc

Cisco CMC の情報を表示します。
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cable cmc image_upgrade

cable cmc image_upgrade
Cisco CMC イメージをアップグレードするには、特権 EXEC モードで cable cmc image_upgrade
コマンドを使用します。アップグレードを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
cable cmc mac-address image_upgrade
no cable cmc mac-address image_upgrade
___________________
構文の説明

mac-address

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

Cisco CMC の MAC アドレス。

リリース

変更内容

Cisco IOS リリース 12.2(33)CX

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS で Cisco CMC イメージをアップグレードする前に、TFTP または FTP サーバのアド
レスと、DHCP サーバでの完全なファイル パスを指定する必要があります。
___________________
例

以下に、Cisco CMC イメージをアップグレードする例を示します。
Router> enable
Router# cable cmc 0001.0002.0003 image_upgrade
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cable cmcpe-list valid-time

cable cmcpe-list valid-time
CMTS ルータが CM および CPE デバイスの現行リストを有効と見なす期間を設定するには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで cablecmcpe-listvalid-time--> コマンドを使用します。
この期間をデフォルト値の 3 分にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable cmcpe-list valid-time time
no cable cmcpe-list valid-time
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

time

Cisco CMTS ルータが現行の CM/CPE リストを
有効と見なす期間（秒単位）を指定します。
Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以前のリリース
では、有効な値の範囲は 0 ～ 3600 秒で、デフォ
ルト値は 180 秒（3 分）です。Cisco IOS リリー
ス 12.2(15)BC2 以降のリリースでは、有効な値
の範囲は 0 ～ 86400 秒で、デフォルト値は 900
秒（15 分）です。

180 秒（3 分）：Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以前のリリース
900 秒（15 分）：Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 以降のリリース

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.0(15)SC1、12.1(8)EC1

このコマンドは、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シ
リーズ ルータに導入されました。

12.2(4)BC1

このコマンドは、Cisco uBR10012 ルータの 12.2 BC トレインでサポー
トされていました。

12.2(15)BC2

時間の最大範囲が 3600 秒から 86400 秒に拡張され、デフォルトが
180 秒から 900 秒に変更されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。
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cable cmcpe-list valid-time

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS ルータは、過去 24 時間にケーブル インターフェイスに接続されたケーブル モデムお
よび CPE デバイスの内部リストを維持します。このリストには、過去 24 時間より前に接続され
たケーブル モデムおよび CPE デバイスは取り込まれません。
CMTS ルータはこのリストを使用して、各種 show コマンドにデータを提供するとともに、
CISCO-DOCS-EXT-MIB MIB の cdxCmCpeTable テーブルに含まれるエントリをクエリーする SNMP
要求に応答します。
デフォルトでは、Cisco CMTS ルータは経過時間が 3 分以内の現行リストを使用します。現行のリ
ストが 3 分を超えて存在している場合、Cisco CMTS ルータはそのリストを無効と見なし、新しい
リストを作成します。この設定には、CMTS ルータがクエリーごとに新しいリストを作成してシ
ステム パフォーマンスに影響を及ぼす事態を防ぐ目的があります。
cablecmcpe-listvalid-time--> コマンドを使用して、CMTS ルータが CM および CPE デバイスの現
行リストを有効と見なす期間を変更することができます。期間を変更することで、ネットワーク
処理に使用可能な CPU サイクルの数に影響を与えることなく、最新の情報を提供するのに最適な
期間の値を見つけることができます。
期間を短くすると CM および CPE デバイスのリストがより最新の状態になりますが、リストを維
持するために必要な処理時間が長くなります。期間を長くするとプロセッサへの負荷が軽減され
ますが、CM/CPE のリストが最新の状態でなくなる可能性があります。
cdxCmCpeTable テーブルの SNMP クエリーを実行すると CPU 使用率が急激に増加する場合、この
コマンドを使用してリストの有効期間を長くすることで、Cisco CMTS ルータがクエリーに応答す
るために CM/CPE リストを再作成する頻度を少なくします。

（注）

___________________
例

現行リストの有効期間を調べるには、showrunning-config コマンドを使用し、その出力で
cablecmcpe-listvalid-time コマンドを見つけます。このコマンドが出力に表示されない場合、リ
ストの有効期間はデフォルト値に設定されます。

以下に、リストの有効期間を 60 秒（1 分）に設定する例を示します。
Router(config)# cable cmcpe-list valid-time 60

以下に、現在のリストの有効期間の設定を調べる例を示します。
Router# show running-config | include cmcpe-list
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cable cmcpe-list valid-time

cable cmcpe-list valid-time 60

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodem

登録済み CM および未登録の CM の情報を表示
します。
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cable cmts-id

cable cmts-id
Cisco CMTS の CMTS ID を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cable
cmts-id コマンドを使用します。CMTS ID をデフォルト値に設定するには、このコマンドの no 形
式を使用します。
cable cmts-id cmts-id
no cable cmts-id cmts-id
___________________
構文の説明

cmts-id

Cisco CMTS の CMTS ID。値の範囲は 0 ～ 16383 です。デフォルト値は 8191
です。

___________________
コマンド デフォルト

CMTS ID は 8191 に設定されます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ に導入されました。

___________________
使用上のガイドライン この設定により、ゲート ID の CMTS ID 部分の値を定義することができます。CMTS ID 値は、
ゲート ID の下位 13 桁のビット（0 ～ 12）です。
___________________
例

以下に、CMTS ID を設定する例を示します。
Router(config)# cable cmts-id 9000

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show cable cmts-id

設定されている CMTS ID を表示します。
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cable config-file

cable config-file
Cisco CMTS ルータの内部 CM コンフィギュレーション ファイルのコンフィギュレーション ファ
イル名を作成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cable config-file コマンド
を使用します。コンフィギュレーション ファイル名を削除するには、このコマンドの no 形式を
使用します。
cable config-file filename
no cable config-file filename
___________________
構文の説明

filename

作成および編集するコンフィギュレーション
ファイル名を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(2)EC1

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(4)BC1 に統合されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS CMTS ルータは初期登録手順中に、自動的に DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
を CM にダウンロードします。CM のネットワーク運用を設定する DOCSIS コンフィギュレーショ
ン ファイルには、サポートされる CPE デバイスの最大数、CM に提供されている Quality of Service

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
106

ケーブル コマンド：cable a ～ cable c
cable config-file

（QoS）のオプション、新しいソフトウェア イメージへの CM アップグレードの必要性などの情
報が含まれています。
DOCSIS 仕様で定義している DOCSIS コンフィギュレーション ファイル形式は、いくつものツー
ルで作成できます。この目的でシスコが提供している他のツール以外にも、cable config-file コマ
ンドを使用して、ネットワークに必要な DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作成するこ
ともできます。Cisco CMTS ルータのフラッシュ メモリに格納されたコンフィギュレーション ファ
イルは、必要に応じて CM に自動的にダウンロードされるように設定可能です。
cable config-file コマンドは、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルがまだ存在していない場
合、このファイルを作成し、config-file コンフィギュレーション モードを開始します。コンフィ
ギュレーション ファイルを作成するには、次のいずれかのサブコマンドを入力できます。
• access-denied
• channel-id
• cpe max
• download
• frequency
• option
• privacy
• service-class
• snmp manager
• timestamp

（注）

DOCSIS 共有秘密がダウンストリーム インターフェイスに設定されている場合（cable
shared-secret コマンドを参照）、cable config-file コマンドは動的に生成された DOCSIS コン
フィギュレーション ファイルの終わりに、自動的に該当する MD5 メッセージ整合性チェック
（MIC）の値を挿入します。cable config-file コマンドでは、DOCSIS 共有秘密を指定する必要
はありません。
cable config-file サブコマンドを使用した後、exit コマンドを入力して config-file モードを終了
し、コンフィギュレーションファイルをフラッシュメモリに保存します。コンフィギュレーショ
ンファイルが作成されると、そのファイルは実行コンフィギュレーションファイル内にも表示さ
れます。コンフィギュレーションファイルを削除し、これをフラッシュメモリからも削除するに
は、no cable config-file コマンドを使用します。
CM がコンフィギュレーション ファイルをダウンロードできるようにするには、tftp-server コン
フィギュレーション コマンドを使用して、ルータのオンボード TFTP サーバを有効にする必要も
あります。小規模なラボ ネットワークで実行しているのでない限り、service udp-small-serves
max-servers no limit コマンドを使用して、デフォルトで 10 に設定された TFTP セッション数の制
限も削除する必要があります。
さらに、以下のコマンドも推奨されます。
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cable config-file

• cable time-server ：Cisco CMTS ルータが時刻（ToD）サーバとして機能するようにします。
• ip dhcp pool ：Cisco CMTS ルータを DHCP サーバとして設定します。このように設定しない
場合は、外部 DHCP サーバが必要です。
• ip dhcp ping packets 0 ：DHCP サーバとしての Cisco CMTS ルータの拡張性を向上させます。

（注）

___________________
例

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルの詳細については、DOCSIS Cable Labs の公式 Web
サイト（http://www.cablemodem.com）に用意されている『DOCSIS 1.1 Radio Frequency (RF)
Interface Specification』の付録 C を参照してください。

以下に、2 つの DOCSIS コンフィギュレーション ファイルの設定例を示します。最初のコンフィ
ギュレーション ファイルでは、CM ごとに最大 4 台の CPE デバイスを使用できるようにして、そ
のトラフィックの QoS パラメータを設定します。2 番目のコンフィギュレーション ファイルで
は、CM とその CPE デバイスに対するネットワーク アクセスを拒否するように設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable config-file test.cm
Router(config-file)# cpe max 4
Router(config-file)# service-class 1 priority 2
Router(config-file)# service-class 1 max-upstream 128
Router(config-file)# service-class 1 max-downstream 1000
Router(config-file)# timestamp
Router(config-file)# exit
Router(config)# cable config-file denied.cm
Router(config-file)# access-denied
Router(config-file)# exit
Router(config)#

以下に、標準的な Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルで上記の 2 つの DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルと標準的な DHCP サーバ設定を表示する部分を記載します。
Router# show running-config
...
service udp-small-servers max-servers no-limit
!
cable time-server
!
cable config-file test.cm
cpe max 4
service-class 1 priority 2
service-class 1 max-upstream 128
service-class 1 max-downstream 1000
timestamp
cable config-file disable.cm
access-denied
!
ip dhcp pool modems-c3
network 10.30.128.0 255.255.240.0
bootfile test.cm
next-server 10.30.128.1
default-router 10.30.128.1
option 7 ip 10.30.128.1
option 4 ip 10.30.128.1
option 2 hex 0000.0000
!
...
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cable config-file

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableconfig-file

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作
成し、コンフィギュレーション ファイル モー
ドを開始します。

access-denied

ネットワークへのアクセスを無効にします。

channel-id

アップストリーム チャネル ID を指定します。

cpe max

アクセスを許可する CPE デバイスの最大数を指
定します。

debug cable config-file

内部 DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
エディタで生成された DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルに関する情報を表示しま
す。

download

新しいソフトウェア イメージをダウンロードす
るファイル名とサーバの IP アドレスを指定し
ます。

frequency

ダウンストリーム周波数を指定します。

option

他のコマンドにより、指定されていないコン
フィギュレーション ファイルのオプションを指
定します。

privacy

ベースライン プライバシー イメージのプライ
バシー オプションを指定します。

service-class

コンフィギュレーション ファイルのサービス
クラス定義を指定します。

snmp manager

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）の
オプションを指定します。

timestamp

タイムスタンプの生成を有効にします。

show running-config

定義されているすべてのコンフィギュレーショ
ン ファイルを含む、現在の実行コンフィギュ
レーションを表示します。
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コマンド

説明

show startup-config

定義されて保存済みのすべてのコンフィギュ
レーション ファイルを含む、現在保存されてい
るコンフィギュレーションを表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
110

ケーブル コマンド：cable d
• cable dci-response, 114 ページ
• cable dci-upstream-disable, 117 ページ
• cable def-phy-burst , 119 ページ
• cable default-phy-burst, 122 ページ
• cable device, 126 ページ
• cable dfo-retry-count, 129 ページ
• cable dhcp-giaddr, 131 ページ
• cable dhcp-insert, 136 ページ
• cable dhcp-parse option, 139 ページ
• cable divert-rate-limit, 141 ページ
• cable docsis30-voice downstream req-attr-mask, 143 ページ
• cable dot1q-vc-map, 145 ページ
• cable downstream annex, 149 ページ
• cable downstream attribute-mask, 152 ページ
• cable downstream channel-id, 154 ページ
• cable downstream-channel-id automatic, 157 ページ
• cable downstream dsg chan-list, 159 ページ
• cable downstream dsg dcd-enable, 161 ページ
• cable downstream dsg disable, 163 ページ
• cable downstream dsg rule, 165 ページ
• cable downstream dsg tg, 168 ページ
• cable downstream dsg tg channel, 170 ページ
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• cable downstream dsg timer, 172 ページ
• cable downstream dsg vendor-param, 174 ページ
• cable downstream freq-profile, 176 ページ
• cable downstream frequency, 178 ページ
• cable downstream if-output, 182 ページ
• cable downstream interleave-depth, 185 ページ
• cable downstream modulation, 188 ページ
• cable downstream override, 190 ページ
• cable downstream qam-profile, 192 ページ
• cable downstream qos wfq weight, 194 ページ
• cable downstream rate-limit, 196 ページ
• cable downstream rf-power, 200 ページ
• cable downstream rf-shutdown, 205 ページ
• cable dsg, 208 ページ
• cable dsg cfr, 213 ページ
• cable dsg chan-list, 217 ページ
• cable dsg client-list, 220 ページ
• cable dsg keepalive, 223 ページ
• cable dsg name-update-interval, 225 ページ
• cable dsg tg, 227 ページ
• cable dsg tg channel, 230 ページ
• cable dsg tg channel ucid, 233 ページ
• cable dsg tg channel vendor-param, 235 ページ
• cable dsg tg default-priority, 238 ページ
• cable dsg tg priority, 240 ページ
• cable dsg timer, 242 ページ
• cable dsg tunnel, 245 ページ
• cable dsg tunnel srv-class, 248 ページ
• cable dsg vendor-param, 251 ページ
• cable ds-max-burst, 253 ページ
• cable ds-resiliency, 256 ページ
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• cable dynamic-bw-sharing, 258 ページ
• cable dynamic-qos trace, 261 ページ
• cable dynamic-secret, 263 ページ
• cable dynamic-secret exclude, 272 ページ
• cable dynamic-secret tftp insert-upgrade-server, 275 ページ
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cable dci-response

cable dci-response
ケーブル インターフェイスで CM から送信される DCI-REQ メッセージに応答する方法を設定す
るには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cabledci-response コマン
ドを使用します。
cable dci-response [success| ignore| reject permanent| reject temporary]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

success

（任意）インターフェイスを設定することで、
インターフェイスで CM から送信される
DCI-REQ メッセージに対して Cisco CMTS が反
応し、成功（0）確認コードと共に DCI-RSP 応
答が送信させます。

ignore

（任意）インターフェイスを設定することで、
CM から送信される DCI-REQ メッセージを Cisco
CMTS に無視させます。この場合、DCI-RSP 応
答は送信されません。

rejectpermanent

（任意）インターフェイスを設定することで、
インターフェイス上で CM から送信される
DCI-REQ メッセージに対して Cisco CMTS が反
応し、永久拒否（4）確認コードを DCI-RSP に
送信させます。

rejecttemporary

（任意）インターフェイスを設定することで、
インターフェイス上で CM から送信される最初
の 4 つの DCI-REQ メッセージは Cisco CMTS に
無視させる一方で、5 番目の DCI-REQ メッセー
ジに対しては一時拒否（3）確認コードと共に
DCI-RSP応答を送信させます。この場合、CMTS
は以降の 7 つの DCI-REQ メッセージを無視し
続け、12 番目の DCI-REQ メッセージを受信し
た時点で同じプロセスを再開します。

Cisco CMTS ルータは、確認コードを成功（0）に設定した DCI-RSP 応答を送信して、すべての
CM からの DCI-REQ メッセージに応答します。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）
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___________________
コマンド履歴

リリース

説明

12.1(4)CX

このコマンドは DOCSIS 1.1 動作のために導入されました。

12.2(4)BC1

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(4)BC1 に統合されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Device Class Identification（DCI）メッセージは DOCSIS 1.1 仕様に含まれる Media Access Control 仕
様セクションの一部となっています（SP-RFIv1.1-I05-000714 リビジョン以降）。CM はオプショ
ンで DCI-REQ メッセージを使用することにより、CMTS ルータに特定の機能（CM が CPE 制御対
象ケーブル モデム（CCCM）であるかどうかなど）を通知できます。
CMTS ルータは、以下のいずれかの確認コードで応答します。
• 成功：CM に登録プロセスの続行を許可します。
• 永久拒否：CM に対し、このダウンストリーム チャネルに対する登録プロセスを中止するよ
う指示します。CM では、このダウンストリーム チャネルへの登録を再試行する前に、使用
可能な他のすべてのダウンストリーム チャネルを試す必要があります。
• 一時拒否：CM に対し、DCI-REQ カウンタをリセットして別の DCI-REQ メッセージを送信
し、DCI-RSP を待機してから登録プロセスを続けるよう指示します。

（注）

___________________
例

CMTS ルータは、Upstream Transmitter Disable（UP-DIS）メッセージで応答することもできま
す。詳細については、cabledci-upstream-disable コマンドの説明を参照してください。

以下に、CMTS ルータがスロット 6 のケーブル インターフェイスで CM から送信されるすべての
DCI-REQ メッセージを無視するように設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface c6/0
Router(config-if)# cable dci-response ignore
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以下の CMTS ルータ設定例では、スロット 6 のケーブル インターフェイスに対してはデフォルト
の動作を返す一方で、CM から送信されたすべての DCI-REQ メッセージに対しては成功確認コー
ドを DCI-RSP に送信します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface c6/0
Router(config-if)# cable dci-response success

（注）

___________________
関連コマンド

cabledci-responsesuccess コマンドはケーブル インターフェイスのデフォルト設定であるため、
起動または実行コンフィギュレーション ファイルには表示されません。

コマンド

説明

cabledci-upstream-disable

特定の CM には DCI-RSP メッセージの代わり
に Upstream Transmitter Disable（UP-DIS）メッ
セージを送信するようにケーブル インターフェ
イスを設定します。

debugcabledci

DCI-REQ、DCI-RSP、および UP-DIS メッセー
ジのデバッグを有効にします。
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cable dci-upstream-disable
特定の CM に DOCSIS 1.1 の Upstream Transmitter Disable（UP-DIS）メッセージを送信するように
ケーブル インターフェイスを設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードで cabledci-upstream-disable コマンドを使用します。この設定を削除してデフォルトの
設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable dci-upstream-disable mac-address [enable| disable]
no cable dci-upstream-disable mac-address [enable| disable]
___________________
構文の説明

mac-address

特定の CM の MAC 物理層アドレスを指定しま
す。

enable

（任意）特定の CM に対して UP-DIS メッセー
ジを有効にして、その CM が DCI-REQ メッセー
ジを送信すると CMTS ルータが UP-DIS メッ
セージを送信して応答するように設定します。

disable

（任意）特定の CM に対して UP-DIS メッセー
ジの送信を無効にします。

___________________
コマンド デフォルト

Cisco CMTS ルータはいずれの CM にも UP-DIS メッセージを送信しません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

説明

12.1(4)CX

このコマンドは DOCSIS 1.1 動作のために導入されました。

12.2(4)BC1

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(4)BC1 に統合されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。
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___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 1.1 仕様（SP-RFIv1.1-I05-000714 リビジョン以降）では、CMTS ルータが CM に対して
Upstream Transmitter Disable（UP-DIS）メッセージを送信できるようになりました。UP-DIS メッ
セージをサポートしている CM は、アップストリーム トランスミッタ回路を即時に無効にするこ
とで応答します。この場合、CM の電源を再投入してからでないと、CM はアップストリームで送
信を再開できません。
___________________
例

以下に、cabledci-upstream-disable コマンドを使用して MAC アドレス 0123.4567.89ab の CM に対
して UP-DIS メッセージを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface c6/0
Router(config-if)# cable dci-upstream-disable 0123.4567.89ab enable
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledci-response

ケーブル インターフェイスで CM から送信され
る DCI-REQ メッセージに応答する方法を設定
します。

debugcabledci

DCI-REQ、DCI-RSP、および UP-DIS メッセー
ジのデバッグを有効にします。
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cable def-phy-burst
アップストリームの最大トラフィック バースト パラメータに CM 固有の値が設定されていない場
合、CM にこのパラメータの値を指定するには、コントローラ コンフィギュレーション モードで
cabledef-phy-burst コマンドを使用します。最大バースト サイズをデフォルト値にリセットするに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
cable def-phy-burst burst-size
no cable def-phy-burst
___________________
構文の説明

burst-size

バーストで許可する最大バイト数を指定します。有効な値の範囲は 0 ～ 4096 バ
イトです。デフォルトは 2000 バイトです。値を 0 に設定すると、有効なバース
ト サイズを指定していない CM を登録できなくなります。

___________________
コマンド デフォルト

2000 バイト

___________________
コマンド モード

アップストリーム ケーブル専用のコントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に導入されました。これは、cable default-phy-burst に置き換
わるものです。

___________________
使用上のガイドライン
（注）

cabledef-phy-burst--> コマンドは、フラグメンテーションに対応できないケーブル モデムに適
用されます。cabledef-phy-burst コマンドで指定する値は、ケーブル モデム要求でサポートさ
れる合計フレーム バーストの最大サイズを決定するために使用されます。これとは対照的に、
ケーブル モデムがフラグメンテーションに対応できる場合は、そのケーブル モデムが送信で
きる単一物理バーストの最大サイズを決定するために cableupstreamfragment-force コマンド
を使用できます。
DOCSIS 1.0 仕様では、アップストリームの最大バースト サイズを指定せずに CM を登録したり、
無制限のバースト サイズを意味する値 0 に設定して CM を登録したりすることができます。ただ
し、アップストリームのバースト サイズが過剰に大きいと、音声コールで予測不可能なジッター
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や遅延が発生するため、この動作は DOCSIS 1.1 ネットワークに悪影響を及ぼす可能性がありま
す。DOCSIS 1.1 の CM が DOCSIS MAC 層でパケットのフラグメンテーションを有効にせずに登
録される場合も、この問題が発生する可能性があります。
このコマンドを使用することで、バースト サイズを指定していない CM やバースト サイズを 0 に
設定して登録される CM のデフォルト バースト サイズを指定できます。また、CM がアップスト
リーム チャネル記述子（UCD）パケットでサイズを 0（無制限）に指定している場合は、このコ
マンドが long 型データの最大許容サイズも指定します。CM が最大バースト サイズを超える long
型データの最大許容サイズを指定している場合、その CM が DOCSIS 連結を使用していなければ、
DOCSIS スケジューラは帯域幅要求をドロップします。
バースト プロファイルが定義されない場合に CM が登録されないようにするには、burst-size を 0
に指定してこのコマンドを使用します。バースト プロファイルを定義してない CM は、登録が許
可されず、オンライン状態になりません。

（注）

通常、DOCSIS 1.1 の CM はアップストリームの送信バースト サイズを、1522 バイトないし最
大連結バースト サイズ（最大 4096 バイトになる場合あり）のどちらか大きい方の値に設定し
ます。
デフォルトの PHY バースト パラメータは、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルで設定さ
れた他の 2 つのパラメータと相互作用します。
• DOCSIS 1.1 のコンフィギュレーション ファイルには、連結バーストの最大値も指定できま
す。この値は、デフォルトでは 1522 バイトに設定されます。このパラメータの値がデフォ
ルトの PHY バースト サイズより大きい場合、CM は連結を使用する際にデフォルトの PHY
バーストをオーバーライドできます。
• DOCSIS 1.0 および 1.1 のコンフィギュレーション ファイルでは、最大送信バースト サイズ
も指定できます。DOCSIS 1.1 の設定では、このパラメータはデフォルトで 3044 バイトに設
定されます。パラメータの最小値は 1522 バイトです。DOCSIS 1.0 のコンフィギュレーショ
ン ファイルでは、そのファイルがサポートしている DOCSIS 1.0 仕様のバージョンによって
は、このパラメータが 1522 バイトに設定される場合があります。CMTS ルータは、デフォル
トの PHY バースト サイズと最大送信バースト サイズのうち、低い方のサイズ制限を適用し
ます。そのため、ネットワーク内のすべてのコンフィギュレーション ファイルについて、最
大送信バースト サイズを最小値の 1522 に設定する必要があります。

___________________
例

以下に、Cisco cBR-8 でのデフォルトの最大バースト サイズを 1 に設定する例を示します。
Router(config)# controller upstream-Cable 3/0/1
Router(config-controller)# cable def-phy-burst 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamfragmentation

特定のアップストリームで DOCSIS フレームの
フラグメンテーションを有効にします。
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コマンド

説明

cableupstreamfragment-force

フレームが特定のサイズを超えたときにケーブ
ル インターフェイス ライン カードがアップス
トリーム上の DOCSIS フレームをフラグメント
化する必要があることを指定します。

showcablemodem

個々の CM の QoS 設定を含め、登録済み CM
および未登録の CM の情報を表示します。

showcontrollerscable

ダウンストリームの MPEG フレーミング形式
（Annex A または Annex B）設定を表示します。
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cable default-phy-burst
アップストリームの最大トラフィック バースト パラメータに CM 固有の値が設定されていない場
合、CM にこのパラメータの値を指定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで cabledefault-phy-burst コマンドを使用します。最大バースト サイズをデフォル
ト値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable default-phy-burst burst-size
no cable default-phy-burst
___________________
構文の説明

burst-size

バーストで許可する最大バイト数を指定しま
す。有効な値の範囲は 0 ～ 4096 バイトです。
デフォルトは 2000 バイトです。値を 0 に設定
すると、有効なバースト サイズを指定していな
い CM を登録できなくなります。

___________________
コマンド デフォルト

2000 バイト

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(8)BC1

このコマンドは、Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シリーズ、お
よび Cisco uBR10012 シリーズのルータに導入されました。

12.2(15)BC2

cabledefaut-phy-burst コマンドを基に、cableupstreamfragment-force コマ
ンドが導入されました。
フラグメンテーションに対応可能なケーブル モデムの場合、新しい
cableupstreamfragment-force コマンドが最大アップストリーム トラフィッ
ク バーストに影響を及ぼす可能性があります。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ では、このコマ
ンドが cable def-phy-burst コマンドによって置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン
（注）

cabledefault-phy-burst--> コマンドは、フラグメンテーションに対応できないケーブル モデム
に適用されます。cabledefault-phy-burst コマンドで指定する値は、ケーブル モデム要求でサ
ポートされる合計フレーム バーストの最大サイズを決定するために使用されます。これとは
対照的に、ケーブル モデムがフラグメンテーションに対応できる場合は、そのケーブル モデ
ムが送信できる単一物理バーストの最大サイズを決定するために -->cableupstreamfragment-force
コマンドを使用できます。
DOCSIS 1.0 仕様では、アップストリームの最大バースト サイズを指定せずに CM を登録したり、
無制限のバースト サイズを意味する値 0 に設定して CM を登録したりすることができます。ただ
し、アップストリームのバースト サイズが過剰に大きいと、音声コールで予測不可能なジッター
や遅延が発生するため、この動作は DOCSIS 1.1 ネットワークに悪影響を及ぼす可能性がありま
す。DOCSIS 1.1 の CM が DOCSIS MAC 層でパケットのフラグメンテーションを有効にせずに登
録される場合も、この問題が発生する可能性があります。
このコマンドを使用することで、バースト サイズを指定していない CM やバースト サイズを 0 に
設定して登録される CM のデフォルト バースト サイズを指定できます。また、CM がアップスト
リーム チャネル記述子（UCD）パケットでサイズを 0（無制限）に指定している場合は、このコ
マンドが long 型データの最大許容サイズも指定します。CM が最大バースト サイズを超える long
型データの最大許容サイズを指定している場合、その CM が DOCSIS 連結を使用していなければ、
DOCSIS スケジューラは帯域幅要求をドロップします。
バースト プロファイルが定義されない場合に CM が登録されないようにするには、burst-size を 0
に指定してこのコマンドを使用します。バースト プロファイルを定義してない CM は、登録が許
可されず、オンライン状態になりません。

（注）

通常、DOCSIS 1.1 の CM はアップストリームの送信バースト サイズを、1522 バイトないし最
大連結バースト サイズ（最大 4096 バイトになる場合あり）のどちらか大きい方の値に設定し
ます。
デフォルトの PHY バースト パラメータは、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルで設定さ
れた他の 2 つのパラメータと相互作用します。
• DOCSIS 1.1 のコンフィギュレーション ファイルには、連結バーストの最大値も指定できま
す。この値は、デフォルトでは 1522 バイトに設定されます。このパラメータの値がデフォ
ルトの PHY バースト サイズより大きい場合、CM は連結を使用する際にデフォルトの PHY
バーストをオーバーライドできます。
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• DOCSIS 1.0 および 1.1 のコンフィギュレーション ファイルでは、最大送信バースト サイズ
も指定できます。DOCSIS 1.1 の設定では、このパラメータはデフォルトで 3044 バイトに設
定されます。パラメータの最小値は 1522 バイトです。DOCSIS 1.0 のコンフィギュレーショ
ン ファイルでは、そのファイルがサポートしている DOCSIS 1.0 仕様のバージョンによって
は、このパラメータが 1522 バイトに設定される場合があります。CMTS ルータは、デフォル
トの PHY バースト サイズと最大送信バースト サイズのうち、低い方のサイズ制限を適用し
ます。そのため、ネットワーク内のすべてのコンフィギュレーション ファイルについて、最
大送信バースト サイズを最小値の 1522 に設定する必要があります。

___________________
例

以下の例では、デフォルトの最大バースト サイズを、DOCSIS 1.1 仕様における最小サイズである
1522 バイトに設定します。
Router(config)# interface cable 5/1
Router(config-if)# cable default-phy-burst 1522

以下の例では、デフォルトの最大バースト サイズを 0 に設定します。この場合、CM が有効なバー
スト プロファイルを指定していない限り、Cisco CMTS は CM を登録してオンラインにすること
を許可しません。
Router(config)# interface cable 5/1
Router(config-if)# cable default-phy-burst 0

以下に、デフォルトの最大バースト サイズをデフォルトの 2000 バイトにリセットする例を示し
ます。
Router(config)# interface cable 5/1
Router(config-if)# no cable default-phy-burst

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamfragmentation

特定のアップストリームで DOCSIS フレームの
フラグメンテーションを有効にします。

cableupstreamfragment-force

フレームが特定のサイズを超えたときにケーブ
ル インターフェイス ライン カードがアップス
トリーム上の DOCSIS フレームをフラグメント
化する必要があることを指定します。

showcablemodem

個々の CM の QoS 設定を含め、登録済み CM
および未登録の CM の情報を表示します。

showcontrollerscable

ダウンストリームの MPEG フレーミング形式
（Annex A または Annex B）設定を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
124

ケーブル コマンド：cable d
cable default-phy-burst

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
125

ケーブル コマンド：cable d
cable device

cable device
Cisco CMTS ルータにケーブル モデム（CM）デバイスまたはホストのアクセス リストを設定する
には、特権 EXEC モードで cabledevice コマンドを使用します。アクセス グループを削除するに
は、このコマンドの no-->access-group オプションを使用します。
cable device { {ip-address| mac-address} [no] access-group {access-list| access-name}| [vrf vrf-name]
ip-address [no] access-group [access-list| access-name]}
___________________
構文の説明

ip-address

CM デバイスまたはホストの IP アドレス。

mac-address

CM デバイスまたはホストの MAC アドレス。

access-group

access-group オプションを有効にします。no 形
式を使用すると、アクセス グループの指定が削
除されます。

{access-list | access-name}

アクセス リスト番号（1 ～ 199）またはアクセ
ス リスト名のいずれかで IP アクセス リスト
（標準または拡張）を指定します。

vrfvrf-name

VPN ルートを取り込む Virtual Routing and
Forwarding（VRF）インスタンスを指定します。
• vrf-name：VRF インスタンスの名前

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

説明

12.1

このコマンドは、以前のリリースから移動されました。

12.1(1a)T1

マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）VPN をサポートする
ために vrf キーワードが追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。
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リリース

説明

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドの vrf キーワードでサポートされるのは、ip-address オプションのみです。
access-listaccess-listdenyanyany コマンドを使用することで、すべての IP アドレス（設定済みの IP
アドレスを除く）へのアクセスを拒否するようにアクセス リストを設定できます。Cisco IOS リ
リース 12.2(33)SCD 以降では、Cisco uBR7200 シリーズのユニバーサル ブロードバンド ルータで
そのようなアクセス リストに CM を追加すると、ping が失敗します。CM をリセット、削除、ま
たは電源オフにした場合、ping は CM がオンラインになった後で成功します。ただし、
showcablemodemaccess-group コマンドでは CM がアクセス グループに属していないことを返しま
す。

（注）

-->cabledevice コマンドは、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータではサポート
されていません。

（注）

Cisco IOS リリース 12.0 SC、12.1 EC、および 12.2 BC では vrf キーワードはサポートされてい
ません。

___________________
例

以下に、アクセス リストをケーブル デバイスの MAC アドレスに割り当てる例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable device 0010.7b6b.77ed acc 1
Router(config)# exit

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearcablehost

Cisco CMTS ルータの内部アドレス テーブルか
らホストをクリアします。

cablehostaccess-group

Cisco CMTS ルータに、指定されたホストのア
クセス リストを設定します。
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コマンド

説明

showcabledeviceaccess-group

Cisco CMTS ルータのネットワーク上の CM と
それらの CM の背後にあるホストを表示しま
す。

showcablehostaccess-group

Cisco CMTS ルータのネットワーク上の CM の
背後にあるホストを表示します。
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cable dfo-retry-count
ダウンストリーム周波数オーバーライド（DFO）再試行回数を設定するには、グローバル コン
フィギュレーション モードで cabledfo-retry-count コマンドを使用します。DFO 再試行回数をデ
フォルト値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable dfo-retry-count n
no cable dfo-retry-count n
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

n

ダウンストリーム周波数オーバーライドの再試
行回数。有効な値の範囲は 1 ～ 100 です。

Cisco uBR10012 および Cisco uBR7200 シリーズ ルータでは、DFO 再試行回数は 20 に設定されま
す。
Cisco cBR シリーズ ルータでは、DFO 再試行回数は 5 に設定されます。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCD7

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン ダウンストリーム周波数オーバーライド（DFO）機能により、ケーブル モデムを特定のプライマ
リ RF チャネルに登録できます。RF 障害が発生した場合、および一部のケーブル モデムの場合
は、ケーブル モデムが特定のプライマリ RF チャネルに登録するまでに時間がかかります。
cabledfo-retry-count コマンドを使用して DFO 再試行回数を設定することで、ケーブル モデムの
登録時間を短縮できます。
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___________________
例

以下に、DFO 再試行回数を 10 に設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable dfo-retry-count 10

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable service attribute ds-bonded downstream-type プライマリ対応ダウンストリーム ボンディング
bonding-enabled
チャネルで、ダウンストリーム ボンディング対
応モデムの初期化を強制します。
cable service attribute non-ds-bonded
downstream-type bonding-disabled

非ボンディング対応モデムで、CMTS に非ボン
ディング RF チャネルのみが登録されるよう強
制します。

cableservicetypeds-frequency

一致するサービス タイプをダウンストリーム周
波数にリダイレクトします。
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cable dhcp-giaddr
DHCPDISCOVER および DHCPREQUEST パケットが DHCP サーバに転送される前に、これらの
パケットの GIADDR フィールドをリレー IP アドレスで変更するには、ケーブル インターフェイ
スまたはケーブル サブインターフェイス コンフィギュレーション モードから cabledhcp-giaddr
コマンドを使用します。GIADDR フィールドをデフォルト値に設定するには、このコマンドの no
形式を使用します。
cable dhcp-giaddr {policy [strict| host| mta| ps| stb] giaddr| primary}
no cable dhcp-giaddr
___________________
構文の説明

policy

制御ポリシーを選択して、ケーブル モデムには
プライマリ アドレスを、ホストとその他の顧客
宅内機器（CPE）デバイスにはセカンダリ アド
レスを使用するようにします。この設定は通
常、インターフェイス上の CM がルーティング
用に設定されている場合に、それらの CM とホ
ストで別のサブネット上の IP アドレスを使用
できるようにするために使用されます。

strict

（任意。policyキーワードを指定する場合のみ）
転送される DHCPOFFER パケットのソース IP
アドレスとして GIADDR IP アドレスを選択し
ます。
デフォルトでは、policy オプションを使用する
と、Cisco CMTS がケーブル インターフェイス
上のプライマリ アドレスのソース IP アドレス
と一致するように DHCPOFFER パケットのソー
ス IP アドレスを変更します。CM がケーブル
インターフェイスのプライマリ アドレス スペー
スとは異なるサブネットを使用している場合、
CM に適用されるアクセス リストに干渉する可
能性のあるこの動作を防ぐために、strict オプ
ションを有効にします。

host

ホストの GIADDR を指定します。

mta

メディア ターミナル アダプタ（MTA）の
GIADDR を指定します。

ps

ポータル サーバ（PS）の GIADDR を指定しま
す。
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stb

セットトップ ボックス（STB）の GIADDR を
指定します。

giaddr

バンドル インターフェイスのセカンダリ イン
ターフェイスの IP アドレス。

primary

CM と CPE デバイス両方の GIADDR フィール
ドに常に使用するプライマリ アドレスを選択し
ます。このオプションは一般に、Cisco
uBR-MC16E カードおよび Cisco uBR7100E シ
リーズ ルータで EuroDOCSIS 操作をサポートす
るために使用します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
サブインターフェイス コンフィギュレーション（config-subif）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)T

このコマンドが導入されました。

12.0(6)SC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.0(6)SC に統合されました。

12.1(2)EC1

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.1(2)EC1 に統合されました。

12.1(3a)EC

このコマンドは変更され、サブインターフェイスをサポートするよう
になりました。

12.2(15)BC2

このコマンドは変更され、strict オプションが組み込まれました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
このコマンドは変更され、Cisco uBR7225VXR ルータをサポートする
ようになりました。

12.2(33)SCD5

このコマンドは変更され、host、mta、ps、および stb キーワードをサ
ポートするようになりました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DHCPDISCOVER および DHCPREQUEST パケットの GIADDR フィールドでリレー IP アドレスを
指定するように変更してから、パケットを DHCP サーバに転送するには、このコマンドを使用し
ます。このコマンドからポリシー オプションを設定し、CM にはプライマリ アドレスを、CM の
背後にあるホスト（PC など）にはセカンダリ アドレスを使用するようにします。
複数のセカンダリ サブネットを使用している場合、Cisco CMTS ルータは DHCPDISCOVER 要求
を DHCP サーバに転送する際に、最初のセカンダリ IP アドレスを GIADDR フィールドとして使
用します。3 回試行しても DHCPOFFER メッセージに応答する DHCP サーバが表れない場合、
Cisco CMTS ルータは最大で 16 個目のセカンダリ アドレスに達するまで、次のセカンダリ IP アド
レスを使用します。

（注）

Cisco CM をルーティング モードに設定している場合に、その CM で cable-modemdhcp-proxnat
コマンドを使用するときは、cabledhcp-giaddrpolicystrict コマンドを使用し、対応するケーブ
ル インターフェイスを Cisco CMTS 上に設定する必要があります。

注意

strict オプションには、内部 DHCP サーバなどの DHCP ターミネーション ポイントでは実行さ
れない DHCP リレー操作を使用する必要があるため、Cisco CMTS ルータに搭載されている内
部 DHCP サーバでは strict オプションを使用できません。

（注）

cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータでは、内部 DHCP サーバはサポートされて
いません。

___________________
例

以下に、GIADDR で常に使用するプライマリ アドレスを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable dhcp-giaddr primary

以下に、ケーブル サブインターフェイス モードの GIADDR で常に使用するプライマリ アドレス
を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 6/0.1
Router(config-subif)# cable dhcp-giaddr primary
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以下に、CM にはプライマリ アドレスを使用し、ホストにはセカンダリ アドレスを使用するよう
にルータを設定する例を示します。さらに、この例では転送される DHCPOFFER パケットで
GIADDR をソース IP アドレスとして使用します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# cable dhcp-giaddr policy strict

以下に、CPE デバイス（この例では MTA）が特定のセカンダリ インターフェイスを使用するよ
うにルータを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface bundle 25
Router(config-if)# cable dhcp-giaddr mta 172.10.10.1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablehelper-address

User Datagram Protocol（UDP）ブロードキャス
ト（DHCP）パケットの宛先 IP アドレスを指定
します。

cablerelay-agent-option

システムに対して、CM またはホストから受信
した DHCP パケットに CM の MAC アドレスを
挿入してから DHCP サーバにパケットを転送で
きるようにします。

cablesource-verify

CM アップストリームの検証を有効にします。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムに対し、特定の
DHCP サーバの使用を強制します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン CM がアクセスする必要のある
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）
サーバの IP アドレスを特定します。

debugcabledhcp

DHCP がケーブル インターフェイスで使用され
る場合に、DHCP のデバッグを有効にします。

debugcablemac-address

ケーブル インターフェイス上の MAC アドレス
のデバッグを有効にします。

ipdhcprelayinformationoption

システムが CM MAC アドレスを CM または ホ
ストから受信した DHCP パケットに挿入し、パ
ケットを DHCP サーバに転送できるようにしま
す。
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コマンド

説明

ipdhcpsmart-relay

アドレス プールの枯渇時に、クライアント再送
信をモニタします。
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cable dhcp-insert
DHCP パケットにオプション 82 を使用して記述子を挿入するように Cisco CMTS ルータを設定す
るには、グローバル コンフィギュレーション モードで cabledhcp-insert コマンドを使用します。
このコンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable dhcp-insert {downstream-description| hostname| service-class| upstream-description}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト
___________________
コマンド モード

___________________
コマンド履歴

downstream-description

受信した DHCP パケットにダウンストリームの
ポート記述子を追加します。

hostname

受信した DHCP パケットにルータのホスト名を
追加します。

service-class

受信した DHCP パケットにルータのサービス
クラスを追加します。

upstream-description

受信した DHCP パケットにアップストリームの
ポート記述子を追加します。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

インターフェイス コンフィギュレーション（config）およびバンドル インターフェイス コンフィ
ギュレーション。

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCF2

このコマンドが変更されました。service-class キーワードが追加さ
れました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 次の機能を設定するには、cabledhcp-insert コマンドを使用します。
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CMTS ルータの DHCP、ToD、および TFTP サービス
この機能は Cisco CMTS ルータの DHCP セキュリティ対応機能およびケーブル重複 MAC アドレス
機能を拡張します。
cabledhcp-insert コマンドは、DHCP パケットに追加する記述子を指定します。これにより、DHCP
サーバはケーブル モデムのクローンを検出して、地理的な情報を抽出することが可能になりま
す。

（注）

リレー情報オプションの最大サイズを超えない限り、複数のタイプの記述子文字列を設定でき
ます。
Cisco CMTS ルータでは、DHCP リレー エージェント情報オプション（DHCP オプション 82）を
使用して、ケーブル モデムに関する特定の情報（MAC アドレス、接続先ケーブル インターフェ
イスなど）を送信できます。その情報について、DHCP サーバ側ではデータベース内のケーブル
モデムに属する情報と一致させられない場合、Cisco CMTS ルータがデバイスを CPE デバイスと
して特定します。この仕組みにより、Cisco CMTS ルータと DHCP サーバは、どの CPE デバイス
がどのケーブルモデルを使用しているか、そしてデバイスにネットワークアクセスを許可すべき
かどうかについて正確な情報を保持できます。
DHCP リレー エージェントを使用して、複製されたモデムを識別したり、E911 やその他のアプリ
ケーションの地理的情報を収集したりすることもできます。cabledhcp-insert--> コマンドを使用し
て、DHCP パケットにダウンストリーム、アップストリーム、ホスト名、またはサービス クラス
の記述子を挿入するように Cisco CMTS ルータを設定します。DHCP サーバはこれらの情報を使用
して、プロビジョニングされた加入者に固有のホストで使用可能なサービス レベルを決定できま
す。

（注）

___________________
例

service-class オプションを使用するには、CM コンフィギュレーション ファイルに指定された
サービス クラス名が Cisco CMTS にも設定されている必要があります。DHCP DISCOVER メッ
セージに service-class オプションを挿入するには、バンドル インターフェイスに
ipdhcprelayinformationoption-insert コマンドを設定する必要があります。

以下に、DHCP パケットに記述子を挿入する例を示します。DHCP サーバはこれらの記述子を使
用して、ケーブル モデムのクローンを検出し、正確な地理的情報を抽出できます。
Router(dhcp-config)# cable dhcp-insert service-class

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

ipdhcprelayinformationoption-insert

DHCP サーバに転送される BOOTREQUEST メッ
セージに、システムが DHCP リレー エージェ
ント オプションを挿入できるようにします。
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cable dhcp-parse option
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）オプションの解析を有効にするには、ケーブル イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで cabledhcp-parseoption コマンドを使用します。
解析を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable dhcp-parse option-optnum
no cable dhcp-parse option-optnum
___________________
構文の説明

-optnum

DHCP オプションを指定します。有効な値は 43
と 60 です。

___________________
コマンド デフォルト

CMTS は、指定された DHCP オプションを解析しません。

___________________
コマンド モード

ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 特定のデバイスやシステム情報を判別するには、CMTS に ケーブル dhcp-parseoption-43 コマンド
を設定します。CMTS は CPE DHCP メッセージのオプション 43 を解析して、CPE のデバイスお
よびシステム情報を判別します。
CPE のデバイス タイプを判別するには、CMTS に cabledhcp-parseoption-60 コマンドを設定しま
す。CMTS は CPE DHCP メッセージのオプション 60 を解析して、CPE のデバイス タイプを判別
します。
___________________
例

以下に、CMTS で DHCP オプション 43 を有効にする例を示します。
Router(config-if)# cable dhcp-parse option-43
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cable dhcp-parse option

Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablehelperaddress

User Datagram Protocol（UDP）ブロードキャス
ト Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）
パケットの宛先 IP アドレスを指定します。
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cable divert-rate-limit
ケーブル側の DRL レートおよび制限を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードで cabledivert-rate-limit コマンドを使用します。レートと制限をデフォルト値にリセッ
トするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable divert-rate-limit rate rate limit limit
no cable divert-rate-limit
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

rate

1 秒あたりのパケット数で転送レートを指定し
ます。最小レートは 1 パケット/秒です。最大
レートは 65535 パケット/秒です。デフォルトの
レートは 2000 パケット/秒です。

limit

最初のパケット バーストで転送するパケット数
を指定します。下限は 4 パケットです。上限は
4194 パケットです。デフォルトの制限は 2000
パケットです。

すべての物理ケーブル インターフェイスのデフォルト DRL 設定は 2000 パケット/秒で、デフォル
トの制限は 2000 パケットです。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ では、こ
のコマンドが platform punt-sbrl subscriber rate コマンドによって
置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン ケーブル側 DRL は物理ケーブル インターフェイス上で設定されます。これは、ケーブル バンド
ル インターフェイス上では設定できません。
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___________________
例

以下に、ケーブル インターフェイスのレートおよび制限値を設定する例を示します。
Router(config-if)# cable divert-rate-limit rate 1 limit 4

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

servicedivert-rate-limitip

このコマンドは、WAN 側の IP パケット スト
リームの DRL レートおよび制限を設定します。

servicedivert-rate-limitnon-ip

このコマンドは、WAN 側の非 IP パケット スト
リームの DRL を設定します。
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cable docsis30-voice downstream req-attr-mask
すべての DS 音声フローのダウンストリーム DOCSIS 3.0 QoS パラメータに必須属性マスクと禁止
属性マスクの値を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cabledocsis30-voicedownstreamreq-attr-mask コマンドを使用します。必須属性マスクおよび禁止
属性マスクの値を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable docsis30-voice downstream req-attr-mask req-attr-mask forb-attr-mask forb-attr-mask
no cable docsis30-voice
___________________
構文の説明

req-attr-mask

必須属性マスクの値を指定します。
例：0
16 進数形式を使用することもできます。
例：
cable docsis30-voice downstream req-attr-mask FF
for-attr-mask 8000AAbb

forb-attr-mask

禁止属性マスクの値を指定します。
例：80000000

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

必須属性マスクおよび禁止属性マスクの値は 0 に設定されます。デフォルト設定に戻すには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。その場合、必須属性マスクおよび禁止属性マスクの値が 0 に
設定されます。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、DOCSIS 3.0 音声関連のダウンストリーム サービス フロー属性マスク
の値を設定します。
___________________
例

以下に、インターフェイス ケーブルのダウンストリーム属性マスクを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable docsis30-voice downstream req-attr-mask ?
<0-FFFFFFFF> The attribute bitmap in hex
Router(config)# cable docsis30-voice downstream req-attr-mask aa00 ?
forb-attr-mask SF Forbidden Attribute Mask
Router(config)# cable docsis30-voice downstream req-attr-mask aa00 forb-attr-mask ?
<0-FFFFFFFF> The attribute bitmap in hex
Router(config)# cable docsis30-voice downstream req-attr-mask aa00 forb-attr-mask bbcc
Router(config)# do show run | include docsis30
cable docsis30-voice downstream req-attr-mask AA00 forb-attr-mask BBCC
Router(config)# no cable docsis30-voice down
Router(config)# no cable docsis30-voice
Router(config)# do show run | include docsis30

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamattribute-mask

このコマンドは、属性ベースの転送を有効にし
ます。この機能は、CMTS に対して、ユニキャ
ストおよびマルチキャスト転送用のボンディン
グ グループや個々のチャネルを選択できるよう
にします。
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cable dot1q-vc-map

cable dot1q-vc-map
ローカル アウトバウンド イーサネット インターフェイスで、ケーブル モデムを特定の仮想ロー
カル エリア ネットワーク（VLAN）にマッピングするには、グローバル コンフィギュレーション
モードで cabledot1q-vc-map コマンドを使用します。このマッピングを削除する場合、または内部
テーブルから特定の顧客名を削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
cable dot1q-vc-map mac-address ethernet-interface vlan-id [cust-name]
no cable dot1q-vc-map mac-address
no cable dot1q-vc-map customer cust-name
___________________
構文の説明

mac-address

トラフィックをマッピングするケーブル モデム
のハードウェア（MAC）アドレス。

ethernet-interface

このケーブル モデムをマッピングする発信イン
ターフェイス。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco
uBR7246VXR ルータでは、シャーシに実際にイ
ンストールされているインターフェイスによっ
て、イーサネット、ファスト イーサネット、ま
たはギガビット イーサネット インターフェイ
スを指定できます。
Cisco cBR シリーズ ルータでは、ギガビット
イーサネット 0 インターフェイスまたは 10 ギ
ガビット イーサネット インターフェイスを指
定できます。

vlan-id

このケーブル モデムのフレームにタグを付ける
ために使用する IEEE 802.1Q 仮想ローカル エリ
ア ネットワーク（VLAN）の ID。Cisco uBR7100
シリーズおよび Cisco uBR7246VXR ルータの場
合、値の範囲は 1 ～ 4095 で、デフォルト値は
ありません。Cisco cBR シリーズ ルータの場合、
値の範囲は 2 ～ 4095 です。
（注）

ブリッジ アグリゲータとして機能す
るスイッチが、これよりも小さい
VLAN ID をサポートしている場合が
あります。その場合、Cisco CMTS
ルータをスイッチの最大 VLAN 数の
範囲以内で設定する必要があります。
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cust-name

（任意）この VLAN を使用する顧客を識別しま
す。cust-name には最大 127 文字の任意の英数字
文字列を使用できます。

customercust-name

（任意）この顧客に属するすべての VC を削除
します。cust-name には最大 127 文字の任意の英
数字文字列を使用できます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドは、Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド
ルータに導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、特定のアウトバウンド イーサネット インターフェイスで、ケーブル モデムを
ハードウェア（MAC）アドレスに基づいて特定の IEEE 802.1Q VLAN にマッピングします。これ
により、レイヤ 2 レベルでケーブル モデムのトラフィックを仮想 LAN の一部にすることができ
ます。

（注）

このコマンドを使用するには、あらかじめ cablel2-vpn-servicedot1q コマンドを使用して IEEE
802.1Q レイヤ 2 トンネルを使用できるようにする必要があります。その後、このコマンドを
使用して個々のケーブル モデルを特定の VLAN にマッピングします。
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___________________
例

以下に、Cisco uBR7246VXR ルータでレイヤ 2 トンネルを使用できるようにしてから、特定 CM
を特定インターフェイスの VLAN にマッピングする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable l2-vpn-service dot1q
Router(config)# cable dot1q-vc-map 000C.0e03.69f9 GigabitEthernet 1/0 4
Router(config)# cable dot1q-vc-map 0010.7bed.9c95 GigabitEthernet 1/0 5
Router(config)# exit

以下に、Cisco uBR7246VXR ルータで上記と同じコマンドを使用する例も示します。ただし、こ
の例では各 VLAN について、その VLAN を使用する顧客ごとに識別しています。
Router# configure terminal
Router(config)# cable l2-vpn-service dot1q
Router(config)# cable dot1q-vc-map 000C.0e03.69f9 GigabitEthernet 1/0 4 ENTERPRISE-CO1
Router(config)# cable dot1q-vc-map 0010.7bed.9c95 GigabitEthernet 1/0 5 ENTERPRISE-CO2
Router(config)# exit

以下に、Cisco uBR7246VXR ルータで特定のケーブル モデムのレイヤ 2 マッピングを削除する例
についても示します。これにより、この特定ケーブル モデムのトラフィックは、通常のレイヤ 3
ルーティング プロセスを使用してルーティングされるようになります。
Router# config terminal
Router(config)# no cable dot1q-vc-map 000C.0e03.69f9 GigabitEthernet 1/0 4
Router(config)# exit

以下に、Cisco cBR-8 ルータでレイヤ 2 トンネルを使用できるようにしてから、特定 CM を特定イ
ンターフェイスの VLAN にマッピングする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable l2-vpn-service dot1q
Router(config)# cable dot1q-vc-map 000C.0e03.69f9 GigabitEthernet 0 2
Router(config)# cable dot1q-vc-map 0010.7bed.9c95 TenGigabitEthernet 4/1/0 5
Router(config)# exit

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablel2-vpn-servicedot1q

レイヤ 2 トンネルを有効にして、イーサネット
インターフェイスで個々のケーブル モデムのト
ラフィックを特定の仮想ローカル エリア ネッ
トワーク（VLAN）を介してルーティングでき
るようにします。

debugcablel2-vpn

ケーブル モデムの特定の PVC または VLAN へ
のレイヤ 2 マッピングに関するデバッグ メッ
セージを表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
147

ケーブル コマンド：cable d
cable dot1q-vc-map

コマンド

説明

showcablel2-vpndot1q-vc-map

ルータのイーサネット インターフェイスでの 1
つまたはすべてのケーブル モデムの VLAN へ
のマッピングを表示します。
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cable downstream annex
ケーブル インターフェイス ライン カード上のダウンストリーム ポートの Moving Picture Experts
Group（MPEG）フレーミング形式を Annex A（欧州）または Annex B（北米）に設定するには、
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cabledownstreamannex コマンドを
使用します。
cable downstream annex {A| B}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

A

Annex A。ダウンストリームで EuroDOCSIS J.112
規格を使用します。

B

Annex B。北米のチャネル計画をサポートする
DOCSIS 準拠のケーブル プラントで ITU J.83
Annex B のダウンストリーム無線周波数を使用
します。

Cisco uBR-MC16E 以外のすべての Cisco ケーブル インターフェイス カードでは Annex B。Cisco
uBR-MC16E ケーブル インターフェイス ライン カードと Cisco uBR7111E および Cisco uBR7114E
ユニバーサル ブロードバンド ルータを使用している場合は Annex A。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

リリース

変更内容

12.1(1a)T1

このコマンドが導入されました。

12.0(7)T、12.1(1a)T1、12.1 Cisco uBR-MC16E ケーブル インターフェイス ライン カードに Annex
Mainline、12.0(8)SC、
A のサポートが導入されました。
12.1(2)EC1
12.1(7)EC

Cisco uBR7111E および Cisco uBR7114E ユニバーサル ブロードバン
ド ルータ用の Annex A のサポートが追加されました。

12.2(15)CX

Cisco uBR-MC16U/X および Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インター
フェイス ライン カードに Annex A と Annex B 両方のサポートが追
加されました。
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リリース

変更内容

12.2(15)BC2

Cisco uBR-MC5X20U/S ケーブル インターフェイス ライン カードに
Annex A と Annex B 両方のサポートが追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン MPEG フレーミング形式は、設定するダウンストリーム シンボル レートとの互換性がある必要が
あります。Annex B は北米（DOCSIS）規格であり、Annex A（EuroDOCSIS）は欧州（EuroDOCSIS）
規格です。ダウンストリーム MPEG フレーミングのローカル標準規格と仕様を検討して、使用す
るフォーマットを決定する必要があります。
Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、および Cisco uBR-MC5X20U ケーブル インターフェ
イス ライン カードは Annex A と Annex B 両方の動作モードをサポートします。ただし、Cisco
uBR-MC28U/X では、両方のダウンストリームのモードを Annex A または Annex B に統一して設
定する必要があります。
Cisco uBR-MC16U および Cisco uBR-MC28U（アップコンバータ内蔵）では、Annex A および Annex
B 動作モードの両方で、IF 周波数が 44 MHz に固定されます。Cisco uBR-MC16X および Cisco
uBR-MC28X（内蔵アップコンバータなし）では、IF 周波数は Annex A モードでは 36.125 MHz に
設定され、Annex B モードでは 44 MHz に設定されます。

（注）

このコマンドを使用することで、EuroDOCSIS（Annex A）または DOCSIS（Annex B）に準拠
するようにシンボル レート、アルファ、およびその他のパラメータを変更できます。Cisco
uBR-MC1xC、Cisco uBR-MC16B、Cisco uBR-MC16S、および Cisco uBR-MC28C ケーブル イン
ターフェイス ライン カードでは、Annex A はサポートされません。Cisco uBR-MC16E カード
と Cisco uBR7111E および Cisco uBR7114E ユニバーサル ブロードバンド ルータでは、Annex B
はサポートされません。

（注）

ケーブル インターフェイス ライン カードのダウンストリーム ポートと、これらのポートを介
して接続された HFC ネットワーク上の CM は、同じ MPEG フレーミング形式に設定する必要
があります。

注意

Cisco IOS リリース 12.1 では、Annex B の MPEG フレーミング形式のみがサポートされます。
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ヒント

___________________
例

MPEG フレーミング形式を変更すると、ダウンストリームの PHY レイヤに影響が出て、すべ
てのオンライン CM が切断されます。したがって、N+1 HCCP 冗長性を使用している場合は、
保護インターフェイスと運用インターフェイスの両方にこのコマンドを設定し、スイッチオー
バーが発生する前に PHY レイヤが正しく設定されるようにする必要があります。そうしない
場合、オンライン CM はスイッチオーバー発生時に切断される可能性があります。（これは
cabledownstreammodulation コマンドおよび cabledownstreaminterleave-depth コマンドにも当
てはまります。）

以下に、MPEG フレーミング形式を Annex A に設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 1/0
Router(config-if)# cable downstream annex A

以下に、MPEG フレーミング形式を Annex B に設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 4/0
Router(config-if)# cable downstream annex B

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcontrollerscable

ダウンストリームの MPEG フレーミング形式
（Annex A または Annex B）設定を表示します。
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cable downstream attribute-mask
ケーブル インターフェイスまたはワイドバンド ケーブル インターフェイスの属性を設定するに
は、インターフェイス コンフィギュレーション モードで cabledownstreamattribute-mask コマン
ドを使用します。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable downstream attribute-mask mask
no cable downstream attribute-mask mask
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

mask

インターフェイスのマスク値を指定します。

このコマンドを使用しないと、ケーブル インターフェイスおよびワイドバンド ケーブル インター
フェイスにはデフォルトの属性が使用されます。デフォルトの属性は、ワイドバンドケーブルイ
ンターフェイスの場合は 0x80000000（31 ビット）、ケーブル インターフェイスの場合は 0 です。
ワイドバンド ケーブル インターフェイスでは、31 ビット マスクが常に 1 に設定されます。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 属性マスクは32の属性からなり、各属性がマスクの単一ビットを表します。チャネルおよびプロ
ビジョニング済みボンディング グループごとにプロビジョニングされた属性マスクを設定するこ
とで、オペレータ定義のバイナリ属性に値を割り当てたり、仕様で定義された属性のデフォルト
値をオーバーライドしたりできます。オペレータは CM コンフィギュレーション ファイルに、
サービス フローの必須属性マスクおよび禁止属性マスクを設定できます。さらに、CM で開始さ
れる動的サービス要求に、サービス フローの必須属性マスクおよび禁止属性マスクを要求に組み
込むことができます。
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___________________
例

以下に、ワイドバンド ケーブル インターフェイスの属性を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface wideband-cable 1/0/0:0
Router(config-if)# cable downstream attribute-mask 800000ff

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

interfacewideband-cable-->

ワイドバンド ケーブル インターフェイスを指
定します。

interfacecable

ケーブル インターフェイスを指定します。
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cable downstream channel-id
ダウンストリーム チャネルの ID を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで cabledownstreamchannel-id--> コマンドを使用します。ダウンストリーム チャネ
ルの ID をデフォルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable downstream channel-id id
no cable downstream channel-id
___________________
構文の説明

id

ダウンストリーム チャネル ID を指定します。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB より前のリリー
スの場合、有効な値は 0 ～ 255 です。Cisco IOS
リリース 12.2(33)SCB 以降のリリースの場合、
有効な値は 1 ～ 255 で、ネットワーク管理には
値 0 が予約されます。

___________________
コマンド デフォルト

ダウンストリーム デバイスのユニット番号は値 1 で始まります。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(5)T

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCB1

ダウンストリーム チャネル ID スキームが変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ で、このコ
マンドが docsis-channel-id コマンドに置き換えられました。
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___________________
使用上のガイドライン ヘッドエンド機能に複数の Cisco CMTS ルータがある場合、各ダウンストリーム チャネルに一意
の ID が割り当てられるようにするには、このコマンドを使用します。
Cisco IOS は、ダウンストリーム チャネルに接続されているデバイスの CMTS ルータでの表示順
序で、各ダウンストリーム チャネルのデフォルト ID 番号を割り当てます。CMTS ルータに最初
に表示されるデバイスに接続されているダウンストリーム チャネルにはデフォルト ID 1 が設定さ
れ、2 番目に表示されるデバイスに接続されているダウンストリーム チャネルにはデフォルト ID
2 が設定されるといった具合です。
ローカル ダウンストリーム チャネルのチャネル ID は、すべての SPA チャネルで一意になりま
す。downstreammodular-cablerf-channel コマンドを使用して MAC ドメインにチャネルを追加す
ると、MAC ドメイン内のチャネル ID は一意になります。これにより、チャネルをファイバ ノー
ドに追加する際にもチャネル ID の一意性が確実になります。
以下の表は、rf-channelrf-portcabledownstreamchannel-idchannel-id コマンドにも適用されます。
表 2：12.2(33) SCB1 のダウンストリーム チャネル ID スキーム

8/1

8/0

7/1

7/0

6/1

6/0

5/1

5/0

スロッ スロッ
ト3
ト1

SPA ベ
イ0

217 ～
240

193 ～
216

SPA ベ
イ1

217 ～
240

193 ～
216

SPA ベ
イ2

217 ～
240

193 ～
216

SPA ベ
イ3

217 ～
240

193 ～
216

5x20
DS/0

169

145

121

97

73

49

25

1

5x20
DS/1

173

149

125

101

77

53

29

5

5x20
DS /2

177

153

129

105

81

57

33

9

5x20
DS /3

181

157

133

109

85

61

37

13

5x20
DS /4

185

161

137

113

89

65

41

17
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表 3：12.3(23)BCx のダウンストリーム チャネル ID スキーム

8/1

___________________
例

7/1

7/0

6/1

6/0

5/1

5/0

スロッ スロッ
ト3
ト1

SPA ベ
イ0

24 ～
47

24 ～
47

SPA ベ
イ1

48 ～
71

48 ～
71

5x20

注意

8/0

188 ～
192

180 ～
184

168 ～
172

160 ～
164

148 ～
152

140 ～
144

128 ～
132

120 ～
124

アクティブ チャネルのダウンストリーム チャネル ID を変更すると、接続されているすべての
CM が自動的に切断されてオフラインになり、DOCSIS 仕様の要件に従って CMTS ルータに登
録されます。

以下に、Cisco CMTS ルータのスロット 6 に装着されたケーブル インターフェイス ライン カード
のダウンストリーム チャネルのチャネル ID を 44 に設定する例を示します。
Router(config-if)# cable downstream channel-id 44

以下に、ダウンストリーム チャネル ID の設定をデフォルトの設定に復元する例を示します。
Router(config-if)# cable downstream channel-id
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cable downstream-channel-id automatic
ダウンストリーム チャネルの ID を自動的に設定するには、グローバル コンフィギュレーション
モードで cabledownstream-channel-idautomatic コマンドを使用します。ダウンストリーム チャネ
ルの ID（DCID）をデフォルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable downstream-channel-id automatic
no cable downstream-channel-id automatic
___________________
構文の説明

Cisco CMTS が自動的に DCID を割り当てるよ
うに指定します。

automatic

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン ファイバ ノードのすべてのダウンストリーム チャネルに一意のチャネル ID を自動的に割り当て
るには、このコマンドを使用します。ファイバ ノードにないダウンストリームには、自動 DCID
は割り当てられません。
___________________
例

以下に、ダウンストリーム チャネル ID を自動的に設定する例を示します。
Router(config)# cable downstream-channel-id automatic
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablefibernode

ファイバ ノードのダウンストリームのチャネル
ID 情報を表示します。
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cable downstream dsg chan-list
拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）チャネル リストのエントリをダウンス
トリーム チャネルに関連付け、Cisco CMTS ルータでダウンストリーム チャネル記述子（DCD）
メッセージにそのエントリを組み込むには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで
cabledownstreamdsgchan-list コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形
式を使用します。
cable downstream dsg chan-list list-index
no cable downstream dsg chan-list list-index
___________________
構文の説明

list-index

英数字のリスト インデックス ID。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、チャネル リストは定義されていません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

Cisco uBR10012 および Cisco uBR7200 シリーズ ルータで A-DSG 1.1 を
サポートするために、このコマンドが導入されました。

12.2SB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2SB に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン インターフェイス定義を設定する前に、A-DSG のグローバル コンフィギュレーションを完了する
必要があります。
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___________________
例

以下に、Cisco CMTS ルータのダウンストリーム ケーブル インターフェイスで DCD メッセージに
DSG チャネル リストのエントリを組み込むように設定する例を示します。
interface Cable6/0
cable downstream dsg chan-list 2

___________________
例

___________________
関連コマンド

Router# configure terminal
Router(config)#interface cable 1/0/0
Router(config-if)#cable downstream dsg chan-list 1

コマンド

説明

cabledownstreamdsgdcd-enable

Cisco CMTS ルータのダウンストリーム チャネ
ルで DCD メッセージを送信できるようにしま
す。

cabledownstreamdsgrule

A-DSG ルールを定義して Cisco CMTS ルータの
ダウンストリーム チャネルに関連付けます。

cabledownstreamdsgtimer

A-DSG タイマーのエントリをダウンストリーム
チャネルに関連付けて、Cisco CMTS ルータで
DCD メッセージにそのエントリを組み込みま
す。

cabledownstreamdsgvendor-param

A-DSG ベンダー パラメータをダウンストリー
ムに関連付けて、Cisco CMTS ルータで DCD
メッセージにそれらのパラメータを組み込みま
す。

cabledsgchan-list

CMTS ルータに A-DSG ダウンストリーム チャ
ネルのリストを設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
160

ケーブル コマンド：cable d
cable downstream dsg dcd-enable

cable downstream dsg dcd-enable
ダウンストリーム チャネル記述子（DCD）メッセージを Cisco CMTS ルータのダウンストール
チャネルで送信できるようにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabledownstreamdsgdcd-enable コマンドを使用します。DCD メッセージを無効にするには、この
コマンドの no 形式を使用します。
cable downstream dsg dcd-enable
no cable downstream dsg dcd-enable
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

DCD メッセージは無効にされます。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータで A-DSG
1.1 をサポートするために、このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン インターフェイス定義を設定する前に、拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）
のグローバル コンフィギュレーションを完了する必要があります。このコマンドは、CiscoCMTS
ルータで A-DSG に対して有効にされているルールまたはトンネルがない場合に使用します。
___________________
例

以下に、Cisco CMTS ルータのダウンストリーム インターフェイスで DCD メッセージを有効にす
る例と、その他の A-DSG インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを示します。
interface Cable6/0
cable downstream dsg dcd-enable
cable downstream dsg chan-list 2
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cable downstream dsg dcd-enable

cable
cable
cable
cable
cable
cable

___________________
関連コマンド

downstream
downstream
downstream
downstream
downstream
downstream

dsg
dsg
dsg
dsg
dsg
dsg

timer 3
vendor-param 2
rule 1 priority 1 clients 1 tunnel 1
rule 1 vendor-param 1
rule 1 classifiers 1 5
rule 2 priority 1 clients 2 tunnel 2

コマンド

説明

cabledownstreamdsgchan-list

A-DSG チャネル リストのエントリをダウンス
トリーム チャネルに関連付けて、Cisco CMTS
ルータで DCD メッセージにそのエントリを組
み込みます。

cabledownstreamdsgrule

A-DSG ルールを定義して Cisco CMTS ルータの
ダウンストリーム チャネルに関連付けます。

cabledownstreamdsgtimer

A-DSG タイマーのエントリをダウンストリーム
チャネルに関連付けて、Cisco CMTS ルータで
DCD メッセージにそのエントリを組み込みま
す。

cabledownstreamdsgvendor-param

A-DSG ベンダー パラメータをダウンストリー
ムに関連付けて、Cisco CMTS ルータで DCD
メッセージにそれらのパラメータを組み込みま
す。
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cable downstream dsg disable
DOCSIS セットトップ ゲートウェイ DSG 転送からプライマリ対応インターフェイスを除外するに
は、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cabledownstreamdsgdisable コ
マンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable downstream dsg disable
no cable downstream dsg disable
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cabledownstreamdsgdisable コマンドは、Cisco CMTS ルータの拡張モード DOCSIS セットトップ
ゲートウェイ 1.2 機能に関連付けられています。
MAC ドメインで インターフェイスで DSG が有効にされている場合、プライマリ対応インター
フェイスで DSG 転送が無効にされると、Cisco CMTS ルータはそのプライマリ対応インターフェ
イスではマルチキャスト サービス フローを生成しません。
プライマリ対応インターフェイスで DSG 転送がすでに有効にされている場合、Cisco CMTS ルー
タはそのインターフェイスからマルチキャスト サービス フローを削除します。
___________________
例

以下に、Cisco CMTS ルータのプライマリ対応モジュラ インターフェイスで A-DSG 転送を無効に
する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface modular-cable 1/0/0:0
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Router(config-if)# cable downstream dsg disable
Router(config-if)# end

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータに A-DSG 分類子を定義して
有効にします。

showcabledsgcfr

DSG 分類子の詳細を表示します。
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cable downstream dsg rule
（注）

Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC2 以降、cabledownstreamdsgrule コマンドは Cisco IOS ソフト
ウェアから削除されています。
拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）ルールを定義して、Cisco CMTS ルー
タでダウンストリーム チャネルに関連付けるには、インターフェイス コンフィギュレーション
モードで cabledownstreamdsgrule--> コマンドを使用します。DSG ルールの設定を削除するには、
このコマンドの no 形式を使用します。
cable downstream dsg rule rule-id [clients clnt-list-id tunnel tun-id| priority priority| vendor-param
vsif-grp-id| ucid ucid1| [ucid1 ucid2 ... ucidn]| cfr cfr-index [cfr-index ...]| disable]
no cable downstream dsg rule rule-id [clients clnt-list-id tunnel tun-id| priority priority| vendor-param
vsif-grp-id| ucid ucid1| [ucid1 ucid2 ... ucidn]| cfr cfr-index [cfr-index ...]| disable]

___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト
___________________
コマンド モード

rule-id

DSG ルールの ID を定義します。

clientsclnt-list-id

DSG クライアントを設定し、それらのクライア
ントをこの DSG ルールのチャネル リスト ID に
関連付けます。

tunneltun-id

このルールに関連付ける DSG トンネルを設定
し、DSG トンネル ID を定義します。

prioritypriority

DSG ルールのプライオリティを設定します。

vendor-param-->vsif-grp-id

DSG ベンダー固有のパラメータを指定の DSG
ルールに関連付けます。

uciducid1 | [ucid1ucid2...ucidn]

DSG ルールのアップストリーム チャネル ID を
設定します。

cfrcfr-index [cfr-index...]

DSG ルールに関連付ける分類子のインデックス
を設定します。

disable

DSG ルールを無効にします。

DSG ルールの作成時に、デフォルトでは DSG ルールは無効にされます。-->
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
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ケーブル コマンド：cable d
cable downstream dsg rule

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリー
ズ ルータの A-DSG 1.1 をサポートするために導入されました。

12.3(17a)BC2

このコマンドは削除されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン インターフェイス定義を設定する前に、A-DSG のグローバル コンフィギュレーションを完了する
必要があります。
ルールは作成時に無効にされるため、nocabledownstreamdsgruledisable コマンドを使用して設定
を有効にする必要があります。DSG ルールの設定を無効にするには、cabledownstreamdsgruledisable
コマンドを使用します。
ダウンストリーム チャネルに、DSG クライアント、ベンダー固有のパラメータ、分類子、DSG
トンネル アドレス、アップストリーム チャネル ID の範囲、ルールのプライオリティを関連付け
ることができます。ダウンストリーム チャネルごとに複数のルールを適用できます。設定されて
有効にされているすべてのルールがダウンストリーム チャネル記述子（DCD）メッセージに組み
込まれます。
___________________
例

以下に、DSG ルールを設定して Cisco CMTS ルータのダウンストリーム ケーブル インターフェイ
スに関連付ける例に続けて、設定した DSG ルールを有効にする例を示します。
interface Cable6/0
cable downstream dsg rule 1 clients 1 tunnel 1
cable downstream dsg rule 1 priority 1
cable downstream dsg rule 1 vendor-param 1
cable downstream dsg rule 1 classifiers 1 5
cable downstream dsg rule 2 clients 2 tunnel 2
cable downstream dsg rule 2 priority 1
!
! Enable the DSG rule configuration
!
no cable downstream dsg rule 1 disable
no cable downstream dsg rule 2 disable

以下に、有効にされている DSG ルールを無効にする例を示します。
interface cable6/0
cable downstream dsg rule 1 disable
cable downstream dsg rule 2 disable

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
166
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cable downstream dsg rule

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamdsgchan-list

A-DSG チャネル リストを Cisco CMTS ルータの
ダウンストリーム チャネルに関連付けます。

cabledownstreamdsgdcd-enable

Cisco CMTS ルータのダウンストリーム チャネ
ルで DCD メッセージを送信できるようにしま
す。

cabledownstreamdsgtimer

A-DSG タイマーのエントリをダウンストリーム
チャネルに関連付けて、Cisco CMTS ルータで
DCD メッセージにそのエントリを組み込みま
す。

cabledownstreamdsgvendor-param

A-DSG ベンダー パラメータをダウンストリー
ムに関連付けて、Cisco CMTS ルータで DCD
メッセージにそれらのパラメータを組み込みま
す。
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ケーブル コマンド：cable d
cable downstream dsg tg

cable downstream dsg tg
拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）トンネル グループを Cisco CMTS ルー
タの MAC ドメイン インターフェイスに関連付けるには、ケーブル インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードで cabledownstreamdsgtg コマンドを使用します。この関連付けを削除する
には、このコマンドの no 形式を使用します。
cable downstream dsg tg tgid [channel channel_ID| priority DSG-rule-priority [enable| disable]| ucid ID1
[ID2 ID3 ID4]| vendor-param vendor-group-ID]
no cable downstream dsg tg tgid
___________________
構文の説明

dsgtgtgid-->

DSG トンネル グループ ID を指定します。有効
値の範囲は 1 ～ 65535 です。

channelchannel_ID

（任意）ダウンストリーム チャネル ID を指定
します。有効値の範囲は 1 ～ 65535 です。

priorityDSG-rule-priority

（任意）ケーブル インターフェイスの DSG ルー
ル プライオリティを指定します。有効範囲は 0
～ 255 です。

enable

（任意）DSG トンネル グループに対して DSG
ルールのプライオリティを有効にします。

disable

（任意）DSG トンネル グループに対して DSG
ルールのプライオリティを無効にします。

ucidupstream-channel-ID-->

（任意）アップストリーム チャネル ID
（UCID）を指定します。最大 4 つのアップス
トリーム チャネル ID を指定できます。
Cisco cBR-8 ルータ：有効な値の範囲は 0 ～ 8
です。

vendor-paramvendor-group-ID

___________________
コマンド デフォルト
___________________
コマンド モード

DSG トラフィックは MAC ドメインに転送されません。
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
168

（任意）ベンダー固有のパラメータ グループ
ID を指定します。有効値の範囲は 1 ～ 65535 で
す。

ケーブル コマンド：cable d
cable downstream dsg tg

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cabledownstreamdsgtg コマンドは、Cisco CMTS ルータの拡張モード DOCSIS セットトップ ゲー
トウェイ 1.2 機能を設定するために使用します。
channel キーワードを使用してダウンストリーム チャネル ID を指定していない場合、Cisco CMTS
ルータは MAC ドメイン インターフェイスを DSG トンネル グループに関連付けるために、自動
的に空きチャネルを割り当てます。このチャネルは、デフォルトのパラメータで作成されます。
このコマンドの no 形式で channel キーワードを指定すると、MAC ドメインと DSG トンネル グ
ループの関連付けが設定から削除されます。channel キーワードを指定せずに、このコマンドの
no 形式を使用すると、トンネル グループの関連付けとチャネルの両方が削除されます。
___________________
例

以下に、A-DSG トンネル グループを MAC ドメイン インターフェイスに関連付ける例を示しま
す。
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# cable downstream dsg
Router(config-if)# cable downstream dsg
Router(config-if)# cable downstream dsg
Router(config-if)# cable downstream dsg
Router(config-if)# cable downstream dsg

___________________
例

1
1
1
1
1

channel 22
priority 2 enable
ucid 1 2 3 4
vendor-param 20

以下に、Cisco cBR-8 ルータの MAC ドメイン インターフェイスに A-DSG トンネル グループを関
連付ける例を示します。
Router(config)# interface cable 1/0/0
Router(config-if)# cable downstream dsg
Router(config-if)# cable downstream dsg
Router(config-if)# cable downstream dsg
Router(config-if)# cable downstream dsg
Router(config-if)# cable downstream dsg

___________________
関連コマンド

tg
tg
tg
tg
tg

tg
tg
tg
tg
tg

1
1
1
1
1

channel 2
priority 0 enable
ucid 1 2 3 4
vendor-param 20

コマンド

説明

cabledownstreamdsgdisable

A-DSG 転送からプライマリ対応インターフェイ
スを除外します。
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cable downstream dsg tg channel

cable downstream dsg tg channel
拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）トンネル グループを Cisco CMTS ルー
タのダウンストリームインターフェイスに関連付けるには、インターフェイスコンフィギュレー
ション モードで cabledownstreamdsgtgchannel コマンドを使用します。このコンフィギュレーショ
ンを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable downstream dsg tg group-id channel channel-id
no cable downstream dsg tg group-id channel channel-id
___________________
構文の説明

group-id

A-DSG トンネル グループ ID を 1 ～ 65535 の値
で指定します。

channel-id

ダウンストリーム チャネル ID を 1 ～ 65535 の
値で指定します。

___________________
コマンド デフォルト

A-DSG トンネル グループはダウンストリーム インターフェイスに関連付けられません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(17a)BC2

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータで A-DSG
1.2 をサポートするために、このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cabledsgtgchannel グローバル コンフィギュレーション コマンドは、トンネル グループのトンネ
ルの設定を確立します。トンネル グループはデフォルトで有効にされます。
その後、cabledownstreamdsgtgchannel インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使
用して、トンネル グループをダウンストリーム ケーブル インターフェイスに関連付けます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
170

ケーブル コマンド：cable d
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___________________
例

以下に、グローバル コンフィギュレーションでトンネル グループ ID を 1、チャネル ID を 2 に指
定したトンネル グループを設定して有効にする例と、このトンネル グループを Cisco CMTS ルー
タのダウンストリーム インターフェイスに関連付ける例を示します。
cable dsg tg 1 channel 2
interface cable 8/1/2
cable downstream dsg tg 1 channel 2

___________________
例

以下に、グローバル コンフィギュレーションでトンネル グループ ID を 1、チャネル ID を 1 に指
定したトンネル グループを設定して有効にする例と、このトンネル グループを Cisco cBR-8 ルー
タのダウンストリーム インターフェイスに関連付ける例を示します。
cable dsg tg 1 channel 1
interface cable 1/0/0
cable downstream dsg tg 1 channel 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamdsgchan-list

A-DSG チャネル リストのエントリをダウンス
トリーム チャネルに関連付けて、Cisco CMTS
ルータで DCD メッセージにそのエントリを組
み込みます。

cabledownstreamdsgdcd-enable

Cisco CMTS ルータのダウンストリーム チャネ
ルで DCD メッセージを送信できるようにしま
す。

cabledownstreamdsgtimer

A-DSG タイマーのエントリをダウンストリーム
チャネルに関連付けて、Cisco CMTS ルータで
DCD メッセージにそのエントリを組み込みま
す。

cabledownstreamdsgvendor-param

A-DSG ベンダー パラメータをダウンストリー
ムに関連付けて、Cisco CMTS ルータで DCD
メッセージにそれらのパラメータを組み込みま
す。

cabledsgtunnel

Cisco CMTS ルータの 1 つ以上のダウンストリー
ム インターフェイスに、A-DSG トンネル グルー
プを関連付けます。
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ケーブル コマンド：cable d
cable downstream dsg timer

cable downstream dsg timer
拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）タイマー エントリをダウンストリーム
チャネルに関連付け、Cisco CMTS ルータでダウンストリーム チャネル記述子（DCD）メッセー
ジにそのエントリを組み込むには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabledownstreamdsgtimer コマンドを使用します。この設定を削除するには、このコマンドの no
形式を使用します。
cable downstream dsg timer timer-index
no cable downstream dsg timer timer-index
___________________
構文の説明

timer-index

インデックスの DSG タイマー設定の ID。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、ダウンストリーム DSG タイマーは設定されません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータの A-DSG 1.1 をサポートするために導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン インターフェイス定義を設定する前に、A-DSG のグローバル コンフィギュレーションを完了する
必要があります。
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cable downstream dsg timer

___________________
例

以下に、Cisco CMTS ルータのダウンストリーム ケーブル インターフェイスで DCD メッセージに
含める DSG タイマーを設定する例を示します。
interface Cable6/0
cable downstream dsg timer 3

___________________
例

以下に、Cisco cBR-8 ルータの MAC ドメイン インターフェイスに A-DSG トンネル グループを関
連付ける例を示します。
Router(config)# interface cable 1/0/0
Router(config-if)# cable downstream dsg timer 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamdsgchan-list

A-DSG チャネル リストのエントリをダウンス
トリーム チャネルに関連付けて、Cisco CMTS
ルータで DCD メッセージにそのエントリを組
み込みます。

cabledownstreamdsgdcd-enable

Cisco CMTS ルータのダウンストリーム チャネ
ルで DCD メッセージを送信できるようにしま
す。

cabledownstreamdsgrule

A-DSG ルールを定義して Cisco CMTS ルータの
ダウンストリーム チャネルに関連付けます。

cabledownstreamdsgvendor-param

A-DSG ベンダー パラメータをダウンストリー
ムに関連付けて、Cisco CMTS ルータで DCD
メッセージにそれらのパラメータを組み込みま
す。
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cable downstream dsg vendor-param
拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）ベンダー パラメータをダウンストリー
ムに関連付け、Cisco CMTS ルータでダウンストリーム チャネル記述子（DCD）メッセージにそ
のパラメータを組み込むには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabledownstreamdsgvendor-param コマンドを使用します。Cisco CMTS ルータからこの設定を削
除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable downstream dsg vendor-param vsif-grp-id
no cable downstream dsg vendor-param vsif-grp-id
___________________
構文の説明

vsif-grp-id

ベンダー パラメータをグループ ID に関連付け
ます。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトではこのコマンドは設定されていません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータの A-DSG 1.1 をサポートするために導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン インターフェイス定義を設定する前に、A-DSG のグローバル コンフィギュレーションを完了する
必要があります。
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cable downstream dsg vendor-param

___________________
例

以下に、ダウンストリーム インターフェイスでの A-DSG ベンダー パラメータの設定例と、Cisco
CMTS ルータのその他のダウンストリーム インターフェイス コマンドのいくつかを示します。
interface Cable6/0
cable downstream dsg
cable downstream dsg
cable downstream dsg
cable downstream dsg
cable downstream dsg
cable downstream dsg
cable downstream dsg
cable downstream dsg

___________________
関連コマンド

dcd-enable
chan-list 2
timer 3
vendor-param 2
rule 1 priority 1 clients 1 tunnel 1
rule 1 vendor-param 1
rule 1 classifiers 1 5
rule 2 priority 1 clients 2 tunnel 2

コマンド

説明

cabledownstreamdsgchan-list

A-DSG チャネル リストのエントリをダウンス
トリーム チャネルに関連付けて、Cisco CMTS
ルータで DCD メッセージにそのエントリを組
み込みます。

cabledownstreamdsgdcd-enable

Cisco CMTS ルータのダウンストリーム チャネ
ルで DCD メッセージを送信できるようにしま
す。

cabledownstreamdsgrule

A-DSG ルールを定義して Cisco CMTS ルータの
ダウンストリーム チャネルに関連付けます。

cabledownstreamdsgtimer

A-DSG タイマーのエントリをダウンストリーム
チャネルに関連付けて、Cisco CMTS ルータで
DCD メッセージにそのエントリを組み込みま
す。
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ケーブル コマンド：cable d
cable downstream freq-profile

cable downstream freq-profile
ケーブル インターフェイス ライン カードの周波数プロファイルを設定するには、グローバル コ
ンフィギュレーション モードで cabledownstreamfreq-profile コマンドを使用します。
cable downstream freq-profile id
___________________
構文の説明
___________________
構文の説明

id

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

ダウンストリームの周波数プロファイル ID。0 ～ 3 はシステム定義の ID、4 ～ 15
はユーザ定義の ID です。

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ケーブルインターフェイスラインカードの周波数プロファイルを設定
します。
___________________
例

以下に、ダウンストリームの周波数プロファイルの設定を有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable downstream freq-profile 4
Router(config-freq-prof)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

lanestart-freq

特定レーンの開始周波数を設定します。
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Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
177
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cable downstream frequency
ダウンストリームポートのダウンストリーム無線周波数キャリア（チャネル）のデジタルキャリ
ア周波数を反映するようケーブル インターフェイス ライン カードのダウンストリーム中央周波
数を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabledownstreamfrequency コマンドを使用します。アップコンバータが統合されているケーブル
インターフェイスの場合、ダウンストリーム周波数の設定を解除し、統合アップコンバータから
の RF 出力を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable downstream frequency down-freq-hz
no cable downstream frequency
___________________
構文の説明

down-freq-hz

ダウンストリーム キャリアの既知の中央周波数
（Hz 単位。有効な値の範囲は 55,000,000 ～
858,000,000 です）。使用可能な範囲は、ダウン
ストリームが DOCSIS 動作用または EuroDOCSIS
動作用のいずれに設定されているかに応じて異
なります。
• DOCSIS = 88,000,000 ～ 855,000,000 MHz
• 拡張周波数の範囲 = 70,000,000 ～
855,000,000 MHz
• EuroDOCIS = 112,000,000 ～ 858,000,000
MHz
Cisco IOS ではこれらの標準規格の上位セット
をサポートしていますが、中央周波数をこれら
の制限を超える値に設定すると、DOCSIS また
は EuroDOCSIS 規格に違反します。DOCSIS ま
たは EuroDOCSIS 規格外の周波数を使用する場
合、シスコではダウンストリームおよびアップ
コンバータ出力に適合することを保証しませ
ん。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

無効。Cisco uBR7100 シリーズ ルータでは、統合アップコンバータのデフォルトのダウンストリー
ム中心周波数は 500 MHz に設定されています。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

NTSC/DOCSIS Annex B RF 運用をサポートするために、このコマンド
が導入されました。

12.0(7)XR2, 12.0(8)SC

PAL/SECAM EuroDOCSIS RF 運用をサポートするための変更が加えら
れました。

12.1(2)EC1

Annex A および Annex B の両方をサポートします。

12.1(5)EC1

Cisco uBR7100 シリーズ ユニバーサル ブロードバンド ルータの統合
アップコンバータをサポートするための変更が加えられました。

12.2(11)CY、12.2(11)BC3 Cisco uBR-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポー
トが追加されました。
12.2(15)CX

Cisco uBR-MC16U/X および Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インターフェ
イス ライン カードのサポートが追加されました。

12.2(15)BC2

拡張周波数の範囲と Cisco uBR-MC5X20U ケーブル インターフェイス
ライン カードのサポートが追加されました。さらに、中心周波数を増
分値 250 KHz でのみ受け入れるようにコマンドが変更されました（以
前は、このコマンドで増分値 125 KHz が許可されていました）。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 使用されているケーブル インターフェイス ライン カードに応じて、このコマンドはオプション
または必須のどちらかになります。
• 統合アップコンバータ（DS0 RF 出力）を使用する Cisco uBR7100 シリーズ ルータ、および
統合アップコンバータをサポートするケーブル インターフェイス（Cisco uBR-MC16U、Cisco
uBR-MC28U、および Cisco uBR-MC5X20U など）では、このコマンドで統合アップコンバー
タの周波数を設定します。このコマンドの no 形式は周波数の設定を解除し、統合アップコ
ンバータの出力を無効にします。
• 外部アップコンバータを使用するケーブル インターフェイス（Cisco uBR7100 シリーズ ルー
タの Cisco uBR-MC16S および DS0（IF）出力など）では、このコマンドは外部アップコン
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バータに影響しないため、情報専用となります。外部アップコンバータは、適切な中心周波
数で別途プログラムする必要があります。

（注）

このコマンドの no 形式がサポートされるのは、Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、
および Cisco uBR-MC5X20S/U ケーブル インターフェイス ライン カードと、Cisco uBR7100 シ
リーズ ユニバーサル ブロードバンド ルータのみです。

（注）

外部アップコンバータを使用するケーブル インターフェイスを含め、すべてのケーブル イン
ターフェイスにこのコマンドを設定することを推奨します。その理由は、ダウンストリーム周
波数のオーバーライド機能を有効にするため、および SNMP 対応外部アップコンバータ使用
時の N+1 ライン カード冗長運用のために、このコマンドが必要なためです。
RF 出力のダウンストリーム周波数は、アップコンバータに期待される入力周波数と一致するよう
に設定されている必要があります。それには、ダウンストリーム ポートに対してダウンストリー
ム チャネルの固定中央周波数を入力します。（特定の固定値を設定しないデフォルトを選択する
こともできます）。固定中心周波数として有効な値の範囲は 54,000,000 ～ 858,000,000 Hz です。
中央周波数は、ダウンストリーム パスにインストールする必要がある IF/RF アップコンバータを
設定するためにも使用されます。
デジタル キャリア周波数は、6.0 MHz チャネルの中央周波数に設定されます。たとえば、EIA チャ
ネル 95 の周波数は 90.000 ～ 96.000 MHz です。この場合、中央周波数は 93.000 MHz であるため、
このデジタル キャリア周波数をダウンストリーム周波数として設定する必要があります。現在の
CATV ヘッドエンドの標準的な値の範囲は、88,000,000 ～ 860,000,000 Hz です。
Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 より前の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、
cabledownstreamfrequency コマンドで 125 KHz の増分値で中央周波数を指定することができまし
た。Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 以降のリリースでは、統合アップコンバータ（Cisco
uBR-MC16U、Cisco uBR-MC28U、Cisco uBR-MC5X20S/U）を使用する Broadband Processing Engine
ケーブル インターフェイス ライン カードの要件により、250 KHz の増分値のみが許可されるよう
に変更されています。

（注）

DOCSIS の場合、88,000,000 ～ 855,000,000 MHz の範囲内の任意の中央周波数をダウンストリー
ムで使用できます。ただし、ほとんどのケーブル モデムが最初にオンラインになる際は、ま
ず始めに、ダウンストリームで NTSC チャネル計画に含まれる周波数をスキャンします。これ
らの周波数で有効なダウンストリームが見つからない場合は、ケーブル モデムは次に残りの
周波数のスキャンを開始します。登録時間を最短にして最も効率的にするためには、NTSC
チャネル計画で指定されている周波数のダウンストリームを設定することを推奨します。

（注）

cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータでは、RF チャネル設定の一部として周波
数を設定できます。
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___________________
例

以下に、ダウンストリーム中央周波数の表示値を設定する例を示します。
Router(config)# interface c6/0
Router(config-if)# cable downstream frequency 96000000

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamannex

ケーブル インターフェイス ライン カード上の
ダウンストリーム ポートの MPEG フレーミン
グ形式を Annex A（欧州）または Annex B（北
米）に設定します。

cabledownstreamrf-power

統合アップコンバータで必要な RF 出力を設定
します。

cabledownstreamrf-shutdown

統合アップコンバータで RF 出力を有効または
無効にします。

showcontrollerscable

ケーブル インターフェイスのステータスおよび
設定情報を表示します。サポート対象ケーブル
インターフェイスでは、表示される情報には統
合アップコンバータの情報も含まれます。
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cable downstream if-output
ケーブルインターフェイスのダウンストリームポートをアクティブにして、標準変調信号または
テスト信号を生成するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabledownstreamif-output コマンドを使用します。中間周波数（IF）キャリアのすべての信号出力
を無効にして、インターフェイスをシャットダウンするには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
cable downstream if-output [continuous-wave| prbs]
no cable downstream if-output
___________________
構文の説明

continuous-wave

ダウンストリームで変調されていないキャリア
信号を出力し、通常のデータ ネットワーク動作
をシャットダウンします。

prbs

ダウンストリームで疑似ランダム ビット スト
リーム（PRBS）テスト信号を出力し、通常の
データ ネットワーク動作をシャットダウンしま
す。

___________________
コマンド デフォルト

ダウンストリーム インターフェイスは通常のデータ用に有効にされます。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

12.0(7)XR2、12.0(7)T、
12.(0)SC、12.1(2)EC1

Annex A（EuroDOCSIS）ダウンストリームをサポートするように、
このコマンドが変更され、continuous-wave および prbs オプショ
ンが追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン 通常は、cabledownstreamif-output コマンドを使用して、変調信号を出力するようにダウンスト
リームを設定し、HFC ケーブル ネットワークで送信されるデータを伝送できるようにします。た
だし、ケーブル設備をテストする場合や、インターフェイスを完全にシャットダウンする場合に
も、このコマンドを使用できます。
• cabledownstreamif-outputcontinuous-wave：ダウンストリーム インターフェイスで変調され
ていない連続正弦波を生成します。スペクトル アナライザを使用して、正弦波の周波数、振
幅、電力を確認できます。cabledownstreamif-output コマンドを使用して通常の変調動作を
再開するまで、テスト信号はダウンストリームで続行されます。
• cabledownstreamif-outputprbs：ダウンストリーム インターフェイスで PRBS テスト信号を生
成します。スペクトル アナライザを使用して、正弦波の周波数、振幅、電力を確認できま
す。cabledownstreamif-output コマンドを使用して通常の変調動作を再開するまで、テスト
信号はダウンストリームで続行されます。
• nocabledownstreamif-output：すべての信号出力を終了してダウンストリーム インターフェ
イスをシャットダウンします。cabledownstreamif-output コマンドを使用してダウンストリー
ムを再アクティブ化するまで、インターフェイスはシャットダウンされた状態になります。

（注）

___________________
例

PRBS または連続波テスト信号を生成したり、インターフェイスをシャットダウンしたりする
と、自動的に変調キャリア データ信号が停止され、そのダウンストリームにあるすべての CM
が切断されます。これらのコマンドを実動ネットワークで使用するのは、重要なネットワーク
問題のトラブルシューティングの一環として使用する場合に限ってください。

以下に、ケーブル インターフェイスでダウンストリームのポート 0 を有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router# interface c6/0
Router(config-if)# cable downstream if-output

以下の例では、一定の期間、ダウンストリームで PRBS テスト信号を生成します。テスト エンジ
ニアがダウンストリームで信号が送信されていないことを確認できるよう、この期間が経過する
とダウンストリームがシャットダウンされます。テストの実行後、ダウンストリームは通常の変
調データ用に再アクティブ化されます。
Router# configure terminal
Router# interface c6/0
Router(config-if)# cable downstream if-output prbs
(the signals are verified by a spectrum analyzer...)
Router#(config-if)# no cable downstream if-output
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(the downstream is checked to verify no signals are being sent on it...)
Router#(config-if)# cable downstream if-output
Router#(config-if)# exit
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cable downstream interleave-depth
ダウンストリーム インターリーブ深度を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュ
レーション モードで cabledownstreaminterleave-depth コマンドを使用します。デフォルト設定に
戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable downstream interleave-depth {8| 16| 32| 64| 128}
no cable downstream interleave-depth
___________________
構文の説明

ダウンストリーム インターリーブ深度を、コー
ドワードの行数で示します。

8 | 16 | 32 | 64 | 128

___________________
コマンド デフォルト

ダウンストリーム インターリーブ深度の値は 32 です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

12.0(7)XR2,
12.(0)SC,12.1(2)EC1

このコマンドは Annex A の操作をサポートするために変更されま
した（固定インターリーブを使用）。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。
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___________________
使用上のガイドライン
（注）

このコマンドは Cisco uBR-MC16E ケーブル インターフェイス ライン カードまたは Cisco
uBR7111E および Cisco uBR7114E ユニバーサル ブロードバンド ルータではサポートされてい
ません。EuroDOCSIS ダウンストリームでインターリーブが固定されるからです。
このコマンドはシステムの最小遅延を設定します。インタリーブ深度が大きいと、より長い転送
時間にわたって各コードワードのビットを分散することができるので、HFC ネットワークでノイ
ズのバーストから保護されるレベルも大きくなります。
インターリーブ伝送は各コードワードを自ら伝送するのではなく、代わりに、複数のコードワー
ドからビットを同時に送信します。そのため、ノイズ バーストは 1 コードワード当たり最小ビッ
ト数にしか影響を与えず、前方誤り訂正（FEC）アルゴリズムが送信エラーを検出して修正する
可能性が高まります。
インタリーブ深度が大きいと、より多くのコードワード数からビットを伝送するので、FEC アル
ゴリズムの効率が向上します。ただし、深度が大きいとダウンストリーム遅延も増えるので、一
部の設定では TCP/IP のスループットが遅くなることがあります。そのため、設備のノイズ レベ
ルとアプリケーション ニーズの両方に適切なインターリーブ深度を選択する必要があります。
ケーブル設備のノイズ レベルが高い場合は、インターリーブをデフォルトの 32 から 64 に増やす
ことを検討してください。ノイズレベルがきわめて高い設備の場合は、ノイズバーストから最大
限の保護を提供するために、インターリーブを 128 に増やします。
インターリーブ深度の値が低いと、通常、一般的な HFC ネットワークでパケット損失が発生しま
す。これは、誤り訂正ブロックの修正可能な長さを超えてバースト ノイズが持続するからです。
ただし、ノイズ レベルが極めて低いケーブル設備では、最初にデフォルト値の 32 を使用し、次
に、インターリーブを 16 か 8 に変更してみて、それで、ノイズの結果であるエラー数を増加させ
ることなく、パフォーマンスを向上させることができるかどうかを調べます。
次の表に、インターリーブの特性と相互の関係を示します。

（注）

EuroDOCSIS ケーブル インターフェイスのインターリーブ深度は固定のため、以下の表は
EuroDOCSIS ケーブル設備には当てはまりません。
表 4：DOCSIS ダウンストリーム ケーブル インターリーブの説明

I（タップ数）

J（増分）

バースト保護
64-QAM/256 QAM

8

16

5.9 マイクロ秒/4.1 ミリ 0.22 ms/0.15 ms
秒

16

8

12 マイクロ秒/8.2 ミリ 0.48 ms/0.33 ms
秒
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ヒント

___________________
例

I（タップ数）

J（増分）

バースト保護
64-QAM/256 QAM

遅延
64-QAM/256 QAM

32

4

24 マイクロ秒/16 ミリ
秒

0.98 ms/0.68 ms

64

2

47 マイクロ秒/33 ミリ
秒

2.0 ms/1.4 ms

128

1

95 マイクロ秒/66 ミリ
秒

4.0 ms/2.8 ms

インタリーブ深度の変更はダウンストリームの PHY レイヤに影響し、すべてのオンライン CM
を切断します。したがって、N+1 HCCP 冗長性を使用している場合は、保護インターフェイス
と運用インターフェイスの両方にこのコマンドを設定し、スイッチオーバーが発生する前に
PHY レイヤが正しく設定されるようにする必要があります。そうしない場合、オンライン CM
はスイッチオーバー発生時に切断される可能性があります。（これは cabledownstreamannex
コマンドおよび cabledownstreammodulation コマンドにも当てはまります。）

次の例に、ダウンストリーム インターリーブ深度を 128 マイクロ秒に設定する方法を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable downstream interleave-depth 128
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cable downstream modulation
ケーブル インターフェイス ラインカードにダウンストリーム ポートの変調フォーマットを設定
するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabledownstreammodulation コマンドを使用します。
cable downstream modulation {64qam| 256qam}
___________________
構文の説明
___________________
構文の説明

64qam

変調速度はダウンストリーム シンボルあたり 6 ビットです。

256qam

変調速度はダウンストリーム シンボルあたり 8 ビットです。

___________________
コマンド デフォルト

Cisco RF ゲートウェイ 10 のデフォルト変調は、64 QAM です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン ダウンストリーム変調は、データがダウンストリームでサブスクライバの CM に移動する速度（単
位はビット/秒）を定義します。シンボルは変調の基本的な単位です。QPSK は 1 つのシンボルご
とに 2 ビットをエンコードし、16-QAM は 1 つのシンボルごとに 4 ビットをエンコードし、64-QAM
は 1 つのシンボルごとに 6 ビットをエンコードし、256-QAM は 1 つのシンボルごとに 8 ビットを
エンコードします。
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（注）

256-QAM のダウンストリーム変調フォーマットの設定には、サブスクライバのケーブル モデ
ムで 64-QAM よりも約 6 dB 高い信号対雑音比（SNR）が必要です。256-QAM ではネットワー
クが限界に近いかまったく信頼できない場合は、代わりに 64-QAM 形式を使用してください。

ヒント

変調フォーマットを変更すると、ダウンストリームの PHY レイヤに影響し、すべてのオンラ
イン CM を切断します。したがって、N+1 HCCP 冗長性を使用している場合は、保護インター
フェイスと運用インターフェイスの両方にこのコマンドを設定し、スイッチオーバーが発生す
る前に PHY レイヤが正しく設定されるようにする必要があります。そうしない場合、オンラ
イン CM はスイッチオーバー発生時に切断される可能性があります。（これは
cabledownstreamannex コマンドおよび cabledownstreaminterleave-depth コマンドにも当ては
まります。）

___________________
例

次に、ダウンストリーム変調を 256-QAM に設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable downstream modulation 256qam
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cable downstream override
ケーブルのダウンストリーム周波数の上書きを有効にするには、ケーブルインターフェイスコン
フィギュレーション モードで cabledownstreamoverride コマンドを使用します。上書き機能を無
効にするには、このコマンドの no--> 形式を使用します。
cable downstream override
no cable downstream override
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

ケーブルのダウンストリーム周波数の上書きはデフォルトで有効になっています。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(13)SC

このコマンドが導入されました。

12.1(5)EC1

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.1(5)EC1 に統合されました。

12.1(6) および 12.1(6)T

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.1(6) および Cisco IOS リリー
ス 12.1(6)T に統合されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは通常の操作では必要ありません。DOCSIS の操作ではダウンストリーム周波数の
上書きはデフォルトで有効になっているからです。ただし、このコマンドを使用して、テスト用
またはラボでの使用のために周波数の上書き機能を無効にし、信号品質に関係なく、特定のダウ
ンストリーム周波数を使用するように、そのインターフェイスの CM に強制することができます。
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（注）

___________________
例

周波数の上書きはデフォルトで有効になっているため、nocabledownstreamoverride コマンド
が指定されていない限り、このコマンドが Cisco CMTS ルータのコンフィギュレーション ファ
イルでケーブル インターフェイスの設定セクションの一部として表示されることはありませ
ん。

次の例に、特定のケーブル インターフェイスのダウンストリーム周波数の上書き機能を無効にす
る方法を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 6/0
Router(config-if)# no cable downstream override
Router(config-if)# exit

___________________
例

この例では、特定のケーブル インターフェイスのダウンストリーム周波数の上書き機能を無効に
する方法を示しています:
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 1/0/0
Router(config-if)# no cable downstream override
Router(config-if)# exit

show running-config | include override コマンドを使用して、コマンドの無効状態を確認します。
Router#show running-config | include override
no cable downstream override
Router#
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cable downstream qam-profile
ケーブル インターフェイス ライン カードの QAM プロファイルを設定するには、グローバル コ
ンフィギュレーション モードで cabledownstreamqam-profile コマンドを使用します。
cable downstream qam-profile id
___________________
構文の説明
___________________
構文の説明

id

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

ダウンストリーム QAM プロファイル ID。0 ～ 3 はシステム定義、4 ～ 31 はユー
ザ定義です。

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ケーブル インターフェイス ラインカードの QAM プロファイルを設定
します。
___________________
例

次の例に、ダウンストリーム AQM プロファイル設定を有効にする方法を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable downstream qam-profile 4
Router(config-qam-prof)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

annex

MPEG フレーミング形式を設定します。
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コマンド

説明

interleaver-depth

インターリーバの深さを設定します。

modulation

QAM 変調フォーマットを設定します。

spectrum-inversion

スペクトラム反転をオンまたはオフに設定しま
す。

symbol-rate

シンボル レートを設定します。
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cable downstream qos wfq weight
ダウンストリーム サービス フローの過剰比率マッピングにカスタム DOCSIS 優先度を指定するに
は、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cabledownstreamqoswfqweight
コマンドを使用します。デフォルトのマッピングに戻すには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
cable downstream qos wfq weights weight1...weight8
no cable downstream qos wfq weights
___________________
構文の説明

weightsweight

8つの優先度のカスタム過剰比率を指定します。
• weight1...weight8 —カスタム重み付け。有
効値の範囲は 1 ～ 100 です。

___________________
コマンド デフォルト

過剰比率マッピングに対する DOCSIS 優先度が使用されます。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ダウンストリーム サービス フローの過剰比率マッピングに対してカスタム
DOCSIS 優先度を設定します。
___________________
例

この例は、Cisco uBR シリーズ ルータのケーブル インターフェイスでダウンストリーム サービス
フローの過剰比率マッピングにカスタム DOCSIS 優先度を設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 8/0/0
Router(config-if)# cable downstream qos wfq weights 10 20 30 40 50 60 70 80
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___________________
例

この例は、Cisco cBR-8 ルータのワイドバンド ケーブル インターフェイスで QoS WFG 重み付けの
設定を示しています。
Router(config)#interface wideband-Cable 1/0/0:0
Router(config-if)#cable downstream qos wfq weights 10 20 30 40 50 60 70 80

この例は、Cisco cBR-8 ルータの統合ケーブル インターフェイスの設定を示しています。
Router(config)#interface integrated-Cable 1/0/0:1
Router(config-if)#cable downstream qos wfq weights 10 20 30 40 50 60 70 80

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcr10k-rpqueue

ダウンストリーム サービス フロー キューに関
連付けられたキュー パラメータを表示します
（過剰比率を含む）。（このコマンドは、Cisco
cBR-8 ルータではサポートされません）

showrunning-configinterfacecable

Cisco uBR シリーズ ルータの指定したケーブル
インターフェイスの設定を表示します。

showrunning-configinterface[wideband-Cable |
integrated-Cable

Cisco cBR-8 ルータの指定したケーブル インター
フェイスの設定を表示します。
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cable downstream rate-limit
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF から、Cisco IOS ソフトウェアでは Cisco uBR-MC88U ライン
カードの cabledownstreamrate-limit コマンドはサポートされません。
ダウンストリーム トラフィックで DOCSIS レート制限を有効にするには、ケーブル インターフェ
イス -->コンフィギュレーション モードで cabledownstreamrate-limit コマンドを使用します。ダ
ウンストリーム トラフィックで DOCSIS レート制限を無効にするには、このコマンドの no 形式
を使用します。
cable downstream rate-limit [token-bucket [[shaping [granularity msec| max-delay msec]]|
weighted-discard]] [exp-weight]
no cable downstream rate-limit

___________________
構文の説明

token-bucket

（任意）一時的なバーストを許可しながら長期
平均転送レートを適用するトークン バケット
フィルタ アルゴリズムを指定します。

shaping

（リリース 12.1 EC では任意、リリース 12.2 BC
では必須）デフォルトのトラフィック シェーピ
ング パラメータによるトークン バケット ポリ
シング アルゴリズムを使用して、ダウンスト
リーム ポートのレート制限を有効にします。

granularitymsec

（任意）トラフィック シェーピングの精度をミ
リ秒に指定します。有効な値は、1、2、4、8、
または 16 ミリ秒です。

max-delaymsec

（任意）最大トラフィック シェーピング バッ
ファリング遅延をミリ秒単位で指定します。有
効な値は、128、256、512、または 1028 ミリ秒
です。一般的なガイドラインとして、ダウンス
トリーム レートが低いほど、帯域幅のフル利用
を保証するための遅延が大きくなります。

weighted-discard

（任意）重み付け廃棄アルゴリズムを指定しま
す。

exp-weight

（任意）損失率の指数平均に重みを指定しま
す。有効な値は 1 ～ 4 です。
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___________________
コマンド デフォルト

Cisco IOS リリース 12.1 EC 以前のリリースでは、1 秒間を超える CM からのトラフィックおよび
CM へのトラフィックをシステムがデフォルトでモニタリングし、CM がその秒の帯域幅クォータ
を超えると残りの秒のパケットを、CMTS ルータがドロップします
（nocabledownstreamrate-limit）。
Cisco IOS リリース 12.2 BC 以降のリリースでは、token-bucket および shaping キーワードがデフォ
ルトでオンになっており、max-delay オプションは 128 ミリ秒に設定されます
（cabledownstreamrate-limittoken-bucketshapingmax-delay128）。

（注）

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

Cisco IOS リリース 12.2 BC では、パケット ドロップを引き起こすため、shaping オプションを
指定しないで cabledownstreamrate-limittoken コマンドを使用しないでください。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

リリース

変更内容

11.3(6) NA

このコマンドが導入されました。

12.0(4)XI、12.0(5)T1、
12.1(1)EC1

shaping キーワードが追加されました。

12.2(4)BC1

サポートが 12.2 BC トレインに追加され、DOCSIS 1.1 の要件に対応
するように、shaping キーワードがデフォルトでオンになるよう、
デフォルトが変更されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCF

このコマンドは、Cisco IOS ソフトウェアの Cisco uBR-MC88U ライ
ン カードをサポートしていません。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
197

ケーブル コマンド：cable d
cable downstream rate-limit

___________________
使用上のガイドライン cabledownstreamrate-limit-->コマンドは、CMTS ルータが CM に送られるダウンストリーム トラ
フィックに適用する DOCSIS レート制限のタイプを指定します。レート制限を有効にすると、CM
へのトラフィックが調べられ、その CM に設定された制限を超えないようにします。
DOCSIS ネットワークでは、最も優れたレート制限アルゴリズムはキーワードを使用するのに
token-bucket と shaping--> を組み合わせます。これにより、Web ブラウザで使用されるような、
比較的安定したデータ レート用に最適化され、しかも、ユーザは DOCSIS コンフィギュレーショ
ン ファイルで指定された許可される最大ダウンロード レートを超えることはできません。

（注）

token-bucket および shaping--> オプションは Cisco IOS リリース 12.2 BC ではデフォルトで、
変更できません。64 kbps ダウンストリーム レートを使用する場合、shaping オプションを無
効にすることによって、パフォーマンスへの影響を回避することができますが、これは、ダウ
ンストリームでの不規則なトラフィック パターンとパケット ドロップを発生させる可能性が
あるため、DOCSIS 1.1 の操作には推奨されません。
パケットが CM のトラフィック制限を超えると、CMTS ルータは max-delay オプションによって
指定された最大遅延時間までパケットをバッファリングし、後で、最大ダウンストリーム トラ
フィック制限に違反しないときにトラフィックを送信できるようにします。パケットがまだ大き
すぎる場合、またはトラフィック量が一貫してトラフィック制限を超える場合は、遅延の後も、
CMTS ルータはパケットのドロップを開始します。
cabledownstreamrate-limit コマンドのデフォルトの動作は、DOCSIS 1.1 操作の異なる要件（トー
クンバケットのレート制限アルゴリズムの使用が必須）に対応するため、Cisco IOS リリース 12.2
BC で変更されました。このデフォルトは、84 kbps より高いダウンストリーム トラフィック レー
トのために最適化されています。
Cisco IOS リリース 12.2 BC を実行している Cisco CMTS ルータで 64 kbps のダウンストリーム ト
ラフィック レートを使用する場合は、max-delay オプションを 256 ミリ秒に設定して、1024 バイ
トよりも大きなパケットを使用する TCP/IP トラフィック（FTP や HTTP Web トラフィックなど）
のパフォーマンスへの影響を回避する必要があります。または、cableserviceclass コマンドの
max-burst オプションを 3044 に設定することもできます。これは、DOCSIS 1.1 ネットワークの 2
つのパケットの最小サイズです。
max-delay オプションと granularity オプションの概要
Cisco CMTS ルータでは、シェーピングするパケットを処理するために、カレンダー キューイン
グ システムを使用します。カレンダー キューは max-delay オプション（128、256、512、または
1028 ミリ秒）で指定された値と同じ大きさのタイム ホイールで、granularity オプション（1、2、
4、8、または 16 ミリ秒）で指定されたサイズの「バケット」に分割されます。
バケットの数は、max-delay オプションと granularity オプションによって異なります。たとえば
max-delay オプションが 256 ミリ秒に設定され、granularity オプションが 4 ミリ秒に設定される
と、カレンダー キューには 256/4 つまり 64 バケットが含まれ、新しいバケットは 4 ミリ秒ごとに
処理されます。
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Cisco CMTS ルータが、シェーピング パケットをキューに追加する際には、パケットを処理する
必要がある期限に対応するバケットにパケットを追加します。すべての精度の時間帯の最後に、
Cisco CMTS ルータは対応するバケットにあるパケットを処理します。
max-delay 値を減らすと、キュー全体にあるパケットを処理する頻度が高くなる一方で、granularity
の値を減らすと、シェーピング メカニズムの正確性が高くなります。しかし、これらの値を減ら
すと、CPU プロセッサの使用率増加につながることがあります。ほとんどの状況では、プロセッ
サ使用率のこうした増加は無視できますが、max-delay や granularity の値を微調整する際には常
に、使用率をモニタリングする必要があります。

ヒント

___________________
例

DOCSIS 1.1 のレート制限の仕様についての詳細は、DOCSIS 1.1 仕様のセクション C.2.2.5.2
「Maximum Sustained Traffic Rate」を参照してください。

次の例は、Cisco IOS リリース 12.1 EC を実行する Cisco uBR7200 シリーズ ルータでトークン バ
ケット フィルタ アルゴリズムを適用する方法を示しています。
Router(config)# interface cable 6/0
Router(config-if)# cable downstream rate-limit token-bucket

次の例は、Cisco IOS リリース 12.2 BC を実行する Cisco uBR10012 ルータでトークン バケット フィ
ルタ アルゴリズムを適用する方法を示しています。
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# cable downstream rate-limit token-bucket shaping

次の例は、Cisco uBR7100 シリーズ ルータで 256 ミリ秒の max-delay でトークン バケット シェー
ピングを使用する方法を示しています。
Router(config)# interface cable 1/0
Router(config-if)# cable downstream rate-limit token-bucket shaping max-delay 256

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableserviceclass

DOCSIS 1.1 ケーブル サービス クラスのパラメー
タを設定します。

cableupstreamrate-limit

ケーブル インターフェイス ラインカードのアッ
プストリーム ポートの DOCSIS レート制限を設
定します。
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cable downstream rf-power
Cisco uBR7100 シリーズ ルータ、Cisco uBR-MC16U、Cisco uBR-MC28U、または Cisco
uBR10-MC5X20S/U ケーブル インターフェイス ライン カードで統合アップコンバータの RF 出力
電力レベルを設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabledownstreamrf-power コマンドを使用します。RF 出力電力レベルをデフォルト値にリセット
するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable downstream rf-power {power-level| hccp-delta diff-pwr| hccp-override override-pwr}
no cable downstream rf-power {power-level| hccp-delta diff-pwr| hccp-override override-pwr}
___________________
構文の説明

power-level

RF 出力電力（dBmV）。有効範囲は、45 ～ 63
dBmV です。
（注）

hccp-deltadiff-pwr
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DOCSIS 仕様での許容電力レベルの公
称範囲は 50 から 61 dBmV です。Cisco
ケーブル インターフェイスが DOCSIS
標準を超えた場合、DOCSIS 標準外の
電力レベルは、ラボおよびテスト環
境でのみ使用する必要があります。

（保護インターフェイスのみ）N+1 Hotstandby
Connection-to-Connection Protocol（HCCP）冗長
性を使用する場合、スイッチオーバー発生時に
保護インターフェイスは diff-pwr 値を運用イン
ターフェイスの現在の電力値に追加します。こ
れにより、ルータは運用インターフェイスと保
護インターフェイスの RF 電力レベル間の相対
差に対応できます。diff-pwr の有効な値は、–12
から +12 dBmV です。
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hccp-overrideoverride-pwr

（保護インターフェイスのみ）N+1 HCCP の冗
長性を使用する場合、スイッチオーバー発生時
に保護インターフェイスは運用インターフェイ
スの電力値の代わりにオーバーライド電力値を
使用します。これにより、ルータは運用イン
ターフェイスと保護インターフェイスの RF 電
力レベル間の絶対差に対応できます。
override-pwr の有効な値は、45 から 63 dBmV で
す。
（注）

___________________
コマンド デフォルト

DOCSIS 仕様での許容電力レベルの公
称範囲は 50 から 61 dBmV です。Cisco
ケーブル インターフェイスが DOCSIS
標準を超えた場合、DOCSIS 標準外の
電力レベルは、ラボおよびテスト環
境でのみ使用する必要があります。

Cisco uBR7100 シリーズ ルータには 50 dBmV
Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-MC5X20S ケーブル インターフェイスラインカードには 55
dBmV
Cisco uBR-MC16U および Cisco uBR-MC28U インターフェイス ラインカードには 55 dBmV
Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR10-MC5X20U-D ケーブル インターフェイス ライン カードに
は 55 dBmV

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）。

リリース

変更内容

12.1(5)EC1

このコマンドは Cisco uBR7100 シリーズ ルータの統合アップコンバー
タのサポートを提供するために導入されました。

12.2(11)CY、
12.2(11)BC3

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェ
イス ライン カードのサポートが追加されました。

12.2(15)CX

Cisco uBR-MC16U および Cisco uBR-MC28U ケーブル インターフェイス
ライン カードのサポートが追加されました。

12.2(15)BC2

Cisco uBR-MC5X20U ケーブル インターフェイス ライン カードのサポー
トが追加されました。また、hccp-delta オプションおよび hccp-override
オプションのサポートも追加されました。
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リリース

変更内容

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCC4

次のキーワードのサポートは、グローバル冗長性コンフィギュレーショ
ン モードに移行されました。
• hccp-delta
• hccp-override

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC4 では、hccp-delta および hccp-override キーワードのサポート
が、インターフェイス コンフィギュレーション モードからグローバル冗長性コンフィギュレー
ション モードに移行されました。membersubslot コマンドを使用して、次のキーワード オプ
ションの設定ができるようになりました。
hccp-delta オプションおよび hccp-override オプションは、保護インターフェイス（hccpprotect コ
マンドを使用して設定されたインターフェイス）でのみ設定できます。ただし、TFTP サーバでコ
ンフィギュレーション ファイルを手動で編集して、これらのオプションを運用インターフェイス
の設定に含めてから、TFTP サーバからルータにその設定をダウンロードすることが可能です。
Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルを手動で編集した場合は、必ず、これらのオプション
を保護インターフェイスにのみ指定してください。hccp-delta または hccp-override オプションを
運用インターフェイスで指定した場合、ルータは指定された電力デルタまたはオーバーライド値
で、設定したダウンストリーム電力を変更します。
DOCSIS標準での許容電力レベルの公式な範囲はスタッキングレベルによって異なります。DOCSIS
レベルは次のとおりです。
1:1 スタッキング：52 ～ 60 dBmV
2:1 スタッキング：48 ～ 56 dBmV
4:1 スタッキング：44 ～ 52 dBmV

（注）

Cisco ケーブル インターフェイスが DOCSIS 標準を超えた場合、DOCSIS 標準外の電力レベル
は、ラボおよびテスト環境でのみ使用する必要があります。
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___________________
例

次に、45 dBmV の RF 出力電力レベルの Cisco uBR7100 シリーズ ルータの統合アップコンバータ
の設定例を示します。
Router(config)# cable interface 1/0
Router(config-if)# cable downstream rf-power 45

次に、53 dBmV の RF 出力電力レベルの Cisco uBR10012 ルータの最初の統合アップコンバータの
設定例を示します。
Router(config)# cable interface 5/1/0
Router(config-if)# cable downstream rf-power 53

次のコマンドは、Cisco uBR10012 ルータで最初の統合アップコンバータを 55 dBmV のデフォルト
電力レベルに設定する方法を示しています。
Router(config)# cable interface 5/1/0
Router(config-if)# no cable downstream rf-power
Router(config-if)# exit

次の例は、スイッチオーバー発生時に現在運用中の RF 電力レベルに 3 dBmV を追加するように保
護インターフェイスを設定する方法を示しています。
Router(config)# cable interface 6/0/0
Router(config-if)# cable downstream rf-power hccp-delta 3
Router(config-if)# exit

次の例は、スイッチオーバー発生時に現在運用中の RF 電力レベルの代わりに 48 dBmV の RF 電
力レベルを使用するように保護インターフェイスを設定する方法を示しています。
Router(config)# cable interface 6/0/0
Router(config-if)# cable downstream rf-power hccp-override 48
Router(config-if)# exit

（注）

___________________
関連コマンド

hccp-delta コマンドおよび hccp-override コマンドは、スイッチオーバー時の保護インターフェ
イスの電力を設定します。現在ケーブル インターフェイスで使用されている RF 電力を表示す
るには、showcontrollercable コマンドを使用します。

コマンド

説明

cabledownstreamfrequency

統合アップコンバータのケーブル ダウンスト
リーム中心周波数を設定します。

cabledownstreamrf-shutdown

統合アップコンバータで RF 出力を有効または
無効にします。

debugcableupconverter

内部アップコンバータ操作のデバッグを有効に
します。
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コマンド

説明

showcontrollerscable

統合アップコンバータ（ある場合）を含め、
ケーブル インターフェイスのステータスおよび
設定情報を表示します。
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cable downstream rf-shutdown
Cisco uBR7100 シリーズ ルータ、Cisco uBR-MC16U、Cisco uBR-MC28U、または Cisco
uBR10-MC5X20S/U ケーブル インターフェイス ライン カード、および Cisco RF ゲートウェイ 10
で統合アップコンバータの RF 出力を無効にするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュ
レーション モードおよび QAM インターフェイスおよびサブインターフェイス コンフィギュレー
ション モードで cabledownstreamrf-shutdown コマンドを使用します。統合アップコンバータで
RF 出力を有効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable downstream rf-shutdown
no cable downstream rf-shutdown
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

RF 出力は無効になります。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）
QAM インターフェイスおよびサブインターフェイスの設定（config-if and config-subif）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(5)EC1

このコマンドは Cisco uBR7100 シリーズ ルータの統合アップコンバー
タのサポートを提供するために導入されました。

12.2(11)CY、12.2(11)BC3 Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェ
イス ライン カードのサポートが追加されました。
12.2(15)CX

Cisco uBR-MC16U および Cisco uBR-MC28U ケーブル インターフェイ
ス ライン カードのサポートが追加されました。

12.2(15)BC2

Cisco uBR-MC5X20U ケーブル インターフェイス ライン カードのサ
ポートが追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(44)SQ

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(44)SQ に統合されました。Cisco
RF ゲートウェイ 10 のサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン デフォルトで、Cisco uBR7100 シリーズ ルータ、Cisco uBR-MC16U、Cisco uBR-MC28U、および
Cisco uBR10-MC5X20S/U ケーブル インターフェイス ライン カードの統合アップコンバータは無
効になっており、ダウンストリーム ポートは信号を出力しません。このコマンドの no 形式は、
統合アップコンバータを有効にして、ダウンストリーム ポートからの RF 信号を出力できるよう
にします。
ただし、有効な DOCSIS ダウンストリーム信号を出力する前に、以下も実行する必要があります。
• cabledownstreamfrequency ケーブル インターフェイス コマンドを使用して、有効なダウン
ストリーム RF 周波数を設定する。
• ケーブル インターフェイスで noshutdown コマンドを使用して、ケーブル インターフェイス
を有効にする。

（注）

このコマンドは、Cisco uBR7100 シリーズ ルータの DS0 ダウンストリーム ポートからの IF 出
力には影響しません。Cisco uBR10-MC5X20S/U、Cisco uBR-MC16U、および Cisco uBR-MC28U
ケーブル インターフェイス ラインカードはダウンストリーム ポートの IF 出力を提供しませ
ん。
ポート レベル コマンドでこのコマンドを実行すると、そのポートのすべての QAM チャンネルが
変更されます。ただしチャネル レベルでコマンドが実行された場合は、どのチャネルも影響を受
けません。

___________________
例

次に、Cisco uBR7100 シリーズ ルータで統合アップコンバータを有効にする例を示します。
Router(config)# cable interface 1/0
Router(config-if)# no cable downstream rf-shutdown

次に、Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライン カードで
2 番目の統合アップコンバータを有効にする例を示します。
Router(config)# cable interface 7/0/1
Router(config-if)# no cable downstream rf-shutdown

DS0 RF ポート が有効な RF 信号を送信できるようにするには、その前に次のコマンドも実行する
必要があります。
Router(config-if)# cable downstream frequency
center-frequency
Router(config-if)# no shutdown
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Router(config-if)# exit
router(config)#

Cisco RF Gateway 10
次に、Cisco RFGW-10 で統合アップコンバータをイネーブルにする例を示します。
Router(config)#configure terminal
Router(config-if)#interface qam 3/1.1
Router(config-subif)#cable downstream rf-shutdown

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamfrequency

統合アップコンバータのダウンストリーム中心
周波数を設定します。

cabledownstreamrf-power

統合アップコンバータで必要な RF 出力を設定
します。

debugcableupconverter

内部アップコンバータ操作のデバッグを有効に
します。

showcontrollerscable

統合アップコンバータ（ある場合）に関する情
報を含め、ケーブル インターフェイスのステー
タスおよび設定情報を表示します。

showcontrollersqam

QAM チャネルとポートに設定されたケーブル
ダウンストリーム情報を表示します。
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cable dsg
（注）

Cisco IOS リリース 12.3(13a)BC から、Cisco IOS ソフトウェアでは、cabledsg コマンドは使用
できません。
Cisco CMTS ルータのケーブル インターフェイスの DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）
を有効にし、トンネルマッピングパラメータを設定するには、インターフェイスまたはサブイン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで cabledsg コマンドを使用します。インターフェイ
スから DSG トンネルを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable dsg tunnel-MAC-address group-ip-address CA-vendor-name
no cable dsg tunnel-MAC-address group-ip-address CA-vendor-name

___________________
構文の説明

tunnel-MAC-address

DSG トンネルの既知の MAC アドレス。

group-ip-address

DSG ストリームのマルチキャスト グループ IP
アドレス。

CA-vendor-name

DSG トンネルを所有するコンディショナル ア
クセス（CA）ベンダーの名前。このパラメー
タは最長 7 文字の文字列で、CA サーバのベン
ダーと一致する必要があります。1 ルータにつ
き、最大 4 つのベンダーがサポートされます。

___________________
コマンド デフォルト

DSG トンネルは定義されていません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）
サブインターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-subif）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドは Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7246VXR
ルータに導入されました。

12.3(9a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。
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リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは削除されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドはケーブル インターフェイス上での DSG 操作を有効にし、指定された IGMP マル
チキャスト アドレスと既知の MAC アドレスを使用する DSG トンネルを作成できます。
tunnel-MAC-address には、RFC 1112 で指定されたイーサネット MAC アドレスにホスト グループ
IP アドレスを変換するアルゴリズムを使用して、Internet Group Management Protocol（IGMP）マル
チキャスト アドレスを指定することもできます。MAC アドレスが 0000.0000.0000 であれば、DSG
トンネルは RFC 1112 で指定されたアルゴリズムを使用して、次のようにトンネル用のマルチキャ
スト アドレスを取得します。
IP ホスト グループ アドレスは、IP アドレスの下位 23 ビットをイーサネット マルチキャスト ア
ドレス 01-00-5E-xx-xx-xx（16 進数）の下位 23 ビットに置くことにより、イーサネット マルチキャ
スト アドレスにマッピングされます。IP ホスト グループ アドレスには 28 の重要なビットがある
ため、複数のホスト グループ アドレスを同じイーサネット マルチキャスト アドレスにマッピン
グできます。
たとえば、コマンド cabledsg0.0.0228.9.9.9AAA を指定すると、このコマンドは IGMP IP アドレス
228.9.9.9 を使用して DSG トンネルの MAC アドレス 0100.5E09.0909 を生成します。IGMP アドレ
スが 228.129.9.9 であれば、その MAC アドレスは 0100.5E01.0909 です。
指定できるのは、グローバル スコープ アドレス（224.0.1.0 ～ 238.255.255.255）と、管理スコープ
アドレス（239.0.0.0 ～ 239.255.255.255）だけです。ローカル スコープ アドレス（224.0.0.0 ～
224.0.0.255）は使用できません。
cabledsg コマンドを入力すると、ipigmpstatic-group コマンドを使用して該当する IGMP 静的グ
ループのインターフェイスも自動的に設定されます。このインターフェイスに手動で別の
ipigmpstatic-group コマンドを入力しないでください。システムはこの IGMP 設定を、DSG サブシ
ステムで使用できない別の設定用であると想定するためです。

（注）

以前に設定した静的グループがこのインターフェイスに存在する場合は、ケーブル インター
フェイス上のそれらの他の ipigmpstatic-group コマンドを削除してから cabledsg コマンドを入
力する必要があります。他のグループを削除しないと、cabledsg コマンドにより、削除するよ
う通知する警告が表示されます。
-->nocabledsg コマンドは、noipigmpstatic-group コマンドを発行して、インターフェイスから自動
的に IGMP 静的グループを削除します。手動でこの静的グループを削除しないでください。
また、DSG 操作を有効にして設定する前に、ippim インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用して、ケーブル インターフェイス上で Protocol Independent Multicast（PIM）を有効
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にしておく必要があります。DOCSIS セットトップ ゲートウェイ機能は次の PIM モードをサポー
トします。
• ippimsparse-modeコマンド—スパース動作モードを設定します。
• ippimsparse-dense-modeコマンド—マルチキャスト グループの動作モードに応じて、インター
フェイスをスパース動作モードまたはデンス動作モードのいずれかに設定します。
• ippimdense-modeコマンド—デンス動作モードを設定します。
制限事項と制約事項
DOCSIS セットトップ ゲートウェイ機能には、次の制限もあります。
• バンドル インターフェイスを使用する場合、DSG 設定はマスター インターフェイスでのみ
行うことができ、スレーブ インターフェイスでは設定できません。ただし、DSG をマスター
インターフェイスで正しく設定すれば、DSG トラフィックはマスター インターフェイスと
スレーブ インターフェイスの両方を通過できます。
• サブインターフェイスを使用する場合は、サブインターフェイスでのみ DSG トンネルを設
定する必要があります。DSG トンネルをサブインターフェイスで設定すると、メイン イン
ターフェイスにはトンネルを設定できません。メイン インターフェイスとサブインターフェ
イスの両方に DSG トンネルを設定すると、メイン インターフェイスでパケットが失われる
ことがあります。
また、単一の同じサブインターフェイスに、すべてのDSGを設定することを推奨します。複数の
サブインターフェイスに DSG トンネルを設定できますが、将来のソフトウェア リリースでサポー
トされることが保証されていません。
• ルータごとに最大 4 つの個別のコンディショナル アクセス（CA）ベンダーを設定できます。
• 1 つの CA ベンダーあたり（既知の MAC アドレスで指定された）最大 8 個の DSG トンネル
を設定でき、ルータあたり最大で合計 32 の DSG トンネルを設定できます。
• 各 CA ベンダーは各ケーブル インターフェイスに 1 つ以上の DSG トンネルを設定できます
が、各 DSG トンネルは個別の IP マルチキャスト アドレスを使用する必要があります。
• IP マルチキャスト ルーティングは、ipmulticast-routing コマンドを使用して、ルータ上で有
効にする必要があります。
• マルチキャストのレート制限は DSG 動作に設定されたケーブル インターフェイスで、
ipmulticastrate-limitoutgroup-list コマンドを使用してオプションで有効にできます。
• 最適なパフォーマンスを得るには、ipmroute-cache コマンドを使用して、IP マルチキャスト
ファスト スイッチングを着信インターフェイスと発信インターフェイスで有効にする必要が
あります。
• DSG トラフィックと他の IP マルチキャスト トラフィックの両方に同じ IP マルチキャスト
グループを使用することはできません。IP マルチキャスト グループを DSG トラフィックに
使用する場合は、その同じ IP マルチキャスト グループを他の DSG 以外のトラフィックに、
ipigmpstatic-group コマンドを使用して手動で設定しないでください。
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• 異なる CA ベンダーは IP マルチキャスト アドレスを共有できません。各ベンダーは固有の
IP マルチキャスト アドレス セットを使用する必要があり、IP マルチキャスト アドレスが
DSG トンネルに割り当てられると、その同じアドレスは他の目的に使用できなくなります。
ただし、他のすべてのマルチキャスト アドレスとグループは、他のマルチキャスト アプリ
ケーションのインターフェイスで引き続き使用できます。
• DSG 関連の IP ユニキャスト トラフィックはサポートされません。CMTS は DSG ネットワー
ク コントローラからユニキャスト トラフィックを受信しますが、セットトップ ボックスに
そのトラフィックを転送しません。
• DSG トラフィックは、DSG 仕様に準拠するためにはベンダーあたり 2.048 Mbps 未満である
必要があります。
• DSG はベースライン プライバシー インターフェイス（BPI）暗号化 IP マルチキャスト スト
リームをサポートしません。

（注）

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 では、N+1 HCCP ハイ アベイラビリティの冗長性は、スイッ
チオーバー後の DSG トラフィックおよび設定を保持しません。N+1 HCCP の冗長性と DSG 操
作の両方にケーブル インターフェイスを設定すると、DSG トラフィックはスイッチオーバー
後に継続しません。

次の例は、Cisco uBR7246VXR ルータのケーブル インターフェイスを設定して、既知の MAC ア
ドレス 0001.0002.0003 と宛先 IP アドレス 225.2.3.4 を使用して、ケーブル インターフェイス 3/0 で
DSG 機能を有効にする方法を示しています。
interface cable 3/0
ip pim dense-mode
ip multicast rate-limit out group-list 123 1024
cable dsg 1.2.3 225.2.3.4 CCC

（注）

上記の設定では、適切な ipigmpstatic-group コマンドを使用して、インターフェイスも自動的
に設定されます（ipigmpstatic-group225.3.4.5）。このコマンドはインターフェイス コンフィ
ギュレーションに表示され、手動で削除することはできません。
次の例は、ルータの IGMP データベースにすでに追加されているブロードキャスト IP アドレスを
指定した場合に表示されるエラー メッセージを示しています。このエントリは通常、ルータに手
動で作成されるか、または、ケーブルネットワークのケーブルモデムに接続される顧客宅内機器
（CPE）デバイスによって動的に作成されています。
interface cable 3/0
cable dsg 1.1.1 224.3.3.10 cisco
Multicast group 224.3.3.10 is already in use on the interface Cable3/0, please retry.

次の例に、ケーブル インターフェイスで DSG トンネルを削除する方法を示します。
interface cable 4/0
no cable dsg 0020.0020.0020 230.8.8.8 abc
4d17h: DSG: interface Cable5/0 left the igmp static group 230.8.8.8.
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4d17h: DSG: tunnel 0020.0020.0020 is removed
4d17h: DSG: the specified DSG entry has been removed.

次の例に、マルチキャスト IP アドレスの代わりにユニキャスト IP アドレスが指定されたときに
表示されるエラー メッセージを示します。
interface cable 4/0
cable dsg 1.1.1 192.168.13.10 cisco
Only multicast is supported for current version.

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledsgkeepalive

すべてのケーブル インターフェイスで DSG ト
ンネル経由のキープアライブ メッセージを有効
にします。

debugcabledsg

Cisco CMTS ルータでの DSG についての一般の
デバッグ、DCD 関連のデバッグ、またはパケッ
ト関連のデバッグを有効にします。

showcabledsg

現在の DSG トンネリング パラメータを表示し
ます。
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cable dsg cfr
Cisco CMTS ルータの拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）分類子を定義し、
有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで -->cabledsgcfr コマンドを使用し
ます。Cisco CMTS ルータから 1 つ以上の指定した A-DSG 分類子を削除するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。1 つ以上の指定した A-DSG 分類子を無効にするが、その設定は維持
するには、このコマンドの disable 形式を使用します。
cable dsg cfr index [dest-ip {ipaddr| hostname}] [tunnel index] [dest-ports start end] [priority priority]
[src-ip {ipaddr| hostname} [src-prefix-len length]] [disable| enable] [in-dcd {yes| no| ignore}]
no cable dsg cfr index
___________________
構文の説明

index

DSG インデックス。有効値の範囲は 1 ～ 65535
です。

ipaddr

（任意）宛先マルチキャスト グループの IP ア
ドレス。この引数は新しい分類子には必須です
が、既存の分類子では任意です。

hostname

（任意）完全修飾ドメイン名（FQDN）。この
引数は新しい分類子には必須ですが、既存の分
類子では任意です。

tunnelindex

（任意）1 ～ 65535 の数値により特定されたト
ンネル インデックスを定義します。

dest-portsstartend

（任意）0 ～ 65535 の範囲の開始および終了ポー
トにより、宛先 TCP/UDP を定義します。

prioritypriority

（任意）分類子のプライオリティを定義しま
す。

src-ipipaddr

（任意）発信元 IP アドレスとプレフィクス長
を、必要に応じて定義します。

src-prefix-lenlength

（任意）発信元プレフィクス長を定義します。

disable

（任意）分類子を無効にします。これはデフォ
ルトです。

enable

（任意）分類子を有効にします。
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（任意）ダウンストリーム チャネル記述子
（DCD）メッセージの DSG ルールを含めるか、
除外するか、または無視するかを定義します。

in-dcd {yes | no| ignore}

• yes—分類子を含める。
• no—分類子を除外する。
• ignore—分類子を DCD メッセージから除
外し、トンネルの MAC アドレスに関係な
く DSG ルールを有効にする。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

Cisco CMTS ルータでは、デフォルトで、A-DSG 分類子が未定義になっています。設定すると、
A-DSG 分類子はデフォルトで有効になります。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータの A-DSG 1.1 をサポートするために導入されました。

12.3(17a)BC

in-dcd キーワード オプションが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCD5

このコマンドが変更されました。ignore オプションが in-dcd キーワー
ドに追加されました。

12.2(33)SCG

このコマンドが変更されました。宛先または発信元 IP アドレスの
FQDN を指定するために、hostname 引数が-->追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cabledsgcfr コマンドは、Cisco CMTS ルータの拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ 1.2
機能を設定するために使用します。
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cabledsgcfr コマンドは、1 つまたは複数の A-DSG 分類子を適用するインデックスを作成します。
A-DSG 分類子は 1 つの DSG トンネルにだけ、マッピングが可能です。Cisco CMTS ルータはパ
ケットを適切な DSG トンネルに割り当てるために、DSG サーバから受信したパケットに分類子
パラメータを適用します。
in-dcdyes オプションを使用すると、DCD メッセージの一部として分類子も DSG ルールに含まれ
ます。
in-dcdignore オプションを使用すると、DSG ルールは RFC-1112 MAC アドレス チェックをバイパ
スした後に有効になり、DSG 分類子は DCD メッセージに含まれません。
cabledsgcfr コマンドの no 形式は、トンネルの MAC アドレスが RFC-1112 に由来する場合、DSG
ルールを無効にします。
ソフトウェアのダウングレード プロセス時に、ソフトウェアが in-dcdignore オプションをサポー
トしていない場合、in-dcdyes オプションが使用されます。
___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータで A-DSG 分類子を設定する例を示します。
Router(config)# cable dsg cfr 1
Router(config)# cable dsg cfr 2 dest-ip 209.165.200.225 tunnel 1 dest-port 0 65535 priority
1
Router(config)# cable dsg cfr 2 dest-ip 209.165.200.226 dest-ports 22 777 enable in-dcd yes
Router(config)# cable dsg cfr 3 dest-ip 209.165.200.227 dest-ports 22 777 src-ip
ciscovideo.com

___________________
例

この例は、Cisco cBR-8 ルータで A-DSG 分類子を設定する方法を示しています。
Router(config)# cable dsg cfr 1
Router(config)# cable dsg cfr 2 dest-ip 209.165.200.225 tunnel 1 dest-port 0 65535 priority
1
Router(config)# cable dsg cfr 2 dest-ip 209.165.200.226 dest-ports 22 777 enable in-dcd yes
Router(config)# cable dsg cfr 3 dest-ip 209.165.200.227 dest-ports 22 777 src-ip
ciscovideo.com

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledsgchan-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG ダウンストリーム
チャネル リストを設定します。

cabledsgclient-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG クライアント パラ
メータおよび関連した DSG ルールを設定しま
す。

cabledsgtgchannel

Cisco CMTS ルータの 1 つ以上のダウンストリー
ム インターフェイスに、A-DSG トンネル グルー
プを関連付けます。
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コマンド

説明

cabledsgtgchannelucid

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のアップストリームチャネルIDを設定します。

cabledsgtgchannelvendor-param

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のベンダー固有のグループを指定します。

cabledsgtimer

Cisco CMTS ルータに A-DSG タイマーを設定し
ます。

cabledsgtunnel

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネルを作成し
ます。

cabledsgtunnelsrv-class

Cisco CMTS ルータで、ケーブル サービス クラ
スを A-DSG トンネルに関連付けます。

cabledsgvendorparam

Cisco CMTS ルータに A-DSG のベンダー固有の
パラメータを設定します。
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cable dsg chan-list
CMTS ルータに拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）ダウンストリーム チャ
ネル リストを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cabledsgchan-list コ
マンドを使用します。A-DSG チャネル リストを削除するには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
cable dsg chan-list list-index index entry-index freq freq
no cable dsg chan-list list-index index entry-index freq freq
___________________
構文の説明

list-index

DSG チャネル リストとインデックス ID を範囲
1 ～ 65535 の数字で定義します。

indexentry-index

DSG チャネルの周波数エントリ インデックス
を範囲 1 ～ 65535 の数字で定義します。

freqfreq

ダウンストリーム チャネルの中心周波数を、範
囲 47000000 ～ 862000000 Hz で定義します。

___________________
コマンド デフォルト

A-DSG チャネル リストは、デフォルトでは無効で、未定義です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリー
ズ ルータで導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドで作成されたチャネル リスト エントリは、cabledownstreamdsgchan-list コマンドを
使用してダウンストリーム インターフェイスに関連付け、ダウンストリーム チャネル記述子
（DCD）メッセージに含めることができます。
___________________
例

次の例に Cisco CMTS ルータの A-DSG チャネル リストのグローバル コンフィギュレーションを
示します。
cable
cable
cable
cable
cable
cable

___________________
関連コマンド

dsg
dsg
dsg
dsg
dsg
dsg

chan-list
chan-list
chan-list
chan-list
chan-list
chan-list

1
1
1
2
2
2

index
index
index
index
index
index

freq
freq
freq
freq
freq
freq

47000000
125000000
55500000
47000000
125000000
55500000

コマンド

説明

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータに A-DSG 分類子を定義して
有効にします。

cabledsgclient-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG クライアント パラ
メータおよび関連した DSG ルールを設定しま
す。

cabledsgtgchannel

Cisco CMTS ルータの 1 つ以上のダウンストリー
ム インターフェイスに、A-DSG トンネル グルー
プを関連付けます。

cabledsgtgchannelucid

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のアップストリームチャネルIDを設定します。

cabledsgtgchannelvendor-param

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のベンダー固有のグループを指定します。

cabledsgtimer

Cisco CMTS ルータに A-DSG タイマーを設定し
ます。

cabledsgtunnel

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネルを作成し
ます。

cabledsgtunnelsrv-class

Cisco CMTS ルータで、ケーブル サービス クラ
スを A-DSG トンネルに関連付けます。
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コマンド

説明

cabledsgvendorparam

Cisco CMTS ルータに A-DSG のベンダー固有の
パラメータを設定します。
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cable dsg client-list
Cisco CMTS ルータに拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）のクライアント
パラメータを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cable dsg client-list コ
マンドを使用します。このコマンドはクライアント パラメータおよび関連付けられた DSG ルー
ルを設定します。この設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable dsg client-list client-list-id id-index id {application-id app-id| broadcast [ broadcast-id ]| ca-system-id
sys-id| mac-addr mac-addr}
no cable dsg client-list client-list-id id-index id {application-id app-id| broadcast [ broadcast-id ]|
ca-system-id sys-id| mac-addr mac-addr}
___________________
構文の説明

client-list-id

DSG クライアント リストの ID を 1 ～ 65535 の
数値で定義します。

id-indexid

DSG クライアント インデックス ID を 1 ～ 65535
の数値で定義します。

application-idapp-id

DSG クライアント タイプ アプリケーション ID
を 1 ～ FFFF の 16 進数値で定義します。

broadcast [broadcast-id]

オプションの DSG クライアント タイプ ブロー
ドキャスト値を定義します。
• 1—Society of Cable Telecommunications
Engineers（SCTE）65 を含めます。
• 2—SCTE 18 を含めます。
• 3—OpenCable Application Platform（OCAP）
オブジェクト カルーセル（OCAP 1.0）を
含めます。
• 4—OpenCable Common Download カルーセ
ル（OC-CD）を含めます。
• 5 ～ 55534—将来の使用のため予約済み。
• 55535 ～ 65535—マルチプル サービス オペ
レータ（MSO）専用に予約済み。

ca-system-idsys-id
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DSG クライアント タイプ CA システム ID を 1
～ FFFF の 16 進数値で定義します。

ケーブル コマンド：cable d
cable dsg client-list

DSG クライアント タイプの 16 進数の MAC ア
ドレスを定義します。

mac-addrmac-addr

___________________
コマンド デフォルト

A-DSG のクライアント リストはデフォルトでは設定されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータで A-DSG をサポートするために導入されました。

12.3(17a)BC2

broadcast-id 引数が追加されました。同じ DSG クライアント ID を複数
の DSG トンネルに関連付けるサポートが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC2 から、同じ DSG クライアント ID を複数の DSG トンネルと関連
付けられるようになりました。
___________________
例

次の例は、4 つの A-DSG クライアント リストのグローバル コンフィギュレーションを示してい
ます。
cable
cable
cable
cable

___________________
関連コマンド

dsg
dsg
dsg
dsg

client-list
client-list
client-list
client-list

1
2
3
4

id-index
id-index
id-index
id-index

1
2
3
4

broadcast
application-id FFFF
ca-system-id EEEE
mac-addr 0100.5e0a.0a04

コマンド

説明

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータに A-DSG 分類子を定義して
有効にします。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg client-list

コマンド

説明

cabledsgchan-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG ダウンストリーム
チャネル リストを設定します。

cabledsgtgchannel

Cisco CMTS ルータの 1 つ以上のダウンストリー
ム インターフェイスに、A-DSG トンネル グルー
プを関連付けます。

cabledsgtgchannelucid

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のアップストリームチャネルIDを設定します。

cabledsgtgchannelvendor-param

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のベンダー固有のグループを指定します。

cabledsgtimer

Cisco CMTS ルータに A-DSG タイマーを設定し
ます。

cabledsgtunnel

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネルを作成し
ます。

cabledsgtunnelsrv-class

Cisco CMTS ルータで、ケーブル サービス クラ
スを A-DSG トンネルに関連付けます。

cabledsgvendorparam

Cisco CMTS ルータに A-DSG のベンダー固有の
パラメータを設定します。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg keepalive

cable dsg keepalive
（注）

Cisco IOS リリース 12.3(13a)BC から、Cisco IOS ソフトウェアでは、cabledsgkeepalive コマン
ドは使用できません。
すべてのケーブル インターフェイス上で DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）トンネルを
介したキープアライブ メッセージを有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モー
ドで cabledsgkeepalive コマンドを使用します。DSG キープアライブを無効にするには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
cable dsg keepalive
no cable dsg keepalive

___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

キープアライブ メッセージは無効になります。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドは Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7246VXR
ルータに導入されました。

12.3(9a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.3(13a)BC

このコマンドは削除されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン デフォルトで、Cisco CMTS ルータは、DSG トンネルのキープアライブ メッセージを送信しませ
ん。cabledsgkeepalive コマンドを使用してキープアライブが有効にされると、Cisco CMTS ルータ
は、各ダウンストリームのそれぞれの DSG トンネルで毎秒 1 件のキープアライブ メッセージを
送信します。Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 では、キープアライブ パケットはヌル パケットで
す。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg keepalive

（注）

アプリケーションおよび DSG セットトップ ボックスで必要なければ、DSG キープアライブ
メッセージを有効にしないでください。

ヒント

キープアライブ メッセージが有効かどうかを表示するには、showcabledsg コマンドを使用し
ます。

___________________
例

次に、ルータのすべてのケーブル インターフェイスで DSG キープアライブを有効にする例を示
します。
cable dsg keepalive

次の例は、すべてのケーブル インターフェイスの DSG キープアライブを無効にする（デフォル
ト設定）方法を示しています。
no cable dsg keepalive

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledsg

ケーブル インターフェイスの DSG を有効にし、
トンネル マッピング パラメータを設定します。

debugcabledsg

DSG 機能の操作のデバッグ メッセージの表示
を有効にします。

showcabledsg

現在の DSG トンネリング パラメータを表示し
ます。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg name-update-interval

cable dsg name-update-interval
DNS サーバのレコードに基づいて Cisco CMTS ルータの完全修飾ドメイン名（FQDN）分類子を
更新するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cabledsgname-update-interval コマ
ンドを使用します。このコンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用
します。
cable dsg name-update-interval minutes
no cable dsg name-update-interval minutes
___________________
構文の説明

minutes

すべての FQDN 分類子の変更を、DNS サーバ
で確認する間隔（分数）。有効範囲は 1 ～ 60
です。デフォルト値は 5 です。

___________________
コマンド デフォルト

5 分のデフォルト値が設定されます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cabledsg-name-update-interval コマンドは、Cisco CMTS ルータの拡張モード DOCSIS セットトッ
プ ゲートウェイ 1.2 機能を設定するために使用します。
DSG 名プロセス機能を設定するには、cabledsgname-update-interval コマンドを使用します。この
機能は最新の DNS サーバ レコードを取得すると同時に、DNS サーバに関連付けられた存続可能
時間（TTL）値に優先します。
___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータで DSG 名前間隔を指定する例を示します。
Router(config)# cable dsg name-update-interval 3
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg name-update-interval

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータに A-DSG 分類子を定義して
有効にします。

showcabledsgcfr

DSG 分類子の詳細を表示します。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg

cable dsg tg
Cisco CMTS ルータの 1 つ以上のダウンストリーム インターフェイスに拡張モード DOCSIS セッ
トトップ ゲートウェイ（A-DSG）トンネル グループを関連付けるには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで cabledsgtg コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを削除す
るには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable dsg tg group-id [channel channel_ID| priority DSG-rule-priority [enable| disable]| ucid ID1 [ID2
ID3 ID4]| vendor-param vendor-group-ID]
no cable dsg tg group-id
___________________
構文の説明

group-id

A-DSG トンネル グループ ID。有効値の範囲は
1 ～ 65535 です。

channel-id

（任意）ダウンストリーム チャネル ID。有効
値の範囲は 1 ～ 65535 です。

priorityDSG-rule-priority

（任意）A-DSG ルールの優先度を指定します。
有効範囲は 0 ～ 255 です。

enable

（任意）指定した A-DSG トンネル グループを
有効にします。

disable

（任意）指定した A-DSG トンネル グループを
無効にします。これはデフォルトです。

ucidupstream-channel-ID-->

（任意）アップストリーム チャネル ID を指定
します。最大 4 つのアップストリーム チャネル
ID を指定できます。

vendor-paramvendor-group-ID

（任意）ベンダー固有のパラメータ グループ
ID を指定します。有効値の範囲は 1 ～ 65535 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

A-DSG トンネル グループ設定はデフォルトで有効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(17a)BC2

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータで A-DSG バージョン 1.2 をサポートするために導入されまし
た。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCG

channel キーワードがオプションになり、次の新しいキーワードが追加
されました。
• ucid
• vendor-param
このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

IOS-XE 3.15.0S

___________________
使用上のガイドライン cabledsgtg コマンドは、トンネル グループの設定を確立します。コマンドの disable および -->enable
キーワード形式を使用して、トンネル グループ設定を非アクティブ化またはアクティブ化するこ
とができます。
___________________
例

次の例は、チャネル ID、A-DSG ルール優先度、アップストリーム チャネル ID、およびベンダー
パラメータ グループ ID を使用した DSG トンネル グループの設定とアクティブ化を示していま
す。
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#

___________________
関連コマンド

cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable

dsg
dsg
dsg
dsg
dsg
dsg
dsg

1
1
1
1
1
1
1

channel
channel
channel
channel
channel
channel

2
2
2
2
2
2

enable
priority 3
priority 3 enable
ucid 1
vendor-param 30

コマンド

説明

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータに A-DSG 分類子を定義して
有効にします。
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tg
tg
tg
tg
tg
tg
tg

ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg

コマンド

説明

cabledsgchan-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG ダウンストリーム
チャネル リストを設定します。

cabledsgclient-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG クライアント パラ
メータおよび関連した DSG ルールを設定しま
す。

cabledsgtgchannelucid

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のアップストリームチャネルIDを設定します。

cabledsgtgchannelvendor-param

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のベンダー固有のグループを指定します。

cabledsgtimer

Cisco CMTS ルータに A-DSG タイマーを設定し
ます。

cabledsgtunnel

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネルを作成し
ます。

cabledsgtunnelsrv-class

Cisco CMTS ルータで、ケーブル サービス クラ
スを A-DSG トンネルに関連付けます。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg channel

cable dsg tg channel
Cisco CMTS ルータの 1 つ以上のダウンストリーム インターフェイスに拡張モード DOCSIS セッ
トトップ ゲートウェイ（A-DSG）トンネル グループを関連付けるには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで cabledsgtgchannel コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを
削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable dsg tg group-id channel channel-id [priority rule-priority] [enable| disable]
no cable dsg tg group-id channel channel-id [priority rule-priority]
___________________
構文の説明

group-id

A-DSG トンネル グループ ID を 1 ～ 65535 の数
値で指定します。

channel-id

ダウンストリーム チャネル ID を 1 ～ 65535 の
数値で指定します。

priorityrule-priority

A-DSG ルールの優先度を 0 ～ 255 の数値で指定
します。

enable

指定した A-DSG トンネル グループを有効にし
ます。

disable

指定した A-DSG トンネル グループを無効にし
ます。これはデフォルトです。

___________________
コマンド デフォルト

A-DSG トンネル グループ設定が有効になります。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(17a)BC2

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータで A-DSG バージョン 1.2 をサポートするために導入されまし
た。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg channel

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cabledsgtgchannel コマンドは、トンネル グループの設定を確立します。コマンドの disable およ
び -->enable キーワード形式を使用して、トンネル グループ設定を非アクティブ化またはアクティ
ブ化することができます。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
___________________
例

次の例は、グループ ID 1 およびチャネル ID 2 でトンネル グループの設定およびアクティブ化を
示しています。
Router(config)# cable dsg tg 1 channel 2

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータに A-DSG 分類子を定義して
有効にします。

cabledsgchan-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG ダウンストリーム
チャネル リストを設定します。

cabledsgclient-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG クライアント パラ
メータおよび関連した DSG ルールを設定しま
す。

cabledsgtgchannel

Cisco CMTS ルータの 1 つ以上のダウンストリー
ム インターフェイスに、A-DSG トンネル グルー
プを関連付けます。

cabledsgtgchannelucid

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のアップストリームチャネルIDを設定します。

cabledsgtgchannelvendor-param

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のベンダー固有のグループを指定します。

cabledsgtimer

Cisco CMTS ルータに A-DSG タイマーを設定し
ます。

cabledsgtunnel

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネルを作成し
ます。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg channel

コマンド

説明

cabledsgtunnelsrv-class

Cisco CMTS ルータで、ケーブル サービス クラ
スを A-DSG トンネルに関連付けます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
232

ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg channel ucid

cable dsg tg channel ucid
Cisco CMTS ルータで拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）トンネル グルー
プのアップストリーム チャネル ID を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モード
で cabledsgtgchannelucid コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを削除するには、
このコマンドの no 形式を使用します。
cable dsg tg group-id channel channel-id ucid upstream-id [upstream-id . . .]
no cable dsg tg group-id channel channel-id ucid upstream-id [upstream-id . . .]
___________________
構文の説明

group-id

A-DSG トンネル グループ ID を 1 ～ 65535 の数
値で指定します。

channel-id

ダウンストリーム チャネル ID を 1 ～ 65535 の
数値で指定します。

upstream-id

1 つ以上のアップストリーム チャネル ID を 1
～ 8 の数値で指定します。

___________________
コマンド デフォルト

アップストリーム チャネル ID は定義されていません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(17a)BC2

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータで A-DSG バージョン 1.2 をサポートするために導入されまし
た。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg channel ucid

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用できるようにするためには、その前に cabledsgtgchannel コマンドを設定する
必要があります。
___________________
例

次の例は、グループ ID 1 およびチャネル ID 2 でトンネル グループを設定し、続いて、トンネル
グループと関連付けられたアップストリーム チャネル ID の設定例を示しています。
Router(config)# cable dsg tg 1 channel 2
Router(config)# cable dsg tg 1 channel 2 ucid 1 2 3 4 5 6 7 8

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータに A-DSG 分類子を定義して
有効にします。

cabledsgchan-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG ダウンストリーム
チャネル リストを設定します。

cabledsgclient-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG クライアント パラ
メータおよび関連した DSG ルールを設定しま
す。

cabledsgtgchannel

Cisco CMTS ルータの 1 つ以上のダウンストリー
ム インターフェイスに、A-DSG トンネル グルー
プを関連付けます。

cabledsgtgchannelvendor-param

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のベンダー固有のグループを指定します。

cabledsgtimer

Cisco CMTS ルータに A-DSG タイマーを設定し
ます。

cabledsgtunnel

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネルを作成し
ます。

cabledsgtunnelsrv-class

Cisco CMTS ルータで、ケーブル サービス クラ
スを A-DSG トンネルに関連付けます。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg channel vendor-param

cable dsg tg channel vendor-param
Cisco CMTS ルータの拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）トンネル グルー
プにベンダー固有のグループを関連付けるには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cabledsgtgchannelvendor-param コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを削除する
には、このコマンドの no 形式を使用します。
cable dsg tg group-id channel channel-id vendor-param vendor-group
no cable dsg tg group-id channel channel-id vendor-param vendor-group
___________________
構文の説明

group-id

A-DSG トンネル グループ ID を 1 ～ 65535 の数
値で指定します。

channel-id

ダウンストリーム チャネル ID を 1 ～ 65535 の
数値で指定します。

vendor-group

A-DSG ベンダー固有のグループ ID を 1 ～ 65535
の数値で指定します。

___________________
コマンド デフォルト

A-DSG ベンダー固有のグループは関連付けられていません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(17a)BC2

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータで A-DSG バージョン 1.2 をサポートするために導入されまし
た。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg channel vendor-param

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用できるようにするためには、その前に cabledsgtgchannel コマンドを設定する
必要があります。さらに、ベンダー固有のパラメータリストをトンネルグループに関連付ける前
に、cabledsgvendor-param コマンドを使用して、このリストを設定する必要があります。
___________________
例

次に、ベンダー固有のパラメータリストの設定例と、それに続いて、トンネルグループの設定例
と、定義済みのベンダー グループ 3 との関連付けを示します。
! Configure the vendor-specific parameter list
cable dsg vendor-param 3 vendor 1 oui ABCDEC value 0101AB
!
! Configure the tunnel group and associate the vendor group to the tunnel
!
cable dsg tg 1 channel 2
cable dsg tg 1 channel 2 vendor-param 3

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータに A-DSG 分類子を定義して
有効にします。

cabledsgchan-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG ダウンストリーム
チャネル リストを設定します。

cabledsgclient-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG クライアント パラ
メータおよび関連した DSG ルールを設定しま
す。

cabledsgtgchannel

Cisco CMTS ルータの 1 つ以上のダウンストリー
ム インターフェイスに、A-DSG トンネル グルー
プを関連付けます。

cabledsgtgchannelucid

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のアップストリームチャネルIDを設定します。

cabledsgtimer

Cisco CMTS ルータに A-DSG タイマーを設定し
ます。

cabledsgtunnel

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネルを作成し
ます。

cabledsgtunnelsrv-class

Cisco CMTS ルータで、ケーブル サービス クラ
スを A-DSG トンネルに関連付けます。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg channel vendor-param

コマンド

説明

cabledsgvendor-param

Cisco CMTS ルータに A-DSG ベンダー固有のパ
ラメータを設定します。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg default-priority

cable dsg tg default-priority
Cisco CMTS ルータでトンネル グループのデフォルトのチャネル優先度を変更するには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで cabledsgtgdefault-priority コマンドを使用します。チャネ
ル優先度をデフォルト値の 0 に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable dsg tg group-id default-priority DSG-rule-priority
no cable dsg tg group-id priority DSG-rule-priority
___________________
構文の説明

group-id

拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ
（A-DSG）トンネル グループ ID。有効値の範
囲は 1 ～ 65535 です。

default-priorityDSG-rule-priority

ダウンストリーム チャネルの DSG ルールの優
先度を指定します。有効範囲は 0 ～ 255 です。
デフォルトは 0 です。

___________________
コマンド デフォルト

トンネル グループのデフォルトのチャネル優先度は 0 です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cabledsgtgdefault-priority コマンドは、Cisco CMTS ルータの拡張モード DOCSIS セットトップ
ゲートウェイ 1.2 機能に関連付けられています。
デフォルトの優先度を設定した後に設定されたすべてのチャネルは、同じ優先度の値を使用しま
す。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg default-priority

___________________
例

次の例は、Cisco CMTS ルータでトンネル グループにデフォルトのチャネル優先度を指定する方
法を示しています。
Router(config)# cable dsg tg 1 default-priority 20

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータに A-DSG 分類子を定義して
有効にします。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg priority

cable dsg tg priority
Cisco CMTS ルータでトンネル グループの既存の拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ
（A-DSG）チャネルの優先度を変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cabledsgtgpriority コマンドを使用します。トンネル グループのすべての既存チャネルの DSG ルー
ルの優先度を、デフォルト値の 0 に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable dsg tg group-id priority DSG-rule-priority
no cable dsg tg group-id priority DSG-rule-priority
___________________
構文の説明

group-id

A-DSG トンネル グループ ID。有効範囲は 1 ～
65535 です。

priorityDSG-rule-priority

ダウンストリーム チャネルの DSG ルールの優
先度を指定します。有効範囲は 0 ～ 255 です。
デフォルトは 0 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cabledsgtgpriority コマンドは、Cisco CMTS ルータの拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェ
イ 1.2 機能を設定するために使用します。
このコマンドは、優先度を設定した後に設定されたダウンストリーム チャネルには影響しませ
ん。cabledsgtgpriority コマンドの no 形式は、トンネル グループのすべての既存のチャネルの DSG
ルール優先度をデフォルト値の 0 に設定します。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tg priority

___________________
例

次の例は、Cisco CMTS ルータでトンネル グループの既存のすべての A-DSG チャネルに DSG ルー
ル優先度を指定する方法を示しています。
Router(config)# cable dsg tg 1 priority 20

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータに A-DSG 分類子を定義して
有効にします。

showcabledsgcfr

DSG 分類子の詳細を表示します。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg timer

cable dsg timer
Cisco CMTS ルータで、ダウンストリーム チャネルと関連付け、ダウンストリーム チャネル記述
子（DCD）メッセージにエンコードされるように拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ
（A-DSG）タイマー エントリを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cabledsgtimer コマンドを使用します。ケーブル A-DSG タイマーを削除するには、このコマンド
の no 形式を使用します。
cable dsg timer index [Tdsg1 Tdsg1] [Tdsg2 Tdsg2] [Tdsg3 Tdsg3] [Tdsg4 Tdsg4]
no cable dsg timer index [Tdsg1 Tdsg1] [Tdsg2 Tdsg2] [Tdsg3 Tdsg3] [Tdsg4 Tdsg4]
___________________
構文の説明

index

DSG タイマーを定義し、ダウンストリーム チャ
ネルのインデックスに 1 ～ 65535 の数値で関連
付けます。

Tdsg1Tdsg1

（任意）DSG 初期化タイムアウト（Tdsg1）を
設定します。有効範囲は 1 ～ 65535 です。

Tdsg2Tdsg2

（任意）DSG 操作タイムアウト（Tdsg2）を設
定します。有効範囲は 1 ～ 65535 です。

Tdsg3Tdsg3

（任意）DSG 双方向再試行タイマー（Tdsg3）
を設定します。範囲は 0 ～ 65535 です。

Tdsg4Tdsg4

（任意）DSG 一方向再試行タイマー（Tdsg4）
を設定します。範囲は 0 ～ 65535 です。

___________________
コマンド デフォルト

A-DSG タイマーは定義されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータの A-DSG 1.1 をサポートするために導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg timer

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン A-DSG タイマー エントリはダウンストリームに関連付け、DCD メッセージにエンコードできま
す。
___________________
例

次の例は、3 つの A-DSG タイマーのグローバル コンフィギュレーションを示しています。
cable dsg timer 1 Tdsg1 1 Tdsg2 2 Tdsg3 3 Tdsg4 4
cable dsg timer 2 Tdsg1 2 Tdsg2 22 Tdsg3 33 Tdsg4 44
cable dsg timer 3 Tdsg1 2 Tdsg2 600 Tdsg3 300 Tdsg4 1800

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータに A-DSG 分類子を定義して
有効にします。

cabledsgchan-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG ダウンストリーム
チャネル リストを設定します。

cabledsgclient-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG クライアント パラ
メータおよび関連した DSG ルールを設定しま
す。

cabledsgtgchannel

Cisco CMTS ルータの 1 つ以上のダウンストリー
ム インターフェイスに、A-DSG トンネル グルー
プを関連付けます。

cabledsgtgchannelucid

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のアップストリームチャネルIDを設定します。

cabledsgtgchannelvendor-param

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のベンダー固有のグループを指定します。

cabledsgtunnel

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネルを作成し
ます。

cabledsgtunnelsrv-class

Cisco CMTS ルータで、ケーブル サービス クラ
スを A-DSG トンネルに関連付けます。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg timer

コマンド

説明

cabledsgvendorparam

Cisco CMTS ルータに A-DSG のベンダー固有の
パラメータを設定します。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tunnel

cable dsg tunnel
Cisco CMTS ルータに拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）トンネルを作成
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cabledsgtunnel コマンドを使用します。
このコンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。A-DSG ト
ンネルを無効にするには、このコマンドの disable 形式を使用します。
cable dsg tunnel tunnel-id mac-addr mac-addr tg tunnel-group-id clients number [disable| enable]
no cable dsg tunnel tunnel-id mac-addr mac-addr tg tunnel-group-id clients number
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

tunnel-id

DSG トンネルを 1 ～ 65535 の数値の ID で定義
します。

mac-addr-->mac-addr

マルチキャスト グループの MAC アドレスを 16
進数形式で指定します。

tgtunnel-group-id

トンネル グループ ID を 1 ～ 65535 の数値で関
連付けます。

clientsnumber

設定を適用するクライアントを、1 ～ 65535 の
数値で指定します。

disable

（任意）指定した A-DSG トンネルを無効にし
ます。

enable

（任意）指定した A-DSG トンネルを有効にし
ます。

A-DSG トンネルはデフォルトでは設定されませんが、設定されるとデフォルトで有効になりま
す。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータで A-DSG バージョン 1.1 をサポートするために導入されまし
た。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tunnel

リリース

変更内容

12.3(17a)BC

A-DSG バージョン 1.2 に対応するために、tg キーワードと clients キー
ワードが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cabledsgtunnel コマンドは、トンネルの設定を確立します。コマンドの disable および -->enable
キーワードs を使用して、トンネル設定を非アクティブ化またはアクティブ化することができま
す。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
各トンネルは宛先 MAC アドレスにマッピングされ、定義されると、-->cabledsgtunnelsrv-class コ
マンドを使用して、設定済みの QoS サービス クラス名に関連付けることができます。
___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータの 4 つの A-DSG トンネルの設定例を示します。
cable
cable
cable
cable

___________________
関連コマンド

dsg
dsg
dsg
dsg

tunnel
tunnel
tunnel
tunnel

1
2
3
4

mac-addr
mac-addr
mac-addr
mac-addr

コマンド

説明

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータに A-DSG 分類子を定義して
有効にします。

cabledsgchan-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG ダウンストリーム
チャネル リストを設定します。

cabledsgclient-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG クライアント パラ
メータおよび関連した DSG ルールを設定しま
す。

cabledsgtgchannel

Cisco CMTS ルータの 1 つ以上のダウンストリー
ム インターフェイスに、A-DSG トンネル グルー
プを関連付けます。

cabledsgtgchannelucid

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のアップストリームチャネルIDを設定します。
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0100.5e0a.0a01
0100.5e0a.0a02
0100.5e0a.0a03
0100.5e0a.0a04

ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tunnel

コマンド

説明

cabledsgtgchannelvendor-param

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のベンダー固有のグループを指定します。

cabledsgtimer

Cisco CMTS ルータに A-DSG タイマーを設定し
ます。

cabledsgtunnelsrv-class

Cisco CMTS ルータで、ケーブル サービス クラ
スを A-DSG トンネルに関連付けます。

cabledsgvendorparam

Cisco CMTS ルータに A-DSG のベンダー固有の
パラメータを設定します。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tunnel srv-class

cable dsg tunnel srv-class
Cisco CMTS ルータで拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）トンネルにケー
ブル サービス クラスを関連付けるには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cabledsgtunnelsrv-class コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを削除するには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
cable dsg tunnel tunnel-id srv-class class-name
no cable dsg tunnel tunnel-id srv-class class-name
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

tunnel-id

DSG トンネルを 1 ～ 65535 の数値の ID で指定
します。

class-name

設定済みのケーブル サービス クラスの名前を
指定します。

ケーブル サービス クラスは設定されていないか、または DSG トンネルと関連付けられていませ
ん。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータで導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCC1

このコマンドは、デフォルトの MQoS が設定されるときのコマンドの
動作変更を反映して、変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。
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ケーブル コマンド：cable d
cable dsg tunnel srv-class

___________________
使用上のガイドライン -->cabledsgtunnelsrv-class コマンドが使用可能になり、トンネルを設定済みの QoS サービス クラ
スと関連付けられるようにするには、その前に、A-DSG トンネルとトンネル グループを作成する
必要があります。
___________________
例

次の例は、Cisco CMTS ルータに「test」という名前のケーブル サービス クラスを設定する方法
と、それに続いて、その test ケーブル サービス クラスを DSG トンネルと関連付ける方法を示し
ています。
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#

cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable

service class 1 name test
service class 1 downstream
service class 1 max-rate 20000
service class 1 min-rate 3000
dsg client-list 1 id-index 1 mac-addr 0050.4d00.0007
dsg tg 1 channel 1
dsg tunnel 1 mac-addr 0050.4d00.0007 tg 1 clients 1
dsg tunnel 1 srv-class test

デフォルトの MQoS 設定なしでサービス クラス名を設定すると、次のエラー メッセージが表示さ
れ、デフォルト MQoS を設定するようユーザに求めるプロンプトが出て、設定は拒否されます。
Router(config)# cable dsg tunnel 1 srv-class test
The default mqos doesn't exist, please, create one and then reconfigure service class name
to tunnel 1
Router(config)#

最後のサービス クラス名が設定されていない場合、デフォルトの MQoS を削除するよう（必要な
い場合）ユーザに要求する次のエラー メッセージが表示されます。
Router(config)# no cable dsg tunnel 1 srv-class test
There is no DSG tunnel associated with a service class name, so, remove the default mqos
if not needed
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableserviceclass

Cisco CMTS ルータに DOCSIS サービス クラス
のパラメータを設定します。

cabledsgclient-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG クライアント パラ
メータおよび関連した DSG ルールを設定しま
す。

cabledsgtgchannel

Cisco CMTS ルータの 1 つ以上のダウンストリー
ム インターフェイスに、A-DSG トンネル グルー
プを関連付けます。

cabledsgtgchannelucid

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のアップストリームチャネルIDを設定します。
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コマンド

説明

cabledsgtgchannelvendor-param

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネル グループ
のベンダー固有のグループを指定します。

cabledsgtimer

Cisco CMTS ルータに A-DSG タイマーを設定し
ます。

cabledsgtunnel

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネルを作成し
ます。

cabledsgtunnelsrv-class

Cisco CMTS ルータで、ケーブル サービス クラ
スを A-DSG トンネルに関連付けます。

cabledsgvendorparam

Cisco CMTS ルータに A-DSG のベンダー固有の
パラメータを設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
250

ケーブル コマンド：cable d
cable dsg vendor-param

cable dsg vendor-param
Cisco CMTS ルータに拡張モード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）のベンダー固有
パラメータを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cabledsgvendor-param
コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を
使用します。
cable dsg vendor-param group-id vendor vendor-index oui oui value value-in-TLV
no cable dsg vendor-param group-id vendor vendor-index oui oui value value-in-TLV
___________________
構文の説明

group-id

DSG ベンダー パラメータを定義し、DSG グルー
プと関連付けます。

vendorvendor-index

DSG ベンダーおよび関連付けられた DSG イン
デックスを選択します。

ouioui

DSG 組織固有識別子（OUI）設定を選択しま
す。

valuevalue-in-TLV

定義された DSG ベンダーのタイプ/長さの値を
設定します。

___________________
コマンド デフォルト

A-DSG ベンダー固有パラメータは定義されていません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータで A-DSG をサポートするために導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン ベンダー固有パラメータはダウンストリームに関連付け、ダウンストリーム チャネル記述子
（DCD）メッセージにエンコードできます。
トンネル グループにベンダー パラメータ リストを関連付けるには、cabledsgtgchannelvendor-param
コマンドを使用します。同じベンダー パラメータ リストを複数のトンネル グループに関連付け
ることができます。
___________________
例

次の設定例は A-DSG のグローバル ベンダー パラメータを示しています。
cable dsg vendor-param 1 vendor 1 oui ABCDEA value 0101AB
cable dsg vendor-param 2 vendor 1 oui ABCDEB value 0101AB
cable dsg vendor-param 3 vendor 1 oui ABCDEC value 0101AB

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータに A-DSG 分類子を定義して
有効にします。

cabledsgchan-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG ダウンストリーム
チャネル リストを設定します。

cabledsgclient-list

Cisco CMTS ルータに A-DSG クライアント パラ
メータおよび関連した DSG ルールを設定しま
す。

cabledsgtgchannelvendor-param

Cisco CMTS ルータの A-DSG トンネル グループ
にベンダー固有グループを関連付けます。

cabledsgtimer

Cisco CMTS ルータに A-DSG タイマーを設定し
ます。

cabledsgtunnel

Cisco CMTS ルータに A-DSG トンネルを作成し
ます。

cabledsgtunnelsrv-class

Cisco CMTS ルータで、ケーブル サービス クラ
スを A-DSG トンネルに関連付けます。
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cable ds-max-burst
Performance Routing Engine 2（PRE2）または Performance Routing Engine 4（PRE4）モジュールを
搭載した Cisco uBR10012 ルータで、専用の Enhanced-Rate Bandwidth Allocation（ERBA）機能を有
効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで cableds-max-burst--> コマンドを使
用します。このコンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable ds-max-burst [burst-threshold threshold peak-rate peak-rate]
no cable ds-max-burst
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable ds-max-burst [burst-threshold threshold ]
no cable ds-max-burst
___________________
構文の説明

burst-thresholdthreshold

（任意）バーストのしきい値をキロバイト単位
で定義します。指定できる範囲は 64 Kbyte～ 2
GB です。デフォルトは 1MB です。Cisco cBR
シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
の場合、有効範囲は 64 Kbyte から 1 GB です。
この値は、DOCSIS 2.0 で定義されているサービ
ス フローあたりの最大トラフィック バースト
値と比較するために使用されます。

peak-ratepeak-rate

ピークレート（Kbps 単位）デフォルトは 0 で、
ライン レートを表します。
（Cisco uBR10012 ルータおよび CiscouBR7200
シリーズ ルータの場合）このピーク レート値
はグローバル値で、cableds-max-burst コマンド
の設定後に作成されたすべてのサービス フロー
に適用されます。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

この設定は Cisco uBR10012 ルータでは無効です。このコマンドは Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco
uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ルータでは不要で、サポートもされていません。

グローバル コンフィギュレーション（config）

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
253

ケーブル コマンド：cable d
cable ds-max-burst

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは PRE2 モジュールを搭載した Cisco uBR10012 ルータの
ERBA をサポートするために導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCB

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB ではピーク レート オプションが導入さ
れ、Performance Routing Engine 4（PRE4）のサポートが追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S に統合されました。Cisco
cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのサポートが追加さ
れました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.3(21)BC では、Performance Routing Engine 2（PRE2）モジュールを搭載した
Cisco uBR10012 CMTS で ERBA 機能が導入されました。Cisco IOS リリース 12.3(21)BC の ERBA
機能は、次の拡張機能が特徴となっています。
• cableds-max-burst コンフィギュレーション コマンドを使用した、Cisco CMTS での DOCSIS1.1
Downstream Maximum Transmit Burst パラメータのサポートが可能になりました。このパラメー
タはデフォルトでサポートされるため、このコマンドは Cisco uBR7225VXR、Cisco
uBR7246VXR および Cisco uBR7100 シリーズ ルータではサポートされません。
• DOCSIS QoS プロファイルを使用することにより、DOCSIS1.0 モデムが DOCSIS1.1 Downstream
Maximum Transmit Burst パラメータをサポートできるようになりました。この機能は
cableqospromax-ds-burst コンフィギュレーション コマンドを使用します。

（注）

cableds-max-burst および関連コマンドは、Cisco IOS リリース 12.3(21)BC 以降の PRE2 または
PRE4 モジュールを搭載した Cisco uBR10012 ルータでのみサポートされます。
PRE2 または PRE4 を搭載した Cisco uBR10012 ルータのサービス フローを表示し、どのサービス
フローが最大バーストを有効にしているかを特定するには、特権 EXEC モードで次のコマンドを
使用します。
showcr10k-rpcableslot/subslot/portsidservice-flowds
•

◦ slot = 5 ～ 8
◦ subslot = 0 ～ 1
◦ port = 0 ～ 4（ケーブル インターフェイスにより異なる）
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cableqosprofile コマンドと QoS プロファイルの設定に関する詳細については、Cisco.com の「DOCSIS
1.1 for the Cisco CMTS」を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/cmts/feature/guide/ufg_docs.html
___________________
例

次の例はサンプル バーストのしきい値を設定して、Cisco uBR10012 ルータに ERBA を設定する方
法を示しています。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# cable ds-max-burst burst-threshold 2048
peak-rate 1000
Router(config)# Ctrl^Z
Router# show cr10k-rp cable 7/0/0 sid service-flow ds

この機能を有効にすると、バーストのしきい値よりも大きいバースト サイズを持つ新しいサービ
ス フローがサポートされます。ただし、既存のサービス フローは影響を受けません。
このサービスを無効にすると、Downstream Maximum Transmit Burst パラメータ（cableds-max-burst
コマンド設定）を使用して新しいサービスフローは設定されません。ただし、既存のサービスフ
ローは影響を受けません。
次に、特定のサービス フローの ERBA 最大バーストの設定例を示します。
Router# sh cr10k-rp c7/0/0 1 service-flow ds
RP SFID LC SFID Conform
Exceed
Conform
Xmit Pkts Xmit Pkts Drop Pkts
32930
10
41
0
0
Forwarding interface: Modular-Cable1/0/0:0
32931
13
0
0
0
Forwarding interface: Modular-Cable1/0/0:0

___________________
関連コマンド

Exceed
Drop Pkts
0

Total
Pkts
41

QID

0

0

131350

131349

Command

Description

cableqosprofile

QoS プロファイルを設定します。

showcableqospermission

ケーブル ルータの QoS テーブル変更権限のス
テータスを表示します。

showcableqosprofile

定義されている QoS プロファイルを表示しま
す。

showcr10k-rpcablesidservice-flowds

PRE2 を搭載した Cisco uBR10012 ルータのサー
ビス フローを表示し、どのサービス フローの
最大バーストが有効かを特定します。
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cable ds-resiliency
Cisco CMTS でライン カードの復元力ボンディング グループまたはワイドバンド（WB）インター
フェイスを予約するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableds-resiliency
コマンドを使用します。この設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable ds-resiliency
no cable ds-resiliency
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン ダウンストリーム復元力ボンディング グループ機能を設定するには、cableds-resiliency コマンド
が使用されます。
WB インターフェイスを WB 復元力ボンディング グループとして確保する際に、そのインター
フェイスから既存のすべての設定コマンドを削除します。
ダウンストリーム復元力ボンディング グループ機能を設定するには、cableds-resiliency コマンド
を cableresiliencyds-bonding コマンドと共に使用します。
___________________
例

次の例に、復元力ボンディング グループ用にスロット 5、サブスロット 1、ポート 2 のワイドバ
ンド ケーブル インターフェイスを予約する方法を示します。
Router(config) interface wideband-cable 5/1/2:0
Router(config-if)# cable ds-resiliency
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableresiliencyds-bonding

Cisco CMTS ルータのダウンストリーム復元力
ボンディング グループ機能を有効にします。

showcablemodemresiliency

Cisco CMTS ルータの復元力モードで、ケーブ
ル モデムの復元力ステータスを表示します。

showcableresiliency

Cisco CMTS ルータの復元力ボンディング グルー
プに関するすべての情報を表示します。
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cable dynamic-bw-sharing
特定のモジュラケーブルまたはワイドバンドケーブルインターフェイスで動的帯域幅共有（DBS）
を有効にするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで cabledynamic-bw-sharing
コマンドを使用します。インターフェイスの DBS を無効にし、静的帯域幅共有に戻すには、この
コマンドの no 形式を使用します。
cable dynamic-bw-sharing
no cable dynamic-bw-sharing
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

動的帯域幅共有が無効になり、静的帯域幅共有が有効になります。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC1

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されまし
た。

12.2(33)SCE

コマンドのデフォルトが変更されました。DBS モードはデフォル
トで有効になりました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン DBS は、インターフェイスが管理的にダウンしたときにのみ、モジュラ ケーブルまたはワイドバ
ンドケーブルインターフェイスに設定できます。さらに、動的帯域幅共有を無効にするためにこ
のコマンドのno形式を使用する際には、インターフェイスを管理的にダウンさせる必要がありま
す。
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（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33) SCE から、DBS モードは WB/MC/IC インターフェイスで、デフォ
ルトで有効になりました。DBS モードを無効にするには、nocabledynamic-bw-sharing コマン
ドを設定します。

（注）

Cisco IOS-XE 3.15.0S から、cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータでは DBS が有
効になっており、無効にすることはできません。

___________________
例

次の例では、cabledynamic-bw-sharing コマンドを使用して、モジュラ ケーブル インターフェイ
スで動的帯域幅共有を有効にしています。
Router(config)# interface modular-cable 1/0/0:1
Router(config-if)# shutdown
Router(config-if)# cable dynamic-bw-sharing
Router(config-if)# no shutdown

次の例では、cabledynamic-bw-sharing コマンドを使用して、ワイドバンド ケーブル インターフェ
イスで動的帯域幅共有を有効にしています。
Router(config)# interface wideband-cable 1/0/0:0
Router(config-if)# shutdown
Router(config-if)# cable dynamic-bw-sharing
Router(config-if)# no shutdown

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablerf-bandwidth-percent

モジュラー ケーブル（MC）インターフェイス
で静的または動的帯域幅共有を有効にします。

cablerf-channel

ワイドバンド SPA の RF チャネルをワイドバン
ド チャネルに関連付け、帯域幅を割り当てま
す。

debugcr10k-rpdbs-queue

Cisco uBr10012 ユニバーサル ブロードバンド
ルータの動的帯域幅共有（DBS）のデバッグ情
報を表示します。

showpxfcablecontroller

RF チャネルの多用途トラフィック管理システ
ム（VTMS）リンクおよびリンク キューに関す
る情報を表示します。

showpxfcpuqueue

パラレル エクスプレス転送（PXF）キューイン
グおよびリンク キュー統計を表示します。
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cable dynamic-qos trace
PacketCable または PacketCable マルチメディア（PCMM）サービス サブスクライバ用に Cisco CMTS
ルータでコール トレース機能を有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cabledynamic-qostrace コマンドを入力します。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形
式を使用します。
cable dynamic-qos trace subscriber-number
no cable dynamic-qos trace
___________________
構文の説明

subscriber-number

PacketCable または PCMM サービスのサブスク
ライバ数。有効範囲は 1 ～ 20 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

次の例は、PacketCable または PCMM サービス サブスクライバ用に Cisco uBR10012 ルータにコー
ル トレース機能を設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# cable dynamic-qos trace 12

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
261

ケーブル コマンド：cable d
cable dynamic-qos trace

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

debugcabledynamic-qossubscriber

特定のサブスクライバのために Cisco CMTS ルー
タでコール トレース機能のデバッグを有効にし
ます。

debugcabledynamic-qostrace

コール トレースが設定されたすべてのサブスク
ライバに対して Cisco CMTS ルータのコール ト
レースのデバッグを有効にします。

showcabledynamic-qostrace

Cisco CMTS ルータ上でコール トレースが有効
なサブスクライバの数を表示します。
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cable dynamic-secret
動的共有秘密機能を有効にして、Data-over-Cable Service Interface Specifications（DOCSIS）のコン
フィギュレーションファイルを、動的に生成された共有秘密で作成されたメッセージ整合性チェッ
ク（MIC）で検証できるようにするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション
モードで cabledynamic-secret コマンドを使用します。この機能を無効にするには、このコマンド
の no 形式を使用します。
cable dynamic-secret {lock [ lock-qos ]| mark| reject} [nocrypt]
no cable dynamic-secret
___________________
構文の説明

lock

MIC の検証に合格しない CM がオンラインにな
るのを許可するが、ネットワークへのアクセス
を制限する限定的な Quality of Service（QoS）を
適用します。また、こうした CM は有効な
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルへの
再登録を許可される前の 24 時間オフラインで
なければならないため、CMTS によりロックさ
れます。（clearcablemodemlock コマンドを使
用して、ケーブル モデムを手動でロック解除す
ることもできます。）

lock-qos

（任意）ロック中に CM に割り当てられる QoS
プロファイルを指定します。有効範囲は 1 ～
256です。指定しないと、CM はアップストリー
ムとダウンストリーム両方を 10 Kbps に制限す
る、CMTS が作成されたプロファイルにロック
されます。
（注）

この QoS プロファイルは locklock-qos
オプションを使用して割り当てる前
に、作成しておく必要があります。

mark

有効な CMTS MIC を持つ DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルに CM が表示されていなく
ても、CM がオンラインになることを許可しま
すが、CMTS は警告メッセージを出力し、
showcablemodem コマンド内のそれらの CM に
感嘆符（!）でマークを付けます。

reject-->

無効な CMTS MIC を含む DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルへの CM の登録を拒否しま
す。
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（任意）Cisco CMTS が CM にファイルを送信
するときに、DOCSIS コンフィギュレーション
ファイルのファイル名を暗号化しないことを指
定します。代わりに、CMTS は元のファイル名
を使用してファイルを送信します。

nocrypt

nocrypt オプションは動的共有秘密機能により
提供されるセキュリティをわずかに低減します
が、これにより、オペレータはケーブル モデム
によりリストされた DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルの名前をポーリングできるた
め、ネットワーク管理に便利です。
（注）

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

（注）

___________________
コマンド履歴

動的共有秘密機能は無効です。有効にすると、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルのファ
イル名は暗号化されます。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

バンドルでマスター インターフェイスに動的共有秘密機能を設定すると、その機能は自動的
にバンドル内のすべてのインターフェイスに設定されます。

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。

12.2(15)BC1b

nocrypt オプションのサポートが追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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認証されていないソフトウェアまたは
ハッキングされたソフトウェアを実行
しているケーブル モデルは、ユーザ
の望む任意の SNMP 値を返すことが
できます。したがって、この情報を課
金およびプロビジョニング システム
で信頼することはできません。
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cable dynamic-secret

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cabledynamic-secret--> コンフィギュレーション コマンドはモデムごとに固有の DOCSIS 共有秘密
を自動的に作成し、現行セッションのみに有効なワンタイム DOCSIS コンフィギュレーション
ファイルを作成します。これにより、1 つのケーブル モデムにダウンロードされた DOCSIS コン
フィギュレーション ファイルを他のどのモデムでも使用できなくなり、また、そのモデムがこの
コンフィギュレーション ファイルを後で再利用することもできなくなります。この特許出願中の
機能は、登録されたすべてのモデムが、登録時にその特定のモデムの DOCSIS プロビジョニング
システムにより指定された QoS パラメータのみを使用することを保証するように設計されていま
す。
cabledynamic-secret--> コンフィギュレーション コマンドは、ケーブル モデムの登録ごとに 1 回限
りの動的に生成された共有秘密を使用して、Cisco CMTS 上で既存の共有秘密サポートを拡張しま
す。これにより、登録段階でより高いレベルのサービスを提供する DOCSIS コンフィギュレーショ
ン ファイルをユーザが置き換えることができる、Theft-of-Service（サービスの不正使用）攻撃を
防止します。
DOCSIS 仕様では、ケーブル サービス プロバイダが共有秘密を使用して、DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルに保存される CMTS MIC 値を作成できます。ユーザが別の、または変更した
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを使用して、CMTS に登録を試みると、CMTS はケー
ブル モデムから送信された CMTS MIC 値を、自ら計算した CMTS MIC と比較できます。2 つの
MIC 値が異なっていれば、ファイルは変更されています。
cabledynamic-secret--> コマンドにより、CMTS はケーブル モデムの登録時に共有秘密を動的に作
成でき、その共有秘密はその特定のケーブル モデムとのその特定のセッションでのみ有効です。
各ケーブル モデムが登録されるたびに、新しく動的に生成された共有秘密鍵が使用されるため、
ユーザは共有秘密鍵を推測して、変更した DOCSIS コンフィギュレーション ファイルで登録する
ためにそれを再使用することはできません。
ケーブル モデムの DOCSIS コンフィギュレーション ファイルが CMTS MIC の検証チェックに失
敗すると、次のいずれかのメッセージがコンソールに表示されます。
%UBR7200-4-BADCFGFILE: Modem config file platinum.cm at C3/0: CMTS MIC Invalid
%UBR7200-4-BADCFGFILE: Modem config file platinum.cm at C3/0: No CMTS MIC

エラー メッセージに失敗の理由が「CMTS MIC Invalid」であると示される場合、CMTS MIC は動
的に生成された正しい共有秘密鍵でエンコードされていません。 理由が「No CMTS MIC」の場合
は、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに CMTS MIC の値が含まれていなかったことを意
味し、カスタマーが MIC 値の含まれていない独自の DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを
作成して DOCSIS セキュリティ チェックの回避を試みた可能性があります。
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（注）

動的共有秘密機能は、cableshared-secondary-secret および -->cableshared-secret コマンドを使
用して設定された元の共有秘密またはセカンダリ共有秘密の使用には影響を与えません。（Cisco
cBR-8 ルータではこの 2 つのコマンドの同時設定ができません。）これらの共有秘密鍵が設定
されると、Cisco CMTS は TFTP サーバからダウンロードされた元の DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルを検証するために、それらを使い続けます。DOCSIS コンフィギュレーション
ファイルが元の共有秘密検証チェックまたはセカンダリ共有秘密検証チェックに合格できない
場合は、ケーブル モデムは登録を許可されず、動的共有秘密機能は、その特定のケーブル モ
デムに対して呼び出されません。

（注）

Cisco uBR7100 シリーズ ルータは MxU ブリッジ モードで実行中のとき、この動的共有秘密機
能をサポートしません。
デフォルトで、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルの元のファイル名は自動的に暗号化さ
れ、権限のない第三者がファイル名から有用な情報を取得したり、または元のファイル名を自ら
作成したファイル名に置き換えることを防ぎます。この暗号化は nocrypt オプションを使用して
無効にできます。そうすると、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルは元のファイル名を使
用して送信されます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 では cabledynamic-secret コマンドと iptftp-source コマンドを
併用しないでください。一緒に使用した場合、一部のモデルの CM がオンラインになれず、代
わりに init(o) 状態でスタックしてしまうおそれがあります。この制約事項は、Cisco IOS リリー
ス 12.2(15)BC2 以降のリリースで解消されています。
動作モード
cabledynamic-secret--> コマンドは、CMTS MIC 検証チェックに失敗したケーブル モデムに対し、
3 種類の応答を返します。
• mark--> オプションを使用した場合、CM が CMTS MIC 検証チェックに失敗した場合でも、
CMTS は CM がオンラインになるのを許可します。ただし、CMTS はこの状況を調査できる
ようにするために、コンソールに警告メッセージを出力し、showcablemodem コマンド内の
このケーブル モデムに感嘆符（!）のマークを付けます。こうした CM が Cisco CMTS に登録
すると、次のようなメッセージがコンソールに表示されます。
06:53:57: %UBR7200-4-CMMARKED: Cable Modem 00ff.ffee.ddcc in C3/0 attempted theft of service

• lock オプションを使用すると、CMTS は、CMTS MIC 検証チェックに失敗した CM にそれぞ
れの QoS 設定を割り当てます。オプションの lock-qos プロファイルが指定されると、CMTS
は CM がロックされている間に、このプロファイルを CM に割り当てます。
lock-qos プロファイルが指定されていないと、CMTS は特別な QoS 設定を使用して、ネットワー
クのダウンストリームおよびアップストリーム サービス フローを最大レートの 10 kbps に制限す
ることにより、これらの CM のネットワーク アクセスを制限します。（lock-qos プロファイルを
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指定しない場合は、cableqospermission コマンドを使用して、ケーブル モデムで QoS プロファイ
ルも作成できるようにする必要があります。これを行わず、さらに特定の QoS プロファイルを指
定しないで lock オプションを使用した場合、ロックされたケーブル モデムは、ロックを解除され
るかロックの有効期限が切れるまで、登録できません。）
カスタマーが CM をリセットすると、CM は再度登録されますが、まだ、制限された QoS を使用
します。ロックされた CM はオフラインになるまで、制限された QoS プロファイルを使い続け、
そのまま 24 時間以上オフラインのままになります。その後、有効な DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルで再登録できるようになります。このオプションは、共有秘密を推測するため、
または動的共有秘密セキュリティ システムの詳細を判別するために、繰り返し CMTS に登録する
ユーザを苛立たせます。
また、CM がロックされると次のメッセージがコンソールに表示されます。
06:53:57: %UBR7200-4-CMLOCKED: Cable Modem 00ff.ffee.ddcc in C3/0 attempted theft of service

ロックされたケーブル モデムは、showcablemodem で感嘆符のマーク（!）付きで表示されます。
Router# show cable modem

ヒント

MAC Address

IP Address

I/F

0010.9507.01db
0080.37b8.e99b
0002.fdfa.12ef
0002.fdfa.137d
0003.e38f.e9ab
Router#

144.205.151.130
144.205.151.131
144.205.151.232
144.205.151.160
144.205.151.237

C5/1/0/U5
C5/1/0/U5
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0

MAC
State
online(pt)
online
online(pt)
!online
!online

Prim RxPwr Timing
Sid (db)
Offset
1
0.25
938
2
-0.25
1268
13
-0.25
1920
16
-0.50
1920
3
-0.50
1926

Num BPI
CPE Enb
1
N
0
N
1
N
1
N
1
N

また、clearcablemodemlock コマンドを使用することにより、CM のロックを手動で解除でき
ます。
• reject--> オプションを使用すると、CM が CMTS MIC 検証チェックに失敗した場合、CMTS
は CM がオンラインになることを拒否します。これらのケーブル モデムは、showcablemodem
コマンドにより生成される表示に「reject(m)」という MAC 状態で表示されます。短いタイム
アウト時間が経過すると、CM は CMTS に登録しようとします。CM がオンラインになるこ
とを許可されるには、有効な DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに登録する必要があ
ります。CM がオンラインになると、CMTS はコンソールに警告メッセージを出力し、
showcablemodem コマンドでこれらのケーブル モデムに感嘆符（!）のマークを付けて、この
状況を調査できるようにします。

ヒント

シスコでは最初に mark オプションを使用して、ユーザがオンラインになることにすぐに干渉
せず、潜在的な問題を特定することをお勧めします。こうした初期問題を特定して解決した後
に、-->reject または lock--> オプションを使用してケーブル インターフェイスを再設定し、有
効な共有秘密なしでオンラインになろうとする、問題のあるケーブル モデムをブロックしま
す。
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（注）

パケット損失や輻輳など、考えられるネットワークの問題を解明するため、Cisco CMTS はケー
ブルモデムに対して、動的共有秘密の認証チェックに失敗とマークする前に、2回の登録試行
を許可します。
ファイル名の暗号化
デフォルトでは、Cisco CMTS が CM にファイルを送信する際に、-->cabledynamic-secret コマン
ドにより DOCSIS コンフィギュレーション ファイルの元のファイル名が暗号化されます。この
ファイル名は、CM にダウンロードするファイルのファイル名をユーザが予測することを困難に
するために、準無作為な方法で変更されます。
ただし、これは DHCP の HELLO メッセージおよび ACK メッセージに指定されたファイル名が異
なっており、さらに、CM と TFTP サーバ上のファイル名が異なっていることを意味します。これ
はカスタム ネットワーク管理アプリケーションおよびスクリプトに干渉する可能性があります。
この場合、コマンドに nocrypt オプションを追加して、この自動ファイル名暗号化機能を無効に
できます。
nocrypt オプションは、この機能が提供するセキュリティをわずかに低下させるため、この手段
は、より便利にネットワークを管理する機能といずれを優先するかを考慮して使用する必要があ
ります。
TFTP 強制とのインタラクション機能

（注）

Cisco cBR-8 ルータは cabletftp-enforce コマンドをサポートしていません。
cabletftp-enforce コマンドは、ケーブル モデムが登録を許可される前に、CMTS ケーブル インター
フェイスを介して DOCSIS コンフィギュレーション ファイルをダウンロードすることをケーブル
モデムに要求することにより、Theft of Service（サービスの不正使用）攻撃に対する別の保護層を
提供します。-->cabletftp-enforce コマンドが cabledynamic-secret コマンドと共に使用されると、
動的共有秘密チェックの前に TFTP 強制チェックが実行されます。ケーブル モデムが CMTS を介
して DOCSIS コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするのに失敗すると、動的共有秘
密チェックに関係なく、登録は許可されません。
不正なケーブル モデムの表示
showcablemodemrogue--> コマンドを使用して、動的共有秘密認証チェックに失敗したケーブル
モデムを表示します。
Router# show cable modem rogue
MAC Address
AAAA.7b43.aa7f
AAAA.7b43.aa7f
BBBB.7b43.aa7f
AAAA.7b43.aa7f
BBBB.7b43.aa7f
AAAA.7b43.aa7f
DDDD.7b43.aa7f
AAAA.7b43.aa7f
Router#

Vendor
Vendor1
Vendor1
Vendor2
Vendor1
Vendor2
Vendor1
Vendor4
Vendor1
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Interface
C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5

Spoof
Count
2
2
2
2
2
2
2
2

TFTP
Dnld
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No

Dynamic Secret
45494DC933F8F47A398F69EE6361B017
D47BCBB5494E9936D51CB0EB66EF0B0A
8EB196423170B26684BF6730C099D271
DF8FE30203010001A326302430120603
300E0603551D0F0101FF040403020106
820101002D1A264CE212A1BB6C1728B3
7935B694DCA90BC624AC92A519C214B9
3AB096D00D56ECD07D9B7AB662451CFF
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CMTS が TFTP サーバから DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを取得できない場合は、次
のようなメッセージがコンソールに表示されます。
%UBR7200-4-NOCFGFILE: Cannot read modem config file platinum.cm from C3/0: <reason>

ここに示される理由は、TFTP サーバが報告したエラーに応じて、次のいずれかになります。
• 圧縮に失敗した
• ファイルが大きすぎる
• チェックサムが無効
• IP アドレスまたはホスト名が無効
• 解凍に失敗した
• ユーザによる中止

___________________
例

次の例は、mark オプションを使用して、Cisco uBR7200 シリーズ ルータにケーブル インターフェ
イスを設定する方法を示しています。これにより、MIC 検証に失敗した CM は登録を許可されま
すが、showcablemodem--> の表示ではマークが付けられ、状況をさらに調査できるようになって
います。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 4/0
Router(config-if)# cable dynamic-secret mark
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router#

次の例は、Cisco uBR7100 シリーズ ルータ上にケーブル インターフェイスを設定する方法を示し
ています。これにより、MIC 検証に失敗した CM は アップストリームとダウンストリーム サービ
スのフローを 10 kbps に制限する QoS プロファイルでロックされます。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos permission create
Router(config)# cable qos permission update
Router(config)# interface cable 1/0
Router(config-if)# cable dynamic-secret lock
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router#
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（注）

ケーブル モデムが独自の QoS プロファイルを作成できるようにするための cableqospermission
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しない場合、CMTS はこのコマンドを拒
否し、「%Need permission for modems to create QoS profile」というエラー メッセージを表示し
ます。
次の例は、MIC 検証に失敗した CM が特定の QoS プロファイルでロックされるように、ケーブル
インターフェイスを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 1/0
Router(config-if)# cable dynamic-secret lock 31
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router#

（注）

指定した QoS プロファイルが存在しない場合、CMTS はこのコマンドを拒否し、「%Profile
qos-id to lock modem does not exist」というエラー メッセージを表示します。
次の例は、MIC 検証に失敗した CM が登録を許可されず、オンラインになるのを許可されるには
その前に有効な DOCSIS コンフィギュレーション ファイルで登録する必要があるように、Cisco
uBR7200 シリーズ ルータ上にケーブル インターフェイスを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable dynamic-secret reject
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router#

次の例は、Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェイスで動的共有秘密機能を無効にする
方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 6/1/0
Router(config-if)# no cable dynamic-secret
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router#
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledynamic-secretexclude

1 つ以上の特定のケーブル モデムを、動的共有
秘密機能による処理から除外します。

cableshared-secondary-secret

正常に DOCSIS コンフィギュレーション ファイ
ルを処理し、CMTS に登録するために CM が使
用できる、1 つ以上のセカンダリ共有秘密キー
を設定します。

cableshared-secret

正常に DOCSIS コンフィギュレーション ファイ
ルを処理し、CMTS に登録するために CM が使
用しなければならない、認証共有秘密キーを設
定します。

cabletftp-enforce （uBR シリーズ ルータ用）

ケーブル インターフェイス上のすべての CM
に、登録してオンラインになることを許可され
る前に、Trivial File Transfer Protocol（TFTP）を
使用し、ケーブル インターフェイスを介して
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルのダ
ウンロードを試行することを要求します。

clearcablemodemlock

1 つ以上の CM のロックをリセットし、それら
を再初期化し、CM が有効な DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルで登録できるようにし
ます。

showcablemodemrogue

動的共有秘密の認証チェックに失敗したために
マークが付けられた、ロックされた、または拒
否されたケーブル モデムのリストを表示しま
す。
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cable dynamic-secret exclude
1 つ以上の特定のケーブル モデムを動的共有秘密機能によって処理されないように除外するには、
グローバル コンフィギュレーション モードで cabledynamic-secretexclude コマンドを使用します。
この機能を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable dynamic-secret exclude {modem mac-address| oui oui-id}
no cable dynamic-secret {modem mac-address| oui oui-id}
___________________
構文の説明

modemmac-address

動的共有秘密機能から除外する特定の個々の
ケーブル モデムのハードウェア（MAC）アド
レスを指定します。（マルチキャスト MAC ア
ドレスは指定できません。）

ouioui-id

ベンダーの組織固有識別子（OUI）を設定し、
このベンダーのケーブル モデムが動的共有秘密
機能から除外されるようにします。OUI はピリ
オドまたはコロンで区切った 3 つの 16 進数バ
イトとして指定する必要があります。

___________________
コマンド デフォルト

すべてのモデムは、動的共有秘密機能が有効なときには、この機能によって処理されます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(9a)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン cabledynamic-secret コンフィギュレーション コマンドがケーブル インターフェイスに設定される
と、そのインターフェイスに登録するすべてのケーブル モデムが自動的に含まれます。動的共有
秘密のセキュリティ チェックによる処理から 1 つ以上のケーブル モデムを除外するには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで cabledynamic-secretexclude コマンドを使用します。
ケーブル モデムが登録時に TFTP サーバから追加のファイルをダウンロードする必要がある場
合、それらのモデムを動的共有秘密のセキュリティ チェックから除外できます。たとえば、Cisco
uBR925 ケーブル アクセス ルータなどの Cisco ケーブル CPE デバイスに、DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルのダウンロード後に、Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルをダウン
ロードするように、指示できます。
ただし、動的共有秘密チェックが使用されている場合、Cisco CMTS はケーブル モデムが最初の
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを正常にダウンロードした後に、他のファイルをダウ
ンロードすることを許可しません。これらのケーブル モデムが Cisco IOS コンフィギュレーショ
ン ファイルをダウンロードできるようにするには、cabledynamic-secret-exclude コマンドを使用
して、それらのモデムを動的共有秘密チェックから除外します。
MAC アドレスを使用して特定のケーブル モデムを除外するか、または、ベンダーの OUI 値を使
用して、そのベンダーのすべてのケーブル モデムを除外できます。除外されたケーブル モデム
は、通常の DOCSIS プロビジョニング手順に従って登録する必要がありますが、その DOCSIS コ
ンフィギュレーションファイルが動的共有秘密セキュリティチェックによって検証されることは
ありません。

ヒント

___________________
例

ケーブル モデムが動的共有秘密から除外されると、その showcablemodemverbose 表示の
[Dynamic Secret] フィールドには「Excluded」と表示されます。

次の例は、MAC アドレスが 00d0.45ba.b34b の特定のケーブル モデムを動的共有秘密機能による
処理から除外する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# cable dynamic-secret exclude modem 00d0.45ba.b34b
Router(config)# exit
Router#

次の例は、OUI 値 00.01.B4 のベンダーのすべてのケーブル モデムを、動的共有秘密機能による処
理から除外する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# cable dynamic-secret exclude oui 00.01.B4
Router(config)# exit
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledynamic-secret

動的共有秘密機能を有効にして、動的に生成さ
れた共有秘密により作成された MIC を使って、
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを検
証できるようにします。

cableshared-secondary-secret

正常に DOCSIS コンフィギュレーション ファイ
ルを処理し、CMTS に登録するために CM が使
用できる、1 つ以上のセカンダリ共有秘密キー
を設定します。

cableshared-secret

正常に DOCSIS コンフィギュレーション ファイ
ルを処理し、CMTS に登録するために CM が使
用しなければならない、認証共有秘密キーを設
定します。

cabletftp-enforce （uBR シリーズ ルータ用）

ケーブル インターフェイス上のすべての CM
に、登録してオンラインになることを許可され
る前に、Trivial File Transfer Protocol（TFTP）を
使用し、ケーブル インターフェイスを介して
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルのダ
ウンロードを試行することを要求します。

clearcablemodemlock

1 つ以上の CM のロックをリセットし、それら
を再初期化し、CM が有効な DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルで登録できるようにし
ます。

showcablemodemrogue

動的共有秘密の認証チェックに失敗したために
マークが付けられた、ロックされた、または拒
否されたケーブル モデムのリストを表示しま
す。
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cable dynamic-secret tftp insert-upgrade-server
Data-over-Cable Service Interface Specifications（DOCSIS）コンフィギュレーション ファイルに IPv4
または IPv6 TLV 値を動的に挿入するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cabledynamic-secrettftpinsert-upgrade-server コマンドを使用します。
cable dynamic-secret tftp insert-upgrade-server
no cable dynamic-secret tftp insert-upgrade-server
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

ディセーブル

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCD2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン ケーブル モデムでファームウェアをアップグレードする前に、動的共有秘密機能を設定する必要
があります。この機能を有効にするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション
モードで cabledynamic-secret コマンドを実行します。
___________________
例

次の例は、ケーブル モデムでファームウェアをアップグレードするために、DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルの正しい IPv4 または IPv6 TLV 値を動的に挿入しています。
Router(config)# cable dynamic-secret tftp insert-upgrade-server
Router(config)# end
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledynamic-secret

動的共有秘密機能を有効にして、動的に生成さ
れた共有秘密により作成されたメッセージ整合
性チェック（MIC）を使用して、DOCSIS コン
フィギュレーション ファイルを検証できるよう
にします。

cabledynamic-secretexclude

1 つ以上の特定のケーブル モデムを、動的共有
秘密機能による処理から除外します。

clearcablemodemlock

1 つ以上の CM のロックをリセットし、それら
を再初期化し、CM が有効な DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルで登録できるようにし
ます。
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• cable enable-trap, 279 ページ
• cable event priority, 282 ページ
• cable event syslog-server, 287 ページ
• cable event throttle-adminStatus, 290 ページ
• cable event throttle-interval, 294 ページ
• cable event throttle-threshold, 297 ページ
• cable fiber-node, 300 ページ
• cable filter group, 304 ページ
• cable flap-list aging, 313 ページ
• cable flap-list insertion-time, 315 ページ
• cable flap-list miss-threshold, 317 ページ
• cable flap-list power-adjust threshold, 319 ページ
• cable flap-list size, 321 ページ
• cable freq-range, 324 ページ
• cable helper-address, 330 ページ
• cable host access-group, 334 ページ
• cable high-priority-call-window, 337 ページ
• cable igmp static-group, 339 ページ
• cable init-channel-timeout, 342 ページ
• cable insertion-interval, 344 ページ
• cable intercept, 347 ページ
• cable ip-init, 350 ページ
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• cable ip-broadcast-echo, 352 ページ
• cable ip-multicast-echo, 354 ページ
• cable ipc-stats, 356 ページ
• cable ipv6 source-verify, 358 ページ
• cable ipv6 source-verify leasequery-filter downstream, 362 ページ
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cable enable-trap

cable enable-trap
CM のオンライン状態とオフライン状態が切り替わったときにトラップの送信を可能にする、4 つ
の CISCO-DOCS-EXT-MIB MIB 属性を永久的に設定するには、ケーブル インターフェイス コン
フィギュレーション モードで cableenable-trap コマンドを使用します。MIB にあるデフォルト設
定に戻し、これらのトラップの送信を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable enable-trap [cmonoff-notification| cmonoff-interval time-in-secs]
no cable enable-trap [cmonoff-notification| cmonoff-interval]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

cmonoff-notification

通知トラップの送信を有効または無効にしま
す。

cmonoff-interval

同じ CM に対して新しいトラップを送信する前
に必要な最小間隔を指定します。

time-in-secs

秒数を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 86400
です。デフォルトは 600 です。

デフォルトは、MIB のデフォルトを使用することで、間隔の値が 600 秒（10 分）を過ぎるまで、
トラップを送信できないことを指定します。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

リリース

変更内容

12.0(13)SC

このコマンドが導入されました。

12.1(5)EC1

このコマンドは 12.1 EC トレインに追加され、サポートが Cisco
uBR7100 シリーズ ルータ用に追加されました。

12.2(4)BC1

このコマンドは 12.2 トレインに追加され、サポートが Cisco uBR10012
ルータ用に追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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cable enable-trap

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドにより CISCO-DOCS-EXT-MIB MIB に 4 つの属性が設定され、CMTS ルータの電源
投入時またはリロード時にはいつでも新しい値を自動的にロードできるようになります。そのた
めには、適切なコマンドをコンフィギュレーション ファイルに配置し、CMTS ルータのフラッ
シュ メモリに保存します。CMTS ルータは起動時にコンフィギュレーション ファイルを処理する
ときに、適切な MIB 値を自動的に設定します。
これらのコマンドは、CM のオンライン/オフライン通知トラップ（cdxCmtsCmOnOffNotification）
が送信されるかどうかに影響し、影響がある場合は、同じ状態変更が行われる同じ CM に送信さ
れる各トラップ間に必要な最小間隔にも影響します。次に、CISCO-DOCS-EXT-MIB MIB でこれ
らのコマンドと属性との間の関係を示します。
• cableenable-trapcmonoff-notification コマンドは、cdxCmtsCmOnOffTrapEnable 属性を 1（true）
に設定します。これにより、CM のオンラインおよびオフライン トラップの送信が有効にな
ります。
• nocableenable-trapcmonoff-notification コマンドは、cdxCmtsCmOnOffTrapEnable 属性を 2
（false）に設定します。これにより、CM のオンラインおよびオフライン トラップの送信が
無効になります。
• cableenable-trapcmonoff-interval コマンドは cdxCmtsCmOnOffTrapInterval 属性を指定した時
間（0 ～ 86400 秒）に設定します。これにより、CMTS が同じトラップを同じ CM に送信す
る前に必要な最小間隔が設定されます。たとえば、間隔がデフォルトの 600 秒に設定されて
いると、同じ CM がその期間に 3 回オフラインになり、2 回オンラインになり、1 つのオン
ライン トラップと 1 つのオフライン トラップのみが SNMP マネージャに送信されます。
• nocableenable-trapcmonoff-interval コマンドは cdxCmtsCmOnOffTrapInterval 属性を 0 に設定
します。これは、CM がオンライン/オフラインに移行するたびにトラップが送信されること
を意味します。

（注）

___________________
例

cmonoff-interval オプションと cdxCmtsCmOnOffTrapInterval 属性の設定が意味を持つのは、
cdxCmtsCmOnOffNotification トラップがその前に有効になっている場合のみです。

次のコマンドは、同じ CM へ送信されるトラップ間の最小間隔が 1200 秒に設定し、CM のオン/オ
フ トラップの送信を有効にします。
router(config)# interface c6/0
router(config-if)# cable enable-trap cmonoff-notification
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cable enable-trap

router(config-if)# cable enable-trap cmonoff-interval 1200
router(config-if)# exit
router(config)#

次のコマンドは、CM のオン/オフ トラップの送信を無効にします。
router(config)# interface c6/0
router(config-if)# no cable enable-trap cmonoff-notification
router(config-if)# exit
router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

snmp-serverenabletrapscable

ケーブル関連イベントのトラップを有効にしま
す。

snmp-serverenabletrapsdocsis-cmts

DOCSIS 関連の MAC レイヤ イベントのトラッ
プを有効にします。
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cable event priority

cable event priority
DOCSIS イベント メッセージのイベント レポート フラグ（Cisco CMTS がこれらのイベントをレ
ポートする方法を決定するフラグ）を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモード
で cableeventpriority コマンドを使用します。MIB にあるデフォルト設定に戻すには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
cable event priority {alert| critical| debug| emergency| error| informational| notice| warning} flags
___________________
構文の説明

alert

アラート システム エラー メッセージのイベン
ト レポート フラグを設定します。（アラート
メッセージはある種のシステム障害または接続
障害の発生を示しており、即時の対処が必要で
す。）

critical

重大システム エラー メッセージのイベント レ
ポート フラグを設定します。（重大メッセージ
はシステム障害または接続障害を回避するため
に、即時の対応が必要なエラーが発生したこと
を示します。）

debug

デバッグ システム エラー メッセージのイベン
ト レポート フラグを設定します。（デバッグ
メッセージはデバッグが有効になっている場合
にのみ表示されます。）

emergency

緊急システム エラー メッセージのイベント レ
ポート フラグを設定します。（緊急メッセージ
は、システムが使用不能になり、即時の対処が
必要なことを示します。この問題は、ネット
ワークの他の部分にも影響を与える可能性があ
ります。）

error

エラー システム エラー メッセージのイベント
レポート フラグを設定します。（エラー メッ
セージは、解決の必要があるエラー状態が発生
したことを示します。この問題に対処しない
と、近い将来に何らかのシステム障害または接
続障害が発生します。）
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___________________
コマンド デフォルト

informational

情報システム エラー メッセージのイベント レ
ポート フラグを設定します。（情報メッセージ
はシステム管理者にとって重要である場合も、
重要ではない場合もあります。）

notice

通知システム エラー メッセージのイベント レ
ポート フラグを設定します。（通知メッセージ
は、正常ではあるが、システム管理者に通知す
る必要のある状況が発生したことを示しま
す。）

warning

警告システム エラー メッセージのイベント レ
ポート フラグを設定します。（警告メッセージ
は、潜在的な問題を回避するためには、近い将
来に対処が必要な状況が発生したことを示しま
す。この問題に対処しないと、後で何らかのシ
ステム障害または接続障害が発生する可能性が
あります。）

flags

この特定のタイプのイベント メッセージをレ
ポートする方法を指定する、イベント レポート
フラグの値を 16 進数で設定します。有効範囲
は 0x0 から 0xF0 までの、実行するレポート タ
イプを指定するビットマスクです。詳細につい
ては、「使用上のガイドライン」を参照してく
ださい。

デフォルトは、『DOCSIS 1.1 Operations Support System Interface (OSSI) Specification』に従って設定
されます。
• 緊急メッセージとアラート メッセージ =（0x10）（ローカルの揮発性ログに報告される）
• 重大、エラー、警告、通知 =（0x70）（ローカルの揮発性ログに報告され、トラップとして
Syslog サーバへ転送される）
• 情報およびデバッグ = 0x0（報告されない）

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(8)BC1

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 1.1 仕様では CMTS が DOCSIS 固有のイベントに関する一連のメッセージを生成する必要
があります。これらのメッセージには、緊急（最高レベル）からデバッグ（最低レベル）までの
8 つのプライオリティ レベルの 1 つを割り当てることができ、CMTS がそれぞれのメッセージ レ
ベルを個別に記録するように設定できます。
Cisco CMTS は、DOCS-CABLE-DEVICE-MIBMIB（RFC 2669）に定義されているように、次のタ
イプのロギングをサポートしています。
• none (0x0) = DOCSIS メッセージは報告されません。（ただし、対応する Cisco IOS のイベン
ト メッセージが記録されます。）
• local-volatile (0x10) = DOCSIS メッセージは CMTS のローカル ログに保存されます。このロ
グのサイズは制限でき、受信メッセージの領域を確保するために前のメッセージを自動的に
廃棄できます。
• syslog (0x20) = DOCSIS メッセージは SYSLOG サーバに送信されます（cableeventsyslog-server
コマンドを使用して設定されている場合）。
• traps (0x40) = DOCSIS メッセージは SNMP トラップとして 1 つ以上の SNMP マネージャに送
信されます。
これらの値を組み合わせて、CMTS が複数の方法でイベントを報告するように指定することがで
きます。たとえば、値 0x70 は、CMTS がローカル揮発性ログにイベントを記録するように指定
し、さらにそれをトラップおよび Syslog メッセージとして送信するように指定します。

（注）

イベント メッセージをトラップまたは syslog レポート用に設定する場合は、ローカル揮発性
レポートまたはローカル不揮発性レポートにも設定する必要があります。これは、値 0x20
（syslog のみ）、0x40（トラップのみ）、および 0x60（syslog とトラップのみ）はサポートさ
れないことを意味します。
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各イベント タイプのレポート フラグを設定するには、cableeventpriority コマンドを使用します。
これにより、docsDevEvReporting 属性 DOCS-CABLE-DEVICE-MIB MIB（RFC 2669）の該当する
インスタンスも同じ値で設定されます。

（注）

___________________
例

このコマンドは、DOCSIS のイベント メッセージのみに影響し、どのように Cisco IOS ソフト
ウェアがイベント メッセージを処理するかには影響しません。SYSLOG トラップが
（snmp-serverenabletrapssyslog コマンドを使用して）Cisco CMTS で有効になると、
cableeventpriority 設定には関係なく、トラップが送信され続けます。

次のコマンドは、Cisco CMTS がすべての緊急メッセージ、アラート メッセージ、および重大メッ
セージを SNMP トラップおよび Syslog メッセージとして報告し、同時にローカル揮発性ログに記
録するように設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable event priority alert 0x70
Router(config)# cable event priority critical 0x70
Router(config)# cable event priority emergency 0x70

次のコマンドは、Cisco CMTS が、最もプライオリティの低いメッセージのみをローカル揮発性ロ
グおよび Syslog サーバに報告するように設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable event priority debug 0x30
Router(config)# cable event priority informational 0x30
Router(config)# cable event priority notice 0x30

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableeventsyslog-server

SYSLOG サーバへの DOCSIS イベント メッセー
ジのロギングを有効にします。

cableeventthrottle-adminStatus

Cisco CMTS が DOCSIS イベント メッセージに
対して生成する SNMP トラップおよび syslog
メッセージをどのようにスロットリングするか
を設定します。

cableeventthrottle-interval

どのくらいの頻度で Cisco CMTS が DOCSIS イ
ベント メッセージに対して SNMP トラップお
よび syslog メッセージを生成するかを制御す
る、スロットリング間隔を指定します。
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コマンド

説明

cableeventthrottle-threshold

スロットリング間隔の間に、Cisco CMTS が
DOCSIS イベント メッセージに対して生成でき
る SNMP トラップおよび syslog メッセージの最
大数を設定します。

snmp-serverenabletrapscable

ケーブル関連イベントのトラップを有効にしま
す。

snmp-serverenabletrapsdocsis-cmts

DOCSIS 関連の MAC レイヤ イベントのトラッ
プを有効にします。
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cable event syslog-server
SYSLOG サーバへの DOCSIS イベント メッセージのロギングを有効にするには、グローバル コン
フィギュレーション モードで cableeventsyslog-server コマンドを使用します。DOCSIS syslog サー
バ のロギングを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable event syslog-server ip-address
no cable event syslog-server
___________________
構文の説明

ip-address

DOCS-CABLE-DEVICE-MIB（RFC 2669）の
docsDevEvSyslog 属性である、DOCSIS SYSLOG
サーバの IPv4 または IPv6 アドレスを指定しま
す。IP アドレスが 0.0.0.0 または 0:0:0:0::0 の場
合、SYSLOG サービスは DOCSIS イベントに対
して無効になります。

___________________
コマンド デフォルト

0.0.0.0 または 0:0:0:0::0（DOCSIS SYSLOG サーバは定義されていません）

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(8)BC1

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

IPv6 アドレスをサポートするために、このコマンドは Cisco IOS リ
リース 12.2(33)SCA で変更されました。Cisco uBR7225VXR ルータの
サポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 1.1 の仕様は、CMTS ルータが DOCSIS 固有のイベントに対して一連のメッセージを生成
することを定めています。cableeventsyslog-server コマンドを使用して DOCSIS SYSLOG サービス
を有効化し、DOCSIS SYSLOG サーバ の IP アドレス（DOCS-CABLE-DEVICE-MIB の
docsDevEvSyslog の属性）を設定します。
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また、SNMP コマンドを使用してサーバの IP アドレスを設定し、直接 docsDevEvSyslog 属性を設
定することもできます。docsDevEvSyslog 属性を設定すると、ルータの設定で一致する
cableeventsyslog-server コマンドも作成されます。
cableeventsyslog-server コマンドを使用して、または docsDevEvSyslog 属性を設定して DOCSIS
SYSLOG サーバの IP アドレスを指定すると、Cisco CMTS ルータは DOCSIS 1.1 仕様に準拠するイ
ベント メッセージの生成を始めます。この形式は、Cisco IOS ソフトウェアで使用される形式と似
ていますが、同一ではありません。たとえば、次のメッセージは典型的な Cisco IOS ソフトウェア
の形式です。
%UBR7200-4-DCC_ACK_REJ_MSG_SYNTAX_ERROR: DCC-ACK rejected message syntax error

DOCSIS 1.1 形式を使用する場合、同じエラー メッセージが次のように表示されます。
<133>CMTS[DOCSIS]:<67040500> DCC-ACK rejected message syntax error

DOCSIS SYSLOG サーバへのイベントの送信を無効にするには、nocableeventsyslog-server コマン
ドを使用するか、または IP アドレス 0.0.0.0 を指定します（cableeventsyslog-server0.0.0.0）。どち
らのコマンドも、docsDevEvSyslog 属性を 0.0.0.0 に設定し、DOCSIS SYSLOG サービスを無効化
します。ただし、これは Cisco IOS SYSLOG サーバを無効化しません（logging--> ip-address コマ
ンドを使用して設定されている場合）。

（注）

Cisco IOS のイベント メッセージと DOCSIS 形式のイベント メッセージの両方に同じ SYSLOG
サーバを使用することができますが、2 つの異なるメッセージ形式に別個のサーバを使用する
ほうが便利です。グローバル コンフィギュレーション モードで loggingip-address コマンドを
使用して、Cisco IOS SYSLOG サーバの IP アドレスを設定します。DOCSIS SYSLOG サーバは
DOCSIS 形式を使用して DOCSIS イベントのイベント メッセージのみを収集しますが、Cisco
IOS サーバは標準の Cisco IOS メッセージ形式を使用してすべてのイベント メッセージ（DOCSIS
イベントを含む）を収集します。

ヒント

DOCSIS SYSLOG サービスおよびイベント メッセージについての詳細は、『DOCSIS 1.1
Operations Support System Interface (OSSI) Specification』（SP-OSSIv1.1-I06-020830）の、セクショ
ン 4.4.2.2.2「SYSLOG Message Format」を参照してください。Cisco CMTS ルータで生成できる
すべてのケーブル関連のイベント メッセージについての詳細は、『Cisco CMTS System Messages』
ガイドを参照してください。

___________________
例

次のコマンドは docsDevEvSyslog 属性に IPv4 アドレス 192.168.100.137 を設定します。
cable event syslog-server 192.168.100.137

次のコマンドは、異なる SYSLOG サーバを指定します。IPv4 アドレス 192.168.100.137 のサーバ
は DOCSIS 形式のイベント メッセージを受信し、IPv4 アドレス 192.168.100.138 のサーバは Cisco
IOS 形式のメッセージを受信します。
cable event syslog-server 192.168.100.137
logging 192.168.100.138
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次のコマンドは、docsDevEvSyslog 属性に IPv4 アドレス 0.0.0.0 を設定し、DOCSIS SYSLOG サー
ビスを無効化します。
no cable event syslog-server

（注）

また、cableeventsyslog-server0.0.0.0 コマンドで DOCSIS SYSLOG サービスを無効化すること
もできます。
次のコマンドは、IPv6 アドレスで DOCSIS SYSLOG サーバを指定します。
cable event syslog-server 2001:0DB8:0:ABCD::1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableeventpriority

Cisco CMTS ルータがイベントをどのようにレ
ポートするかを定める、DOCSIS イベント メッ
セージのイベント レポート フラグを設定しま
す。

cableeventthrottle-adminStatus

Cisco CMTS ルータが DOCSIS イベント メッセー
ジに対して生成する SNMP トラップおよび
SYSLOG メッセージをスロットルする方法を設
定します。

cableeventthrottle-interval

どのくらいの頻度で Cisco CMTS ルータが
DOCSIS イベント メッセージの SNMP トラップ
および Syslog メッセージを生成するかを制御す
る、スロットル間隔を指定します。

cableeventthrottle-threshold

Cisco CMTS ルータがスロットル間隔で生成で
きる、DOCSIS イベント メッセージの SNMP ト
ラップおよび Syslog メッセージの最大数を設定
します。

snmp-serverenabletrapscable

ケーブル関連イベントのトラップを有効にしま
す。

snmp-serverenabletrapsdocsis-cmts

DOCSIS 関連の MAC レイヤ イベントのトラッ
プを有効にします。
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cable event throttle-adminStatus
Cisco CMTS ルータが DOCSIS イベント メッセージに対して生成する SNMP トラップおよび syslog
メッセージをどのようにスロットリングするかを設定するには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで cableeventthrottle-adminStatus コマンドを使用します。デフォルトの動作に戻す
には、このコマンドの no 形式を使用します。
cable event throttle-adminStatus {inhibited| maintainBelowThreshold| stopAtThreshold| unconstrained}
no cable event throttle-adminStatus
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

inhibited

DOCSIS イベント メッセージに対するすべての
SNMP トラップおよび syslog メッセージを抑制
します。

maintainBelowThreshold

スロットリングのしきい値を超える可能性があ
る場合、SNMP トラップおよび syslog メッセー
ジが抑制されるようにスロットリングを実行し
ます。Cisco CMTS は、次のスロットリング間
隔の開始時に、トラップおよびメッセージの生
成を再開します。

stopAtThreshold

スロットリングのしきい値を超える可能性があ
る場合、Cisco CMTS がすべての SNMP トラッ
プおよび syslog メッセージの生成を停止するよ
うにスロットリングを実行します。このコマン
ドを繰り返すことでそのように指示されるま
で、Cisco CMTS はトラップおよびメッセージ
の生成を再開しません。

unconstrained

DOCSIS イベント メッセージに対する SNMP ト
ラップおよび syslog メッセージがスロットリン
グされないように指定します。

DOCSIS イベント メッセージに対する SNMP トラップおよび syslog メッセージはスロットリング
されません（unconstrained）。

グローバル コンフィギュレーション（config）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(8)BC1

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco CMTS が DOCSIS のイベント メッセージに対して生成される SNMP トラッ
プおよび syslog メッセージをスロットリングすべきかどうかを制御する、
DOCS-CABLE-DEVICE-MIB MIB（RFC 2669）の docsDevEvThrottleAdminStatus 属性の値を設定し
ます。
DOCS-CABLE-DEVICE-MIB MIB は、次のしきい値設定をサポートします。
• inhibited：Cisco CMTS は DOCSIS イベントに対する SNMP トラップまたは syslog メッセージ
を何も生成しません。
• maintainBelowThreshold：スロットリングは実行され、スロットリングのしきい値
（cableeventthrottle-interval と cableeventthrottle-threshold コマンドにより設定）を超える可
能性がある場合、SNMP トラップおよび syslog メッセージが抑制されます。Cisco CMTS は、
次のスロットリング間隔の開始時に、トラップおよびメッセージの生成を再開します。
• stopAtThreshold：スロットリングが実行され、スロットリングのしきい値を超えると、Cisco
CMTS はすべての SNMP トラップおよび syslog メッセージの生成を停止します。しきい値の
状態がリセットされるまで、Cisco CMTS はトラップおよびメッセージの生成を再開しませ
ん。これは、cableeventthrottle-adminStatus コマンドを繰り返すか、
DOCS-CABLE-DEVICE-MIB MIB の docsDevEvThrottleAdminStatus 属性を設定することにより
実行できます。
• unconstrained：すべての SNMP トラップおよび syslog メッセージは、スロットリングされる
ことなく送信されます。
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ヒント

___________________
例

DOCSIS syslog サービスおよびイベント メッセージについての詳細は、『DOCSIS 1.1 Operations
Support System Interface nterface (OSSI) Specification』(SP-OSSIv1.1-I06-020830) の、セクション
4.4.2.2.2「syslog Message Format」を参照してください。Cisco CMTS ルータで生成できるすべ
てのケーブル関連のイベント メッセージについての詳細は、『Cisco CMTS Error Message』マ
ニュアルを参照してください。

次のコマンドは、Cisco CMTS ルータが、指定されたスロットリング間隔としきい値に従って、
SNMP トラップおよび syslog メッセージをスロットリングするように設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable event throttle-interval 90
Router(config)# cable event throttle-threshold 30
Router(config)# cable event throttle adminStatus maintainBelowThreshold

次のコマンドは、SNMP トラップおよび syslog メッセージをスロットリングしないように、Cisco
CMTS ルータをデフォルトの動作に設定します。設定されたスロットリング間隔としきい値は無
視されます。
Router# configure terminal
Router(config)# cable event throttle adminStatus unconstrained

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableeventpriority

Cisco CMTS がイベントをどのようにレポート
するかを定める、DOCSIS イベント メッセージ
のイベント レポート フラグを設定します。

cableeventsyslog-server

syslog サーバへの DOCSIS イベント メッセージ
のロギングを有効化します。

cableeventthrottle-interval

どのくらいの頻度で Cisco CMTS が DOCSIS イ
ベント メッセージに対して SNMP トラップお
よび syslog メッセージを生成するかを制御す
る、スロットリング間隔を指定します。

cableeventthrottle-threshold

スロットリング間隔の間に、Cisco CMTS が
DOCSIS イベント メッセージに対して生成でき
る SNMP トラップおよび syslog メッセージの最
大数を設定します。
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コマンド

説明

snmp-serverenabletrapscable

ケーブル関連イベントのトラップを有効にしま
す。

snmp-serverenabletrapsdocsis-cmts

DOCSIS 関連の MAC レイヤ イベントのトラッ
プを有効にします。
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cable event throttle-interval
どのくらいの頻度で Cisco CMTS ルータが DOCSIS イベント メッセージに対して SNMP トラップ
および syslog メッセージを生成するかを制御するためのスロットリング間隔を指定するには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで cableeventthrottle-interval コマンドを使用します。デ
フォルトの動作に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable event throttle-interval seconds
no cable event throttle-interval
___________________
構文の説明

seconds

スロットリング間隔の長さ（秒単位）。指定で
きる範囲は 0 ～ 2147483647 です。デフォルト
は 60 です。

___________________
コマンド デフォルト

スロットリング間隔は 60 秒（1 分）です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(8)BC1

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 1.1 仕様では CMTS が DOCSIS 固有のイベントに関する一連のメッセージを生成する必要
があります。大量のケーブル モデムが再登録されることになる停電などの特定の状況では、シス
テムのパフォーマンスに影響を与える可能性のある膨大な量のイベント メッセージが生成される
ことがあります。
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これを避けるには、cableeventthrottle-interval コマンドを、cableeventthrottle-threshold--> コマン
ドと共に使用し、Cisco CMTS が DOCSIS イベントに対して特定の間隔に生成できる SNMP トラッ
プまたは syslog イベントの最大数を指定します。
• cableeventthrottle-interval：スロットリング間隔の長さを指定します。
• cableeventthrottle-threshold：その期間に Cisco CMTS が生成できる SNMP トラップおよび
syslog イベントの最大数を指定します。
しきい値は、SNMP トラップまたは syslog メッセージではなく、DOCSIS イベントをカウントし
ます。DOCSIS イベントが SNMP トラップおよび syslog メッセージの両方を生成する場合、Cisco
CMTS はそれを 1 つのイベントとしてカウントします。

（注）

cableeventthrottle-interval および cableeventthrottle-threshold--> コマンドは、DOCSIS イベン
ト メッセージのスロットリングを許可するように cableeventthrottle-adminStatus が設定されて
いない限り、何の効果も持ちません。

ヒント

DOCSIS syslog サービスおよびイベント メッセージについての詳細は、『DOCSIS 1.1 Operations
Support System Interface nterface (OSSI) Specification』(SP-OSSIv1.1-I06-020830) の、セクション
4.4.2.2.2「syslog Message Format」を参照してください。Cisco CMTS ルータで生成できるすべ
てのケーブル関連のイベント メッセージについての詳細は、『Cisco CMTS Error Message』マ
ニュアルを参照してください。

___________________
例

次のコマンドは、Cisco CMTS ルータが 90 秒間に DOCSIS イベントに対して最大 30 の SNMP ト
ラップおよび syslog メッセージを生成できるように Cisco CMTS ルータを設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable event throttle-interval 90
Router(config)# cable event throttle-threshold 30

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableeventpriority

Cisco CMTS がイベントをどのようにレポート
するかを定める、DOCSIS イベント メッセージ
のイベント レポート フラグを設定します。

cableeventsyslog-server

syslog サーバへの DOCSIS イベント メッセージ
のロギングを有効化します。
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コマンド

説明

cableeventthrottle-adminStatus

Cisco CMTS が DOCSIS イベント メッセージに
対して生成する SNMP トラップおよび syslog
メッセージをどのようにスロットリングするか
を設定します。

cableeventthrottle-threshold

スロットリング間隔の間に、Cisco CMTS が
DOCSIS イベント メッセージに対して生成でき
る SNMP トラップおよび syslog メッセージの最
大数を設定します。

snmp-serverenabletrapscable

ケーブル関連イベントのトラップを有効にしま
す。

snmp-serverenabletrapsdocsis-cmts

DOCSIS 関連の MAC レイヤ イベントのトラッ
プを有効にします。
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cable event throttle-threshold
スロットリング間隔の間に、Cisco CMTS ルータが DOCSIS イベント メッセージに対して生成で
きる SNMP トラップおよび syslog メッセージの最大数を設定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで cableeventthrottle-threshold コマンドを使用します。デフォルトの数に戻す
には、このコマンドの no 形式を使用します。
cable event throttle-threshold number
no cable event throttle-threshold
___________________
構文の説明

number

スロットリング期間中に Cisco CMTS が CMTS
SNMP トラップおよび syslog メッセージを生成
できる DOCSIS イベントの最大許容数。指定で
きる範囲は 0 ～ 2147483647 です。デフォルト
値は 10 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの上限値は 10 です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(8)BC1

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 1.1 仕様では CMTS が DOCSIS 固有のイベントに関する一連のメッセージを生成する必要
があります。大量のケーブル モデムが再登録されることになる停電などの特定の状況では、シス
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テムのパフォーマンスに影響を与える可能性のある膨大な量のイベント メッセージが生成される
ことがあります。
これを避けるには、cableeventthrottle-threshold--> コマンドを、cableeventthrottle-interval--> コマ
ンドと共に使用し、Cisco CMTS が DOCSIS イベントに対して特定の間隔に生成できる SNMP ト
ラップまたは syslog イベントの最大数を指定します。
• cableeventthrottle-interval：スロットリング間隔の長さを指定します。
• cableeventthrottle-threshold：その期間に Cisco CMTS が生成できる SNMP トラップおよび
syslog イベントの最大数を指定します。
しきい値は、SNMP トラップまたは syslog メッセージではなく、DOCSIS イベントをカウントし
ます。DOCSIS イベントが SNMP トラップおよび syslog メッセージの両方を生成する場合、Cisco
CMTS はそれを 1 つのイベントとしてカウントします。

（注）

-->cableeventthrottle-interval および cableeventthrottle-threshold コマンドは、DOCSIS イベン
ト メッセージのスロットリングを許可するように cableeventthrottle-adminStatus が設定されて
いない限り、何の効果も持ちません。

ヒント

DOCSIS syslog サービスおよびイベント メッセージについての詳細は、『DOCSIS 1.1 Operations
Support System Interface nterface (OSSI) Specification』(SP-OSSIv1.1-I06-020830) の、セクション
4.4.2.2.2「syslog Message Format」を参照してください。Cisco CMTS ルータで生成できるすべ
てのケーブル関連のイベント メッセージについての詳細は、『Cisco CMTS Error Message』マ
ニュアルを参照してください。

___________________
例

次のコマンドは、Cisco CMTS ルータが 2 分間に DOCSIS イベントに対して最大 25 の SNMP ト
ラップおよび syslog メッセージを生成できるように Cisco CMTS ルータを設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable event throttle-interval 120
Router(config)# cable event throttle-threshold 25

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableeventpriority

Cisco CMTS がイベントをどのようにレポート
するかを定める、DOCSIS イベント メッセージ
のイベント レポート フラグを設定します。

cableeventsyslog-server

syslog サーバへの DOCSIS イベント メッセージ
のロギングを有効化します。
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コマンド

説明

cableeventthrottle-adminStatus

Cisco CMTS が DOCSIS イベント メッセージに
対して生成する SNMP トラップおよび syslog
メッセージをどのようにスロットリングするか
を設定します。

cableeventthrottle-interval

どのくらいの頻度で Cisco CMTS が DOCSIS イ
ベント メッセージに対して SNMP トラップお
よび syslog メッセージを生成するかを制御す
る、スロットリング間隔を指定します。

snmp-serverenabletrapscable

ケーブル関連イベントのトラップを有効にしま
す。

snmp-serverenabletrapsdocsis-cmts

DOCSIS 関連の MAC レイヤ イベントのトラッ
プを有効にします。
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cable fiber-node
光ファイバ ノードを設定するためにケーブル光ファイバ ノード コンフィギュレーション モード
を開始するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cablefiber-node コマンドを使用し
ます。光ファイバ ノード設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable fiber-node fiber-node-id
no cable fiber-node fiber-node-id
___________________
構文の説明

fiber-node-id

光ファイバ ノードの固有の数値 ID を指定しま
す。有効範囲は 1 ～ 256 です。

___________________
コマンド デフォルト

コマンド モードは変更されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.3(23)BC

このコマンドは、SPA または Cisco uBR10-MC5X20 のダウンストリー
ム チャネルからの RF チャネルを光ファイバ ノードのプライマリ チャ
ネルとして使用できるようにするために更新されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco uBR シリーズ ルータでは、cablefiber-node コマンドにより、マルチプル サービス オペレー
タ（MSO）やサービス プロバイダーは、ケーブル設備の配線を Cisco IOS が認識できるようにす
ることで、CMTS をよりインテリジェントに設定できます。ケーブル設備のダウンストリーム
チャネルは、CMTS 光ファイバ ノードで正確に設定する必要があります。これにより、CMTS は
モデムに対してワイドバンドチャネルが利用可能であるワイドバンドモデムに正確に信号を送信
できます。
ケーブル ネットワークでは、ケーブル モデムは 1 つの光ファイバ ノードにのみ物理的に接続さ
れます。光ファイバ ノード ソフトウェア設定は、ケーブル ネットワークの物理トポロジを反映
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しています。光ファイバ ノードを Cisco IOS CLI コマンドで設定する場合、光ファイバ ノードは
次を定義するソフトウェア メカニズムです。
• 光ファイバ ノードに流入する一連のダウンストリーム RF チャネル
• 少なくとも 1 つのプライマリ ダウンストリーム チャネル

（注）

Cisco IOS リリース 12.3(21)BC および 12.3(21a)BC3 では、これは光ファイバ ノードの従来の
DOCSIS ダウンストリーム チャネルです。Cisco IOS リリース 12.3(23)BC 以降 では、SPA から
の RF チャネルまたは Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリーム チャネルは光ファイバ ノードの
プライマリ チャネルとして動作できます。
• 光ファイバ ノードに接続され、アップストリーム チャネルとして利用可能なケーブル イン
ターフェイス ライン カード上の一連のアップストリーム チャネル ポート
光ファイバ ノードを設定するためにケーブル光ファイバ ノード コンフィギュレーション モード
を開始するには、cablefiber-node コマンドを使用します。
ワイドバンドチャネルが正しく動作するには、各光ファイバノードが次のように設定されている
必要があります。
1 光ファイバ ノードを作成し、ケーブル光ファイバ ノード コンフィギュレーション モードを開
始するには、cablefiber-node コマンドを使用します。
2 光ファイバ ノードを 1 つ以上のプライマリ ダウン ストリーム チャネル（従来の DOCSIS ダウ
ンストリーム チャネル）と関連付けるには、downstream コマンドを使用します。

（注）

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC 以降では、この光ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリー
ム チャネルが SPA RF ダウンストリーム チャネルから割り当てられる場合、このコマンドは
必要ではありません。
3 光ファイバ ノードのアップストリーム チャネル ポートを指定するには、upstream コマンドを
使用します。
4 光ファイバ ノードに対して 1 つ以上の SPA RF チャネルを利用可能にするには、
downstreammodular-cablerf-channel コマンドを使用します。
5 または、光ファイバ ノードの説明を指定するには、-->description（cablefiber-node）コマンド
を使用します。
各光ファイバ ノードに対して、MAC 管理およびシグナリング メッセージを送信するには Cisco
uBR10-MC5X20 カード インターフェイス ラインカードの従来の DOCSIS ダウンストリームチャ
ネルが使用され、データ トラフィックおよびシグナリングを返すには関連付けられた従来の
DOCSIS アップストリーム チャネルが使用されます。このような方法で使用される従来の DOCSIS
ダウンストリーム チャネルはプライマリ ダウンストリーム チャネルと呼ばれます。Cisco IOS リ
リース 12.3(23)BC 以降 では、SPA からの RF チャネルまたは Cisco uBR10-MC5X20 ダウンスト
リーム チャネルは光ファイバ ノードのプライマリ チャネルとして動作できます。ファイバ ノー
ドに Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリーム チャネルがない場合、
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downstreammodular-cablerf-channel コマンドで指定された SPA RF チャネルのうち少なくとも 1
つがプライマリ対応ダウンストリーム チャネルであることを確認します。
各ワイドバンド チャネルは少なくとも 1 つのプライマリ ダウンストリーム チャネルと関連付け
られている必要があり、複数のプライマリダウンストリームチャネルと関連付けることができま
す。ワイドバンド チャネルとその関連するプライマリ ダウンストリーム チャネルは同じ仮想バ
ンドル インターフェイスに属している必要があります。
設定できるケーブル光ファイバ ノードの最大数は、各 CMTS に対して 256 に制限されます。
Cisco cBR シリーズ ルータでは、ワイドバンド チャネルが正しく動作するために各光ファイバ
ノードを次のように設定する必要があります。
1 光ファイバ ノードを作成し、ケーブル光ファイバ ノード コンフィギュレーション モードを開
始するには、cablefiber-node コマンドを使用します。
2 光ファイバ ノードをダウンストリーム ポートに関連付けるには、downstreamintegrated-cable
コマンドを使用します。このポート上のすべてのダウンストリーム チャネルが光ファイバ ノー
ドに含まれます。
3 光ファイバ ノードにアップストリーム ポートを指定するには、upstreamupstream-cable コマ
ンドを使用します。
SG チャネルを物理的な RF チャネルにマッピングするには、次のコマンドを使用します。
• downstreamsg-channellowhighintegrated-cableslot/subslot/portrf-channellowhigh
• upstreamsg-channellowhighupstream-controllerslot/subslot/portus-channellowhigh
SG プロファイルを光ファイバ ノードに関連付けるには、service-groupprofileprofile name コマン
ドを使用します。これにより、すべての MAC ドメイン、統合型ケーブル インターフェイスおよ
びワイドバンド インターフェイスが生成されます。
___________________
例
___________________
例

次に、光ファイバ ノード 5 のコンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# cable fiber-node 5
Router(config-fiber-node)#
downstream Cable 6/0/0
downstream Modular-Cable 1/0/0 rf-channel 0-1
upstream cable 5/0 connector 0
Router# configure terminal
Router# cable fiber-node 5
Router(config-fiber-node)#
downstream Modular-Cable 1/0/0 rf-channel 0-3
upstream cable 5/0 connector 0
Router# configure terminal
Router(config)# cable fiber-node 5
Router(config-fiber-node)# downstream Integrated-Cable 3/0/0
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___________________
関連コマンド

Command

Description

description(cablefiber-node)

光ファイバ ノードの説明を指定します。

downstreamcable

光ファイバ ノードにプライマリ ダウンストリー
ム チャネルを割り当てます。

downstreammodular-cablerf-channel

光ファイバ ノードのワイドバンド チャネルで
利用可能な RF チャネルを指定します。

upstreamcableconnector

光ファイバ ノード用のアップストリーム チャ
ネル ポートを指定します。
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cable filter group
TCP/IP および UDP/IP ヘッダーに基づいてパケットをフィルタリングする DOCSIS 1.1 フィルタ
グループを作成し、設定し、有効化するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cablefiltergroup コマンドを使用します。フィルタ グループを削除したり、特定のオプションをデ
フォルト値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable filter group group-id index index-num [option option-value]
no cable filter group group-id index index-num [option option-value]
___________________
構文の説明

group-id

このフィルタ グループの固有のグループ ID を指定
します。
（Cisco uBR シリーズ ルータ）範囲は 1 ～ 254 です。
255 は CMTS ルータで使用するために予約されてい
ます。
（Cisco cBR シリーズ ルータ）範囲は 1 ～ 254 です。

index-num

この特定のフィルタの固有のインデックスを指定し
ます。uBR7200 シリーズ ルータでは範囲は 1 ～
128、uBR 10012 ルータおよび cBR-8 ルータでは 1
～ 255 です。

次のオプションおよびオプション値の 1 つ
を指定します。
dest-ipip-address

（オプション）一致する必要のある宛先 IP アドレス
を指定します。デフォルトの IP アドレスは 0.0.0.0
です。（IPv4 フィルタのみ）

dest-mac-addrmac-address

（オプション）一致する必要のある宛先 MAC アド
レスを指定します。Cisco cBR-8 ルータにはこのオプ
ションはありません。

dest-mac-maskmask

（オプション）一致する必要のある宛先 MAC アド
レスのマスクを指定します。Cisco cBR-8 ルータには
このオプションはありません。
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dest-maskmask

（オプション）一致する必要のある宛先アドレスの
マスクを指定します。mask は、dest-ip オプション
で指定される IP アドレスと AND 演算され、mask と
パケットの宛先 IP アドレスとの AND 演算の結果と
比較されます。フィルタは、2 つの値が同じである
場合に一致と見なします。（IPv4 フィルタのみ）
（注）

デフォルト マスク 0.0.0.0 はすべての IP ア
ドレスに一致します。

dest-portport-number

（オプション）一致する必要がある TCP/UDP 宛先
ポート番号を指定します。範囲は 0 ～ 65535 です。
デフォルト値はすべての TCP/UDP ポート番号に一
致します（IPv4 および IPv6 フィルタ）。

eth-proto-typeethernetprotocoltype

（オプション）一致する必要のあるイーサネット プ
ロトコル タイプの番号を指定します。指定できる範
囲は 0 ～ 65536 です。Cisco cBR-8 ルータにはこのオ
プションはありません。

eth-protocolethernetprotocolnumber

（オプション）一致する必要があるイーサネット プ
ロトコルを指定します。指定できる範囲は 0 ～ 65536
です。Cisco cBR-8 ルータにはこのオプションはあり
ません。

ip-protoproto-type

（オプション）一致する必要のある IP プロトコル
タイプの番号を指定します。指定できる範囲は 0 ～
256 です。すべてのプロトコルに一致するデフォル
トは 256 です（IPv4 および IPv6 フィルタ）。
よく使用される値：
• 1：ICMP（Internet Control Message Protocol）。
• 2：IGMP（Internet Group Management
Protocol）。
• 4：IP カプセル化の IP。
• 6：TCP（Transmission Control Protocol）。
• 17：UDP（User Datagram Protocol）。
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ip-tostos-masktos-value

（オプション）一致させるタイプ オブ サービス
（ToS）のマスクおよび値を指定します（IPv4 およ
び IPv6）。
• tos-mask：16 進数表記で表される 8 ビット値で
す。有効範囲は 0x00 から 0xFF です。
• tos-value：16 進数表記で表される 8 ビット値で
す。有効範囲は 0x00 から 0xFF です。
tos-mask は tos-value と AND 演算され、tos-mask と
パケットの実際の TOS 値との AND 演算の結果と比
較されます。フィルタは、2 つの値が同じである場
合に一致と見なします。
（注）

ip-version

両方のパラメータのデフォルト値はすべ
ての ToS 値と一致します。

（オプション）フィルタの IP バージョンを指定しま
す。
• ipv4：フィルタは、IP バージョン 4 フィルタ
グループです（デフォルト）。
• ipv6：フィルタは、IP バージョン 6 フィルタ
グループです。

match-action {accept| drop}

（オプション）このフィルタに一致するパケットに
対して行うアクションを指定します（IPv4 および
IPv6）
• accept：フィルタに一致するパケットは受け入
れられます（デフォルト）。
• drop：フィルタに一致するパケットはドロップ
されます。

range-dest-portstart-portnumberend-portnumber （オプション）TCP/UDP 宛先ポートの開始範囲を指
定します。範囲は 0 ～ 65535 です。
range-ip-tosmaskagainstTOSstartvalueandendvalue （オプション）16 進数表記で表される IP TOS バイ
トの範囲設定を指定します。範囲は 0x00 ～ 0xFF で
す。
range-src-portstart-portnumberend-portnumber （オプション）TCP/UDP 送信元ポートの開始範囲を
指定します。範囲は 0 ～ 65535 です。
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range-user-prilow-priorityvaluehigh-priorityvalue （オプション）ユーザの優先度を指定します。優先
度の範囲は 0 ～ 8 です。[Priority] フィールドは、異
なるトラフィックのクラス（音声、ビデオおよび
データなど）に優先順位を付ける、0（最低）から
8（最高）のフレーム優先度レベルを示します。Cisco
cBR-8 ルータにはこのオプションはありません。
src-ipip-address

（オプション）一致する必要のある送信元 IP アドレ
ス を指定します。デフォルトの IP アドレスは 0.0.0.0
です。（IPv4 フィルタのみ）

src-mac-addrmacaddress

（オプション）一致させる送信元 MAC アドレスを
指定します。Cisco cBR-8 ルータにはこのオプション
はありません。

src-maskmask

（オプション）一致する必要のある発信元アドレス
のマスクを指定します。mask は、src-ip オプション
で指定される IP アドレスと AND 演算され、mask と
パケットの送信元 IP アドレスとの AND 演算の結果
と比較されます。フィルタは、2 つの値が同じであ
る場合に一致と見なします。（IPv4 フィルタのみ）
（注）

デフォルト マスク 0.0.0.0 はすべての IP ア
ドレスに一致します。

src-portport-number

（オプション）一致する必要がある TCP/UDP 送信
元ポート番号を指定します。範囲は 0 ～ 65535 で
す。デフォルト値はすべての TCP/UDP ポート番号
に一致します（IPv4 および IPv6 フィルタ）。

status {active | inactive}

（オプション）フィルタを有効化または無効化しま
す（IPv4 および IPv6）。
• active：フィルタを即座に有効化します（デフォ
ルト）。
• inactive ：フィルタを即座に無効化します。
（注）

このコマンドを使用してフィルタを有効
化または無効化する前に、少なくとも他
のオプションの 1 つを使用してフィルタ
グループを作成する必要があります。
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tcp-flagsflags-maskflags-value

（オプション）一致させる TCP フラグのマスクと値
を指定します（IPv4 および IPv6）。
• flags-mask：16 進数表記で表される 8 ビット値
です。有効範囲は 0x0 から 0x3F です。
• flags-value：16 進数表記で表される 8 ビット値
です。有効範囲は 0x0 から 0x3F です。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

v6-dest-addressipv6-address

（オプション）一致する必要がある IPv6 宛先アドレ
スを、X:X:X:X::X の形式で指定します（IPv6 フィル
タのみ）。

v6-dest-pfxlenprefix-length

（オプション）IPv6 宛先アドレスのネットワーク部
の長さを指定します。範囲は 0 ～ 128 秒です（IPv6
フィルタのみ）。

v6-flow-labelflow-labelvalue

（オプション）送信元がフローのパケットにラベル
付けするのに使用する IPv6 フロー ラベルを指定し
ます。範囲は 0 ～ 1048575 です。フロー ラベルの値
0 は、どのフローにも含まれないパケットを示すた
めに使用されます。

v6-src-addressipv6-address

（オプション）一致する必要がある IPv6 発信元アド
レスを、X:X:X:X::X の形式で指定します（IPv6 フィ
ルタのみ）。

v6-src-pfxlenprefix-length

（オプション）IPv6 発信元アドレスのネットワーク
部の長さを指定します。範囲は 0 ～ 128 秒です（IPv6
フィルタのみ）。

vlan-idvlan-id

（オプション）パケットが属する VLAN を特定する
12 ビット フィールドである、一致させる VLAN 識
別子を指定します。範囲は 0 ～ 4094 です。Cisco
cBR-8 ルータにはこのオプションはありません。

フィルタグループは定義されていません。フィルタグループを作成すると、デフォルトですべて
の送信元と宛先の IP アドレスおよび TCP/UDP ポート、すべてのプロトコル タイプ、すべての
ToS および TCP フラグ値を受け入れるように設定されます。

グローバル コンフィギュレーション（config）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(6)EC1

このコマンドは Cisco uBR7100 シリーズ ルータおよび Cisco uBR7200 シ
リーズ ルータに導入されました。

12.2(2)XF、12.2(4)BC1 このコマンドは Cisco uBR10012 ルータでサポートされていました。
12.2(8)BC2

フィルタ グループの設定を削除することなくフィルタ グループをアク
ティブ化および非アクティブ化できるようにするために、status オプショ
ンが追加されました。

12.2(33)SCA

IPv6 フィルタ グループをサポートするために、v6-src-address、
v6-dest-address、v6-src-pfxlen、v6-dest-pfxlen、および ip-version キーワー
ドが追加されました。Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加され
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。dest-mac-addr、dest-mac-mask、eth-proto-type、
eth-protocol、range-user-pri、src-mac-addr、および vlan-id キーワード
が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCS-SUBMGT-MIB で定義されているように、このコマンドは DOCSIS 1.1 パケット フィルタリ
ングを実装します。各フィルタ グループは、異なるインデックス番号で定義された複数のフィル
タを含むことができます。

（注）

DOCS-SUBMGT-MIB MIB は、Cisco IOS リリース 12.2(8)BC2 およびそれ以降の 12.2 BC リリー
スでのみサポートされます。詳細は、この MIB の docsSubMgtPktFilterTable テーブルの説明を
参照してください。

（注）

レイヤ 4 src-port および dest-port オプションを設定する前に、ip-proto オプションを使用して
IP プロトコル番号を設定します。レイヤ 4 IP プロトコルが設定されていない場合、デフォル
ト値（256）が使用され、複数のフィルタが設定されたフィルタ グループは失敗します。
送信元または宛先アドレスを一致させる場合、フィルタはマスク値を対応する IP アドレスと AND
演算します。次に、フィルタはマスクをパケットの実際の IP アドレスと AND 演算し、2 つの値
を比較します。両者が同じであれば、フィルタはパケットに一致します。
たとえば、src-ip を 192.168.100.0 と指定し、src-mask を 255.255.255.0 と指定した場合、フィルタ
は 192.168.100.0 ～ 192.168.100.255 の範囲の送信元 IP アドレスを持つすべてのパケットに一致し
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ます。すべての IP アドレスに一致させるには、マスクの値 0.0.0.0（デフォルト）を使用します。
1 つの特定の IP アドレスに一致させるには、マスク値 255.255.255.255 を使用します。
同様に、ToS 値を比較する際、フィルタは tos-mask パラメータを tos-value パラメータと AND 演
算し、その値と tos-mask パラメータとパケットの実際の ToS 値との AND 演算の結果を比較しま
す。2 つの値が同じであれば、フィルタはパケットに一致します。

（注）

フィルタ グループが CM で動作するようにするには、CMTS ルータを設定した後に CM を再
登録する必要があります。
ケーブル サブスクライバ管理の注意事項
ケーブル サブスクライバの管理は DOCSIS 1.1 の仕様であり、その機能は次の設定方法を使用し
て確立できます。
• CMTS ルータ設定（CLI を使用）
• SNMP コンフィギュレーション
• DOCSIS 1.1 コンフィギュレーション ファイル（TLV 35、36、および 37）
CM DOCSIS 1.1 コンフィギュレーション ファイルが CPE のケーブル サブスクライバ管理を有効
化するために使用されていない場合、特定の CMTS の設定要件があります。具体的には、
docsSubMgtCpeActive オブジェクトが DOCSIS 1.1 CM コンフィギュレーション ファイルの TLV
35、36、および 37 を使用してプロビジョニングされていない場合、オブジェクトは
docsSubMgtCpeActiveDefault オブジェクト設定を使用しますが、これは誤りです。これはケーブル
サブスクライバ管理機能が無効であることを意味します。
したがって、TLV 35、36、および 37 をプロビジョニングしない場合、CMTS ルータで
cablesubmgmtdefaultactive グローバル コンフィギュレーション コマンドを指定することで、機能
を有効化する必要があります。

（注）

TLV 35、36 および 37 は DOCSIS 1.0 CM コンフィギュレーション ファイルに適用されないの
で、DOCSIS 1.0 CM のケーブル サブスクライバ管理を有効化する唯一の方法は、CMTS ルー
タで明示的に設定し、cablesubmgmtdefaultactive グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用して有効化することです。
IPv6 ケーブル フィルタ グループの注意事項

（注）

Cisco ubR10012 ルータで parallel eXpress forwarding（PXF）を設定する場合、パケットをフィル
タリングするにはインターフェイス ACL（ipaccess-list コマンド）または cablefiltergroup コマ
ンドを使用できます。
IPv6 ケーブルフィルタ グループを設定する際には、次の制限とガイドラインを考慮してくださ
い。
• チェーン IPv6 ヘッダーはサポートされません。
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• 同じフィルタ グループで IPv4 および IPv6 フィルタをサポートする必要がある場合、同じ
フィルタ グループ ID を持つ個別のインデックス番号を使用し、インデックスの 1 つを
ip-versionipv4 と設定し、他のインデックスを ip-versionipv6 と設定します。

___________________
例

次の例は、送信元 IP アドレスが 10.7.7.7 で宛先 IP アドレスが 10.8.8.8 のパケット、および送信元
ポート番号が 2000 で宛先ポート番号が 3000 のパケットをドロップする IPv4 フィルタ グループの
設定を示しています。すべてのプロトコル タイプと ToS および TCP フラグ値が一致します。
configure terminal
cable filter group
cable filter group
cable filter group
cable filter group
cable filter group
cable filter group
cable filter group
cable filter group
cable filter group

___________________
例

10
10
10
10
10
10
10
10
10

index
index
index
index
index
index
index
index
index

10
10
10
10
10
10
10
10
10

src-ip 10.7.7.7
src-mask 255.255.0.0
dest-ip 10.8.8.8
dest-mask 255.255.0.0
ip-proto 256
src-port 2000
dest-port 3000
tcp-flags 0 0
match-action drop

次の例は、ケーブル ルータ背後の特定の IPv6 ホスト（送信元アドレス
2001:33::20B:BFFF:FEA9:741F/128）からネットワーク上の IPv6 ホスト（宛先アドレス
2001:1::224/128）へのトラフィックをドロップする IPv6 フィルタ グループの設定を示していま
す。
configure terminal
!
! Specify the filter group criteria using ID 254
!
cable filter group 254 index 128 v6-src-address 2001:33::20B:BFFF:FEA9:741F
cable filter group 254 index 128 v6-src-pfxlen 128
cable filter group 254 index 128 v6-dest-address 2001:1::224
cable filter group 254 index 128 v6-dest-pfxlen 128
!
! Specify that the filter group is IPv6
!
cable filter group 254 index 128 ip-version IPv6
!
! Specify the drop action for matching packets
!
cable filter group 254 index 128 match-action drop
!
! Apply the filter group with ID 254 to all CM upstream traffic
!
cable submgmt default filter-group cm upstream 254

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablefilter

現在定義されている DOCSIS 1.1 フィルタ グルー
プが表示されます。
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コマンド

説明

cablesubmgmtdefault

Subscriber Management MIB
（DOCS-SUBMGT-MIB）の属性のデフォルト
値を設定し、Cisco CMTS の Cisco Static CPE の
オーバーライド機能を有効化します。
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cable flap-list aging
フラップ リスト テーブルの CM をテーブルからエージング アウトするまでに保持する日数を指
定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cableflap-listaging コマンドを使用し
ます。この機能を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable flap-list aging minutes
no cable flap-list aging
___________________
構文の説明

minutes

CM がフラップ リストにとどまる時間を指定し
ます（分単位）。範囲は 1 ～ 86400 です。デ
フォルト値は 10080 です。

___________________
コマンド デフォルト

CM は 10080 分（1 週間）フラップ リスト テーブルに保持されます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.0(4)XA、12.1 T、12.1 EC

days パラメータが削除されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン フラッピングは、CMTS への接続を維持することが困難な CM を迅速に切断し、再接続すること
を意味します。フラップ リストは、通信に問題のあるすべてのモデム（アクティブであるかどう
かにかかわらず）に関して Cisco CMTS によって維持されるテーブルです。フラップ リストはモ
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デムの MAC アドレスを含み、最近のアクティビティの時間を記録します。フラップ リストのサ
イズとエントリのしきい値を設定することができます。
___________________
例

次に、フラップ リスト テーブルがこの CM に対して 2400 分（40 時間）パフォーマンスを保持す
るように指定する例を示します。
Router(config)# cable flap-list aging 2400

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableflap-listinsertion-time

CM がフラップ リストに配置されるかどうかを
決定する挿入時間間隔を設定します。

cableflap-listmiss-threshold

フラップ リスト イベントを記録するミスしき
い値を指定します。

cableflap-listpower-adjustthreshold

CM のフラップ リスト イベントを記録する電力
調整のしきい値を指定します。

cableflap-listsize

フラップ リスト テーブルに表示できる CM の
最大数を指定します。

clearcableflap-list

フラップ リスト テーブル内のすべてのエント
リを消去します。

debugcableflap

ケーブル インターフェイスに維持される CM フ
ラップ リストの動作に関する情報を表示しま
す。

pingdocsis

CM に DOCSIS ping を送信し、必要に応じてフ
ラップ リスト カウンタをインクリメントしま
す。

showcableflap-list

フラップ リストの現在の内容を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
314

ケーブル コマンド：cable e ～ cable i
cable flap-list insertion-time

cable flap-list insertion-time
ケーブル フラップ リスト挿入時間間隔を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モー
ドで cableflap-listinsertion-time コマンドを使用します。挿入時間を無効化するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
cable flap-list insertion-time seconds
no cable flap-list insertion-time
___________________
構文の説明

seconds

挿入時間間隔です（秒単位）。範囲は 60 ～
86,400 です。デフォルトは 180 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの挿入時間間隔は 180 秒（3 分）です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、フラッピング モデム検出器の動作を制御します。このコマンドによって定義さ
れた期間内に CM が 2 つ以上の初期範囲設定要求（挿入または再挿入要求とも呼ばれる）を発行
すると、CM はフラップ リストに追加されます。2 つの連続した初期範囲設定要求の間の時間が
挿入時間間隔よりも長い場合、CM はフラップ リストに追加されません。
たとえば、CMTS にデフォルトの 3 分間の挿入時間が設定され、CM が最後の挿入の 4 分後に自
身を再挿入した場合、CM はフラップ リストに追加されません。ただし、CM が最後の挿入の 2
分後に自身を再挿入した場合、CM はフラップ リストに追加されます。
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また、CM が複数回自身を再挿入する場合でも、CM は各挿入時間間隔に対して一度のみフラップ
リストに追加されます。たとえば、CMTS にデフォルトの 3 分間の挿入時間間隔が設定され、CM
がその期間内に 3 回自身を挿入する場合、フラップ リストには CM が 1 回フラッピングしたと表
示されます。CM が最初の 3 分間に 3 回、また次の 3 分間にさらに 3 回自身を挿入する場合、フ
ラップ リストには CM が 2 回フラッピングしたと表示されます。
___________________
例

次に、挿入時間間隔を 62 秒に設定する例を示します。
Router(config)# cable flap-list insertion-time 62

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableflap-listaging

フラップ リスト テーブルの CM をテーブルか
らエージング アウトするまでに保持する日数を
指定します。

cableflap-listmiss-threshold

フラップ リスト イベントを記録するミスしき
い値を指定します。

cableflap-listpower-adjustthreshold

CM のフラップ リスト イベントを記録する電力
調整のしきい値を指定します。

cableflap-listsize

フラップ リスト テーブルに表示できる CM の
最大数を指定します。

clearcableflap-list

フラップ リスト テーブル内のすべてのエント
リを消去します。

debugcableflap

ケーブル インターフェイスに維持される CM フ
ラップ リストの動作に関する情報を表示しま
す。

pingdocsis

CM に DOCSIS ping を送信し、必要に応じてフ
ラップ リスト カウンタをインクリメントしま
す。

showcableflap-list

フラップ リストの現在の内容を表示します。
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cable flap-list miss-threshold
フラップ リスト イベントを記録するためのミスしきい値を設定するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードの cableflap-listmiss-threshold コマンドを使用します。この機能を無効にす
るには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable flap-list miss-threshold misses
no cable flap-list miss-threshold
___________________
構文の説明

misses

CM がフラップ リストに追加されるまでに許容
される、連続する MAC レイヤのキープアライ
ブ（ステーション メンテナンス）のミス回数を
指定します。範囲は 1 ～ 12 です。デフォルト
値は 6 です。

___________________
コマンド デフォルト

許容されるステーション メンテナンス メッセージのデフォルトのミス回数は 6 です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS ネットワークでは、CMTS は定期的にステーション メンテナンス メッセージと呼ばれる
MAC レイヤのキープアライブ メッセージを、オンラインの各 CM に送信します。CM がステー
ション メンテナンス メッセージに応答しない場合、CM が応答するか CMTS が送信できる最大
メッセージ数に達するまで、CMTS はこれらのメッセージを繰り返し送信します。
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cableflap-listmiss-threshold コマンドは、ケーブル モデムがフラップ リストに追加されるまでに許
容される、連続するステーション メンテナンス メッセージのミス回数を指定します。ミスは、
CM がステーション メンテナンス メッセージに応答しないときに発生します。

（注）

___________________
例

ステーション メンテナンス メッセージは、典型的な DOCSIS ネットワークでのノイズまたは
輻輳が原因で失われることがあります。基準となる損失率は約 8 % です。高いミス率は、断続
的なアップストリームの問題、光ファイバ レーザー クリッピング、または共通パスのひずみ
などの RF プラントの問題を示している可能性があります。

次に、ミスのしきい値を 5 に設定する例を示します。
Router(config)# cable flap-list miss-threshold 5

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableflap-listaging

フラップ リスト テーブルの CM をテーブルか
らエージング アウトするまでに保持する日数を
指定します。

cableflap-listinsertion-time

CM がフラップ リストに配置されるかどうかを
決定する挿入時間間隔を設定します。

cableflap-listpower-adjustthreshold

CM のフラップ リスト イベントを記録する電力
調整のしきい値を指定します。

cableflap-listsize

フラップ リスト テーブルに表示できる CM の
最大数を指定します。

clearcableflap-list

フラップ リスト テーブル内のすべてのエント
リを消去します。

debugcableflap

ケーブル インターフェイスに維持される CM フ
ラップ リストの動作に関する情報を表示しま
す。

pingdocsis

CM に DOCSIS ping を送信し、必要に応じてフ
ラップ リスト カウンタをインクリメントしま
す。

showcableflap-list

フラップ リストの現在の内容を表示します。
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cable flap-list power-adjust threshold
フラップ リスト イベントを記録するための電力調整しきい値を指定するには、グローバル コン
フィギュレーション モードで cableflap-listpower-adjustthreshold コマンドを使用します。電力調
整しきい値を無効化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable flap-list power-adjust threshold dB
no cable flap-list power-adjust threshold
___________________
構文の説明

dB

フラップ リスト イベントを発生させる最小の
電力調整をデシベル単位で指定します。値の範
囲は 1 ～ 10 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの最小電力調整のしきい値は 2 dB です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、フラッピング モデム検出器の動作を制御します。CM の電力調整が設定された
しきい値を超えると、モデムはフラップ リストに追加されます。

（注）

電力調整のしきい値を 2 dB 未満にすると、過剰なフラップ リスト イベントの記録を引き起こ
す可能性があります。3 dB 以上のしきい値を設定することを推奨します。
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（注）

___________________
例

増幅器カスケード長が 4 である地下 HFC ネットワークの場合、標準的なしきい値は 3 dB で
す。増幅器カスケード長が 4 であるオーバーヘッド HFC ネットワークの場合、標準的なしき
い値は 4 dB です。リターン パスのサーマル ゲイン制御がない長い同軸カスケードや、気温が
極端な地域の場合、しきい値の範囲はより大きくなります。

次に、電力調整しきい値が 5 に設定されている例を示します。
Router(config)# cable flap-list power-adjust threshold 5

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableflap-listaging

フラップ リスト テーブルの CM をテーブルか
らエージング アウトするまでに保持する日数を
指定します。

cableflap-listinsertion-time

CM がフラップ リストに配置されるかどうかを
決定する挿入時間間隔を設定します。

cableflap-listmiss-threshold

フラップ リスト イベントを記録するミスしき
い値を指定します。

cableflap-listsize

フラップ リスト テーブルに表示できる CM の
最大数を指定します。

clearcableflap-list

フラップ リスト テーブル内のすべてのエント
リを消去します。

debugcableflap

ケーブル インターフェイスに維持される CM フ
ラップ リストの動作に関する情報を表示しま
す。

pingdocsis

CM に DOCSIS ping を送信し、必要に応じてフ
ラップ リスト カウンタをインクリメントしま
す。

showcableflap-list

フラップ リストの現在の内容を表示します。
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cable flap-list size
フラップ リスト テーブルから表示できる CM の最大数を指定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで cableflap-listsize コマンドを使用します。デフォルトのフラップ リスト テー
ブルのサイズにリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable flap-list size number
no cable flap-list size
___________________
構文の説明

number

表示される CM の最大数。範囲はライン カード
のタイプに応じて 1 ～ 8191 です。デフォルト
は 100 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン
• フラップ リストのサイズは、CMTS のアーキテクチャおよびケーブル ライン カードによっ
て決まります。以前は、ケーブル フラップ リスト テーブルはルート プロセッサおよびパ
フォーマンス ルーティング エンジン（PRE）モジュールに保存されていました。
• レガシーの非分散ケーブル ライン カード、Cisco uBR-MC16C/MC16E/MC16S ライン カード
および Cisco uBR-MC28C/MC28E ライン カードはフラップ リスト テーブルをライン カード
に保存しませんでした。
• 分散ライン カードは、フラップ リスト テーブルをライン カードに保存するように設計され
ています。分散ライン カードを使用する CMTS の場合、フラップ リスト サイズはライン
カードあたりの最大サイズです。
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• Cisco uBR7200 ルータでサポートされている分散ライン カードは、Cisco uBR-MC28U/X およ
び Cisco uBR-16U/16X です。
• Cisco uBR10012 ルータでサポートされている分散ライン カードは、Cisco uBR10-MC5X20S/U/H
です。
• 次の式を使用してフラップ リストのサイズを計算できます。
◦ ハイ アベイラビリティのライン カードを搭載しない Cisco uBR10012 ルータ（LC-HA）：
8191 *（ケーブル ライン カードの数）
◦ ハイ アベイラビリティのライン カードを搭載した Cisco uBR10012 ルータ（LC-HA）：
8191 *（ケーブル ラインカードの数 - 1）
◦ レガシーおよび分散ライン カードを使用する Cisco uBR72VXR ルータ：8191 *（1 + 分
散ケーブル ライン カードの数）
• フラップ リスト テーブルのサイズは次のとおりです。
◦ フル搭載の Cisco uBR10012 ルータ
分散ライン カードが搭載され、LC-HA が設定されていない：8191 * 8 = 65528 CM。
分散ライン カードが搭載され、LC-HA が設定されている：8191 *（8-1）= 57337 CM。
注：レガシーのライン カードは Cisco uBR10012 ルータ上で分散ライン カードとして動作し
ます。したがって、フラップ リストのサイズは分散ライン カードと同じです。
• フル搭載の Cisco uBR7246VXR ルータ
分散ラインカードを搭載：8191 * 6 = 49146 CM。
レガシーのラインカードを搭載：8191 *（1+0）= 8191 CM。
レガシーおよび分散ライン カードを搭載：8191 *（1 + 分散ラインカードの数）CM。

___________________
例

次に、ダウンストリームあたり最大 200 の flap-list エントリを表示する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable flap-list size 200
Router(config)#

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableflap-listaging

フラップ リスト テーブルの CM をテーブルか
らエージング アウトするまでに保持する日数を
指定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
322

ケーブル コマンド：cable e ～ cable i
cable flap-list size

Command

Description

cableflap-listinsertion-time

CM がフラップ リストに配置されるかどうかを
決定する挿入時間間隔を設定します。

cableflap-listmiss-threshold

フラップ リスト イベントを記録するミスしき
い値を指定します。

cableflap-listpower-adjustthreshold

CM のフラップ リスト イベントを記録する電力
調整のしきい値を指定します。

clearcableflap-list

フラップ リスト テーブル内のすべてのエント
リを消去します。

debugcableflap

ケーブル インターフェイスに維持される CM フ
ラップ リストの動作に関する情報を表示しま
す。

pingdocsis

CM に DOCSIS ping を送信し、必要に応じてフ
ラップ リスト カウンタをインクリメントしま
す。

showcableflap-list

フラップ リストの現在の内容を表示します。
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cable freq-range
アップストリームで許容される周波数の範囲に Cisco CMTS ルータを設定するには、グローバル
コンフィギュレーション モードで cablefreq-range コマンドを使用します。（ケーブル インター
フェイスと Annex A/B 設定に基づく）デフォルト値を復元するには、このコマンドの no 形式を使
用します。
cable freq-range [european| japanese| north-american]
no cable freq-range
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

european

Cisco CMTS ルータが EuroDOCSIS 仕様（5 MHz
～ 65 MHz）に準拠するアップストリーム周波
数範囲を受け入れるように設定します。

japanese

Cisco CMTS ルータが日本で使用される拡張範
囲（5 MHz ～ 55 MHz）に準拠するアップスト
リーム周波数範囲を受け入れるように設定しま
す。

north-american

Cisco CMTS ルータが DOCSIS 仕様（5 MHz ～
42 MHz）に準拠するアップストリーム周波数範
囲を受け入れるように設定します。

nocablefreq-rangeこれにより、デフォルトの Annex 設定に基づく周波数範囲になります。
• Annex A =european（EuroDOCSIS、5 MHz ～ 65 MHz）：EuroDOCSIS をサポートするケーブ
ル インターフェイスでのみサポートされます
• Annex B =north-american（DOCSIS、5 MHz ～ 55 MHz）：すべてのケーブル インターフェ
イスが 5 MHz ～ 42 MHz 範囲をサポートします。42 MHz から 55 MHz の範囲は、特定のケー
ブル インターフェイスでのみサポートされます。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドは Cisco AS5300 uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ユ
ニバーサル ブロードバンド ルータで導入されました。
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リリース

変更内容

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.2(15) BC2 以降では、Cisco CMTS ルータは、使用するケーブル インターフェ
イス ライン カードに応じて、3 種類の動作モードをサポートします。各モードで許可されている
周波数の範囲は次のとおりです。
• 北米 DOCSIS（Annex B）：アップストリームは 5 MHz ～ 42 MHz の周波数を使用します。
この範囲はすべてのケーブル インターフェイス ライン カードでサポートされます。
• ヨーロッパ EuroDOCSIS（Annex A）：アップストリームは 5 MHz ～ 65 MHz の周波数を使
用します。
• 日本の拡張範囲（Annex B）：アップストリームは 5 MHz ～ 55 MHz の周波数を使用します。

（注）

このコマンドで指定された周波数範囲は Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス ラ
イン カードのアップストリームには適用されません。Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インター
フェイス ライン カードのアップストリーム周波数を指定するには、cableupstreamfrequency
コマンドを使用します。
アップストリーム周波数の適切な範囲をサポートするようにルータを設定するには、
-->upstreamfreq-range コマンドを使用します。cablefreq-range コマンドでルータを設定した後、
cableupstreamfrequency と cablespectrum-group(interfaceconfiguration) コマンドは、設定された範
囲の周波数のみ受け入れます。
デフォルトの動作は最も一般的な設定をカバーするため、通常は upstreamfreq-range--> コマンド
は必要ありません。ただし、このコマンドは次の状況で使用できます。
• このコマンドは、Cisco uBR-MC16U/X および Cisco uBR-MC28U/X カード上で EuroDOCSIS
操作を有効化するために必要です。
• このコマンドは、Cisco uBR-MC5X20U カードおよび EuroDOCSIS ケーブル インターフェイ
ス（Cisco uBR-MC16E カード、および Cisco uBR7111E および Cisco uBR7114E ルータ）では
必要ありません。これらのインターフェイスはデフォルトで EuroDOCSIS 周波数範囲に設定
されるためです。ただし、以前に周波数の許容範囲を制限するためにこのコマンドを使用し
た場合は、european オプションを使用して EuroDOCSIS の周波数範囲を再度有効化する必要
があります。
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• north-american オプションは通常は必要ありません。これはすべての DOCSIS ケーブル イン
ターフェイスのデフォルト モードの動作だからです。ただし、このオプションは 42 MHz よ
り高い周波数でノイズがある場合、Cisco uBR-MC16U/X および Cisco uBR-MC28U/X カード
では役に立ちます。このような状況では、north-american オプションを使用して、より高い
周波数を除去し、ノイズの影響を緩和します。
• 同様に、japanese オプションは、これをサポートしているケーブル インターフェイス カード
では必要ありません。これらのカードではデフォルトの設定だからです。ただし、以前にイ
ンターフェイスで north-american オプションを使用した場合は、japanese オプションを使用
して拡張周波数範囲を再度有効化する必要があります。
• 周波数範囲を有効にするために upstreamfreq-range--> コマンドが必要でない場合でも、これ
を使用することにより cableupstreamfrequency および cablespectrum-group コマンドが目的
の範囲内の周波数のみを許可するようにします。これにより、オペレータが無効な周波数を
アップストリームに指定しないようにすることができます。

ヒント

シャーシにインストールされた 1 つ以上のケーブル インターフェイス ライン カードが、この
コマンドで選択した周波数範囲をサポートしない場合、コマンドは、これらのケーブル イン
ターフェイス カードそれぞれに対して通知目的の警告メッセージを表示します。また、ルー
タのアップストリームまたはスペクトル グループが、新しい範囲で無効な周波数に現在設定
されている場合、特定の周波数範囲にルータを設定することはできません。設定しようとする
と、コマンドは無視され、コマンドを再実行する前にアップストリームまたはスペクトル グ
ループを再設定するように促す警告メッセージが表示されます。

（注）

このコマンドはアップストリームで設定できる周波数の範囲のみを設定します。このコマンド
は DOCSIS（Annex B）または EuroDOCSIS（Annex A）モードの運用にアップストリームを設
定しません。cabledownstreamannex インターフェイス コマンドを使用して設定します。（Annex
C モードはサポートされていません）EuroDOCSIS 運用の Annex A および DOCSIS 運用の Annex
B にダウンストリームを設定する必要があります。DOCSIS Annex B モードおよび EuroDOCSIS
周波数範囲の両方に対して特定のケーブル インターフェイス カード（Cisco uBR-MC28U な
ど）を設定できますが、これは DOCSIS 仕様に違反するので、標準 DOCSIS ネットワークでは
使用しないでください。
アップストリーム チャネル周波数の許容範囲は、使用するケーブル インターフェイス ライン カー
ドと Cisco IOS ソフトウェア リリースによって異なります。現在サポートされている値について
は、次の表を参照してください。
表 5：ケーブル インターフェイス ライン カードの許容周波数範囲

周波数範囲

サポートされるケーブル イン
ターフェイス

5 ～ 42 MHz

すべてのケーブルインターフェ Cisco CMTS でサポートされる
イス
すべてのリリース
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周波数範囲

サポートされるケーブル イン
ターフェイス

最小 Cisco IOS リリース

5 ～ 55 MHz

Cisco uBR-MC16E、Cisco
uBR-MC16U/X、Cisco
uBR-MC28U/X、Cisco
uBR-MC5X20U

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2

5 ～ 65 MHz

Cisco uBR-MC16E、Cisco
uBR-MC16U/X、Cisco
uBR-MC28U/X、Cisco
uBR-MC5X20U、Cisco
uBR7111E、および Cisco
uBR7114E ルータ

Cisco uBR-MC16E の Cisco IOS
リリース 12.0(13)SC および
12.1(4)EC
Cisco uBR711E および Cisco
uBR7114E の Cisco IOS リリー
ス 12.1(5)EC1
Cisco uBR-MC16U/X、Cisco
uBR-MC28U/X および Cisco
uBR-MC5X20U の Cisco IOS リ
リース 12.2(15)BC2

（注）

___________________
例

ルータのアップストリームまたはスペクトル グループが、選択された新しい範囲外の周波数
に現在設定されている場合、cablefreq-range コマンドは失敗します。cableupstreamfrequency
または cablespectrum-group コマンドを使用して、これらのアップストリームまたはスペクト
ル グループをより低い周波数に対して再設定する必要があります。次に cablefreq-range--> コ
マンドを繰り返します。

次に、Cisco CMTS ルータが 5 MHz ～ 65 MHz の EuroDOCSIS アップストリーム周波数範囲をサ
ポートするように設定する例を示します。ルータは次に、この範囲をサポートしないケーブル イ
ンターフェイス ライン カードがあれば、その一覧を表示します。このコマンドを実行した後、
cableupstreamfrequency--> コマンドはアップストリーム周波数の有効範囲を EuroDOCSIS 範囲と
して表示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable freq-range european
Interface Cable3/0 does not support European frequency
Interface Cable3/1 does not support European frequency
Interface Cable5/0 does not support European frequency
Interface Cable5/1 does not support European frequency
Router(config)# interface cable 6/0
! This cable interface supports EuroDOCSIS
Router(config-if)# cable upstream 0 frequency ?
<5000000-65000000>
Router(config-if)#

range
range
range
range

Return Frequency in HZ
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次に、Cisco CMTS ルータが 5 MHz ～ 55 Mhz の日本のアップストリーム拡張周波数範囲をサポー
トするように Cisco CMTS ルータを設定する例を示します。ルータは次に、この範囲をサポート
しないケーブル インターフェイス ライン カードがあれば、その一覧を表示します。このコマン
ドを実行した後、cableupstreamfrequency--> コマンドはアップストリーム周波数の有効範囲を日
本のネットワークの拡張周波数範囲として表示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable freq-range japanese
Interface Cable3/0 does not support Japanese frequency
Interface Cable4/0 does not support Japanese frequency
Interface Cable5/0 does not support Japanese frequency
Router(config)# interface cable 6/0
! This cable interface supports the Japanese range
Router(config-if)# cable upstream 0 frequency ?
<5000000-55000000>

range
range
range

Return Frequency in HZ

次に、Cisco CMTS ルータをデフォルト設定（5 MHz ～ 42 Mhz の DOCSIS アップストリーム周波
数範囲）に設定する例を示します。（すべてのケーブル インターフェイス ライン カードが基本
の DOCSIS 周波数範囲をサポートするため、この設定では警告メッセージは表示されません。）
このコマンドを実行した後、cableupstreamfrequency--> コマンドはアップストリーム周波数の有
効範囲を DOCSIS 範囲として表示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable freq-range north-american
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable upstream 0 frequency ?
<5000000-42000000>

Return Frequency in HZ

次に、Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インターフェイス ライン カード上のケーブル インターフェ
イスおよびアップストリームを、5 MHz ～ 65 MHz の EuroDOCSIS アップストリーム周波数範囲
の周波数をサポートするように設定するのに必要なすべてのコマンドの例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable freq-range european
Router(config)# interface 3/0
Router(config-if)# cable downstream annex a
Router(config-if)# cable upstream 0 frequency 62500000

次に、アップストリームが新しい範囲に対して無効な周波数に設定されているために、
cablefreq-range コマンドが失敗する例を示します。cablefreq-range コマンドが正常に実行される
には、その前に、アップストリームを再設定する必要があります。
Router# configure terminal
Router(config)# cable freq-range japanese
%%Interface Cable 3/0/U0 has invalid frequency (62500000 Hz) for specified range
%%Set upstream frequencies within range prior to changing freq-range
Router(config)# interface 3/0
Router(config-if)# cable upstream 0 frequency 38600000
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Router(config-if)# exit
Router(config)# cable freq-range japanese

___________________
関連コマンド

Command

Description

cabledownstreamannex

ケーブル インターフェイス ライン カードのダ
ウンストリーム ポートに、Motion Picture Experts
Group（MPEG）フレーミング形式を設定しま
す。

cableupstreamfrequency

アップストリーム ポートにアップストリーム無
線周波数（RF）キャリアの固定周波数を設定し
ます。
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cable helper-address
User Datagram Protocol（UDP）ブロードキャストの Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）
パケットの宛先 IP アドレスを指定するには、ケーブル インターフェイスまたはサブインターフェ
イス コンフィギュレーション モードで cablehelper-address コマンドを使用します。この機能を無
効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable helper-address IP-address [cable-modem| host| mta| stb]
no cable helper-address IP-address [cable-modem| host| mta| stb]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

IP-address

UDP ブロードキャスト パケットが送信される、
DHCP サーバの IP アドレス。

cable-modem

（オプション）CM UDP ブロードキャストのみ
が転送されることを指定します。

host

（オプション）ホスト UDP ブロードキャスト
のみが転送されることを指定します。

mta

（オプション）メディア ターミナル アダプタ
（MTA）UDP ブロードキャストのみが転送さ
れることを指定します。

stb

（オプション）セットトップ ボックス（STB）
UDP ブロードキャストのみが転送されることを
指定します。

どのオプションも指定されない場合、CM とホスト UDP ブロードキャストの両方が転送されま
す。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）
サブインターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-subif）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。
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リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが変更され、サブインターフェイスのサポートが追加
されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3(33)SCB に統合され、mta お
よび stb キーワードが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、CM およびその接続された CPE デバイス（ホスト）が別の DHCP サーバを使用
して、CM およびホストが別のアドレス プールから自身の IP アドレスを受信できるようにしま
す。cable-modem キーワードは、CM からの UDP DHCP ブロードキャストのみが、特定の宛先 IP
アドレスに転送されることを指定します。-->host キーワードは、ホスト（CPE デバイス）からの
UDP ブロードキャストのみが特定の宛先 IP アドレスに転送されることを指定します。

（注）

これらを使用する場合は、別の IP アドレスを使用し、別のコマンドで cable-modem または
host オプションを指定する必要があります。1 つのオプションだけを指定した場合、他のタイ
プのデバイス（ケーブル モデムまたはホスト）は DHCP サーバに接続できません。また、こ
のコマンドで以前に設定された同じ IP アドレスを指定して cable-modem または host オプショ
ンを使用すると、新しい設定で古い設定が上書きされます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG 以降では、Cisco uBR10012 および Cisco uBR7200 シリーズ ルー
タでこのコマンドに以前に設定したものと同じ IP アドレスを指定して cable-modem または
host オプションを使用すると、新しい設定で古い設定が上書きされません。これは、バンドル
インターフェイスで設定します。

ヒント

バンドル内の異なるサブバンドルに異なるヘルパー アドレスを設定すると、ケーブル モデム
がオンラインにならないことがあります。バンドル内のすべてのサブバンドルに同じヘルパー
アドレスを使用することを推奨します。
cablehelper-address コマンドは iphelper-address コマンドに似ていますが、cablehelper-address コ
マンドはケーブル インターフェイスと DOCSIS ネットワーク向けに拡張され、CM およびホスト
に別のヘルパー アドレスを使用できるようになりました。ケーブル インターフェイスでは
cablehelper-address コマンドのみを、すべての非ケーブル インターフェイスでは iphelper-address
コマンドを使用します。
cablehelper-address コマンドは、iphelper-address コマンドと同様にスレーブ インターフェイスで
使用できないため、インターフェイスがスレーブ インターフェイスとして設定されると、これら
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のコマンドはインターフェイス設定から自動的に削除されます。スレーブ インターフェイスは、
インターフェイス自体の IP アドレスだけでなくマスター インターフェイスで設定されたヘルパー
アドレスも含む、マスター インターフェイスの IP 設定を使用します。

ヒント

___________________
例

このコマンドを繰り返して任意の数のヘルパー アドレスを指定することができますが、Cisco
IOS ソフトウェアは、DHCP 要求を転送する際には各インターフェイスに設定された最初の 16
個の有効なアドレスのみを使用します（cablehelper-address コマンドまたは iphelper-address
コマンドを使用）。

次に、CM および CPE デバイス両方からの UDP ブロードキャストを 172.23.66.44 の DHCP サーバ
に転送する例を示します。
Router(config)# interface cable 1/0
Router(config-if)# cable helper-address 172.23.66.44
Router(config-if)# exit
Router(config)#

次に、CM および CPE デバイスからの UDP ブロードキャストを別々の DHCP サーバに転送する
例を示します。
Router(config)# interface cable 6/0
Router(config-if)# cable helper-address 172.23.66.143 host
Router(config-if)# cable helper-address 172.23.66.144 cable-modem
Router(config-if)# exit
Router(config)#

次に、同じ IP アドレスで cable-modem および host オプションを指定すると、2 つ目のコマンドが
1 つ目のコマンドを上書きする例を示します。
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable helper-address 10.10.10.13 host
Router(config-if)# cable helper-address 10.10.10.13 cable-modem
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router# show running-config | include helper-address
cable helper-address 10.10.10.13 cable-modem
Router#

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG 以降を実行する Cisco uBR10012 ルータ上で、同じ IP アド
レスで cable-modem および host オプションを指定すると、バンドル インターフェイスで設定さ
れる例を示します。
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable helper-address 10.10.10.13 host
Router(config-if)# cable helper-address 10.10.10.13 cable-modem
Router(config-if)# end
Router# show running-config | include helper-address
cable helper-address 10.10.10.13 cable-modem
cable helper-address 10.10.10.13 host
Router#
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledhcp-giaddr

リレー IP アドレスを持つ DHCPDISCOVER お
よび DHCPREQUEST パケットの GIADDR
フィールドを、DHCP サーバに転送される前に
変更します。

cablerelay-agent-option

システムが CM MAC アドレスを CM または ホ
ストから受信した DHCP パケットに挿入し、パ
ケットを DHCP サーバに転送できるようにしま
す。

cablesource-verify

CM アップストリーム検証をオンにします。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン CM が特定の Dynamic Host
Configuration Protocol（DHCP）サーバを使用す
るようにします。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン CM がアクセスする必要のある
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）
サーバの IP アドレスを特定します。

ipdhcprelayinformationoption

システムが CM MAC アドレスを CM または ホ
ストから受信した DHCP パケットに挿入し、パ
ケットを DHCP サーバに転送できるようにしま
す。

ipdhcpsmart-relay

アドレス プールの枯渇時に、クライアント再送
信をモニタします。
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cable host access-group
Cisco CMTS ルータで顧客宅内機器（CPE）デバイスまたはホストのアクセス リストを設定するに
は、特権 EXEC モードで cablehost コマンドを使用します。アクセス リストを削除するには、こ
のコマンドを noaccess-group--> オプションと共に使用します。
cable host {ip-address| mac-address} access-group {access-list| access-name}
cable host {ip-address| mac-address} no access-group
___________________
構文の説明

ip-address

CPE デバイスまたはホストの IP アドレス。

mac-address

CPE デバイスまたはホストの MAC アドレス。

access-group

access-group オプションを有効にします。no 形
式を使用すると、アクセス グループの指定が削
除されます。

{access-list | access-name}

アクセス リスト番号（1 ～ 199）またはアクセ
ス リスト名のいずれかで IP アクセス リスト
（標準または拡張）を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

このコマンドの機能は cablemodemaccess-group--> コマンドの機能と
同一ですが、下位互換性を確保するために両方のコマンドが維持され
ました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドの vrf キーワードでサポートされるのは、ip-address オプションのみです。
access-listaccess-listdenyanyany コマンドを使用することで、設定済みの IP アドレスを除くすべて
の IP アドレスへのアクセスを拒否するようにアクセス リストを設定できます。Cisco IOS リリー
ス 12.2(33)SCD 以降では、CM が Cisco uBR10012 および Cisco uBR7200 シリーズ ユニバーサル ブ
ロードバンド ルータのそのようなアクセス リストに追加されると、ping は失敗します。CM がリ
セットまたは削除されるか、電源がオフになった場合、ping は CM がオンラインになった後で成
功します。ただし、showcablemodemaccess-group コマンドは CM がアクセス グループに属してい
ないことを表示します。

（注）

cablehost コマンドと、このコマンドで SNMP に相当する cdxCmCpeAccessGroup は、Cisco
uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータではサポートされません。このルータでは、代
わりに標準の DOCSIS MIB、DOCS-SUBMGT-MIB を使用します。

ヒント

このコマンドは、CISCO-DOCS-EXT-MIB の cdxCmCpeAccessGroup を設定することに相当しま
す。

___________________
例

次に、10.1.1.1 の IP アドレスを持つケーブル ホストにアクセス リスト番号 2 を割り当てる例を示
します。
Router# cable host 10.1.1.1 access-group 2

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearcablehost

Cisco CMTS ルータの内部アドレス テーブルか
らホストをクリアします。

cabledevice

Cisco CMTS ルータの CM デバイスまたはホス
トにアクセス リストを設定します。

cablemodemaccess-group

Cisco CMTS ルータの CM にアクセス グループ
を設定します。
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コマンド

説明

showcabledeviceaccess-group

Cisco CMTS ルータのネットワーク上で CM お
よび CM の背後にあるホストを表示します。

showcablehostaccess-group

Cisco CMTS ルータのネットワーク上で CM の
背後にあるホストを表示します。
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cable high-priority-call-window
Cisco CMTS ルータが緊急 911 通話の記録を保持する通話ウィンドウ（分単位）を設定するには、
グローバル コンフィギュレーション モードで cablehigh-priority-call-window コマンドを使用しま
す。Cisco CMTS ルータから通話ウィンドウ設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用
します。
cable high-priority-call-window minutes
no cable high-priority-call-window
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

window

この値は、E911 の通話履歴が保持される時間を
分単位で定義します。

このコマンドおよび PacketCable 緊急 911 サービス リストおよび履歴機能は、Cisco CMTS ではデ
フォルトで無効です。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドは、Cisco CMTS で PacketCable 緊急 911 サービス リスト
および履歴機能をサポートするために導入されました。
• Cisco uBR7246VXR ルータ
• Cisco uBR10012 ルータ

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 次に、Cisco uBR10012 ルータで通話ウィンドウを 1 分間に設定するコマンドの例を示します。
Router(config)# cable high-priority-call-window 1
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設定されたウィンドウ内で行われた緊急 911 通話を確認するには、特権 EXEC モードで
showcablecalls コマンドを使用します。
次のコマンドは、優先度の高い通話に設定されたウィンドウ内で、Cisco uBR10012 ルータの
Cable8/1/1 インターフェイスで行われた 1 回の緊急 911 通話の例を示しています。
Router# show cable calls
Interface
ActiveHiPriCalls
Cable5/0/0 0
Cable5/0/1 0
Cable5/1/0 0
Cable5/1/1 0
Cable5/1/2 0
Cable5/1/3 0
Cable5/1/4 0
Cable6/0/0 0
Cable6/0/1 0
Cable7/0/0 0
Cable7/0/1 0
Cable8/1/0 0
Cable8/1/1 1
Cable8/1/2 0
Cable8/1/3 0
Cable8/1/4 0
Total
1

ActiveAllCalls
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

PostHiPriCallCMs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RecentHiPriCMs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータで通話ウィンドウを 2 分間に設定
するコマンドの例を示します。
Router(config)# cable high-priority-call-window 2

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablecalls

PacketCable 緊急 911 サービス リストおよび履
歴機能の音声通話履歴情報および状態を表示し
ます。

showcablemodemcalls

特定のケーブル モデムの音声通話情報を表示し
ます。
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cable igmp static-group
Cisco CMTS ルータ上でケーブルの物理ダウンストリームごとの静的マルチキャスト サポートを
設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cableigmpstatic-group コマンドを使
用します。
cable igmp static-group multicast-group-ip [source source-ip] [ subinterface ]
___________________
構文の説明

multicast-group-ip

マルチキャスト グループの IP アドレス。

source--> source-ip

（オプション）SSM の送信元 IP アドレス。

subinterface

（オプション）サブインターフェイス番号。
• デフォルト：メイン インターフェイスは
0
（注）

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

サブインターフェイスが仮想バンド
ル インターフェイスで設定されてい
ると、この CLI のサブインターフェ
イス番号オプションは、目的のサブ
インターフェイスのデバイスに一致
するように設定する必要があります。

ケーブルの物理ダウンストリームごとの静的マルチキャスト サポートはデフォルトでは定義され
ません。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。
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___________________
使用上のガイドライン ケーブルの物理ダウンストリームごとの静的マルチキャスト サポート機能は、既存の論理 IGMP
静的グループの拡張である物理 IGMP 静的グループの概念を取り入れています。2 つの IGMP 静
的グループの違いは次のとおりです。
• ケーブル バンドルの論理 IGMP 静的グループは論理 IP ドメインの IGMP 静的グループを作
成し、設定済みのマルチキャスト グループのマルチキャスト トラフィックを同じバンドル
の各スレーブ インターフェイスに転送します。
• ケーブル バンドルの物理 IGMP 静的グループは、物理スレーブ インターフェイス数ごとに
IGMP 静的グループを作成し、設定済みのスレーブ インターフェイスのみにマルチキャスト
トラフィックを転送します。
IGMP 静的グループがマスター インターフェイスで設定されると、IGMP 静的グループはマルチ
キャスト グループ内の各スレーブ インターフェイスのチェックを実行します。マルチキャスト
グループが物理静的グループとして設定されると、対応するスレーブ インターフェイスのみが
ケーブルバンドルの転送テーブルに追加されます。マルチキャストグループが論理静的グループ
として設定されると、すべてのスレーブインターフェイスがケーブルバンドルの転送テーブルに
追加されます。

（注）

残りすべての物理静的グループが、特定のバンドルの特定のマルチキャスト グループのスレー
ブ インターフェイスから設定されていない場合、Cisco CMTS ルータは、そのバンドルのその
マルチキャスト グループの論理静的グループに戻ります。
cable igmp static-group コマンドは、CLI により設定されている場合、show running-configuration
コマンドの出力のみに表示されます。DSG によって設定されている場合、cable igmp static-group
コマンドの CLI は、特定のマルチキャスト グループに表示されません。これは現在の DSG 設定
との混乱を避けるためです。

（注）

___________________
例

同じ CMTS 内の DSG（または CLI）に使用されるどのマルチキャスト グループも、CLI（また
は DSG）の設定に使用することはできません。

次に、Cisco CMTS ルータの cable igmp static-group コマンドの例を示します。
Router(config-if)# cable igmp static-group 230.1.1.1

次に、Cisco CMTS ルータの cable igmp static-group コマンドに、source オプションを使用する例
を示します。
Router(config-if)# cable igmp static-group 232.1.1.1 source 10.1.1.1
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

ip igmp static-group

インターフェイスで静的グループのメンバー
シップ エントリを設定します。
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cable init-channel-timeout
CM が Registration Response（REG-RSP）および Multipart Registration Response（REG-RSP-MP）
メッセージで説明されているアップストリーム チャネルで初期範囲設定を実行できる最大時間を
指定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableinit-channel-timeout コマンドを使用します。この設定を無効にするには、このコマンドの no
形式を使用します。
cable init-channel-timeout value
no cable init-channel-timeout value
___________________
構文の説明

value

チャネル タイムアウト値（秒単位）。範囲は
10 ～ 180 です。デフォルトは 60 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

次に、Cisco uBR10012 ルータのスロット/サブスロット/ポートが 5/1/0 であるケーブル インター
フェイスにチャネル タイムアウト値を指定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# cable init-channel-timeout 90

次に、Cisco uBR シリーズ コンバージド ブロードキャスト ルータのスロット/サブスロット/ポー
トが 3/0/0 であるケーブル インターフェイスにチャネル タイムアウト値を指定する例を示します。
Router# configure terminal

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
342

ケーブル コマンド：cable e ～ cable i
cable init-channel-timeout

Router(config)# interface cable 3/0/0
Router(config-if)# cable init-channel-timeout 90
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cable insertion-interval
アップストリームの連続した初期範囲設定スロットの間隔を設定するには、cableinsertion-interval
インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用します。自動設定を行い、最小または
最大時間設定を無視するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable insertion-interval {fixed-intrvl| automatic [ min-intrvl ] [ max-intrvl ]}
no cable insertion-interval
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

fixed-intrvl

初期範囲設定スロット間の固定間隔（ミリ秒単
位）。範囲は 100 ～ 2000 です。

automatic

各アップストリーム CM の Cisco CMTS MAC ス
ケジューラが、ネットワークに加入する新しい
CM に利用可能な初期範囲設定時間を変化させ
るようにします。

min-intrvl

（オプション）アップストリームの初期範囲設
定スロット間の最小値（ミリ秒単位）。範囲は
20 ～ 120 です。デフォルトは 60 です。

max-intrvl

（オプション）アップストリームの初期範囲設
定スロット間の最大値（ミリ秒単位）。範囲は
240 ～ 1800 です。デフォルト値は 480 です。

自動（初期範囲設定アップストリーム スロットの周波数を、60 ミリ秒から 480 ミリ秒間で動的に
変化させます）。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

リリース

変更内容

11.NA

このコマンドが導入されました。

12.1 T

このコマンドが変更されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。
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リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS ルータによって送信される MAP メッセージに表示される初期範囲設定機会間の最小
および最大期間を指定するには、このコマンドを使用します。MAP メッセージは、CM が送信で
きる正確な時間間隔を定義します。
デフォルトの挿入間隔の設定（automatic）は、Cisco CMTS ルータがネットワークに加入しよう
とする新しい CM に利用可能な初期範囲設定時間を最適化するように設定します。オンラインに
なろうとする CM の数に応じて、最適化アルゴリズムは 60 ～ 480 ミリ秒の間で自動的に初期範囲
設定時間を変化させます。
多くの CM を迅速にオンラインにするには、-->cableinsertion-intervalautomatic コマンドを使用し
ます（たとえば、大規模な電源障害の後）。CM がオンラインになった後、このコマンドを再び
実行して特定の挿入間隔を指定することにより、automatic キーワードを上書きできます。
___________________
例

次に、デフォルトの初期範囲設定間隔を使用して自動挿入間隔を指定するデフォルト設定の例を
示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable insertion-interval automatic

次に、最小挿入間隔を 100 ms に設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# cable insertion-interval 100

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamdata-backoff

データ バックオフについて、自動または固定の
開始値および終了値を指定します。

cableupstreamrange-backoff

自動または設定済みの初期範囲設定バックオフ
計算を指定します。
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cable intercept
Cisco CMTS ルータが特定の CPE へのトラフィックとそこからのトラフィックを特定の User Datagram
Protocol（UDP）ポートに位置するデータ コレクタに転送できるようにするには、ケーブル イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで cableintercept コマンドを使用します。この機能
を非アクティブ化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable intercept mac-address ip-address udp-port
no cable intercept mac-address
___________________
構文の説明

mac-address

傍受する MAC アドレスを指定します。
Cisco uBR10012 ルータでは、最大 4095 の MAC
アドレスを設定できます。Cisco uBR7200 シリー
ズ ルータでは、インターフェイスごとに最大
10 の MAC アドレスを設定できます。

ip-address

宛先データ コレクタの IP アドレスを指定しま
す。

udp-port

データ コレクタでの傍受ストリームの宛先 UDP
ポート番号を指定します。範囲は 0 ～ 65535 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

ディセーブル

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC 以降のインターフェイス コンフィギュレーション：バンドル イン
ターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(5)T1

このコマンドが導入されました。

12.0(6)SC

このコマンドが 12.0 SC トレインに導入されました。

12.1(2)EC

このコマンドが 12.1 EC トレインに導入されました。
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リリース

変更内容

12.1(11b)EC

データ コレクターの Cisco CMTS ルータからのホップ数が 3 以上であ
ることを可能にするためのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(4)BC1 に統合されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCC

このコマンドが変更されました。コマンドは、バンドル インターフェ
イス下で設定されるようになりました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドが有効化されると、Cisco CMTS ルータは目的の MAC アドレスの各パケットを調べ
ます。（発信元または宛先エンドポイントの）一致する MAC アドレスが見つかると、パケット
のコピーが UDP パケットにカプセル化され、指定されたサーバの特定の IP アドレスとポートに
送信されます。

（注）

ip-address の udp-port にあるデータ収集システムは、必要なデータ ストリームをリッスンして
キャプチャするように設定する必要があります。指定の IP アドレスへの IP ルートが存在する
必要があり、そのデバイスへの IP 接続がキャプチャされるトラフィックに対して存在する必
要があります。Cisco IOS リリース 12.1 (11b)EC 以前は、データ収集システムは Cisco CMTS か
らのルーティングホップ数が 2 以内である必要がありました。
Cisco uBR10012 ルータでは、最大 4095 の MAC 傍受を設定できます。これには、cableintercept コ
マンドを使用して設定される MAC 傍受と、他の合法的傍受機能が含まれています（Service
Independent Intercept（SII）など）。各 MAC 傍受で使用される帯域幅も、設定できる MAC 傍受の
数を定める要素になります。MAC 傍受に高帯域幅を使用すると、設定できる MAC 傍受の数が減
少することがあります。
このコマンドはもともと、米国の Federal Communications Assistance for Law Enforcement Act
（CALEA）および音声通信向けの他の警察による通信傍受の要件に準拠するよう設計されていま
す。詳細については、『PacketCable Electronic Surveillance Specification』を参照してください。こ
れは、PacketCable Web サイト（http://www.packetcable.com）で入手できます。

（注）

合法的傍受には、-->cableintercept コマンドの代わりに SII（SNMPv3 経由）を使用することを
推奨します。
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（注）

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC 以降では、cableintercept コマンドはバンドル インターフェイ
ス下で設定されます。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH 以降では、ケーブル傍受コマンドは、Cisco uBR7200 シリーズ
および Cisco uBR10012 ルータ両方において、ケーブル インターフェイスでは設定できません。

次のコマンドは、0080.fcaa.aabb の MAC アドレスを持つ CPE へのすべてのトラフィックのコピー
が、IP アドレス 10.12.13.8 の UDP ポート 512 でリッスンしているデータ コレクターに転送される
ことを指定します。showinterfacecableintercept コマンドは、どの傍受が現在アクティブであるか
を表示します。
Router# configure terminal
Router#(config) interface cable 6/0
Router(config-if)# cable intercept 0080.fcaa.aabb 10.12.13.8 512
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router# show interface cable 6/0 intercept
MAC Address
0080.fcaa.aabb

Destination
IP Address
3.12.13.8

Destination
UDP Port
512

次に、バンドル インターフェイス下で設定される cableintercept--> コマンドの動作の例を示しま
す。showrunninginterface--> コマンドは、どの傍受が現在アクティブであるかを表示します。
Router# configure terminal
Router#(config) interface bundle 10
Router(config-if)# cable intercept 0080.fcaa.aabb 10.12.13.8 512
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router# show running interface bundle 10 | i intercept
cable intercept 0080.fcaa.aabb 10.12.13.8 512

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemonitor

ケーブル インターフェイス上の選択されたパ
ケットの、外部 LAN アナライザへの転送を有
効にします。

showinterfacecableintercept

ケーブル傍受が現在アクティブである CM を表
示します。
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cable ip-init
Cisco CMTS ルータのケーブル インターフェイスでサポートされる IP プロビジョニング モードを
設定するには、インターフェイスまたはサブインターフェイスコンフィギュレーションモードで
cableip-init コマンドを使用します。IP プロビジョニング設定を削除するには、このコマンドの no
形式を使用します。
cable ip-init {apm| dual-stack| ipv4| ipv6}
no cable ip-init {apm| dual-stack| ipv4| ipv6}
___________________
構文の説明

apm

インターフェイスが Alternative Provisioning Mode
（APM）をサポートするように設定します。

dual-stack

インターフェイスが IPv4 と IPv6 の両方のアド
レッシングをサポートするように設定します。

ipv4

インターフェイスが IPv4 アドレスのみをサポー
トするように設定します。

ipv6

インターフェイスが IPv6 アドレスのみをサポー
トするように設定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCC

このコマンドが変更されました。apm キーワードが追加されま
した。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン -->cableip-init コマンドは、ケーブル インターフェイスに、それがサポートする IP アドレッシン
グ モードを設定します。この情報は MAC ドメイン記述子（MDD）メッセージの IP 初期化パラ
メータに含まれています。
___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータのケーブル インターフェイスが IPv4 と IPv6 の両方のアドレッシングを
サポートするように設定する例を示します。
interface cable 5/0/1
cable ip-init dual-stack
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cable ip-broadcast-echo
Cisco CMTS ルータがブロードキャスト パケットをエコーできるようにアップストリーム IP ブロー
ドキャスト エコーを有効化するには、ケーブル インターフェイスまたはサブインターフェイス
コンフィギュレーション モードで cableip-broadcast-echo コマンドを使用します。アップストリー
ム IP ブロードキャスト エコーを無効化するには、このコマンドの -->no 形式を使用します。
cable ip-broadcast-echo
no cable ip-broadcast-echo
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

アップストリーム IP ブロードキャスト エコーは無効です。

___________________
コマンド モード

ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
ケーブル サブインターフェイス コンフィギュレーション（config-subif）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

12.1(3a) EC

サブインターフェイス サポートが追加されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン デフォルトでは、Cisco CMTS ルータのアップストリームに到達するブロードキャスト IP パケッ
トはダウンストリーム ポートに転送されず、他の CM と CPE デバイスに送信されます。この動作
により、このようなパケットがネットワーク上で繰り返しループされるブロードキャスト ストー
ムが防止されます。
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cableip-broadcast-echo コマンドは、このようなパケットを適切なダウンストリーム ポートに転送
するように動作を変更し、パケットがネットワークのそのセグメント上のすべての CM および
CPE デバイスにより受信されるようにします。これにより、ケーブル ネットワークは標準のイー
サネット ネットワークのように動作し、IP ブロードキャストを使用する直接ピアツーピア通信を
サポートできるようになります。

（注）

___________________
例

このコマンドは、通常のサービス プロバイダー ネットワークでは使用しないでください。

次に、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで IP ブロードキャスト エコー
を有効化する例を示します。
Router(config-if)# cable ip-broadcast-echo

次に、ケーブル サブインターフェイス コンフィギュレーション モードで IP ブロードキャスト エ
コーを有効化する例を示します。
Router(config)# interface cable 6/0.1
Router(config-subif)# cable ip-broadcast-echo

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableip-multicast-echo

Cisco CMTS がマルチキャスト パケットをエコー
できるように、IP マルチキャスト エコーを有
効化します。
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cable ip-multicast-echo
Cisco CMTS がマルチキャスト パケットをエコーできるように IP マルチキャスト エコーを有効化
するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableip-multicast-echo
コマンドを使用します。IP マルチキャスト エコーを無効化するには、このコマンドの no 形式を
使用します。
cable ip-multicast-echo
no cable ip-multicast-echo
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

IP マルチキャスト エコーは無効です。

___________________
コマンド モード

ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(3a) EC

サブインターフェイス サポートが追加されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCB

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB 以降では、コマンドのデフォルトが
無効に変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン デフォルトでは、Cisco CMTS のアップストリームに到達するマルチキャスト IP パケットは適切
なダウンストリーム ポートに転送されず、ネットワークのそのセグメントの他の CM と CPE デバ
イスに送信されます。これにより、マルチキャスト IP トラフィックの処理に関して、ケーブル
ネットワークは標準のイーサネット ネットワークのように動作することができます。
この動作は特定のアプリケーションやネットワークに適しているとは限りません。そのため、
nocableip-multicast-echo コマンドはマルチキャスト パケットの転送を防ぐことでこの動作を変更
します。マルチキャスト トラフィックを無効化することにより、このようなパケットがネット
ワーク上で繰り返しループされる、ある種のブロードキャスト ストームが防止されます。
IP マルチキャスト エコーが有効か無効かを確認するには、showrunning-config コマンドを入力し、
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション情報を調べます。
IP マルチキャスト エコーが有効な場合、showrunning-config コマンドのこの出力に表示されます。
IP マルチキャスト エコーが無効の場合、showrunning-config コマンドの出力に表示されません。
問題がある場合、ケーブル バンドル インターフェイス コンフィギュレーション モードで入力し
たスロットおよびポート番号が正しいことを確認します。

（注）

___________________
例

Cisco uBR10012 ルータでは、入力アクセス リストは各ダウンストリームにエコーされるマル
チキャスト トラフィックには適用されません。エコーされるマルチキャスト トラフィックを
制御するには、出力アクセス リストを設定し、各ダウンストリーム インターフェイスに適用
する必要があります。

次に、バンドル インターフェイス コンフィギュレーションモードで IP マルチキャスト エコーを
無効化する例を示します。
Router(config-if)# no cable ip-multicast-echo

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableip-broadcast-echo

Cisco CMTS がブロードキャスト パケットをエ
コーできるように、アップストリーム IP ブロー
ドキャスト エコーを有効化します。
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cable ipc-stats
Cisco CMTS ルータの Cable IPC Statistics Collection ツールを有効化するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで -->cableipc-stats コマンドを使用します。この設定を無効にするには、
このコマンドの no 形式を使用します。
cable ipc-stats
no cable ipc-stats
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

Cable IPC Statistics Collection ツールは無効です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Cable IPC Statistics Collection ツールはすべての IPC メッセージに関するデバッグ情報を提供しま
す。Cisco CMTS ルータ上で実行すると、このツールは大量の CPU メモリを消費するため、必要
なときのみこのツールを有効化することを推奨します。
cableipc-stats コマンドは、アクティブな RP からのすべてのケーブル インターフェイス ライン
カード上で同期されます。ケーブル インターフェイス ライン カードごとに個別にこのコマンド
を使用する必要はありません。
___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータ上で Cable IPC Statistics Collection ツールを有効化する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable ipc-stats

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
356

ケーブル コマンド：cable e ～ cable i
cable ipc-stats

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearcableipc-stats

アクティブなデータベースをクリアし、アク
ティブなデータベースの IPC 統計情報を 0 にリ
セットします。

showcableipc-stats

Cisco CMTS ルータ上のすべての IPC メッセー
ジの統計情報を表示します。
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cable ipv6 source-verify
Cisco CMTS ルータのケーブル インターフェイス アップストリームで受信された IPv6 パケットの
送信元検証を有効化するには、バンドルインターフェイスまたはサブインターフェイスコンフィ
ギュレーション モードで cableipv6source-verify コマンドを使用します。IPv6 送信元検証を無効化
するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable ipv6 source-verify [dhcp [server ip-address]| leasequery-filter upstream threshold interval| leasetimer
value]
no cable ipv6 source-verify
___________________
構文の説明

dhcp

（オプション）IP アドレスを DHCPv6 サーバに
より検証します。
• server：DHCPv6 Leasequery を送信できる
ように、Leasequery サーバを有効化しま
す。
• ip-address：Leasequery サーバの IPv6 アド
レス。

leasequery-filter

（オプション）IPv6 Leasequery 要求をフィルタ
処理します。
• upstream：Leasequery 要求がケーブル アッ
プストリーム インターフェイスで送信さ
れることを示します。
• threshold：各間隔期間に SID ごとに許可さ
れた DHCP Leasequery の最大数。範囲は 0
～ 55 です。
• interval：Leasequery が監視される必要のあ
る時間間隔（秒単位）。指定できる範囲は
1 ～ 5 です。

leasetimer

（オプション）ルータがリース期間が終了した
IP アドレスを探すために内部 CPE データベー
スを確認する時間を分単位で指定します。
• value：リース時間の値。範囲は 1 ～ 240
です。デフォルトは 60 です。

___________________
コマンド モード
デフォルト

IPv6 送信元検証は無効です。
バンドル
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
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バンドル サブインターフェイス コンフィギュレーション（config-subif）
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCF1

このコマンドが変更されました。dhcp キーワードは、IPv6 アドレスを
DHCPv6 サーバにより確認するために追加されました。leasequery-filter
および -->leasetimer キーワードは、IPv6 Leasequery 要求をさらにフィ
ルタ処理するために追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン IPv6 送信元検証機能はケーブル バンドル インターフェイスまたはサブインターフェイスで有効化
されます。
Cisco CMTS バンドル インターフェイスの IPv6 送信元検証を有効化すると、パケットの MAC-SID-IP
バインドを確認するために、送信元検証ルーチンが実行されます。送信元検証が成功すると、パ
ケットが転送されます。検証が失敗すると、パケットはドロップされます。
ケーブル モデム（CM）がブリッジ モデム デバイスとして動作しているとき、Cisco CMTS ルー
タは、その CM およびその背後にある CPE の IPv6 アドレス全体を検証します。
CM がルータ モデム デバイスとして動作しているとき、Cisco CMTS ルータは、その CM とその
背後にある CPE のネットワーク プレフィックスのみを検証します。これは、成功するためにはす
べてのケーブルモデムルータに異なるプレフィックスが割り当てられている必要があることを意
味します。
cableipv6source-verify コマンドは、IPv6 パケットの送信元検証だけを制御します。IPv4 ベースの
送信元検証には、cablesource-verify コマンドを使用する必要があります。このコマンドもさまざ
まなオプションをサポートします。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA の Cisco uBR10012 ルータでは、IPv6 パケットの送信元検証は
ルート プロセッサ（RP）のプロセス スイッチング パスのパケットのみに対して実施されま
す。
dhcp オプションの使用
dhcp オプションを使用すると、Cisco CMTS は DHCPv6 Leasequery メッセージを DHCP サーバに
送信し、IP アドレスを確認します。DHCP サーバから有効な応答が受信された場合、Cisco CMTS
はそのデータベースを新しい CPE デバイスで更新し、将来のトラフィックを許可します。DHCP
サーバが正常な応答を返さない場合、CPE からのすべてのトラフィックがドロップされます。
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dhcp オプションを使用している場合、代替 DHCP サーバをその IP アドレスを使用して指定する
ことができます。dhcp オプションは、複数の DHCP サーバからの送信元検証をサポートします。
単一の DHCP サーバの場合、cableipv6source-verifydhcp [ipv6-addressserver] コマンドを使用しま
す。複数の DHCP サーバの場合、cableipv6source-verifydhcp--> コマンドを使用します。
leasetimer オプションの使用
leasetimer オプションは、既知の CPE デバイスの IP アドレスのリース時間を定期的に調べるタイ
マーを有効化することにより、新たなレベルの検証を追加します。CPE デバイスの DHCP リース
が期限切れになったことを Cisco CMTS が検出すると、その IP アドレスをデータベースから削除
し、別の DHCP 要求を実行するまで CPE デバイスが通信できないようにします。これにより、
ユーザは DHCP によって割り当てられるアドレスを静的アドレスとして扱えなくなり、また、他
のデバイスにすでに割り当てられた IP アドレスも使用できなくなります。
leasetimer オプションは、インターフェイスで dhcp オプションも使用されるときにのみ適用され
ます。また、このオプションはプライマリバンドルインターフェイスのみでサポートされ、サブ
インターフェイスでは設定できません。プライマリバンドルインターフェイスに設定すると、す
べてのサブインターフェイスに自動的に適用されます。
leasequery-filter オプションの使用
ケーブル インターフェイスの大量の Leasequery 要求を防ぐには、
cableipv6source-verifyleasequery-filter--> コマンドを使用します。このコマンドを設定した後、
Cisco CMTS は、指定した間隔期間内に設定された回数の DHCPv6 Leasequery 要求のみ許可しま
す。
たとえば cableipv6source-verifyleasequery-filter510 コマンドは、Cisco CMTS が最大 5 つの DHCPv6
Leasequery 要求を各 SID に対して 10 秒ごとに許可するように Cisco CMTS を設定します。
___________________
例

次に、バンドル インターフェイスで最初に cableipv6source-verify を設定することにより、Cisco
CMTS ルータ バンドル インターフェイスで IPv6 送信元検証を有効化する例を示しています。
interface bundle 1
cable ipv6 source-verify

バンドル インターフェイスを設定した後、バンドルをケーブル インターフェイスで関連付けま
す。
interface cable 6/0/2
cable bundle 1

次に、アップストリーム データ パケットの未知の送信元 IP アドレスを検証するために DHCPv6
Leasequery を送信するように Cisco CMTS ルータを設定する例を示します。 cable ipv6
source-verifydhcp および no cable nd コマンドはどちらも、Cisco CMTS にとって未知の IPv6 CPE
を回復するために Cisco CMTS が DHCPv6 Leasequery を発行する前に、Cisco CMTS バンドルで設
定される必要があります。
configure terminal
interface bundle 1
cable ipv6 source-verify dhcp
no cable nd
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ケーブル コマンド：cable e ～ cable i
cable ipv6 source-verify

次に、leasetimer オプションを設定し、Cisco CMTS がリース時間の期限が切れた特定のインター
フェイスを探すために CPE データベースの IP アドレスを確認するようにする例を示します。
configure terminal
interface bundle 1
cable ipv6 source-verify dhcp
cable ipv6 source-verify leasetimer 120

次に、特定のケーブル インターフェイスで 2 秒間に SID ごとに最大 5 つの DHCP Leasequery 要求
を許可するように Cisco CMTS ルータを設定する例を示します。
configure terminal
interface bundle 1
cable ipv6 source-verify dhcp
cable ipv6 source-verify leasequery-filter 5 2

関連機能
次の機能を設定するには、cableipv6source-verify コマンドを使用します。
• ケーブル DHCP Leasequery

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablesource-verify

アップストリームの CM および CPE デバイス
の IPv4 アドレスの検証を有効化します。

cableipv6source-verifyleasequery-filterdownstream IPv6 パケットに対する CMTS ダウンストリーム
での Leasequery フィルタ処理を有効化します。
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ケーブル コマンド：cable e ～ cable i
cable ipv6 source-verify leasequery-filter downstream

cable ipv6 source-verify leasequery-filter downstream
IPv6 パケット用に Cisco CMTS ダウンストリーム上の Leasequery フィルタ処理を有効化するには、
グローバル コンフィギュレーション モードで cableipv6source-verifyleasequery-filterdownstream
コマンドを使用します。Cisco CMTS ダウンストリーム上で Leasequery フィルタ処理を無効化する
には、このコマンドの no 形式を使用します。
cable ipv6 source-verify leasequery-filter downstream threshold interval
no cable ipv6 source-verify leasequery-filter downstream
___________________
構文の説明

Cisco CMTS ダウンストリーム上の IPv6
Leasequery 要求をフィルタ処理します。

downstream

• threshold：各間隔期間に未知の SID に対し
て許可された DHCP Leasequery の最大数。
有効範囲は 0 ～ 255 です。
• interval：Leasequery が監視される必要のあ
る時間間隔（秒単位）。値の範囲は 1 ～
10 です。

___________________
コマンド デフォルト

ダウンストリームの IPv6 送信元検証は無効です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF1

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン IPv6 パケット用の Cisco CMTS ダウンストリーム上での Leasequery フィルタ処理を有効化するに
は、cableipv6source-verifyleasequery-filterdownstream コマンドを使用します。
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ケーブル コマンド：cable e ～ cable i
cable ipv6 source-verify leasequery-filter downstream

___________________
例

次に、すべてのダウンストリーム ケーブル インターフェイス上で IPv6 パケット用に、CMTS ダ
ウンストリーム上で Leasequery フィルタ処理を有効化する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable ipv6 source-verify leasequery-filter downstream 10 5

関連機能
次の機能を設定するには、cableipv6source-verifyleasequery-filterdownstream コマンドを使用しま
す。
• ケーブル DHCP Leasequery

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableipv6source-verify

Cisco CMTS ルータのケーブル インターフェイ
ス アップストリームで受信された IPv6 パケッ
トの送信元検証を有効化します。
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ケーブル コマンド：cable e ～ cable i
cable ipv6 source-verify leasequery-filter downstream
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ケーブル コマンド：cable l
• cable l2vpn, 367 ページ
• cable l2-vpn-service atm-vc, 369 ページ
• cable l2-vpn-service default-nsi, 371 ページ
• cable l2-vpn-service dot1q, 373 ページ
• cable l2-vpn-service xconnect, 375 ページ
• cable l2-vpn xconnect backup force-switchover, 377 ページ
• cable l3-mobility, 379 ページ
• cable linecard auto-rommon-downgrade, 381 ページ
• cable linecard auto-rommon-upgrade, 383 ページ
• cable linecard critical-event-poweroff, 385 ページ
• cable load-balance d20-ggrp-default, 387 ページ
• cable load-balance d20 GLBG auto-generate, 391 ページ
• cable load-balance d30-ggrp-default, 393 ページ
• cable load-balance docsis-enable, 397 ページ
• cable load-balance docsis20-enable, 399 ページ
• cable load-balance docsis30-enable, 401 ページ
• cable load-balance docsis30-enable dynamic downstream, 404 ページ
• cable load-balance docsis30-enable static , 406 ページ
• cable load-balance docsis30-dynamic-enable, 408 ページ
• cable load-balance docsis-group, 410 ページ
• cable load-balance docsis-policy, 415 ページ
• cable load-balance exclude, 417 ページ
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ケーブル コマンド：cable l

• cable load-balance group, 423 ページ
• cable load-balance group（インターフェイス）, 429 ページ
• cable load-balance group（動的チャネル変更のサポート）, 433 ページ
• cable load-balance group interval, 435 ページ
• cable load-balance group policy, 438 ページ
• cable load-balance group policy ugs, 441 ページ
• cable load-balance group threshold, 444 ページ
• cable load-balance group threshold（動的チャネル変更のサポート）, 451 ページ
• cable load-balance method-utilization min-threshold, 454 ページ
• cable load-balance modem max-failures, 456 ページ
• cable load-balance restrict modem, 458 ページ
• cable load-balance rule, 460 ページ
• cable logging badipsource, 463 ページ
• cable logging downstream-index, 467 ページ
• cable logging layer2events, 469 ページ
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ケーブル コマンド：cable l
cable l2vpn

cable l2vpn
イーサネット レイヤ 2 バーチャル プライベート ネットワーク（L2VPN）サービスを有効化し、
L2VPN コンフィギュレーション モードを開始するには、グローバル コンフィギュレーション モー
ドで cablel2vpn コマンドを使用します。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使
用します。
cable l2vpn mac-address [ customer-name ]
no cable l2vpn mac-address [ customer-name ]
___________________
構文の説明

mac-address

CM の MAC アドレス。

customer-name

（オプション）顧客名。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

次に、イーサネット L2VPN サービスを有効化し、L2VPN コンフィギュレーション モードを開始
する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable l2vpn 0000.396e.6a68 customer1
Router(config-l2vpn)#
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ケーブル コマンド：cable l
cable l2vpn

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

serviceinstance-->

特定の顧客へのイーサネット サービス インス
タンスを指定します。
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ケーブル コマンド：cable l
cable l2-vpn-service atm-vc

cable l2-vpn-service atm-vc
ケーブル モデムの背後にある顧客宅内機器（CPE）トラフィックに対するレイヤ 2 トンネルの使
用を有効化し、個々の CPE トラフィックを非同期転送モード（ATM）インターフェイス上の特定
の相手先固定接続（PVC）にルーティングできるようにするには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで cablel2-vpn-serviceatm-vc コマンドを使用します。レイヤ 2 トンネリングの使用
を無効化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable l2-vpn-service atm-vc
no cable l2-vpn-service atm-vc
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

ATM PVC マッピングに対するレイヤ 2 トンネリングの使用は無効です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(11)BC3

このコマンドが Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリー
ズ ルータに導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ルータのすべてのケーブルと ATM インターフェイスでのレイヤ 2 トンネルの
使用を有効化します。これにより、cablevc-map コマンドを使用して、そのハードウェア（MAC）
アドレスに基づいて、ケーブル モデムを ATM インターフェイスの特定の PVC にマッピングでき
るようになります。
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ケーブル コマンド：cable l
cable l2-vpn-service atm-vc

___________________
例

次に、ルータでのレイヤ 2 トンネルの使用を有効化し、ケーブル モデムが ATM インターフェイ
スの特定の PVC にマッピングできるようにする例を示します。
Router# config terminal
Router(config)# cable l2-vpn-service atm-vc

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablevc-map

ケーブル モデムを ATM インターフェイスの特
定の PVC にマッピングします。

debugcablel2-vpn

ATM インターフェイスの特定の PVC へのケー
ブル モデムのレイヤ 2 マッピングに関するデ
バッグ メッセージを表示します。

showcablel2-vpnvc-map

ATM インターフェイスの PVC への 1 つまたは
すべてのケーブル モデムのマッピングを表示し
ます。
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ケーブル コマンド：cable l
cable l2-vpn-service default-nsi

cable l2-vpn-service default-nsi
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC より、cablel2-vpn-servicedefault-nsi コマンドは
cablel2-vpn-servicexconnect コマンドに置き換えられています。詳細については、
cablel2-vpn-servicexconnect コマンドを参照してください。
ケーブルを介したレイヤ 2 VPN サポートのためのイーサネット ネットワーク システム インター
フェイス（NSI）を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cablel2-vpn-servicedefault-nsi コマンドを使用します。インターフェイスを削除するには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
cable l2-vpn-service default-nsi type number
no cable l2-vpn-service default-nsi type number

___________________
構文の説明

type

インターフェイス タイプ。サポートされるタイ
プについては、「使用上のガイドライン」を参
照してください。

number

インターフェイスまたはサブインターフェイス
の番号。ネットワーキング デバイスに対する番
号付け構文の詳細については、疑問符（?）の
オンライン ヘルプ機能を使用してください。

___________________
コマンド デフォルト

NSI インターフェイスは設定されていません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCC

このコマンドは、cablel2-vpn-servicexconnect コマンドに置き換え
られました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。
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cable l2-vpn-service default-nsi

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS ルータは CMTS ごとに単一の L2VPN NSI の設定のみをサポートします。
このコマンドでサポートされるインターフェイス タイプは次のとおりです。
• Cisco uBR100012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ：ギガビット イーサネット。
• Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ：高速イーサネットまたはギガビッ
ト イーサネット

___________________
例

次に、グローバル コンフィギュレーション モードを使用してスロット 4/0/0 に配置されたギガビッ
ト イーサネット ライン カードを、L2VPN の NSI として設定する例を示します。
cable l2-vpn-service default-nsi GigabitEthernet4/0/0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablel2-vpndot1q-vc-map

ルータのイーサネット インターフェイス上の 1
つまたはすべてのケーブル モデムの IEEE 802.1Q
VLAN へのマッピングを表示します。
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ケーブル コマンド：cable l
cable l2-vpn-service dot1q

cable l2-vpn-service dot1q
レイヤ 2 トンネルの使用を有効化し、個々のケーブル モデムのへトラフィックを特定の仮想ロー
カル エリア ネットワーク（VLAN）にルーティングできるようにするには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで cablel2-vpn-servicedot1q コマンドを使用します。レイヤ 2 トンネリング
の使用を無効化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable l2-vpn-service dot1q
no cable l2-vpn-service dot1q
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

レイヤ 2 トンネリングは無効です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドが Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルー
タに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータの cablel2-vpn-servicexconnectnsidot1q コマンドと置き換えら
れました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ルータのすべてのケーブル インターフェイスで、IEEE 802.1Q VLAN タギング
を使用するレイヤ 2 トンネルの使用を可能にします。これにより、cabledot1q-vc-map コマンドを
使用して、モデムのハードウェア（MAC）アドレスに基づいて、ケーブル モデムへのトラフィッ
クとケーブル モデムからのトラフィックを特定の WAN インターフェイスの特定の VLAN にマッ
ピングできるようになります。
___________________
例

次に、ルータの IEEE 802.1Q レイヤ 2 トンネルの使用を有効化し、ケーブル モデムが特定の VLAN
にマッピングできるようにする例を示します。
Router# config terminal
Router(config)# cable l2-vpn-service dot1q
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ケーブル コマンド：cable l
cable l2-vpn-service dot1q

Router(config)#

次に、ルータの IEEE 802.1Q レイヤ 2 トンネルの使用を無効化する例を示します。ケーブル モデ
ムの IEEE 802.1Q VLAN へのすべてのマッピングが停止します（ATM PVC へのケーブル モデム
のマッピングなどの他のレイヤ 2 マッピングには影響しません）。
Router# config terminal
Router(config)# no cable l2-vpn-service dot1q
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledot1q-vc-map

ケーブル モデムを、ローカル アウトバウンド
イーサネット インターフェイスの特定の仮想
LAN（VLAN）にマッピングします。

debugcablel2-vpn

ケーブル モデムの特定の PVC または VLAN へ
のレイヤ 2 マッピングに関するデバッグ メッ
セージを表示します。

showcablel2-vpndot1q-vc-map

ルータのイーサネットインターフェイスのIEEE
802.1Q 仮想ローカル エリア ネットワーク
（VLAN）への 1 つのまたはすべてのケーブル
モデムのマッピングを表示します。
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cable l2-vpn-service xconnect

cable l2-vpn-service xconnect
ネットワーク側インターフェイスのマルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）トンネル ト
ラフィックが、L2VPN サービス用の MPLS 擬似回線の設定をサポートできるようにするには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで cablel2-vpn-servicexconnect コマンドを使用します。
この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable l2-vpn-service xconnect nsi {dot1q| mpls}
no cable l2-vpn-service xconnect nsi {dot1q| mpls}
cable l2-vpn-service xconnect nsi dot1q interface ethernet-interfacebackup-interface ethernet-interface
no cable l2-vpn-service xconnect nsi dot1q interface ethernet-interfacebackup-interface ethernet-interface
___________________
構文の説明

nsi

ネットワーク側インターフェイス（NSI）を指
定します。

dot1q

イーサネット L2VPN トラフィック用の NSI 上
でのDOT1Qトンネリングの使用を指定します。

mpls

イーサネット L2VPN トラフィック用の NSI 上
での MPLS トンネリングの使用を指定します。

backup-interface

バックアップ WAN インターフェイスを指定し
ます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。
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ケーブル コマンド：cable l
cable l2-vpn-service xconnect

リリース

変更内容

12.2(33)SCJ

このコマンドが変更されました。backup-interface キーワードが追
加されました。

___________________
使用上のガイドライン MPLS 擬似回線をプロビジョニングする前に、cablel2-vpn-servicexconnect コマンドを使用してネッ
トワーク側インターフェイスで MPLS トンネル トラフィックを有効化する必要があります。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータで AToM 疑似回線に基づいてレイヤ 2 トンネルの使用を有効化する
例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable l2-vpn-service xconnect nsi mpls

次に、DOT1Q L2VPN でバックアップ WAN インターフェイスを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable l2-vpn-service xconnect nsi dot1q interface Te4/0/2 backup-interface
Te4/0/3

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablel2vpn-->

イーサネット レイヤ 2 バーチャル プライベー
ト ネットワーク（L2VPN）を有効化します。
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cable l2-vpn xconnect backup force-switchover

cable l2-vpn xconnect backup force-switchover
疑似回線ピアへのスイッチオーバーを手動で強制するには、特権 EXEC モードで
xconnectbackupforce-switchover コマンドを使用します。
cable l2-vpn xconnect backup force-switchover peer ip-address vcid
___________________
構文の説明

スイッチオーバーに使用される疑似回線の IP
アドレスと仮想回線（VC）ID を指定します。

peerip-addressvcid

• ip-address：ピア疑似回線の IP アドレス。
• vcid：ピア疑似回線の仮想回線アドレス。

___________________
コマンド デフォルト

疑似回線は変更されません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 冗長グループの利用可能なメンバーに対してのみスイッチオーバーを実行することができます。
つまり、cablel2vpnxconnectbackupforce-switchover コマンドで指定されているメンバーが利用可
能でない場合、コマンドは拒否されます。
___________________
例

次に、手動でピア ルータにスイッチオーバーする例を示します。
Router# cable l2vpn xconnect backup force-switchover peer 10.10.1.1 123
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cable l2-vpn xconnect backup force-switchover

___________________
関連コマンド

Command

Description

backupdelay

プライマリ疑似回線 VC のダウン後、引き継ぐ
までにバックアップ疑似回線 VC が待機する必
要がある時間を指定します。

backuppeer

疑似回線 VC の冗長ピアを設定します。

showcablel2vpnxconnect

マルチプロトコル ラベル スイッチング
（MPLS）疑似回線とその VC 間のマッピング
に関する情報を表示します。

showmplsl2transportvc

ルータ上のレイヤ 2 パケットをルーティングす
るために有効化された Any Transport over MPLS
（AToM）VC および静的疑似回線に関する情報
を表示します。

showxconnectall

xconnect 接続回線および疑似回線に関する情報
を表示します。
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cable l3-mobility

cable l3-mobility
特定の IPv4 または IPv6 サブネットに対してモビリティを有効化するには、バンドルまたはサブ
バンドル インターフェイス モードで cablel3-mobility コマンドを使用します。モビリティを無効
化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable l3-mobility {IPv4-addressmask| IPv6 prefix}
nocable l3-mobility { IPv4-addressmask| IPv6 prefix}
___________________
構文の説明

IPv4-address

モビリティを有効化する必要がある CPE の IPv4
アドレスを指定します。

IPv6 prefix

特定の SAV グループに関連付けられた IPv6 プ
レフィックスを、X:X:X:X::/X 形式で指定しま
す。

mask

モビリティが有効化されているサブネット マス
クを指定します。

___________________
コマンド デフォルト

IP アドレスのモビリティは無効です。

___________________
コマンド モード

バンドル インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
バンドル サブインターフェイス コンフィギュレーション（config-subif）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCH2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン モビリティのサブネットはバンドルまたはサブバンドル インターフェイスで設定された IPv4 また
は IPv6 アドレスと一致する必要があります。
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cable l3-mobility

IPv4 または IPv6 アドレスが一致しない場合、次の警告メッセージが表示されます。
Mobility IP should match the IDB subnet!

インターフェイスから IPv4 または IPv6 アドレスを削除すると、モビリティ範囲は IP アドレスに
対して削除され、次の警告メッセージが表示されます。
IPv6 2001:40:3:111::1 removed from Mobility subnets on Bundle1

___________________
例

次に、バンドル インターフェイスの特定の IPv4 または IPv6 サブネットのモビリティを有効化す
る例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface Bundle 1
Router(config-if)#cable l3-mobility 192.173.82.1 255.255.255.0

次に、サブバンドル インターフェイスの特定の IPv4 または IPv6 サブネットのモビリティを有効
化する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface Bundle 1
Router(config-if)#cable cable l3-mobility 192.173.82.1 255.255.255.0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablebundle-->

ケーブル バンドルの詳細を表示します。

servicedivert-limitl3-mobility-counter

レイヤ 3 モビリティのしきい値限界を設定しま
す。
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cable linecard auto-rommon-downgrade

cable linecard auto-rommon-downgrade
ケーブル インターフェイス ライン カードの自動 ROM モニタ（ROMMON）イメージのダウング
レードを有効化するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cablelinecardauto-rommon-downgrade コマンドを使用します。ケーブル インターフェイス ライン
カードの自動 ROMMON イメージのダウングレードを無効化するには、このコマンドの no 形式を
使用します。
cable linecard auto-rommon-downgrade
no cable linecard auto-rommon-downgrade
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

自動 ROMMON イメージのダウングレードは無効です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 自動 ROMMON ダウングレードはすべてのライン カードでデフォルトで無効であり、このデフォ
ルトの動作を変更しないことをお勧めします。
___________________
例

次に、すべてのケーブル インターフェイス ライン カードの自動 ROMMON ダウングレードを有
効化する例を示します。
Router(config
)# cable linecard auto-rommon-downgrade

次に、すべてのケーブル インターフェイス ライン カードの自動 ROMMON ダウングレードを無
効化する例を示します。
Router(config
)# no cable linecard auto-rommon-downgrade
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cable linecard auto-rommon-downgrade

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablelinecardauto-rommon-upgrade

ケーブル インターフェイス ライン カードの自
動 ROMMON イメージのアップグレードを有効
化または無効化します。
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cable linecard auto-rommon-upgrade

cable linecard auto-rommon-upgrade
ケーブル インターフェイス ライン カードの自動 ROM モニタ（ROMMON）イメージのアップグ
レードを有効化するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cablelinecardauto-rommon-upgrade コマンドを使用します。ケーブル インターフェイス ライン
カードの自動 ROMMON アップグレードを無効化するには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
cable linecard auto-rommon-upgrade
no cable linecard auto-rommon-upgrade
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

自動 ROMMON イメージのアップグレードは無効です。

（注）

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF1 以降では、自動 ROMMON イメージのアップグレードはデフォ
ルトで有効です。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン ケーブル インターフェイス ライン カードの自動 ROMMON アップグレードを実行するには、
cablelinecardauto-rommon-upgrade コマンドを使用してライン カードの自動 ROMMON イメージ
のアップグレードを有効化し、ライン カードをリロードします。
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cable linecard auto-rommon-upgrade

___________________
例

次に、すべてのケーブル インターフェイス ライン カードの自動 ROMMON イメージのアップグ
レードを有効化する例を示します。
Router(config
)# cable linecard auto-rommon-upgrade

次に、すべてのケーブル インターフェイス ライン カードの自動 ROMMON イメージのアップグ
レードを無効化する例を示します。
Router(config
)# no cable linecard auto-rommon-upgrade

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablelinecardauto-rommon-downgrade

ケーブル インターフェイス ライン カードの自
動 ROMMON イメージのダウングレードを有効
化または無効化します。
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cable linecard critical-event-poweroff

cable linecard critical-event-poweroff
デバイスの温度が CMTS シャーシで重大しきい値に達した際に Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル
インターフェイス ライン カードの電源をオフにするには、グローバル コンフィギュレーション
モードで cablelinecardcritical-event-poweroff コマンドを使用します。この機能を無効化するには、
このコマンドの no 形式を使用します。
cable linecard critical-event-poweroff
no cable linecard critical-event-poweroff
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

イネーブル

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン ライン カードのいずれかのデバイスの温度が重大しきい値を超えると、PRE は Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの電源をオフにします。この電源オフ機能を無効化するには、
nocablelinecardcritical-event-poweroff コマンドを設定し、設定を保存する必要があります。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードのデバイスの温度のしきい値は、次のとおりです。
Router#show environment subslot 6/0
-----------------------------------------------------------------------TEMPERATURE/POWER INFORMATION
-----------------------------------------------------------------------Number of Temperature Sensors : 9
Sampling frequency
: 2 minutes
-----------------------------------------------------------------------Sensor
| ID | Current
| Minor | Major | Critical | Alarm
|
|
| Temperature |
Threshold
| Condition |
|
|
degC
|
degC
|
-----------------------------------------------------------------------Nickel 10G
1
69
84
89
94
Normal
Inlet #1
2
47
64
69
74
Normal
CPU
3
68
86
91
96
Normal

|
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Raven
4
46
64
69
74
Normal
Santana
5
36
57
62
67
Normal
Coldplay
6
63
73
78
83
Normal
Waxbill
7
76
85
90
95
Normal
Fauna
8
70
77
82
87
Normal
Fluorine
9
62
70
75
80
Normal
-----------------------------------------------------------------------Power: 146.216 watts

___________________
例

次に、デバイスの温度が重大しきい値に達した際に、PRE が Cisco uBR-MC3GX60V ライン カー
ドの電源をオフにできるようにする例を示します。
Router# cable linecard critical-event-poweroff

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showenvironment

温度、電圧、ファンおよび電源情報を表示しま
す。
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cable load-balance d20-ggrp-default

cable load-balance d20-ggrp-default
各光ファイバ ノード（FN）設定に対して自動的に作成される DOCSIS 2.0 一般ロード バランシン
グ グループ（GLBG）を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
-->cableload-balanced20-ggrp-default コマンドを使用します。DOCSIS 2.0 GLBG のデフォルト値を
無効化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable load-balance d20-ggrp-default {disable| init-tech-list tech-list| docsis-policy0-0xffffffff| intervaln|
method{modem| service-flows| utilization}| threshold{負荷[minimum]| pcmm| pure-ds-load| ugs| us-across-ds}|
us-method{modem| service-flows| utilization}}
no cable load-balance d20-ggrp-default disable
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable load-balance d20-ggrp-default {disable| init-tech-list tech-list| docsis-policy0 ～ 4294967295|
intervaln| method{modem| utilization}| threshold{負荷[minimum]| pcmm| pure-ds-load| ugs| us-across-ds}|
us-method{modem| utilization}}

（注）

___________________
構文の説明

このコマンドを使用して設定されるデフォルト値は、以降に作成する DOCSIS 2.0 GLBG に適
用されます。既存の DOCSIS 2.0 GLBG のパラメータは変更されません。

disable

デフォルトで有効化されている DOCSIS 2.0
GLBG のデフォルト値を無効化します。

init-tech-listtech-list

デフォルトの DOCSIS 2.0 GLBG DCC および
DBC の初期化技術を設定します。

docsis-policy0-0xffffffff

デフォルトの DOCSIS 2.0 GLBG ロード バラン
シング ポリシーを設定します。

interval n

デフォルトのインターフェイス ポーリング間隔
を設定します。範囲は 1 ～ 100 です。
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method

デフォルトのロード バランシング方式を設定し
ます。次のいずれかの値を取ることができま
す。
• modems：モデム数。
• （Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco
uBR7200 シリーズ ルータの場合）
service-flows：サービス フローの数。
• utilization：インターフェイスの使用率。

policy

バランシングするサービス フローのタイプに基
づいて、モデム選択のデフォルト ポリシーを設
定します。
• pcmm：アクティブ PCMM サービス フロー
によるモデムのバランシングを有効化しま
す。
• pure-ds-load：ロード バランシングの DS 使
用率のみを考慮します。
• ugs：アクティブ UGS サービス フローによ
るモデムのバランシングを有効化します。
• us-across-ds：DS グループをまたがる US
グループでのロード バランシング、DS の
方式は無視されます。
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threshold

デフォルトの使用率しきい値（%）を指定しま
す。ロード バランシングは、しきい値を超えた
後に実施されます。
• load：デフォルトのインターフェイス ロー
ドしきい値を設定します。
◦ minimum：（オプション）最小のデ
フォルト インターフェイス ロードし
きい値を設定します。
• pcmm：デフォルトの PCMM サービス フ
ローしきい値を設定します。
• stability：安定性検出のデフォルトしきい
値を設定します。
• ugs：デフォルトの UGS サービス フローし
きい値を設定します。
• n：使用率（%）範囲は 1 ～ 100 です。

us-method

（オプション）デフォルトのロード バランシン
グ方式をアップストリームに設定します。次の
いずれかの値を取ることができます。
• modems：モデム数。
• （Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco
uBR7200 シリーズ ルータの場合）
service-flows：サービス フローの数。
• utilization：インターフェイスの使用率。

___________________
コマンド デフォルト

nocableload-balanced20-ggrp-defaultdisable
cableload-balanced20-ggrp-defaultinit-tech-list0～4
cableload-balanced20-ggrp-defaultdocsis-policy0

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
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cable load-balance d20-ggrp-default

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCH

このコマンドが変更されました。interval、method、policy、および
threshold キーワードが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S に統合されました。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのサポート
が追加されました。

___________________
使用上のガイドライン cableload-balanced20-ggrp-default コマンドのグループ パラメータは、デフォルト値として設定で
きます。
___________________
例

次に、-->cableload-balanced20-ggrp-default コマンドの出力例を示します。
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
modems

cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable

load-balance
load-balance
load-balance
load-balance
load-balance
load-balance
load-balance
load-balance
load-balance

d20-ggrp-default
d20-ggrp-default
d20-ggrp-default
d20-ggrp-default
d20-ggrp-default
d20-ggrp-default
d20-ggrp-default
d20-ggrp-default
d20-ggrp-default

disable
docsis-policy 2
init-tech-list 1
interval 1
method modems
policy ugs
threshold load 10
us-method

___________________
関連コマンド
コマンド

説明

cableload-balanced20-ggrp-default

各光ファイバ ノード（FN）設定に対して自動
的に作成される DOCSIS 2.0 一般ロード バラン
シング グループ（GLBG）を設定します。
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cable load-balance d20 GLBG auto-generate
DOCSIS 2.0 一般ロード バランシング グループ（GLBG）を自動的に作成するには、特権 EXEC
モードで cableload-balanced20GLBGauto-generate コマンドを使用します。
cableload-balanced20GLBGauto-generate[FNfnid] [renew|update]
___________________
構文の説明

FNfnid

（オプション）GLBG が自動的に生成される光
ファイバ ノード ID 番号を指定します。範囲は
1 ～ 256 です。fnid が指定されない場合、GLBG
はすべての光ファイバ ノードに対して作成され
ます。

renew

（オプション）予約済みの範囲（0xff00 ～
0xffff）のグループ ID を持つすべての DOCSIS
ロード バランシング グループを削除した後に
現在の FN 設定に対して DOCSIS 2.0 GLBG を作
成します。

update

（オプション）現在の FN 設定に対して、予約
済みのグループ ID で DOCSIS 2.0 GLBG を更新
します。詳細については、「使用上のガイドラ
イン」を参照してください。

___________________
コマンド デフォルト

すべての光ファイバ ノードに GLBG を作成します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCH

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン renew キーワードがある場合、コマンドは次のように実行されます。
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cable load-balance d20 GLBG auto-generate

• 予約済みのグループ範囲（0xff00 ～ 0xffff）がどの GLBG にも使用されていない場合、新し
い GLBG は現在の光ファイバ ノードに対して作成されます。
• 予約済みのグループ範囲がいずれかの GLBG に使用されている場合、既存の GLBG は削除さ
れ、新しい GLBG が現在の光ファイバ ノード設定に対して作成されます。
• 予約済みのグループ ID が制限付きのロード バランシング グループ（RLBG）に使用されて
いる場合、コマンドは失敗し、警告メッセージが表示されます。
update キーワードがある場合、コマンドは次のように実行されます。
• 予約済みのグループ範囲（0xff00 ～ 0xffff）がどの GLBG にも使用されていない場合、新し
い GLBG はその光ファイバ ノードに対して作成されます。
• 予約済みのグループ範囲がいずれかの GLBG に使用されている場合、GLBG は現在の光ファ
イバ ノード設定に対して更新されます。
• 予約済みのグループ ID が制限付きのロード バランシング グループ（RLBG）に使用されて
いる場合、コマンドは失敗し、警告メッセージが表示されます。
このコマンドは、自動生成 DOCSIS 2.0 GLBG 機能に関連付けられています。
___________________
例

次に、cableload-balanced20GLBGauto-generate コマンドを設定する例を示します。
Router#
Router# cable load-balance d20 GLBG auto-generate
FN
3
Router#

___________________
関連コマンド
コマンド

説明

showcableload-balancedocsis-group

ルータのロード バランシングの動作に関する、
リアルタイムの設定、統計および動作情報を表
示します。
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cable load-balance d30-ggrp-default

cable load-balance d30-ggrp-default
光ファイバ ノード（FN）設定に基づいて各 MD-CM-SG に対して自動的に作成される DOCSIS 3.0
一般ロード バランシング グループ（GLBG）を設定するには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで -->cableload-balanced30-ggrp-default コマンドを使用します。DOCSIS 3.0 GLBG のデ
フォルト値を無効化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable load-balance d30-ggrp-default {disable| init-tech-list tech-list| docsis-policy0-0xffffffff| intervaln|
method{modem| service-flows| utilization}| threshold{負荷[minimum]| pcmm| pure-ds-load| ugs| us-across-ds}|
us-method{modem| service-flows| utilization}}
no cable load-balance d30-ggrp-default disable
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable load-balance d30-ggrp-default {disable| init-tech-list tech-list| docsis-policy0 ～ 4294967295|
intervaln| method{modem| utilization}| threshold{負荷[minimum]| pcmm| pure-ds-load| ugs| us-across-ds}|
us-method{modem| utilization}}

（注）

___________________
構文の説明

このコマンドを使用して設定されるデフォルト値は、以降に作成する DOCSIS 3.0 GLBG に適
用されます。既存の DOCSIS 3.0 GLBG のパラメータは変更されません。

disable

デフォルトで有効化されている DOCSIS 3.0
GLBG のデフォルト値を無効化します。

init-tech-listtech-list

デフォルトの DOCSIS 3.0 GLBG DCC および
DBC の初期化技術を設定します。

docsis-policy0-0xffffffff

デフォルトの DOCSIS 3.0 GLBG ロード バラン
シング ポリシーを設定します。

interval

デフォルトのインターフェイス ポーリング間隔
を設定します。範囲は 1 ～ 1000 です。
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cable load-balance d30-ggrp-default

method

デフォルトのロード バランシング方式を設定し
ます。次のいずれかの値を取ることができま
す。
• modems：モデム数。
• （Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco
uBR7200 シリーズ ルータの場合）
service-flows：サービス フローの数。
• utilization：インターフェイスの使用率。

policy

バランシングするサービス フローのタイプに基
づいて、モデム選択のデフォルト ポリシーを設
定します。
• pcmm：アクティブ PCMM サービス フロー
によるモデムのバランシングを有効化しま
す。
• pure-ds-load：ロード バランシングの DS 使
用率のみを考慮します。
• ugs：アクティブ UGS サービス フローによ
るモデムのバランシングを有効化します。
• us-across-ds：DS グループをまたがる US
グループでのロード バランシング

threshold

デフォルトの使用率しきい値（%）を指定しま
す。ロード バランシングは、しきい値を超えた
後に実施されます。
• load：デフォルトのインターフェイス ロー
ドしきい値を設定します。
◦ minimum：（オプション）最小のデ
フォルト インターフェイス ロードし
きい値を設定します。
• pcmm：デフォルトの PCMM サービス フ
ローしきい値を設定します。
• stability：安定性検出のデフォルトしきい
値を設定します。
• ugs：デフォルトの UGS サービス フローし
きい値を設定します。
• n：使用率（%）。範囲は 1 ～ 100 です。
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cable load-balance d30-ggrp-default

（オプション）デフォルトのロード バランシン
グ方式をアップストリームに設定します。次の
いずれかの値を取ることができます。

us-method

• modems：モデム数。
• （Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco
uBR7200 シリーズ ルータの場合）
service-flows：サービス フローの数。
• utilization：インターフェイスの使用率。

___________________
コマンド デフォルト

nocableload-balanced30-ggrp-defaultdisable
cableload-balanced30-ggrp-defaultinit-tech-list0～4
cableload-balanced30-ggrp-defaultdocsis-policy0

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCH

このコマンドが変更されました。interval、method、policy、および
threshold キーワードが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S に統合されました。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのサポート
が追加されました。

___________________
使用上のガイドライン cableload-balanced30-ggrp-default コマンドのグループ パラメータは、デフォルト値として設定で
きます。
___________________
例

次に、-->cableload-balanced30-ggrp-default コマンドの出力例を示します。
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#

cable
cable
cable
cable
cable

load-balance
load-balance
load-balance
load-balance
load-balance

d30-ggrp-default
d30-ggrp-default
d30-ggrp-default
d30-ggrp-default
d20-ggrp-default

disable
docsis-policy 2
init-tech-list 1
interval 1
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cable load-balance d30-ggrp-default

Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
modems

cable
cable
cable
cable

load-balance
load-balance
load-balance
load-balance

d20-ggrp-default
d20-ggrp-default
d20-ggrp-default
d20-ggrp-default

method modems
policy ugs
threshold load 10
us-method

___________________
関連コマンド
コマンド

説明

cableload-balanced20-ggrp-default

各光ファイバ ノード（FN）設定に対して自動
的に作成される DOCSIS 2.0 一般ロード バラン
シング グループ（GLBG）を設定します。
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cable load-balance docsis-enable

cable load-balance docsis-enable
CMTS の DOCSIS ロード バランシングを有効化または無効化するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで -->cableload-balancedocsis-enable コマンドを使用します。DOCSIS ロード バ
ランシングを無効化するには、このコマンドの -->no 形式を使用します。
cable load-balance docsis-enable
no cable load-balance docsis-enable
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

コマンドはすべてのルータで無効です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン no cableload-balancedocsis-enable コマンドが設定されると、正しいロード バランシング グループ
（LBG）に割り当てられた後は、ケーブル モデムはロード バランシングの動作に加わりません。
ただし、no cableload-balancedocsis-enable コマンドはケーブル モデムが正しい LBG に移動するこ
とを妨げないので、showcableload-balance docsis-group pending および showcableload-balance コ
マンドは、正しい LBG に割り当てられている間にケーブル モデムの移動を表示することがあり
ます。これは予期された動作です。
___________________
例

次に、cableload-balancedocsis-enable コマンドを使用して CMTS の DOCSIS ロード バランシング
を有効化する例を示しています。
Router# configure terminal
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cable load-balance docsis-enable

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-enable
Config: Last Batch 0, 38 bytes
cable load-balance docsis-enable
end
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS の DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータのロード バランシングの動作に関する、
リアルタイムの設定、統計および動作情報を表
示します。
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cable load-balance docsis20-enable

cable load-balance docsis20-enable
DOCSIS 2.0 ケーブル モデムに対するダイナミック ダウンストリームのロード バランシングを有
効化するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cable load-balance docsis20-enable
コマンドを使用します。この機能を無効化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable load-balance docsis20-enable
no cable load-balance docsis20-enable
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでイネーブルになっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード（config）
リリース

変更内容

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージ
ド ブロードバンド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン 使用上の考慮事項を提供してください。
no cable load-balance docsis20-enable コマンドが設定されると、狭帯域回線のケーブル モデムは、
正しいロード バランシング グループ（LBG）が割り当てられた後は、ロード バランシングの動
作に加わりません。
___________________
例

次に、no cable load-balance docsis20-enable コマンドを使用して DOCSIS 2.0 ケーブル モデムに対
するダイナミック ダウンストリーム ロード バランシングを有効化する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# no cable load-balance docsis20-enable
Router(config)# end
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cable load-balance docsis20-enable

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcableload-balance

ルータのロード バランシングの動作に関する、
リアルタイムの設定、統計および動作情報を表
示します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータの DOCSIS グループの動作に関する、リ
アルタイムの設定、統計および動作情報を表示
します。
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cable load-balance docsis30-enable

cable load-balance docsis30-enable
DOCSIS 3.0 静的モデム数ベースのロード バランシングを有効化するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで cableload-balancedocsis30-enable コマンドを使用します。DOCSIS 3.0 静
的モデム数ベースのロード バランシングを無効化するには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
cable load-balance docsis30-enable [downstream-only]
no cable load-balance docsis30-enable [downstream-only]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable load-balance docsis30-enable
no cable load-balance docsis30-enable
___________________
構文の説明

（Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200
シリーズ ルータの場合）アップストリームの
ロード バランシングを有効化せず、ダウンスト
リームのロード バランシングだけを有効化しま
す。

downstream-only

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトで、DOCSIS 3.0 静的モデム数ベースのロード バランシングは有効です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF1

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCH1

このコマンドが変更されました。downstream-only キーワードが追
加されました。

12.2(33)SCG6

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG6 に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S に統合されました。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのサポート
が追加されました。
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cable load-balance docsis30-enable

リリース

変更内容

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン ダウンストリームのロード バランシングのみを有効化するには downstream-only キーワードを使
用します。downstream-only キーワードを使用すると、アップストリームのロード バランシング
が無効化されます。
___________________
例

次に、DOCSIS 3.0 静的モデム数ベースのロード バランシングを無効化する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# no cable load-balance docsis30-enable
Router(config)#

次に、ダウンストリームのロードバランシングのみを有効化し、アップストリームのロードバラ
ンシングを有効化しない例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis30-enable downstream-only

Router(config)#
次に、DOCSIS 3.0 静的モデム数ベースのロード バランシングが無効かどうかを確認する例を示し
ます。
Router# show cable load-balance | include DOCSIS 3
DOCSIS 2.0 LB Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Enabled: No
DOCSIS 3.0 General LB

次に、DOCSIS 3.0 静的モデム数ベースのロード バランシングを有効化する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis30-enable
Router(config)#

次に、DOCSIS 3.0 静的モデム数ベースのロード バランシングが有効かどうかを確認する例を示し
ます。
Router# show cable load-balance | include DOCSIS 3
DOCSIS 2.0 LB Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Enabled: Yes
DOCSIS 3.0 General LB

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH1 以降では、showcableload-balance コマンドの出力に、
downstream-only キーワード設定のステータスが表示されます。次に、ダウンストリームのロード
バランシングのみが有効かどうかを確認する例を示します。
Router#show cable load-balance
Load for five secs: 0%/0%; one minute: 0%; five minutes: 0%
Time source is NTP, 20:22:33.307 UTC Wed Jul 17 2013
Legacy Group Interval Method
DCC Init
Threshold
Group
Index
Technique Minimum Static
PCMM
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Enforce

Ugs

ケーブル コマンド：cable l
cable load-balance docsis30-enable

1

513
30
modems
0
5
10%
------DOCSIS 2.0 LB Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Downstream Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB U
pstream Enabled: No
DOCSIS
Group Status Interval DCC mask Policy
Method Threshold
Group
Index
/UCC
DS/US M/E/U/P/S
1
1
GE
30
0xF8(0)/N 5
m/m
5/10/70/70/50
2
2
RE
30
0x40(1)/N 1
m/m
2/2/70/70/50
DOCSIS 3.0 General LB
MD
FN Group S Intv DCC mask Policy
Mtd MD-CM-SG Threshold
Index
/UCC
D/U
M/E/U/P/S
Ca5/0/0 1
32768 E 30
0xF8(0)/N 0
m/m 0x101
5/10/70/70/50
Router#

cableload-balancedocsis30-enable コマンドは、次の機能を設定するために使用します。
• Cisco CMTS ルータでのロード バランシング、動的チャネル変更、および動的ボンディング
変更
• 制限付き/一般的なロード バランシングおよびダウンストリーム動的ロード バランシングに
よるナローバンド ダイナミック帯域幅共有

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcableload-balance

ルータのロード バランシングの動作に関する、
リアルタイムの設定、統計および動作情報を表
示します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータの DOCSIS グループの動作に関する、リ
アルタイムの設定、統計および動作情報を表示
します。
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cable load-balance docsis30-enable dynamic downstream

cable load-balance docsis30-enable dynamic downstream
DOCSIS 3.0 ケーブル モデムに対する使用率ベースのダイナミック ダウンストリーム ロード バラ
ンシングを有効化するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cable load-balance
docsis30-enable dynamic downstream コマンドを使用します。この機能を無効化するには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
cable load-balance docsis30-enable dynamic downstream
no cable load-balance docsis30-enable dynamic downstream
このコマンドには引数またはキーワードはありません。
___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード（config）
リリース

変更内容

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージ
ド ブロードバンド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン cable load-balance docsis30-enable dynamic downstream コマンドが設定されると、広帯域回線の
ケーブル モデムは、正しいロード バランシング グループ（LBG）が割り当てられた後は、ダイ
ナミック ダウンストリームの使用率ベースのロード バランシングの動作に加わります。
___________________
例

次に、cable load-balance docsis30-enable dynamic downstream コマンドを使用して DOCSIS 3.0
ケーブル モデムに対する使用率ベースのダイナミック ダウンストリーム ロード バランシングを
有効化する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis30-enable dynamic downstream
endRouter(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcableload-balance

ルータのロード バランシングの動作に関する、
リアルタイムの設定、統計および動作情報を表
示します。
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コマンド

説明

showcableload-balancedocsis-group

ルータの DOCSIS グループの動作に関する、リ
アルタイムの設定、統計および動作情報を表示
します。
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cable load-balance docsis30-enable static
DOCSIS 3.0 ケーブル モデムの静的ダウンストリームのロード バランシングを有効化するには、
グローバル コンフィギュレーション モードで cable load-balance docsis30-enable static コマンド
を使用します。この機能を無効化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable load-balance docsis30-enable static
no cable load-balance docsis30-enable static
___________________
構文の説明

static

説明を入力してください。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトではイネーブルです。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード（config）
リリース

変更内容

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージ
ド ブロードバンド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン cable load-balance docsis30-enable static コマンドが設定されると、広帯域回線のケーブル モデム
は、正しいロード バランシング グループ（LBG）が割り当てられた後は、静的モデム数ベースの
ロード バランシングの動作に加わりません。
___________________
例

次に、cable load-balance docsis30-enable static コマンドを使用して DOCSIS 3.0 ケーブル モデムの
静的ダウンストリームのロード バランシングを有効化する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# no cable load-balance docsis30-enable static
Router(config)# end
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcableload-balance

ルータのロード バランシングの動作に関する、
リアルタイムの設定、統計および動作情報を表
示します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータの DOCSIS グループの動作に関する、リ
アルタイムの設定、統計および動作情報を表示
します。
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cable load-balance docsis30-dynamic-enable
ダウンストリーム チャネルの DOCSIS 3.0 ダイナミック ロード バランシングを有効化するには、
グローバル コンフィギュレーション モードで cable load-balance docsis30-dynamic-enable コマン
ドを使用します。DOCSIS 3.0 ダイナミック ロード バランシングを無効化するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
cable load-balance docsis30-dynamic-enable
no cable load-balance docsis30-dynamic-enable
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

DOCSIS 3.0 ダイナミック ロード バランシングは無効です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS の DOCSIS 3.0 ダイナミック ロード バランシングを設定する前に、CMTS で DOCSIS
2.0 および DOCSIS 3.0 のロード バランシングを有効化する必要があります。
___________________
例

次に、cableload-balancedocsis30-dynamic-enable コマンドを使用して、CMTS の DOCSIS 3.0 ダイ
ナミック ロード バランシングを有効化する例を示します。
Router>enable
Router# configure terminal
Router(config)# cable load-balance docsis30-dynamic-enable
Router(config)# exit
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___________________
関連コマンド

Command

Description

showcable load-balance

ルータのロード バランシングの動作に関する、
リアルタイムの設定、統計および動作情報を表
示します。

clearcableload-balanceerror-statistics

エラー統計のすべての障害カウンタをクリアし
ます。

showcableload-balance

DOCSIS 3.0 および DOCSIS 2.0 ロード バランシ
ングの障害情報を表示します。

showcableload-balance docsis-group

ルータの DOCSIS グループの動作に関する、リ
アルタイムの設定、統計および動作情報を表示
します。
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cable load-balance docsis-group
CMTS の DOCSIS ロード バランシング グループ（LBG）を設定するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで -->cableload-balancedocsis-group コマンドを使用します。DOCSIS ロー
ド バランシング グループを削除して、CMTS 設定から削除するには、このコマンドの no 形式を
使用します。
cable load-balance docsis-group docsis-group-id
no cable load-balance docsis-group docsis-group-id
Cisco uBR10012 ルータ
cable load-balance docsis-groupFN fn-id MD cable slot/subslot/port
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ルータ
cable load-balance docsis-groupFN fn-id MD cable slot/port
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable load-balance docsis-groupFN fn-id MD cable slot/subslot/port
___________________
構文の説明

docsis-group-id

DOCSIS ロード バランス グループ ID。有効な
DOCSIS ロード バランス グループ ID の範囲は
1～2147483647 で、レガシーな LBG ID と重複
しません。したがって、cableload-balancegroup1
および cableload-balancedocsis-group1 コマンド
の両方を設定できます。2147483648 ～ 2^32-1
の範囲の DOCSIS ロード バランス グループ ID
は、DOCSIS 3.0 一般ロード バランシング グルー
プ（GLBG）のために予約されています。

FN-->fn-id

disable、docsis-policy、init-tech-list、interval、
method、-->policy および threshold などの特定
の DOCSIS 3.0 GLBG パラメータを設定できる
光ファイバ ノード（FN）を指定します。
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光ファイバ ノードの MAC ドメイン インター
フェイスを指定します。

MD-->cableslot/subslot/port

• slot：ライン カードが設置されているス
ロット。5～8の範囲で指定できます。cBR
では 0 ～ 9 の範囲で指定できます。
• subslot：ライン カードが設置されているサ
ブスロット。利用可能なスロットは 0 また
は 1 です。cBR では、スロット 0 のみが利
用可能です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号です。指定できる port
範囲は 0 ～ 4 です。cBR では、0 ～ 15 の
範囲で指定できます。
Cisco uBR7246VXR または Cisco uBR7225VXR
ルータの光ファイバ ノードの MAC ドメイン イ
ンターフェイスを指定します。

MD-->cableslot/port

• slot：ライン カードが設置されているス
ロット。
◦ Cisco uBR7225VXR ルータ：有効範囲
は 1 ～ 2 です。
◦ Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲
は 3 ～ 6 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号です。指定できる port
値は 0 または 1 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S に統合されました。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのサポー
トが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン cableload-balancedocsis-group コマンドは、DOCSIS LBG を指定された番号で作成し、その後
config-lb-group コンフィギュレーション モードを開始します。config-lb-group コンフィギュレー
ション モードを使用して、DOCSIS LBG を設定します。
• disable
• docsis-policy
• downstream
• init-tech-list
• init-tech-ovr
• interval
• method
• policy
• restricted
• service-type-id
• tag
• threshold
• upstream

___________________
例

次に、番号「1」で DOCSIS グループを作成する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
Router(config-lb-group)# init-tech-list 1 ucc
Router(config-lb-group)# downstream Cable 1/1
Router(config-lb-group)# upstream Cable 1/0 2
Router(config-lb-group)# docsis-policy 0
Router(config-lb-group)# init-tech-ovr Cable 1/1 1 Cable 1/0 2 init-tech-list 1 ucc
Router(config-lb-group)# service-type-id ccc
Router(config-lb-group)# tag t1
Router(config-lb-group)# interval 10
Router(config-lb-group)# method modems us-method modems
Router(config-lb-group)# no policy us-across-ds pure-ds-load ugs
Router(config-lb-group)# restricted
Router(config-lb-group)# threshold pcmm 70 load 10 stability 50 ugs 70
Router(config-lb-group)#
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次に、DOCSIS 3.0 GLBG パラメータを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group FN 2 MD cable 1/0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

docsis-policy

CM に別のポリシーが割り当てられていない場
合に CM に割り当てられるデフォルト ポリシー
をグループに割り当てます。

downstream

ダウンストリーム RF チャネルを設定します。

upstream

アップストリーム チャネルを設定します。

init-tech-list

CMTS がロード バランス ケーブル モデムに使
用する DCC/DBC 初期化技術を設定します。
init-tech-list コマンドは、UCC がダイナミック
アップストリーム ロード バランシングの間に
モデムで使用できるかどうかを判定するために
使用できます。

init-tech-ovr

（Cisco uBR10012、uBR7225VXR および
uBR7246VXR シリーズ ルータの場合）物理アッ
プストリーム チャネル ペアを上書きする DCC
初期化技術を設定すします。init-tech-ovr コマ
ンドは、UCC がダイナミック アップストリー
ム ロード バランシングの間にモデムで使用で
きるかどうかを判定するために使用できます。
（注）

init-tech-list コマンドは、ロード バラ
ンシング グループに追加されていな
いアップストリームを受け入れます。
アップストリーム チャネル ペアは、
アップストリームが追加されるまでは
無効です。ロードバランシンググルー
プが削除されると、すべてのアップス
トリーム チャネル ペアも削除されま
す。

interval

CMTS がインターフェイスの負荷を確認するま
でに待機する時間の長さを設定します。

method

負荷を判定するために CMTS が使用するメソッ
ドを選択します。US メソッドは DS メソッドと
は異なることがあります。
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コマンド

説明

policy

バランシングされるサービス フローのタイプに
基づいて、モデムを選択します。

restricted

制限付きのグループ タイプを選択します。デ
フォルトでは、一般グループ タイプが選択され
ています。

service-type-id

ケーブル モデムにプロビジョニングされている
サービス タイプ ID と比較されるサービス タイ
プ ID を追加し、適切な制限付きロード バラン
シング グループ（RLBG）を判定します。

tag

ロード バランシング グループにタグを追加し
ます。タグは、同じタグ名を持つ CM に RLBG
を割り当てるために使用されます。

threshold

その値を超えた時にロード バランシングが実行
される、使用率しきい値を指定します。

cabletag

ロード バランシング グループに追加されるタ
グを設定します。
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cable load-balance docsis-policy
DOCSIS のポリシーを作成し、既存のルールを関連付け、ポリシーのタグを付けるには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで cableload-balancedocsis-policy コマンドを使用します。ポ
リシーから DOCSIS ポリシー、ルール、またはタグを削除するには、このコマンドの no 形式を使
用します。
cable load-balance docsis-policy policy-id [rule rule-id| tag tag name [override]]
no cable load-balance docsis-policy policy-id [rule rule-id| tag tag name [override]]
___________________
構文の説明

policy-id

作成する DOCSIS ポリシーを指定します。

rulerule-id

DOCSIS ポリシーで使用されるルールを指定し
ます。

tagtagname

DOCSIS ポリシーで使用されるタグを指定しま
す。

override

指定されたタグ名を持つ CM のすべてのポリ
シーを上書きします。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCC

tag パラメータがコマンドに追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドはルールをポリシーと関連付けます。ポリシーは、ルールが関連付けられていると
きのみ作成されます。同様に、ポリシーに関連付けられている最後のルールを削除すると、ポリ
シーは削除されます。
___________________
例

次に、DOCSIS ポリシーを定義し、事前定義されたルールおよびタグをこのポリシーと関連付け
る例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-policy 1 rule 1
Router(config)# cable load-balance docsis-policy 1 tag SPG override
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancerule

ルールを作成し、CM がロード バランシングを
無効化または有効化することを防止します。

cabletag

タグを作成し、DOCSIS ポリシーおよびグルー
プと関連付けます。
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cable load-balance exclude
1 つ以上の形式のロード バランシング処理で特定のケーブル モデムまたは特定ベンダーのすべて
のケーブル モデムを除外するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cableload-balanceexcludeコマンドを使用します。除外を解除し、特定のケーブル モデムを、その
モデムが属するロード バランス グループのロード バランシング ポリシーの対象にするには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
cable load-balance exclude {device-class id| modem mac-address| oui word} [mask| assignment| enforce|
static| strict]
cable load-balance exclude {device-class id| modem mac-address| oui word}
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable load-balance exclude { modem mac-address| oui word}
___________________
構文の説明

device-classid

（Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200
シリーズ ルータ）除外するケーブル モデムの
デバイス クラス ID をビットマップ形式
（0-ffff）で指定します。

modem-->mac-address

ロード バランシングから除外する個々のケーブ
ル モデムのハードウェア（MAC）アドレスを
指定します。（マルチキャスト MAC アドレス
は指定できません。）

mask

（オプション）特定範囲内のハードウェア
（MAC）アドレスを持つケーブルモデムをロー
ド バランシングから除外するため、そのハード
ウェア（MAC）アドレス範囲（グループ）のマ
スクを指定します。

ouiword

特定ベンダーのケーブル モデムをロード バラ
ンシングから除外するため、そのベンダーの組
織固有識別子（OUI）を指定します。OUI は、
3 つの 16 進数バイトをピリオドまたはコロンで
区切って指定する必要があります。

assignment

（オプション）割り当てフェーズでロード バラ
ンシング グループに移動したケーブル モデム
を除外します。
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（注）

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

enforce

（オプション）動的ロード バランシングから
ケーブル モデムを除外しますが、これらのモデ
ムは引き続き静的ロード バランシングに参加し
ます。

static

（オプション）静的ロード バランシングから
ケーブル モデムを除外しますが、これらのモデ
ムは引き続きパッシブ ロード バランシングと
動的ロード バランシングに参加します。

strict

（オプション）すべての形式のロード バランシ
ングからケーブル モデムを除外します。

cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータでは、パッシブ ロード バランシングはサ
ポートされません。

デフォルトでは、ケーブル インターフェイスがロード バランス グループに割り当てられると、
そのインターフェイスのすべてのケーブルモデムは、設定されているすべてのロードバランシン
グ処理に自動的に含まれます（nocableload-balanceexclude）。オプションを指定せずにケーブル
モデムを除外すると、そのケーブル モデムは動的ロード バランシングと静的ロード バランシン
グから除外されますが、引き続きパッシブ ロード バランシングに参加します。

グローバル コンフィギュレーション

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ルータに
導入されました。

12.2(33)SCH

このコマンドは、次のキーワードと引数に関し変更されました。
• mask
• assignment
• device-class
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S に統合されました。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのサポート
が追加されました。

___________________
使用上のガイドライン cableload-balanceexclude コマンドでは、特定のケーブル モデムが 1 種類以上のロード バランシン
グ処理に参加しないよう指定できます。このコマンドは、現在プレミアム サービス向けにプロビ
ジョニングされているケーブル モデムや、アップストリーム チャネル変更（UCC）またはチャネ
ル オーバーライド メッセージに適切に応答しないケーブル モデムに対して実行される場合があ
りますし、その他の理由でも実行されます。
特に、特定のアップストリームチャネルまたはダウンストリーム周波数を必要とするケーブルモ
デムを除外するには cableload-balanceexclude コマンドを使用する必要があります。ケーブル モデ
ムの DOCSIS コンフィギュレーション ファイルで、ケーブル モデムに対して特定のチャネルや周
波数が割り当てられている場合には、ロード バランシングは実行できません。
ロード バランシング プロセスには 2 つのフェーズがあります。
• 割り当てフェーズ：
割り当てフェーズでモデムがオンラインになると、そのモデムにロード バランシング グルー
プ（LBG）ID が割り当てられ、ロード バランス グループにモデムが移動されます。割り当
てフェーズは、モデムがオンラインになるときにだけ発生します。割り当てフェーズ中にモ
デムを除外するには、assignment オプションを使用します。
• バランシング フェーズ：
バランシング フェーズでは、負荷をバランスさせるためモデムが LGB に再度割り当てられ
ますバランシング フェーズでは、静的ロード バランシングからモデムを除外する場合は static
オプションを使用し、動的ロード バランシングからモデムを除外する場合は enforce オプショ
ンまたは strict オプションを使用します。
cableload-balanceexclude コマンドを使用して、これらのケーブル モデムが次のタイプのロード バ
ランシング処理に参加しないことを指定できます。
• 静的ロード バランシング：ロード バランシングはケーブル モデムの登録時に実行され、Cisco
CMTS がケーブル モデムに送信する登録応答（REG-RSP）メッセージの [Downstream Frequency
Override] フィールドまたは [Upstream Channel ID Override] フィールドに適切なターゲット
チャネルが指定されます。これはデフォルトの登録ベース ロード バランシング形式です。
• パッシブ ロード バランシング：ロード バランシングはケーブル モデムの登録時に実行さ
れ、ケーブル モデムが正しいターゲット チャネルを使用するまで、ケーブル モデムの登録
要求（REG-REQ）メッセージが無視されます。アクティブなロード バランシング形式に適
切に応答しない古いケーブル モデムにこのロード バランシング形式を指定するには、
cableload-balanceexclude コマンドを使用します。
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（注）

cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータでは、パッシブ ロード バ
ランシングはサポートされません。

• 動的ロード バランシング：トラフィック ベースのロード バランシング形式です。ケーブル
モデムはオンラインになった後、トラフィックの受け渡し中に、アップストリームとダウン
ストリームでバランスが取られます。（動的ロード バランシングを有効にするには、
cableload-balancegroupthreshold コマンドで enforce オプションを使用します。）
ロード バランシング処理のあらゆる組み合わせからケーブル モデムを除外するには、
cableload-balanceexclude コマンドを使用します。次の表に、cableload-balanceexclude コマンドの
各形式で除外されるロードバランシング処理と有効になるロードバランシング処理を示します。
表 6：cable load-balance exclude コマンド

デフォルト（no cable
load-balance exclude）

1

2

スタティック

パッシブ：

動的：

含まれる

除外

含まれる

含まれる

除外

cable load-balance exclude --> 除外
cable load-balance exclude
enforce

含まれる

除外

除外

cable load-balance exclude
static

除外

含まれる

含まれる

cable load-balance exclude
strict -->

除外

除外

除外

cable load-balance exclude
static strict

除外

除外

含まれる

1
cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータでは、パッシブ ロード バランシングはサポートされません。
2
動的ロード バランシングはロード バランス グループに対して個別に有効にする必要もあります。このため、cable load-balance グループしき
い値コマンドで enforce オプションを使用します。

（注）

DOCSIS に準拠していない一部のケーブル モデムの場合、ケーブル モデムを除外する必要が
あることがあります。このようなケーブル モデムは、DOCSIS MAC メッセージを使用してロー
ド バランシングが試行されると、長期間オフラインになる可能性があります。この場合、ケー
ブル モデムで DOCSIS 準拠ソフトウェアにアップグレードできるようになるまで、モデムを
ロード バランシング処理から除外するには、cableload-balanceexclude コマンドを使用します。
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Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH 以降では、mask 引数を使用して cableload-balanceexclude コマン
ドを 1 回設定するだけで、ロード バランシングをサポートしていないすべての STB を除外できま
す。また、assignment オプションを使用して、割り当てフェーズでロード バランシング グループ
に移動されたケーブル モデムを移動することもできます。
___________________
例

次に、MAC アドレスが 0001.0203.0405 の特定のケーブル モデムを、アクティブな動的ロード バ
ランシング処理から除外する例を示します。
Router# config terminal
Router(config)# cable load-balance exclude mac 0001.0203.0405

次に、OUI が 00.00.0C のすべてのケーブル モデムを、アクティブな動的ロード バランシング処理
から除外する例を示します。
Router# config terminal
Router(config)# cable load-balance exclude oui 00.00.0C

次に、OUI が 00.00.0C のすべてのケーブル モデムを、動的ロード バランシング処理から除外する
例を示します。これらのケーブルモデムは、引き続き静的ロードバランシング処理の対象となり
ます。
Router# config terminal
Router(config)# cable load-balance exclude oui 00.00.0C enforce

次に、すべての形式のロードバランシング処理から特定のケーブルモデムを除外する例を示しま
す。
Router# config terminal
Router(config)# cable load-balance exclude mac 0001.0203.0405
strict

次に、MAC アドレスが 0016.924f.82b4、マスクが f000.0000.0000 で、割り当てフェーズでロード
バランシング グループに移動されたケーブル モデムをすべて除外する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable load-balance exclude modem 0016.924f.82b4 f000.0000.0000 assignment

次に、ケーブル モデムのデバイス クラスに基づいて DOCSIS ロード バランスからケーブル モデ
ムを除外する例を示します。
Router# config terminal
Router(config)# cable load-balance exclude device-class 1

cableload-balanceexclude コマンドは ロード バランシング グループからのケーブル モデムの除外
機能と関連しています。
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancegroup(globalconfiguration)

ロード バランス グループを作成して設定しま
す。

cableload-balancegroup(interfaceconfiguration)

ダウンストリームをロード バランス グループ
に割り当てます。
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コマンド

説明

cableload-balancegroupinterval

ロード バランシング ポリシーの更新頻度を設
定します。

cableload-balancegrouppolicyugs

Cisco CMTS が、アクティブな Unsolicited Grant
Service（UGS）サービス フローが割り当てられ
ているケーブル モデムのロード バランス方法
を設定します。

cableload-balancegroupthreshold

ロード バランス グループがロード バランシン
グ動作に使用するしきい値を設定します。

cableupstreamload-balancegroup

アップストリームをロード バランス グループ
に割り当てます。

clearcableload-balance

ロード バランシング動作の追跡に使用されるカ
ウンタまたはステート マシンをクリアします。

showcableload-balance

ロード バランシング動作に関するリアルタイム
統計情報と動作情報を表示します。
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cable load-balance group
ロード バランス グループを作成し、使用するロード バランシング タイプを設定するには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで cableload-balancegroup コマンドを使用します。ロード バ
ランス グループを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。ロード バランス グルー
プをそのデフォルト設定にリセットするには、このコマンドの default 形式を使用します。
cable load-balance group n [method utilization| method modem| method service-flows]
no cable load-balance group n
___________________
構文の説明

n

ロード バランス グループの番号を指定します。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE3 以前では、有
効範囲が 1 ～ 80 です。Cisco IOS リリース
12.2(33)SCE4 以降では、有効範囲が 1 ～ 256 で
す。

methodmodem

（オプション）ロード バランス グループが、
インターフェイスでアクティブなケーブル モデ
ルの数を使用して現在の負荷を判別することを
指定します（デフォルト）。この方式では、こ
れらの特定のケーブル モデムを通過するトラ
フィックの量は考慮されません。

methodservice-flows

（オプション）ロード バランス グループが、
インターフェイスでアクティブなサービス フ
ロー ID（SFID）の数を使用して現在の負荷を
判別することを指定します。

methodutilization

（オプション）ロード バランシング グループ
が、インターフェイスの現在の使用率（%）を
使用して現在の負荷を判別することを指定しま
す。
ヒント

utilization 方式では、インターフェイ
スの使用率が25%以上になるまでは、
ロード バランシングのためのケーブ
ル モデムの移動が開始されません。
これは、インターフェイス使用率の一
時的な急増に伴いケーブル モデムを
不必要に移動することを回避するため
です。
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___________________
コマンド デフォルト

（注）

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

ロード バランス グループは作成されません。デフォルトでは、ロード バランス グループは各イ
ンターフェイスでオンラインであるケーブルモデムの実際の数を使用して、ロードバランシング
の必要性を判別します（modem オプション）。

ロード バランス グループを作成しない場合、Cisco CMTS でデフォルトで使用される登録ベー
スのロード バランシングでは、ケーブル モデムが登録されオンラインになる時点で、ケーブ
ル モデムがアップストリーム間で均等に分散されます。ダウンストリーム、またはすでにオ
ンラインになっているケーブル モデムに対してロード バランシングは実行されません。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ルータ
に導入されました。

12.2(33)SCE4

ロード バランス グループの有効範囲が変更されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン cableload-balancegroup コマンドは、次の機能を設定するために使用します。
• IGMP によりトリガーされる動的チャネル変更ロード バランシング（DOCSIS 2.0 ケーブル
モデム）
• Cisco CMTS ルータ上でのロード バランシングと動的チャネル変更
• 制限付き/一般的なロード バランシングおよびダウンストリーム動的ロード バランシングに
よるナローバンド ダイナミック帯域幅共有
cableload-balance コマンドはロード バランス グループを作成します。このグループを多数のアッ
プストリームおよびダウンストリーム ケーブル インターフェイスに割り当てて、Cisco CMTS が
必要に応じてケーブル モデムのロード バランスを実行できるようにします。Cisco CMTS はロー
ド バランス グループを、アップストリーム チャネルとダウンストリーム チャネルの両方の静的
ロード バランシング、パッシブ ロード バランシング、および動的ロード バランシングに使用で
きます。ダウンストリームとアップストリームで同じロードバランシングパラメータを使用する
ように設定することも、アップストリームとダウンストリームを個別に設定することもできます。
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（注）

シャーシごとに最大 20 個のロード バランス グループを作成できます。ただし、ケーブル イ
ンターフェイス セットが異なるドメインに含まれている限り、異なるケーブル インターフェ
イス セットでこれらのロード バランス グループを再利用できます。ダウンストリームがロー
ド バランス グループに含まれていない場合、各ダウンストリームは個別のドメインとして見
なすことができます。
cableload-balancegroup(globalconfiguration) コマンドは、最初にロード バランス グループを作成
および設定するために使用します。その後 -->cableload-balancegroup(interfaceconfiguration) コマ
ンドを使用して、ロードバランスグループをアップストリームまたはダウンストリームに割り当
てます。これにより、ケーブルインターフェイスがロードバランシング動作への参加を開始しま
す。
次のいずれかのロード バランシング方式を使用するようにロード バランス グループを設定でき
ます。
• モデム方式：インターフェイスでアクティブなケーブル モデムの数を使用します。
• サービス フロー方式：インターフェイスでアクティブなサービス フロー ID（SFID）の数を
使用します。
• 使用率方式：インターフェイスの現在の使用率を使用します。
各方式の詳細については、以降の項を参照してください。
モデム方式
modem方式のロード バランシングでは、インターフェイスでアクティブなケーブル モデムの数を
使用して現在の負荷を判別します。これは、分散ベースのロード バランシングの 1 つであり、モ
デムの絶対数を使用してインターフェイスがロード バランスされているかどうかを判別します。
この方式では、ケーブル モデムを通過するトラフィックの量は考慮されませんが、システムでは
使用されているチャネルの相対帯域幅が考慮されるため、高帯域幅のチャネルには多数のケーブ
ル モデムが割り当てられます。つまり、インターフェイスがそれぞれ異なるチャネル幅または変
調プロファイルを使用している場合、システムはロード バランスを実現するためにインターフェ
イスに異なる数のケーブル モデムを割り当てることができます。次に例を示します。
• チャネル幅：2 つのアップストリームがロード バランスされており、1 つのアップストリー
ムが 1.6 MHz のチャネル幅で設定されており、もう 1 つのアップストリームが 3.2 MHz の
チャネル幅で設定されている場合、Cisco CMTS は、2 番目のアップストリームに 2 倍の数の
ケーブル モデムを割り当てます。これは、2 番目のアップストリームのチャネル幅が 1 番目
のアップストリームのチャネル幅の 2 倍であるためです。
• 変調プロファイル：1 つのダウンストリームが 64-QAM に設定され、別のダウンストリーム
が 256-QAM に設定されている場合、Cisco CMTS はロード バランスを実現するため、比例的
により多くのケーブル モデムを 2 番目のダウンストリームに割り当てます。
2 つのインターフェイスでチャネル幅と変調プロファイルの両方が異なって設定されている場合、
システムはインターフェイスの相対的な帯域幅を判断する際のガイドとして使用する「重み」値
を計算します。
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ヒント

ロード バランスされているシステムでは、同じ変調パラメータを使用してインターフェイス
が設定されている場合に限り、インターフェイスに同数のケーブル モデムが含まれます。
サービス フロー方式
service-flows 方式のロード バランシングでは、インターフェイスでアクティブなサービス フロー
ID（SFID）の数を使用して現在の負荷を判別します。これは、分散ベースのロード バランシング
の 1 つであり、サービス フローの絶対数を使用してインターフェイスがロード バランシングされ
ているかどうかを判別します。
この方式では、各 SFID を通過するトラフィックの量は考慮されませんが、システムでは使用され
ているチャネルの相対帯域幅が考慮されるため、高帯域幅のチャネルには多数の SFID が割り当て
られます。つまり、インターフェイスがそれぞれ異なるチャネル幅または変調プロファイルを使
用している場合、システムはロード バランスを実現するためにインターフェイスに異なる数の
SFID を割り当てることができます。次に例を示します。
• チャネル幅：たとえば 2 つのアップストリームがロード バランスされており、1 つのアップ
ストリームが 1.6 MHz のチャネル幅で設定されており、もう 1 つのアップストリームが 3.2
MHz のチャネル幅で設定されている場合、Cisco CMTS は、2 番目のアップストリームに 2
倍の数の SFID を割り当てます。これは、2 番目のアップストリームのチャネル幅が 1 番目の
アップストリームのチャネル幅の 2 倍であるためです。
• 変調プロファイル：たとえば 1 つのダウンストリームが 64-QAM に設定され、別のダウンス
トリームが 256-QAM に設定されている場合、Cisco CMTS はロード バランスを実現するた
め、比例的により多くの SFID を 2 番目のダウンストリームに割り当てます。
2 つのインターフェイスでチャネル幅と変調プロファイルの両方が異なって設定されている場合、
システムはインターフェイスの相対的な帯域幅を判断する際のガイドとして使用する「重み」値
を計算します。

ヒント

ロード バランスされているシステムでは、同じ変調パラメータを使用してインターフェイス
が設定されている場合に限り、インターフェイスに同数の SFID が含まれます。
使用率方式
utilization方式では、インターフェイスの現在の使用率を使用して現在の負荷を判別します。この
方式では、インターフェイス経由で送信されるトラフィックを、帯域幅の合計に対する使用率の
形式で使用します。（ケーブル モデムの不要な移動を回避するため、utilization方式では、イン
ターフェイスの使用率が 25% に達するまでは、ロード バランシングは実行されません。）
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（注）

utilization方式のロード バランシングは、含まれているケーブル モデムの数が少ないケーブル
インターフェイス、およびインターフェイスの負荷のほとんどが1つのモデムで発生している
ケーブル インターフェイスでは使用しないでください。この状態では、Cisco CMTS がケーブ
ル モデムをインターフェイス間で移動し続け、インターフェイスのロード バランスを無限に
試行することになる可能性があります。これを回避するには、1つのケーブルモデムで発生す
る可能性がある使用率よりも高い値を使用率しきい値として設定します。
utilization方式を使用する場合、システムでは各インターフェイスの負荷の評価時に、各インター
フェイスの（変調プロファイルとチャネル幅により決定する）相対的なスループットと帯域幅が
考慮されます。たとえば 2 つのアップストリームが使用率方式でロード バランスされ、1 番目の
アップストリームには 2 番目のアップストリームの 2 倍の帯域幅がある場合、2 つのアップスト
リームの使用率が同一になった時点で、これらのアップストリームがバランスしたと見なされま
す。1 番目のアップストリームはトラフィック キャパシティが大きいため 2 番目のアップストリー
ムよりも送信トラフィック量が多くなりますが、使用率は同一です。

（注）

特定の状況ではシステムが不安定になる可能性があり、この場合 Cisco CMTS がインターフェ
イスのロード バランスを無制限に試行することがあります。たとえば、モデムが定期的にオ
フラインになるようなノイズの多い環境や、プロビジョニング システムがケーブル モデムに
誤った DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを送信したためにケーブル モデムが登録を
繰り返し試行する状態で、このような状況が発生する可能性があります。Cisco CMTS は、こ
のような不安定な状態を検出すると、システムが安定するまではこれらのインターフェイスか
らケーブル モデムのロード バランスを実行しません。ただしシステムが不安定な状況が解決
されない場合は、安定性の問題を解決できるようになるまで cableload-balancegroupthreshold
コマンドを使用してしきい値を増加させる必要があります。
ロード バランス グループを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。ロード バラン
ス グループを削除すると、cableload-balance コマンドと cableupstreamload-balance コマンドを使
用してそのグループに対して行われたアップストリームおよびダウンストリーム チャネルの関連
付けがすべて自動的に解除されます。

ヒント

___________________
例

1 種類以上のロード バランシングから個々のケーブル モデムを除外するには、
cableload-balanceexclude コマンドを使用します。

次に、デフォルトのmodem方式を使用してロード バランス グループ 10 を作成する例を示します。
これにより、Cisco CMTS がオンラインである実際のケーブル モデムの数を使用してロードバラ
ンシング動作を判別することが指定されます。
Router# config terminal
Router(config)# cable load-balance group 10
Router(config)#
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次に、ロード バランス グループ 1 を作成する例を示します。このグループは、インターフェイス
でアクティブな SFID の数を使用して、インターフェイスの現在の負荷を判別します。
Router# config terminal
Router(config)# cable load-balance group 1 method service-flows
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balanceexclude

1 つ以上のタイプのロード バランシング動作か
ら、特定のケーブル モデムまたは特定のベン
ダー製のすべてのケーブル モデムを除外しま
す。

cableload-balancegroup(interfaceconfiguration)

ダウンストリームをロード バランス グループ
に割り当てます。

cableload-balancegroupinterval

ロード バランシング ポリシーの更新頻度を設
定します。

cableload-balancegrouppolicyugs

Cisco CMTS が、アクティブな Unsolicited Grant
Service（UGS）サービス フローが割り当てられ
ているケーブル モデムのロード バランス方法
を設定します。

cableload-balancegroupthreshold

ロード バランス グループがロード バランシン
グ動作に使用するしきい値を設定します。

cableupstreamload-balancegroup

アップストリームをロード バランス グループ
に割り当てます。

clearcableload-balance

ロード バランシング動作の追跡に使用されるカ
ウンタまたはステート マシンをクリアします。

showcableload-balance

ロード バランシング動作に関するリアルタイム
統計情報と動作情報を表示します。
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cable load-balance group（インターフェイス）
ダウンストリーム ケーブル インターフェイスをロード バランス グループに割り当てるには、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードで cableload-balancegroup コマンドを使用しま
す。ロード バランス グループからダウンストリームを削除するには、このコマンドの no 形式を
使用します。
cable load-balance group n
no cable load-balance group n
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

n

ダウンストリームを割り当てるロード バランス
グループの番号を指定します。Cisco IOS リリー
ス 12.2(33)SCE3 以前では、範囲は 1 ～ 80 です。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE4 以降では、範
囲は 1 ～ 256 です。

ダウンストリームは、ロードバランスグループに割り当てられていません。このコマンドを使用
してグループにダウンストリームを追加する場合、関連付けられているアップストリームも同じ
グループに自動的に追加されます。ただし、cableupstreamload-balancegroup コマンドも使用して
複数のグループにアップストリームを割り当てている場合を除きます。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ルータ
に導入されました。

12.2(33)SCE4

ロード バランス グループの有効範囲が変更されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン cableload-balancegroup コマンドは、次の機能を設定するために使用します。
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• IGMP によりトリガーされる動的チャネル変更ロード バランシング（DOCSIS 2.0 ケーブル
モデム）
• Cisco CMTS ルータ上でのロード バランシングと動的チャネル変更
• 制限付き/一般的なロード バランシングおよびダウンストリーム動的ロード バランシングに
よるナローバンド ダイナミック帯域幅共有
cableload-balancegroup(globalconfiguration) コマンドを使用してロード バランス グループを最初
に作成および設定した後で、-->cableload-balancegroup(interfaceconfiguration)--> コマンドを使用
してこのロード バランス グループをダウンストリームに割り当てます。これにより、ケーブル
インターフェイスがロード バランシング動作に参加するようになります。

ヒント

このロード バランス グループをアップストリームに割り当てるには、
cableupstreamload-balancegroup-->コマンドを使用します。
ロード バランス グループの作成および割り当て時に適用されるルールを次に示します。
• ダウンストリームまたはアップストリームは 1 つのロード バランス グループだけに属する
ことができます。
• ロード バランス グループ内のすべてのダウンストリームとアップストリームが、ケーブル
モデムの同じグループに対する物理無線周波数（RF）接続を共有する必要があります。ダウ
ンストリームはアップストリームとは別のロード バランス グループに入れることができま
すが、同じ RF 物理接続を使用しているすべてのダウンストリームまたはすべてのアップス
トリームは同じロード バランス グループのメンバーにする必要があります。物理接続を共
有しているダウンストリームまたはアップストリームを複数のロード バランス グループに
分散させることはできません。

（注）

ダウンストリームとアップストリームの両方が同じロード バランス グループに割り当てられ
ている場合、Cisco CMTS はケーブル モデムの移動時に、ダウンストリーム値とアップスト
リーム値をバランスさせようとします。
• ロード バランス グループにダウンストリーム インターフェイスが含まれている場合、
cabledownstreamfrequency ケーブル インターフェイス コマンドを使用して、それらのイン
ターフェイスでダウンストリーム中心周波数を設定する必要もあります。このコマンドは、
外部アップコンバータを使用するケーブル インターフェイスでは情報通知専用ですが、Cisco
CMTS がダウンストリームのロード バランシング時にケーブル モデムの移動先を把握できる
ようにするため、ロード バランシングでは必須です。
• ロード バランシングは、シャーシ単位でのみ実行されます。ロード バランス グループ内の
すべてのインターフェイスが同じシャーシ内に存在する必要があります。
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（注）

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 では、ロード バランシングと Hot-Standby Connection-to-Connection
（HCCP）N+1 冗長性の両方に対応したインターフェイスを設定できますが、Working インター
フェイスから Protect インターフェイスへのスイッチオーバー以降は、ロード バランシングは
続行されません。ロード バランシングは、Cisco CMTS が Working インターフェイスに再び切
り替わると再開されます。

次に、スロット 5 のケーブル インターフェイス ラインの最初のダウンストリームをロード バラ
ンス グループ 5 に割り当てる例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/0
Router(config-if)# cable load-balance group 5
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable load-balance exclude

1 つ以上のタイプのロード バランシング動作か
ら、特定のケーブル モデムまたは特定のベン
ダー製のすべてのケーブル モデムを除外しま
す。

cable load-balance group (global configuration)

ロード バランス グループを作成して設定しま
す。

cable load-balance group interval

ロードバランシング ポリシーの更新頻度を設定
します。

cable load-balance group policyugs

Cisco CMTS が、アクティブな Unsolicited Grant
Service（UGS）サービス フローが割り当てられ
ているケーブル モデムのロード バランス方法
を設定します。

cable load-balance group threshold

ロード バランス グループがロード バランシン
グ動作に使用するしきい値を設定します。

cable upstream load-balance group

アップストリームをロード バランス グループ
に割り当てます。

clear cable load-balance

ロード バランシング動作の追跡に使用されるカ
ウンタまたはステート マシンをクリアします。
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コマンド

説明

show cable load-balance

ロード バランシング動作に関するリアルタイム
統計情報と動作情報を表示します。
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cableload-balancegroup（動的チャネル変更のサポート）
動的チャネル変更（DCC）を使用するロード バランシングについて複数のパラメータを設定する
には、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。このコンフィ
ギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable load-balance group group-num {dcc-init-technique| interval| method| policy| threshold}
no cable load-balance group group-num {dcc-init-technique| interval| method| policy| threshold}
___________________
構文の説明

dcc-init-technique

DCC の初期化手法を設定します

interval

インターフェイス ポーリング間隔を設定します

method

アップストリーム ロード バランシングのタイ
プ/方式を設定します

policy

ロード バランシング ポリシーを設定します

threshold

ロード バランシングしきい値（%）

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、Cisco CMTS ではロード バランシングが設定されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(17a)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータと Cisco uBR7246VXR ルータに導
入されました。それぞれのルータに対応する、ブロードバンド プロセッ
シング エンジン（BPE）またはケーブル インターフェイス ライン カー
ドがサポートされます。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。
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___________________
例

次に、DCC に対して指定された初期化手法の設定例を示します。
Router(config)# cable load-balance group 1 dcc-init-technique 4

このコマンドのその他の例、関連キーワードについては、関連コマンドと、「Configuring Load
Balancing and Dynamic Channel Change (DCC) on the Cisco CMTS」を参照してください。
___________________
使用上のガイドライン このコマンドには、「Configuring Load Balancing and Dynamic Channel Change (DCC) on the Cisco
CMTS」で説明する制約と前提条件が適用されます。
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable load-balance group dcc-init-technique
(Supporting Dynamic Channel Change)

ロード バランシングのための動的チャネル変更
（DCC）の初期化手法を設定します。

cable load-balance group policy (Supporting
Dynamic Channel Change)

ロードバランシングおよびDCCで使用するサー
ビス フローのタイプを設定します（PacketCable
MultiMedia（PCMM）または Unsolicited Grant
Service（UGS））。

cable load-balance group threshold (Supporting
Dynamic Channel Change)

動的チャネル変更（DCC）をサポートする指定
したロード バランシング グループに対応する
サービス フロー タイプのしきい値レベルを設
定します

show controllers cable

ロード バランシングのための動的チャネル変更
（DCC）の統計情報を表示します。

test cable dcc (Supporting Dynamic Channel
Change)

DCC のあるロード バランシングの機能のテス
トを実行します。
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cable load-balance group interval
ロード バランシング ポリシーの更新頻度を設定するには、グローバル コンフィギュレーション
モードで cableload-balancegroupinterval コマンドを使用します。ポリシーの更新頻度をデフォル
ト値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable load-balance group n interval interval
no cable load-balance group n interval
___________________
構文の説明

n

ロード バランス グループの番号を指定します。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE3 以前では、範
囲は 1 ～ 80 です。Cisco IOS リリース
12.2(33)SCE4 以降では、範囲は 1 ～ 256 です。

interval

Cisco CMTS ルータが各ケーブル インターフェ
イスの現在の負荷を判別する頻度を秒単位で指
定します。これにより、インターフェイスの
ロード バランスのためにケーブル モデムを移
動できる最小間隔も決定します。各間隔では 1
つのケーブル モデムだけが移動されます。値の
範囲は 1 ～ 1000 です。Cisco IOS リリース
12.2(33)SCE 以前では、デフォルト値は 10 で
す。Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE1 以降では、
デフォルト値は 30 です。

___________________
コマンド デフォルト

間隔が指定されていない場合、各ロードバランスグループはデフォルトの間隔値を使用します。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ルータ
に導入されました。

12.2(33)SCE1

interval キーワードのデフォルト値が 10 秒から 30 秒に変更されま
した。

12.2(33)SCE4

ロード バランス グループの有効範囲が変更されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 次の機能を設定するには、cableload-balancegroupinterval コマンドを使用します。
• Cisco CMTS ルータ上でのロード バランシングと動的チャネル変更
ロード バランシングを実行するため、Cisco CMTS はインターフェイスでの実際の負荷を定期的
に判別する必要があります。この更新頻度により、ロードバランスを実現するためにケーブルモ
デムを移動できる頻度も決定します。各更新期間では 1 つのケーブル モデムだけが移動されま
す。
これらの更新を頻繁に実行するほど、Cisco CMTS がロード バランシング処理する際の正確さが
向上します。原則として、最初にデフォルトの頻度値を使用し、ロード バランシングの条件また
はパフォーマンス レベルの必要に応じて、この値を小刻みに調整します。デフォルトの間隔値が
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF で変更されました。これにより、DOCSIS ロード バランシングで
使用率に基づく方法を使用するときにのケーブル モデムのスラッシングが減少します。

（注）

___________________
例

間隔が短すぎると、一時的な大量のトラフィックでロード バランスのスパイクが生じ、ロー
ド バランスを実現するためケーブル モデムが常に移動することになります。また更新を頻繁
に実行するほど、特に多数のアクティブ インターフェイスとケーブル モデムがあるルータで、
パフォーマンスに影響が生じます。

次に、ロード バランス グループ 3 がポリシー更新を 30 秒ごとに実行するように、このグループ
を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable load-balance group 3 interval 30
Router(config)#

次に、ロード バランス グループ 10 をデフォルトの更新頻度（10 秒）にリセットする例を示しま
す。
Router# configure terminal
Router(config)# no cable load-balance group 10 interval
Router(config)#
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balanceexclude

1 つ以上のタイプのロード バランシング動作か
ら、特定のケーブル モデムまたは特定のベン
ダー製のすべてのケーブル モデムを除外しま
す。

cableload-balancegroup(globalconfiguration)

ロード バランス グループを作成して設定しま
す。

cableload-balancegroup(interfaceconfiguration)

ダウンストリームをロード バランス グループ
に割り当てます。

cableload-balancegrouppolicyugs

Cisco CMTS が、アクティブな Unsolicited Grant
Service（UGS）サービス フローが割り当てられ
ているケーブル モデムのロード バランス方法
を設定します。

cableload-balancegroupthreshold

ロード バランス グループがロード バランシン
グ動作に使用するしきい値を設定します。

cableupstreamload-balancegroup

アップストリームをロード バランス グループ
に割り当てます。

clearcableload-balance

ロード バランシング動作の追跡に使用されるカ
ウンタまたはステート マシンをクリアします。

showcableload-balance

ロード バランシング動作に関するリアルタイム
統計情報と動作情報を表示します。
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cable load-balance group policy
次に示すコマンドは、Cisco IOS リリース 12.2(17b)BC4 で Cisco CMTS に導入されました。
ロード バランシングに使用するサービス フロー ポリシーのタイプを設定するには、グローバル
コンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用します。この機能拡張により、ロードバラ
ンシング グループ内の各種ケーブル インターフェイス ライン カード間で保留中の統計が同期さ
れます。その結果、ダウンストリームの負荷全体ではなくアップストリーム単位の負荷を使用す
る代替ダウンストリーム ロード バランシング スキームが実現します。
このコンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable load-balance group ds-lb-group-id policy us-groups-across-ds
no cable load-balance group ds-lb-group-id policy us-groups-across-ds
___________________
構文の説明

ds-lb-group-id

設定するロード バランシング グループを指定
します。このダウンストリーム グループには、
ロード バランシング判定でのアップストリーム
セグメントが含まれます。

us-groups-across-ds

指定されたダウンストリーム グループに関する
ロード バランシング判定で分散されるアップス
トリーム グループを指定します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、Cisco CMTS でこのロード バランシング設定は有効ではありません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(17b)BC4

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータと Cisco uBR7246VXR ルータに導
入されました。それぞれのルータに対応する、ブロードバンド プロセッ
シング エンジン（BPE）またはケーブル インターフェイス ライン カー
ドがサポートされます。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。
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___________________
例

次の例に、このコマンドとサポートされている 1 つの実装を示します。
Router(config)# cable load-balance group 1 policy 2
Router(config)#

この例では、インターフェイス ケーブル 5/0 アップストリーム 2 でオンラインになるケーブル モ
デムは、次のインターフェイスでオンラインになる可能性があります。
• ケーブル 3/0 アップストリーム 2
• ケーブル 4/0 アップストリーム 2
• ケーブル 6/0 アップストリーム 2
• 上記以外のインターフェイスではオンラインにはならない
Cisco IOS リリース 12.2(17b)BC4 より前のリリースのダウンストリーム ロード バランシングでは、
セグメントあたり 100 個のケーブル モデムがある場合、ケーブル モデムが次のように分散される
極端な状況が発生する可能性がありました。

3/0
4/0
5/0
6/0

U0
97
1
1
1

U1
1
97
1
1

U2
1
1
97
1

U3
1
1
1
97

Downstream
100
100
100
100

___________________
使用上のガイドライン このコマンドには、「Configuring Load Balancing and Dynamic Channel Change (DCC) on the Cisco
CMTS」で説明する制約と前提条件が適用されます。
Cisco IOS リリース 12.2(17b)BC4 では、次のようなオプションのダウンストリーム ロード バラン
シング判定処理が有効になります。
• ターゲット ダウンストリーム セグメントは、ソース ダウンストリーム セグメントと同じダ
ウンストリーム ロード バランシング グループに含まれています。
• アップストリーム ロード バランシング グループは、ケーブル モデムがバランスしている該
当チャネルに対して設定できます。
• Cisco CMTS は、ロード バランシング グループのアップストリーム セグメントを自動的に検
出し、負荷が最も小さいソース インターフェイスでアップストリーム グループ ステータス
を処理します。
• ターゲット ダウンストリーム セグメントに対し、アップストリーム ロード バランシング グ
ループでアップストリーム チャネルが設定されている必要があります。
• 最も高いターゲット アップストリーム セグメントの負荷は、その他の潜在的なターゲット
（その他のインターフェイスの最も高いアップストリーム セグメント）よりも低くなければ
なりません。
このコマンドは、ダウンストリームの負荷全体ではなくアップストリーム単位の負荷を使用する
代替ダウンストリーム ロード バランシング スキームを有効にします。
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この機能拡張により、ダウンストリーム チャネルの負荷全体に基づくのではなく、同じアップス
トリーム ロード バランシング グループのアップストリーム チャネルの負荷に対処するダウンス
トリーム ロード バランシングが実行されます。以前の Cisco IOS リリースでは、ケーブル モデム
が個々のアップストリーム チャネルで均等に分散されなかったか、またはダウンストリームと
アップストリームをまとめて対処する方法で分散されませんでした。
この機能拡張は、個別のアップストリーム ロード バランシング セグメントがあるヘッドエンド
システムでダウンストリームロードバランシングが発生すると適用されます。アップストリーム
セグメントは複数のダウンストリーム セグメントに分散されます。
このオプションの設定では showcableload-balance コマンドの出力がサポートされています。この
ため、このコマンドでは外部またはリモート ケーブル インターフェイス ライン カードで設定さ
れているチャネルの負荷に関する詳細情報が表示されます。
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcableload-balance

外部またはリモート ケーブル インターフェイ
ス ライン カードで設定されているチャネルの
負荷に関する情報を表示します。この情報に
は、アップストリーム単位の統合ロード バラン
シング情報が含まれます。
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cable load-balance group policy ugs
Cisco CMTS が Unsolicited Grant Service（UGS）サービス フロー（通常、アクティブな音声コール
に使用されるフロー）があるケーブルモデムをロードバランスするかどうかを設定するには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで cableload-balancegrouppolicyugs コマンドを使用しま
す。ロードバランスグループをそのデフォルトのポリシー設定にリセットするには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
cable load-balance group n policy ugs
no cable load-balance group n policy ugs
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

n

ロード バランス グループの番号を指定します。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE3 以前では、有
効範囲が 1 ～ 80 です。Cisco IOS リリース
12.2(33)SCE4 以降では、有効範囲が 1 ～ 256 で
す。

アクティブな UGS サービス フローがあるケーブル モデムは、ロード バランシングのために移動
できます（cableload-balancegroupnpolicyugs）。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ルータ
に導入されました。

12.2(33)SCE4

ロード バランス グループの有効範囲が変更されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン cableload-balancegrouppolicyugs コマンドは、動的ロード バランシング ポリシーを適用するため
に、ロード バランスグループが UGS サービス フローがあるケーブル モデムを移動できるかどう
かを判別します。ほとんどの音声コールは、リアルタイム トラフィックを許可するために UGS
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サービス フローを使用するので、このオプションは主に、Cisco CMTS がアクティブな音声コー
ルのあるケーブル モデムを移動するかどうかを決定するために使用されます。
このオプションを無効にすると（nocableload-balancegrouppolicyugs）、Cisco CMTS はアクティ
ブな UGS サービス フローがあるケーブル モデムを、新しいアップストリームまたはダウンスト
リームに移動しません。これにより、一部の顧客へのサービス中断を防止できますが、インター
フェイスが過負荷になり始めると、他の顧客に対して Denial of Service（DoS）状態が発生する可
能性があります。
これを回避するため、このコマンドのデフォルト設定（cableload-balancegrouppolicyugs）では、
ケーブル モデムにアクティブな UGS サービス フローがあっても、Cisco CMTS はケーブル モデ
ムをアップストリームまたはダウンストリームに移動できます。これにより、Cisco CMTS は最適
なロード バランシングを実行できますが、音声コールで瞬間的な中断が発生する可能性がありま
す。音声コール中のユーザでは、コール中に一瞬音が消える可能性がありますが、コールが終了
することはありません。

（注）

___________________
例

cableload-balancegrouppolicyugs コマンドは、動的ロード バランシング処理にのみ影響し、静
的ロードバランシング処理とパッシブ ロード バランシング処理には影響しません。動的ロー
ド バランシングを有効にするには、cableload-balancegroupthreshold コマンドで enforce オプ
ションを使用します。

次に、ロード バランス グループで UGS ポリシーを有効にする例（デフォルト設定）を示します。
これにより、Cisco CMTS は現行の動的ロード バランシング ポリシーを適用する際の必要に応じ
て、アクティブな UGS サービス フローが割り当てられているケーブル モデムを移動できます。
Router# config terminal
Router(config)# cable load-balance group 13 policy ugs
Router(config)#

次に、Cisco CMTS がアクティブな UGS サービス フローがあるケーブル モデムを移動しないよう
にロード バランス グループを設定する例を示します（デフォルト設定）。
Router# config terminal
Router(config)# no cable load-balance group 100 policy ugs
Router(config)#

次の機能を設定するには、cableload-balancegrouppolicyugs コマンドを使用します。
• Cisco CMTS ルータ上でのロード バランシングと動的チャネル変更
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balanceexclude

1 つ以上のタイプのロード バランシング動作か
ら、特定のケーブル モデムまたは特定のベン
ダー製のすべてのケーブル モデムを除外しま
す。

cableload-balancegroup

ロード バランス グループを作成して設定しま
す。

-->cableload-balancegroup(interface)

ダウンストリームをロード バランス グループ
に割り当てます。

-->cableload-balancegroupinterval

ロード バランシング ポリシーの更新頻度を設
定します。

cableload-balancegroupthreshold

ロード バランス グループがロード バランシン
グ動作に使用するしきい値を設定します。

-->cableupstreamload-balancegroup

アップストリームをロード バランス グループ
に割り当てます。

clearcableload-balance

ロード バランシング動作の追跡に使用されるカ
ウンタまたはステート マシンをクリアします。

-->showcableload-balance

ロード バランシング動作に関するリアルタイム
統計情報と動作情報を表示します。
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cable load-balance group threshold
ロード バランス グループがロード バランシング動作に使用するしきい値を設定するには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで cableload-balancegroupthreshold コマンドを使用します。
ロード バランス グループをそのデフォルトのしきい値にリセットするには、このコマンドの no
形式を使用します。
cable load-balance group n threshold {load load-value [enforce threshold]| load minimum number| stability
percent| ugs band-value}
___________________
構文の説明

n

ロード バランス グループの番号を指定します。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE3 以前では、有
効範囲が 1 ～ 80 です。Cisco IOS リリース
12.2(33)SCE4 以降では、有効範囲が 1 ～ 256 で
す。

loadload-value

Cisco CMTS がロード バランシングを実行する
前に、ロード バランス グループのインターフェ
イス間で可能な最大負荷差異（負荷合計に対す
る割合で示される）を指定します。インター
フェイス間の負荷が load-value で指定されてい
る値よりも大きい場合、負荷差異がこの値を下
回るまで、登録するケーブル モデムは使用率が
低いインターフェイスに割り当てられます。
load-value の有効範囲は 1 ～ 100%、デフォルト
は 10% です。
（注）
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デフォルトの 10% は、推奨される最
小しきい値です。Cisco TAC からの指
示がない限り、このしきい値を 10%
よりも低い値に設定しないでくださ
い。
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enforcethreshold

（オプション）動的ロード バランシングを有効
にします。これにより、ロード バランス グルー
プ内のケーブル インターフェイスのロード バ
ランシングを実現するため、初回登録後にオン
ライン ケーブル モデムが移動されます。現在
オンラインであるケーブル モデムは、ロード
バランス グループ内の 2 つのインターフェイス
間の負荷差異がこの割合を超えたときに移動さ
れます。負荷差異がこの値を下回るまで、モデ
ムの移動が続行されます。
threshold の有効な値範囲は 1 ～ 100% ですが、
threshold は、load-value オプションに指定する
割合以上の値でなければなりません。このた
め、threshold の実際の最小値は、load-value オ
プションの現行設定値になります。デフォルト
は、load-value パラメータと同じ値です。

loadminimumnumber

（オプション）2 つのインターフェイス間の負
荷が、指定された数のケーブル モデムまたは
サービス フローの負荷よりも大きい場合にの
み、ケーブル モデムを移動することを指定しま
す（方式がモデムまたはサービス フローの数で
ある場合にのみ有効）。有効範囲は 1 ～ 100、
デフォルトは 5 です。

stabilitypercent

成功した範囲設定要求の割合に基づいて、チャ
ネルまたはインターフェイスが不安定であるか
どうかを判断するために使用するしきい値を指
定します。percent 値は、成功した範囲設定要求
の受け入れ可能な最小割合を指定します。それ
以外の場合、CMTS は CM の移動を開始しま
す。有効範囲は 1 ～ 100%、デフォルトは 50%
です。
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現在の USG 使用率が、使用可能な帯域幅の合
計に対する割合（band-value パラメータに指定
される値）に達した場合に、Cisco CMTS が、
アクティブな UGS サービス フローがあるケー
ブル モデムを移動することを指定します。
band-value の有効範囲は 0 ～ 100%、デフォルト
は 70% です。

ugsband-value

（注）

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

このオプションは、動的ロード バラ
ンシングを有効にするために enforce
オプションも使用されており、アク
ティブな UGS サービス フローがある
ケーブル モデムを
（cableload-balancegrouppolicyugs コ
マンドを使用して）移動できる権限が
Cisco CMTS にある場合にのみ有効で
す。

load パラメータのデフォルト値は 10%、loadminimum--> パラメータのデフォルト値は 5、stability
パラメータのデフォルト値は 50%、ugs パラメータのデフォルト値は 70% です。デフォルトでは、
静的ロード バランシングだけが実行されます（noenforce オプション）。enforce オプションが指
定されているもののしきい値が指定されていない場合、デフォルトで load パラメータと同じ値に
なります。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ルータ
に導入されました。

12.2(33)SCE4

ロード バランス グループの有効範囲が変更されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 次の機能を設定するには、cableload-balancegroupthreshold コマンドを使用します。
• Cisco CMTS ルータ上でのロード バランシングと動的チャネル変更
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cableload-balancegroupthreshold コマンドは、ロード バランス グループで、ケーブル モデムを新
しいダウンストリームまたはアップストリームに移動する時点を判別するために使用されるしき
い値を設定します。次の各種しきい値を指定できます。
• load：ロード バランス グループ内のインターフェイス間で可能な最大負荷使用率の差異を指
定します。この値を超えると、Cisco CMTS が静的ロード バランシング処理を開始します。
load-value のデフォルト値は 10% です。つまり、2 つのアップストリームまたは 2 つのダウ
ンストリームで最大 10% の使用率の差異を超えるまで、Cisco CMTS は負荷使用率の再分散
を開始しません。ただしこの再分散が実行されるのは、ケーブル モデムが最初に Cisco CMTS
に登録されている場合に限ります。Cisco CMTS は、すでにオンラインになっているケーブ
ル モデムは切り替えません。
たとえば load 値が 10% であり、アップストリーム 1 で 23%、アップストリーム 2 で 30% の場合、
ケーブル モデムは移動されません。ただし、アップストリーム 2 の負荷使用率が 35% に達する
と、Cisco CMTS は新しいケーブル モデムを、登録されているように、アップストリーム 1 に割
り当てます。この割り当ては、2 つのアップストリーム間の負荷使用率の差異が 10% を下回るま
で継続されます。

（注）

デフォルトの 10% は、推奨される最小しきい値です。Cisco TAC からの指示がない限り、この
しきい値を 10% よりも低い値に設定しないでください。
• enforce：動的ロード バランシングを有効にします。これにより、Cisco CMTS はすでにオン
ラインであるケーブル モデムを移動できるようになります。このオプションには固有のしき
い値があります。このしきい値は、Cisco CMTS がオンライン ケーブル モデムの移動を開始
することになる、グループ内の 2 つのインターフェイス間で発生する負荷使用率の差異を指
定します。Cisco CMTS は、負荷使用率の差異がしきい値を下回るまで、ケーブル モデムの
移動を継続します。
動的ロード バランシングを使用しており、アップストリーム チャネルが過負荷状態になると、
Cicso CMTS はケーブル モデムに対し、別のアップストリームに移動するよう指示する Upstream
Channel Change（UCC）要求を送信します。ケーブル モデムは、オフラインにならず、また CMTS
に登録する必要もなく、新しいアップストリーム チャネルに移動します。
動的ロード バランシングを使用し、ダウンストリーム チャネルが過負荷状態になると、Cicso
CMTS はケーブル モデムの範囲設定要求（RNG-REQ）メッセージに対して中止応答を送信しま
す。ケーブル モデムが新しい REG-REQ メッセージを送信すると、Cisco CMTS は REG-RSP メッ
セージの [Downstream Frequency Override] フィールドに新しいダウンストリーム チャネルを指定
します。DOCSIS 1.0 の仕様に準拠するため、ケーブル モデムはオフラインになり、新しいダウン
ストリーム チャネルで登録する必要があります。
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（注）

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 では、動的ロード バランシング方式により、ケーブル モデム
がダウンストリーム間を移動するたびに、これらのモデムがオフラインになり、再登録が必要
となります。これは、DOCSIS 1.0 仕様では、Downstream Frequency Override メッセージを使用
してダウンストリームが変更されるたびに、ケーブル モデムの再登録が必要になるためです。
ケーブル モデムはアップストリーム間で移動する場合はオフラインになりません。
Cisco CMTS は引き続き、静的ロード バランシングを実行するための負荷しきい値も適用します。
したがって threshold の割合は、loadload-value オプションで指定されている割合以上でなければな
りません。
たとえば load10enforce15 を指定すると、Cisco CMTS はロード バランス グループ内のケーブル
インターフェイス間で負荷使用率をモニタします。アップストリーム 1 が 33% に達し、アップス
トリーム 2 が 45% に達すると、Cisco CMTS は静的ロード バランシング処理を開始し、新しいケー
ブル モデムの登録時にモデムをアップストリーム 1 に割り当てます。差異がさらに拡大し、アッ
プストリーム 2 が 50% に達すると、Cisco CMTS は、動的ロード バランシング処理を開始し、負
荷使用率の差異が 15% を下回るまでオンライン ケーブル モデムを移動します。その後、差異が
10% を下回るまで、Cisco CMTS は静的ロード バランシング処理を続行します。

ヒント

enforce しきい値は、load しきい値と同一の場合はコンフィギュレーション ファイルには示さ
れません。たとえば cableload-balancegroup1thresholdload50enforce50 コマンドを入力すると、
コンフィギュレーション ファイルに cableload-balancegroup1thresholdload50enforce として示
されます。
• loadminimum：2 つのインターフェイス間の負荷が、指定された数のケーブル モデムまたは
サービス フローの負荷よりも大きい場合に限り、ケーブル モデムを移動することを指定し
ます。このオプションは、cableload-balancegroup コマンドで methodmodem または
methodservice-flows オプションを使用してロード バランス グループを設定した場合にのみ有
効です。utilization 方式では使用されません。
• stability：範囲設定要求の最小成功率を指定します。この値を下回ると、インターフェイスま
たはチャネルが不安定であると Cisco CMTS が判断します。チャネルで、1 分間にわたる定
期的な範囲設定要求に対して応答したケーブル モデムの割合が、この割合よりも小さい場
合、Cisco CMTS はモデムのロード バランス グループ内の他のチャネルへの移動を開始しま
す。たとえばこの値を 75% に設定すると、範囲設定要求に応答するモデムが 75% 未満の場
合に、Cisco CMTS がモデムの移動を開始します。
• ugs：アクティブ UGS サービス フローがあるケーブル モデムを Cisco CMTS が移動する条件
となるしきい値を指定します。これらのモデムは一般にアクティブな音声コールに使用され
ます。このオプションは、（enforce オプションを使用して）動的ロード バランシングが有
効に設定されており、かつ（cableload-balancegrouppolicyugs コマンドを使用して）Cisco
CMTS に対しアクティブな UGS サービス フローが割り当てられているケーブル モデムの移
動が許可されている場合にのみ適用されます。band-value しきい値は、Cisco CMTS がコール
の移動を開始することになる UGS サービス フローの最大使用率を指定します。
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たとえば band-value しきい値がデフォルトの 70% である場合、アップストリームまたはダウンス
トリームの UGS 使用率が使用可能な帯域幅の合計の 70% に達するまでは、Cisco CMTS はアク
ティブな UGS サービス フローがあるケーブル モデムの移動を開始しません。インターフェイス
の UGS 使用率が 70% を下回るまで、Cisco CMTS は引き続き、アクティブな UGS サービス フロー
がありオンラインになっているケーブル モデムを移動します。

（注）

___________________
例

特定の状況ではシステムが不安定になる可能性があり、この場合 Cisco CMTS がインターフェ
イスのロード バランスを無制限に試行することがあります。たとえば、モデムが定期的にオ
フラインになるようなノイズの多い環境や、プロビジョニング システムがケーブル モデムに
誤った DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを送信したためにケーブル モデムが登録を
繰り返し試行する状態で、このような状況が発生する可能性があります。Cisco CMTS は、こ
のような不安定な状態を検出すると、システムが安定するまではこれらのインターフェイスか
らケーブル モデムのロード バランスを実行しません。ただしシステムが不安定な状況が解決
されない場合は、システムが安定するまで cableload-balancegroupthreshold コマンドを使用し
てしきい値を増加させる必要があります。

次に、ロード バランス グループ 2 の 2 つのインターフェイス間の差異が 20% 以上になった場合
に静的ロード バランシングを実行するように、ロード バランス グループ 2 を設定する例を示し
ます。
Router# config terminal
Router(config)# cable load-balance group 2 threshold load 20
Router(config)#

次に、ロード バランス グループ 5 の 2 つのインターフェイス間の差異が 20% 以上になった場合
に静的ロード バランシングを実行し、30% 以上になった場合に動的ロード バランシングを実行す
るように、ロード バランス グループ 5 を設定する例を示します。Cisco CMTS は、UGS サービス
フローが、アップストリーム チャネルで使用可能な帯域幅合計の 60% に達した場合にも、アク
ティブな UGS サービス フローがあるケーブル モデムの移動を開始します。
Router(config)# cable load-balance group 5 threshold load 20 enforce 30
Router(config)# cable load-balance group 5 threshold ugs 60
Router(config)# cable load-balance group 5 policy ugs
Router(config)#

（注）

Cisco CMTS が cableload-balancegroupthresholdugs コマンドで設定されたしきい値の適用を開
始する前に、cableload-balancegrouppolicyugs コマンドを使用してロード バランス グループを
設定する必要があります。
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balanceexclude

1 つ以上のタイプのロード バランシング動作か
ら、特定のケーブル モデムまたは特定のベン
ダー製のすべてのケーブル モデムを除外しま
す。

cableload-balancegroup

ロード バランス グループを作成して設定しま
す。

cableload-balancegroup(interface)

ダウンストリームをロード バランス グループ
に割り当てます。

cableload-balancegroupinterval

ロード バランシング ポリシーの更新頻度を設
定します。

cableload-balancegrouppolicyugs

Cisco CMTS が、アクティブな Unsolicited Grant
Service（UGS）サービス フローが割り当てられ
ているケーブル モデムのロード バランス方法
を設定します。

cableupstreamload-balancegroup

アップストリームをロード バランス グループ
に割り当てます。

clearcableload-balance

ロード バランシング動作の追跡に使用されるカ
ウンタまたはステート マシンをクリアします。

showcableload-balance

ロード バランシング動作に関するリアルタイム
統計情報と動作情報を表示します。
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cable load-balance group threshold（動的チャネル変更のサ
ポート）
指定したロード バランシング グループのしきい値レベルと対応するサービス フロー タイプを設
定し、Cisco ルータで動的チャネル変更（DCC）をサポートするには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで次のコマンドを使用します。しきい値設定を削除するには、このコマンドの
no 形式を使用します。
cable load-balance group n threshold{load| pcmm| stability| ugs}{0-100}
cable load-balance group n threshold ugs <1-100>
cable load-balance group n threshold load <1-100> {minimum}
cable load-balance group n threshold load 75 {enforce}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
デフォルト

n

ロード バランス グループの番号を指定します。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE3 以前では、有
効範囲が 1 ～ 80 です。Cisco IOS リリース
12.2(33)SCE4 以降では、有効範囲が 1 ～ 256 で
す。

load

インターフェイス負荷しきい値設定

pcmm

PCMM サービス フローのしきい値

stability

安定性検出のしきい値

ugs

UGS サービス フローのしきい値

1-100

インターフェイス キャパシティのインターフェ
イス使用率しきい値（%）。

load

インターフェイス負荷しきい値設定

1-100

しきい値（%）

minimum

ロード バランシングの開始条件となるモデム/
フローの差異の最小数を設定します。

enforce

適用するしきい値を入力します

デフォルトでは、Cisco
グローバル
コンフィギュレーション（config）
CMTS ではロード バランシングが設定されません。
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___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.3(17a)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータと Cisco uBR7246VXR ルータに
導入されました。それぞれのルータに対応する、ブロードバンド プロ
セッシング エンジン（BPE）またはケーブル インターフェイス ライン
カードがサポートされます。

12.2(33)SCE4

ロード バランス グループの有効範囲が変更されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

次のコマンドは、予約済み帯域幅のしきい値を指定します。このレベルを上回る場合、アクティ
ブな PCMM サービス フローがあるケーブル モデムがロード バランシングに参加します。デフォ
ルトのしきい値は 70% です。UGS を PCMM に使用する場合、UGS しきい値も超える必要がある
ことに注意してください。デフォルトの UGS しきい値は 70% です。
Router(config)# cable load-balance group 4 threshold pcmm <pcmm-value>

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC より前の Cisco IOS リリースでは、ロード バランシングのデフォ
ルト設定は UGS でした。これは、Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC には該当しません。この新しい
リリースとそれ以降のリリースでは、アクティブな UGS フローがあるケーブル モデムをロード
バランシングに参加させるには設定を行う必要があります。
このコマンドには、「Configuring Load Balancing and Dynamic Channel Change (DCC) on the Cisco
CMTS」で説明する制約と前提条件が適用されます。
次の機能を設定するには、cableload-balancegroupthreshold コマンドを使用します。
• Cisco CMTS ルータ上でのロード バランシングと動的チャネル変更

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable load-balance group (Supporting Dynamic
Channel Change)

DCC のあるロード バランシングの複数のパラ
メータを設定します。

cable load-balance group dcc-init-technique
(Supporting Dynamic Channel Change)

ロード バランシングのための動的チャネル変更
（DCC）の初期化手法を設定します。
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コマンド

説明

cable load-balance group policy (Supporting
Dynamic Channel Change)

ロードバランシングおよびDCCで使用するサー
ビス フローのタイプを設定します（PacketCable
MultiMedia（PCMM）または Unsolicited Grant
Service（UGS））。

show controllers cable

ロード バランシングのための動的チャネル変更
（DCC）の統計情報を表示します
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cable load-balance method-utilization min-threshold
使用率方式でロードバランシングを開始するための最小しきい値を設定するには、グローバルコ
ンフィギュレーション モードで cableload-balancemethod-utilizationmin-threshold コマンドを使用
します。
cable load-balance method-utilization min-threshold min_threshold
___________________
構文の説明

min_threshold

（オプション）ロード バランシングを開始する
ための最小使用率しきい値（%）。有効な範囲
は 10 ～ 90 です。デフォルト値は 25 です。

___________________
コマンド デフォルト

最小使用率しきい値は 25% です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCH

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次に、cableload-balancemethod-utilizationmin-thresholdmin_threshold コマンド を設定する例を示
します。
Router# enable
Router(config)# cable load-balance method-utilization min-threshold
40
Router(config)# exit
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___________________
関連コマンド
コマンド

説明

cableload-balancegroupthreshold

ロード バランス グループがロード バランシン
グ動作に使用するしきい値を設定します
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cable load-balance modem max-failures
CM が動的ロード バランシング グループから削除される条件となる CM の失敗回数を設定するに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで -->cableload-balancemodemmax-failures コマン
ドを使用します。設定されている CM の失敗回数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用
します。
cable load-balance modem max-failures0-100
no cable load-balance modem max-failures
___________________
構文の説明

0-100

CM が動的ロード バランシングから削除される
条件となる最大失敗回数を指定します。ただし
値 0 を指定すると、
cableload-balancemodemmax-failures コマンド
でロード バランシングが無効になります。
（注）

___________________
コマンド デフォルト

デフォルト値は 10 です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次に、cableload-balancemodemmax-failures コマンドを使用して CM を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)#
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CM の失敗回数が指定された回数に達
すると、CM は動的ロード バランス
動作から除外されますが、LBG には
引き続き属しています。

End with CNTL/Z.
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cable load-balance modem max-failures 10
Router(config)#
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cable load-balance restrict modem
CMTS で、制限付きロード バランシング グループ（RLBG）またはサービス タイプ ID に静的に
プロビジョニングされたケーブルモデムのリストを設定するには、グローバルコンフィギュレー
ション モードで -->cableload-balancerestrictmodem コマンドを使用します。設定されているケー
ブル モデム リストを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable load-balance restrict modem index mac-addr [ mac-mask ] {docsis-group docsis-group-id|
service-type-id string}
no cable load-balance restrict modem index mac-addr [ mac-mask ] {docsis-group docsis-group-id|
service-type-id string}
___________________
構文の説明

index

インデックス番号（1 ～ 4294967295）を割り当
てます。

mac-addr

制限付きモデムのMACアドレスを指定します。

mac-mask

制限付きモデムの MAC マスクを指定します。

docsis-group-->docsis-group-id

DOCSIS ロード バランシング グループにモデム
を制限します。

service-type-idstring

サービス タイプ ID にモデムを制限します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
458

ケーブル コマンド：cable l
cable load-balance restrict modem

___________________
例

次に、cableload-balancerestrictmodem コマンドを使用して、共通 MAC マスクを持つモデムのグ
ループを、グループまたはサービス タイプ ID に割り当てる例を示します。モデムをロード バラ
ンシング グループに割り当てるには、LBG ID またはサービス タイプ ID を指定できます。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance restrict modem 1 001a.c30c.7eee FFFF.FFFF.0000 docsis-group
100
Router(config)#
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cable load-balance rule
ケーブル モデム（CM）がロード バランシングを無効または有効にしないようにするルールを作
成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cableload-balancerule コマンドを使用
します。定義されているルールを削除するか、すべてのポリシーから 1 つのルールを削除するか、
または削除するルールがポリシーの最後のルールである場合にポリシー自体も削除するには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
cable load-balance rule rule-id {disable-period dis-start start-time dis-period disable-period|
disable-throughput-lowerbound {ds n| us n}| disabled| enabled| vdoc-enabled}
no cable load-balance rule rule-id
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable load-balance rule rule-id {disable-period dis-start start-time dis-period disable-period|
disable-throughput-lowerbound {ds n| us n}| disabled| enabled}
___________________
構文の説明

rule-id

CM のロード バランス ルールを指定します。

disable-period

指定される開始時刻から、CM がロード バラン
シングしないようにする秒数を指定します。

dis-startstart-time

CM がロード バランシングしないようにする開
始時刻を指定します。dis-start は、午前 0 時か
ら 0 ～ 86400 秒の範囲内の開始時刻です。

dis-perioddisableperiod

CM がロード バランシングしないようにする期
間を指定します。dis-period は、午前 0 時から 0
～ 86400 秒の範囲内の期間です。

disable-throughput-lowerbound-->

CM のスループットがしきい値よりも低い場合
にロード バランシングを無効にします。

dsn | usn

ダウンストリームまたはアップストリーム チャ
ネルのスループットの下限を kbps で指定しま
す（0 ～ 1000000）。

disabled

CM がロード バランシングしないようにしま
す。

enabled

CM でのロード バランシングを有効にします。
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（Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200
シリーズ ルータ）静的マルチキャスト グルー
プの video over DOCSIS（VDOC）ロード バラ
ンシングを有効にします。

vdoc-enabled

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCC

disable-throughput-lowerbound--> パラメータがこのコマンドに追加
されました。

12.2(33)SCD5

vdoc-enabled--> パラメータがこのコマンドに追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S に統合されました。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのサポー
トが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン cable load-balance rule rule-iddisable-period dis-start start-timedis-period disable-period コマンドは
24 時間の期間に使用できます。

重要

ロード バランシングを無効にし、その翌日に有効にすることを 1 つのルールで設定すること
はできません。2 つの個別のルールを設定する必要があります。このために、cable load-balance
rule rule-iddisable-period dis-start start-timedis-period 0 コマンドを使用して無効にし、cable
load-balance rule rule-iddisable-period dis-start 0 dis-period disable-period コマンドを使用してそ
の翌日に有効にします。
このコマンドの no 形式では次のアクションがサポートされています。
• 定義されているルールを削除します。
• すべてのポリシーからルールを削除します。
• ルールがポリシーの最後のルールである場合に、ポリシー自体を削除します。
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（注）

___________________
例

vdoc-enabled--> ルールを有効にするには、静的マルチキャスト グループを、特定のバンドル
インターフェイスと正しい転送インターフェイスで設定する必要があります。

次に、ルールを作成する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance rule 1 disable-period dis-start 40 dis-period
Router(config)# cable load-balance rule 1 disable-throughput-lowerbound ds 2500
Router(config)# cable load-balance rule 1 disabled
Router(config)# cable load-balance rule 2 enabled
Router(config)# cable load-balance rule 1 vdoc-enabled
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-policy

DOCSIS ポリシーを作成し、新規ルールまたは
既存のルールをそのポリシーに関連付けます。
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cable logging badipsource
ケーブル インターフェイスでの不正な IP 発信元アドレスに関するエラー メッセージを個別のロ
グ バッファに記録するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cableloggingbadipsource
コマンドを使用します。このロギング機能をオフにしてバッファをクリアし、エラー メッセージ
がコンソールまたは現行システム ログに出力されるようにするには、このコマンドの no 形式を
使用します。
cable logging badipsource [ buffer-size ]
no cable logging badipsource
___________________
構文の説明

buffer-size

記録されるエラー メッセージが格納されるバッ
ファの合計サイズをバイト単位で指定します。
範囲は 4096 ～ 1048576（4 KB ～ 1 MB）です。
デフォルトは 4096 です。
（注）

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

最大バッファ サイズは、Cisco CMTS
で使用可能な実際の未使用メモリの
量により制限されます。

不正な IP 発信元アドレスのエラー メッセージは、コンソールまたは現在のシステム ログに出力
されます。デフォルトのロギング バッファ サイズは 4096 エントリです。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.1(13)EC

このコマンドが、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリー
ズ ユニバーサル ブロードバンド ルータに導入されました。

12.2(11)CY

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのサポートが追加
されました。

12.2(11)BC2

Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シリーズ、および Cisco
uBR10012 ルータのサポートがリリース 12.2 BC トレインに追加されま
した。
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リリース

変更内容

12.2(15)BC1、
12.2(15)CX

最大バッファ サイズは 1 MB に調整されました。このサイズでは約 2000
個のエラー メッセージを格納できます。また、要求された量のメモリ
が連続ブロックで使用可能ではない場合、CMTS はエラー メッセージ
を表示し、バッファ サイズは変更しません。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablesource-verify コマンドは、ケーブル インターフェイスで使用される IP アドレスがプロバイ
ダーの DHCP サーバによって適切に割り当てられたものであることを、サービス プロバイダーが
確認できるようにします。不正な IP アドレスが検出されると、Cisco CMTS はコンソール ログに
BADIPSOURCE エラー メッセージを生成します。
以前の Cisco IOS リリースでは、Cisco CMTS により、不正な IP 発信元アドレスを含む IP パケッ
トごとにこれらの特定のエラー メッセージが生成されました。これにより、大量のエラー メッ
セージが生成され、コンソールログで他のエラーメッセージを確認することが困難になることが
ありました。
これらのエラー メッセージのための個別のログを作成するには、cableloggingbadipsource コマン
ドを使用します。また、これらのエラー メッセージを格納するバッファのサイズを指定できま
す。バッファがいっぱいになると、新しいメッセージを保存する領域を確保するため、最も古い
メッセージが削除されます。このため、ユーザがメッセージを確認できる時点までのすべてのメッ
セージを保持できるバッファ サイズを選択してください。
Cisco uBR10012 ルータでは、このコマンドには PRE モジュールで生成される BADIPSOURCE エ
ラー メッセージだけが含まれています。ケーブル インターフェイス ラインカードは独自のエラー
メッセージも生成しますが、これらのエラー メッセージは通常、PRE モジュールにより生成され
たメッセージの複製であり、この個別のログには含まれません。

ヒント

現在のバッファのサイズが、現在のエラー ログ メッセージを保管するには小さすぎることが
判明した場合は、大きなバッファ サイズを指定してこのコマンドを再度実行できます。ただ
しこの操作を実行すると、現在バッファに入っているすべてのメッセージがクリアされるた
め、2 番目の cableloggingbadipsource コマンドを実行する前に、現在のメッセージの確認をす
べて完了してください。

（注）

Cisco CMTS が他のタスクを実行する際にメモリ不足になる可能性があるため、バッファ サイ
ズを指定するときには注意してください。showmemoryEXEC コマンドを使用して使用可能な
最大プロセッサ メモリを表示し、このコマンドのバッファ サイズとして、その値よりも十分
に小さな値を設定します。
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このエラー ログの内容を表示するには、showcablelogging--> コマンドを使用します。エラー メッ
セージの確認後にバッファをクリアするには、clearcablelogging--> コマンドを使用します。また、
servicetimestampslog コマンドを使用して、ログのメッセージにタイムスタンプを追加することも
できます。
コンソールまたは syslog サーバに BADIPSOURCE メッセージを出力するには、
nocableloggingbadipsource コマンド（デフォルト設定）を使用します。この設定では、
BADIPSOURCE メッセージの生成はオフにならず、デフォルトのログ メッセージ動作になるよう
システムが設定されます。

ヒント

___________________
例

すべての BADIPSOURCE メッセージを表示しない場合は、cableloggingbadipsource4096 コマ
ンドを使用して、これらのメッセージが設定可能な最小サイズの個別バッファに移動するよう
に設定します。そうすると、showcablelogging--> コマンドを明示的に使用してこれらのエラー
メッセージを表示しない限り、表示されません。

次に、バッファ サイズとして 524,288 バイト（512 KB）を使用して、不正な IP 発信元アドレスに
関するエラー メッセージのロギングを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable logging badipsource 524288
Router(config)#

ヒント

また、バッファに不正な IP 発信元アドレスに関するエラー メッセージが格納されるようにす
るには、cablesource-verify コマンドを使用して送信元 IP アドレスの検証を有効にする必要が
あります。cablesource-verify コマンドを使用しない場合、cableloggingbadipsource コマンドを
使用してバッファを作成できますが、バッファは常に空になります。
次に、不正な IP 発信元アドレスのエラー メッセージを格納するために、2 回目の
cableloggingbadipsource コマンドを使用して現在のバッファ サイズを拡大する例を示します。こ
れによりバッファから現在のすべてのメッセージが消去されるため、このコマンドを 2 度目に実
行する前に、現在のバッファの内容を表示し確認してください。
Router# configure terminal
Router(config)# cable logging badipsource 8192
Router(config)# exit
Router# show cable logging badipsource
<<buffer contents omitted>>
Router# configure terminal
Router(config)# cable logging badipsource 256000

次に、不正な IP 発信元アドレスに関するエラー メッセージを個別のバッファに記録する操作を停
止する例を示します。これにより、バッファからすべてのエラー メッセージが消去され、メモリ
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からバッファが削除され、今後不正な IP 発信元アドレスに関するエラー メッセージが生成される
場合、メッセージはコンソールまたは現行システム ログに記録されます。
Router# configure terminal
Router(config)# no cable logging badipsource
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablesource-verify

アップストリームの CM および CPE デバイス
の IP アドレスの検証を有効にします。

clearcablelogging

ケーブル インターフェイスの不正な IP 発信元
アドレスに関するすべてのエラー メッセージ
を、エラー ログ バッファから削除します。

showcablelogging

ケーブル インターフェイスの不正な IP 発信元
アドレスに関するエラー メッセージのログを表
示します。
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cable logging downstream-index
ダウンストリームインデックスのロギングを有効にするには、グローバルコンフィギュレーショ
ン モードで cableloggingdownstream-index コマンドを使用します。ロギングをオフにしてバッファ
をクリアするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable logging downstream-index [ buffer-size ]
no cable logging downstream-index [ buffer-size ]
___________________
構文の説明

buffer-size

ログに記録されるダウンストリーム インデック
スが含まれているバッファの合計サイズ（バイ
ト単位）。範囲は 4096 ～ 4121440 です。デフォ
ルトは 4096 です。
（注）

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

最大バッファ サイズは、Cisco CMTS
で使用可能な実際の未使用メモリの
量により制限されます。

ダウンストリームインデックスは、この設定が有効になっているラインカードでログに記録され
ます。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン cableloggingdownstream-index コマンドは Cisco uBR-MC3GX60V または Cisco UBR-MC20X20V
ケーブル ライン カード、あるいは SPA のモジュラ ホストとして設定されているライン カードで
設定されます。ダウンストリーム インデックスのロギングは、MAC ドメインを持つケーブル ラ
イン カードで有効にできます。
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（注）

注意

このコマンドは、Cisco TAC からの指示がある場合に限りデータ収集のために使用します。

Cisco CMTS が他のタスクを実行する際にメモリ不足になる可能性があるため、バッファ サイ
ズを指定するときには注意してください。showmemoryEXEC コマンドを使用して使用可能な
最大プロセッサ メモリを表示し、このコマンドのバッファ サイズとして、その値よりも十分
に小さな値を設定します。
ダウンストリーム インデックス ログの内容を表示するには、showcableloggingdownstream-index
コマンドを使用します。ログの確認後にバッファをクリアするには、
clearcableloggingdownstream-index コマンドを使用します。また、servicetimestampslog コマンド
を使用して、ログのメッセージにタイムスタンプを追加することもできます。

___________________
例

次に、ダウンストリーム インデックス ロギングを有効にする例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# cable logging downstream-index 4096

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearcablelogging

すべてのダウンストリーム インデックス ログ
メッセージを削除します。

showcablelogging

すべてのダウンストリーム インデックス ログ
メッセージを表示します。
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cable logging layer2events
CMTS MIB レジストリで指定されている一部の（プライオリティが低い）DOCSIS イベントを、
（汎用のロギング バッファではなく）ケーブル ロギング バッファに保存するには、グローバル
コンフィギュレーション モードで cablelogginglayer2events コマンドを使用します。ケーブル ロギ
ング バッファへの DOCSIS イベントのロギングを無効にするには、このコマンドの no 形式を使
用します。
cable logging layer2events
no cable logging layer2events
___________________
構文の説明
___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

DOCSIS イベントは、Cisco CMTS の汎用ロギング バッファに保存されます。デフォルトのロギン
グ バッファ サイズは 4096 エントリです。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(9a)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 および Cisco uBR7246VXR ユニバー
サル ブロードバンド ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン showcablelogging コマンドは、ロギング機能が有効になっているかどうかと、ロギング バッファ
のステータスを確認するために使用します。
___________________
例

次に、不正な IP 発信元アドレスのエラー メッセージが含まれているログ バッファをクリアする
例を示します。
Router# show cable logging summary
Cable logging: BADIPSOURCE Enabled
Total buffer size (bytes): 1000000
Used buffer size (bytes) : 36968
Logged messages : 231
Router# clear cable logging badipsource
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Router# show cable logging
Cable logging: BADIPSOURCE
Total buffer size (bytes):
Used buffer size (bytes) :
Logged messages : 0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableloggingbadipsource

ケーブル インターフェイスで不正な IP 発信元
アドレスに関するエラー メッセージを、個別の
ログ バッファに記録します。

showcablelogging

ロギング機能が有効になっているかどうかと、
ロギング バッファのステータスを示します。
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Enabled
1000000
0
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• cable map-advance, 473 ページ
• cable match address, 476 ページ
• cable max-hosts, 478 ページ
• cable metering data-per-session, 480 ページ
• cable metering destination, 482 ページ
• cable metering filesystem, 487 ページ
• cable metering ipdr, 491 ページ
• cable metering ipdr-d3, 494 ページ
• cable metering localtime , 497 ページ
• cable metering source-interface, 499 ページ
• cable modem access-group, 502 ページ
• cable modem change-frequency, 504 ページ
• cable modem max-cpe, 506 ページ
• cable modem max-hosts, 509 ページ
• cable modem qos profile, 511 ページ
• cable modem remote-query, 514 ページ
• cable modem service-class-name, 518 ページ
• cable modem v6-max-cpe-prefix, 520 ページ
• cable modem vendor, 522 ページ
• cable modulation-profile, 525 ページ
• cable modulation-profile global-scheme, 538 ページ
• cable monitor, 540 ページ
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• cable mrc-mode, 546 ページ
• cable mtc-mode, 548 ページ
• cable multicast auth enable default-action, 551 ページ
• cable multicast auth profile-name, 553 ページ
• cable multicast group-encryption, 555 ページ
• cable multicast group-qos, 557 ページ
• cable multicast group-qos default, 560 ページ
• cable multicast mdf-disable, 562 ページ
• cable multicast qos group, 564 ページ
• cable multicast ses-cache, 567 ページ
• cable multicast source, 569 ページ
• cable nd, 571 ページ
• cable nd timeout, 573 ページ
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cable map-advance
ダイナミック MAP アドバンス アルゴリズムを設定するには、ケーブル インターフェイス コン
フィギュレーション モードで cablemap-advance コマンドを使用します。この機能を無効にするに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
cable map-advance [dynamic [ safety ]| static] [ max-delay ]
no cable map-advance
___________________
構文の説明

dynamicsafety

ダイナミック MAP アドバンス アルゴリズムを
有効にします。このアルゴリズムは、特定の
アップストリーム ポートの現在の最遠 CM に基
づいて、MAP でのルックアヘッド時間を自動
的に調整します。
• safety：ダイナミック MAP アドバンス ア
ルゴリズムの安全係数をマイクロ秒単位で
指定します。この値は、測定システムの誤
差と内部ソフトウェア遅延に対応するため
の MAP での追加ルックアヘッド時間の長
さを制御します。範囲は 300 ～ 1500 です。
デフォルトは 1000 です。
（注）

安全係数を大きくすると、MAP での
実行時ルックアヘッドが増加します
が、アップストリーム パフォーマン
スが低下します。

static

160km（100 マイル）の HFC ケーブル ネット
ワークで、最悪の場合の伝搬遅延に基づくMAP
の固定ルックアヘッド時間値を使用するスタ
ティック MAP アドバンス アルゴリズムを有効
にします。

max-delay

ケーブル設備と最遠の CM の間での最大ラウン
ド トリップ遅延をマイクロ秒単位で指定しま
す。範囲は 100 ～ 2000 です。デフォルト値は
1800 です。1.6km（1 マイル）の同軸ケーブル
での一般的な遅延は、約 7 マイクロ秒です。
1.6km（1 マイル）のファイバ ケーブルでの一
般的な遅延は、約 8 マイクロ秒です。
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___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

安全係数が 1000 マイクロ秒、最大ラウンド トリップ遅延が 1800 マイクロ秒のダイナミック MAP
アドバンス。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

リリース

変更内容

12.1T

このコマンドが導入されました。

12.0 (9)SC、12.1(2)EC1

dynamic オプションが追加されました。

12.1(10)EC

max-delay オプションが追加されました。ダイナミック MAP アルゴリ
ズムも拡張されました。これにより、このアルゴリズムは最遠の CM
がオフラインであるかどうかを判別でき、判別結果に基づいて MAP
アドバンス アルゴリズムを更新できます。

12.2(8)BC1

max-delay オプションの範囲が現行の値（100 ～ 2000 マイクロ秒）に
変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.1(10)EC で導入された max-delay オプションは、ケーブル ネットワークの
ケーブル設備と最遠 CM との間での最大許容ラウンド トリップ遅延を指定します。max-delay 値
（static モード）で指定されているか、または max-delay 値と safety 値（dynamic モード）の組み
合わせによって指定されている最大タイミング オフセットを CM が超えることはできません。最
大値を超えるタイミング オフセットが CM から報告されると、CMTS はそのオフセットを最大値
にリセットし、showcablemodem 表示でそのオフセット値の横に感嘆符（!）を表示します。
ダイナミック MAP 操作では、Cisco IOS 12.1(10) EC は最遠 CM が現在オフラインであるかどうか
を判別するための定期的な最遠 CM のポーリングも実装しています。最遠ケーブル モデムがオフ
ラインになると、CMTS は現在オンラインの CM をスキャンし、現在オフラインになっている最
遠 CM を確認し、ダイナミック MAP アドバンス アルゴリズムを新しい値で更新します。
___________________
例

次に、ダイナミック MAP アドバンスを 1500 マイクロ秒に設定する例を示します。
router(config-if)# cable map-advance dynamic 1500
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodem

接続 CM の統計情報を表示します。
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cable match address
IP マルチキャスト ストリームを暗号化することを指定するには、ケーブル インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードで cablematchaddress コマンドを使用します。マルチキャスト スト
リームを暗号化しないことを指定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable match address access-list
no cable match address
___________________
構文の説明

access-list

アクセス リストで定義されている IP マルチキャ
スト ストリームを暗号化することを指定しま
す。アクセス リストとして、IP アクセス リス
ト番号または IP アクセス リスト名を使用でき
ます。有効なアクセス リスト番号は 100 ～ 199
です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン cablematchaddress コマンドは、アクセス リストをケーブル インターフェイスにバインドします。
これにより、そのインターフェイスを通過するトラフィックに対してマルチキャスト暗号化を実
行できます。アクセス リストを設定するには、ipaccess-list コマンドを使用します。
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（注）

このコマンドは、ケーブル サブインターフェイスでは使用できません。

（注）

このコマンドは、Baseline Privacy Interface（BPI）および Baseline Privacy Interface Plus（BPI+）
の暗号化に対応しているイメージでのみ使用できます。

___________________
例

次に、reno という名前のアクセス リストで定義されているマルチキャスト ストリームを、ケーブ
ル インターフェイス 3/0 で暗号化することを指定する例を示します。
Router(config)# interface c3/0
Router(config-if)# cable match address reno

次に、アクセス リスト番号 102 により定義されているマルチキャスト ストリームを暗号化するこ
とを指定する例を示します。
Router(config)# interface c3/0
Router(config-if)# cable match address 102

___________________
関連コマンド

Command

Description

ipaccess-list-->

IP アクセス リストを名前で定義します。
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cable max-hosts
サブスクライバの CM に接続可能なホストの最大数を指定するには、ケーブル インターフェイス
コンフィギュレーション モードで cablemax-hosts コマンドを使用します。CM に接続されている
許容可能なホストの数をデフォルト値（0 ホスト）にリセットするには、このコマンドの no 形式
を使用します。
cable max-hosts n
no cable max-hosts
___________________
構文の説明

n

このインターフェイスで CM に接続可能なホス
トの最大数を指定します。有効な範囲は 0 ～
255 です。デフォルトは 0 です。

___________________
コマンド デフォルト

CM に接続できるホストの最大数は 0 です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

12.0(6)SC、12.1(2)EC1

Cisco IOS 12.0 SC および 12.1 EC リリース トレインにサポートが
追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS は次の 3 つのコマンドを使用して、特定の CM、特定のケーブル インターフェイスの
すべての CM、または Cisco CMTS ルータを使用するすべての CM に対してホストの最大数を設定
します。
• cablemodemmax-hosts：特定の CM の最大ホスト数を設定します。
• cablemax-hosts：特定のケーブル インターフェイスのすべての CM の最大ホスト数を設定し
ます。
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• cablemodemmax-cpe：Cisco CMTS ルータを使用するすべての CM の最大ホスト数を設定し
ます。
より限定的なコマンドを実行すると、それほど限定的ではないコマンドの設定がオーバーライド
されます。たとえば、cablemodemmax-cpe--> コマンドを使用してすべての CM で最大ホスト数を
2 に設定していても、cablemodemmax-hosts--> コマンドを使用して、特定の CM にこれよりも大
きな最大ホスト値を指定できます。

（注）

___________________
例

CMTS は、CMTS へのケーブル モデムの登録時に、MAX Host の値をケーブル モデムに割り当
てます。MAX Host コマンドの変更は、変更後に登録されるケーブル モデムだけに影響しま
す。

次に、特定のケーブル インターフェイスの CM の最大ホスト数を 15 に設定する例を示します。
Router(config)# interface c6/0
Router(config-if)# cable max-hosts 15

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodemaccess-group

CM のアクセス グループを指定します。

cablemodemchange-frequency

ダウンストリーム周波数またはアップストリー
ム チャネル ID を変更します。

cablemodemmax-cpe

Cisco CMTS ルータを使用するすべての CM の
最大ホスト数を設定します。

cablemodemmax-hosts

特定の CM の最大ホスト数を設定します。

showcablemodem

CM 構成設定を表示します。
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cable metering data-per-session
ケーブル モデム終端システムのセッションあたりのケーブル測定データ フロー数を確認するに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで cablemeteringdata-per-session コマンドを使用
します。この機能を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable metering data-per-session data-per-session timer timer value
no cable metering data-per-session data-per-session timer timer value
___________________
構文の説明

data-per-session

セッションあたりのデータ フロー数を KB で指定します。範
囲は 3 ～ 30 です。デフォルトは 5 です。

timer

起動するケーブル ラインカード タイマーを表示します。

timervalue

タイマーの起動間隔をミリ秒単位で指定します。範囲は 8 ～
500 です。デフォルトは 100 です。

___________________
コマンド デフォルト

ケーブル測定データフロー値は表示されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB1

このコマンドが導入されました。

12.3(23)BC7

このコマンドは Cisco IOS Release 12.3(23)BC7 に統合され
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablemeteringdata-per-session コマンドにより、ユーザはセッションあたりのケーブル測定データ
フロー数を表示できます。このコマンドでは、ケーブル ライン カードとルート プロセッサの間
のデータ収集が制限または調整されます。
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___________________
例

次の例は、セッションあたりのケーブル測定データ フロー数を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable metering data-per-session 8 timer 100
Router# show run | include metering
cable metering destination 2.7.36.88 6789 0 15 non-secure
cable metering data-per-session 8 timer 100

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemetering-status

最後に正常完了した従量制課金操作に関する情
報を表示します。

cablemeteringdestination

従量制課金を有効にし、課金レコードを外部の
コレクション サーバにストリーミングします。
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cable metering destination
従量制課金を有効にし、課金レコードを外部のコレクション サーバにストリーミングするには、
グローバル コンフィギュレーション モードで cablemeteringdestination コマンドを使用します。
従量制課金を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable metering destination ip-address port [ip-address2 port2] retries minutes {non-secure| secure}
[cpe-list-suppress] [flow-aggregate] [full-records]
no cable metering
___________________
構文の説明

ip-addressport

外部サーバの課金アプリケーション用のアドレ
スと TCP ポート番号。
• ip-address：外部コレクション サーバの IP
アドレス。
• port：サーバでの課金収集アプリケーショ
ンのための TCP ポート番号。範囲は 0 ～
65535 ですが、広く使われてい TCP ポート
番号（0 ～ 1024）にはしないでください。

ip-address2port2

（オプション）プライマリ サーバが応答しない
場合に使用されるセカンダリ外部サーバでの課
金アプリケーション用の IP アドレスと TCP ポー
ト番号。
• ip-address2：セカンダリ外部サーバの IP ア
ドレス。
• port2：セカンダリ サーバの課金収集アプ
リケーションのための TCP ポート番号。
範囲は 0 ～ 65535 ですが、広く使われてい
TCP ポート番号（0 ～ 1024）にはしないで
ください。

retries
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Cisco CMTS が外部サーバとのセキュアな接続
の確立を再試行する回数。この回数を超える
と、セカンダリ サーバ（設定されている場合）
が使用され、失敗に関する SNMP トラップが送
信されます。n の範囲は 0 ～ 5 です。デフォル
トは 1 回の再試行です。
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minutes

外部サーバに課金レコードがストリーミングさ
れる頻度（分単位）です。範囲は 2 ～ 1440（24
時間）で、デフォルトはありません。
（注）

non-secure

外部サーバの課金アプリケーションへの接続時
に、Cisco CMTS が暗号化されていない TCP 接
続を使用することを指定します。

secure

外部サーバの課金アプリケーションへの接続時
に、Cisco CMTS がセキュア ソケット レイヤ
（SSL）TCP接続を使用することを指定します。
（注）

cpe-list-suppress

___________________
コマンド モード

このオプションは、ベースライン プ
ライバシー インターフェイス（BPI）
暗号化をサポートしている Cisco
CMTS ソフトウェア イメージでのみ
使用できます。

（オプション）課金レコードから顧客宅内機器
（CPE）の IP アドレスを除外すると、パフォー
マンスが向上します。
（注）

___________________
コマンド デフォルト

推奨される最小間隔は 30 分で
す。

デフォルトでは、CPE アドレスが課
金レコードに含まれます（各ケーブ
ル モデムで最大 5 つの CPE IP アドレ
ス）。

flow-aggregate

（オプション）個々のケーブル モデムに関する
すべての情報を組み合わせて 1 つのレコードに
します。アップストリーム トラフィックとダウ
ンロード トラフィックそれぞれのために個別の
カウンタを維持しますが、これらのカウンタに
は該当する方向のすべてのサービス フローが含
まれます。

full-records

（オプション）フル サービス フロー（アクティ
ブおよびアイドル）レコードの情報が提供され
ます。

従量制課金は無効になっています。有効にすると、CPE IP アドレス（ケーブル モデムあたり 5 つ
まで）がデフォルトで課金レコードに含まれます。
グローバル コンフィギュレーション（config）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(9a)BC

このコマンドが導入されました。
（注）

Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC では、このコマンドは DOCSIS
1.0、DOCSIS 1.1、および DOCSIS 2.0 ケーブル モデムのすべての
サービス フローのモニタをサポートしています。

• アップストリームおよびダウンストリーム
• プライマリ
• セカンダリ
• ダイナミック
12.2(33)SCD2

このコマンドが変更され、full-records キーワードが追加されました。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD2 以降のリリースでは、このコマ
ンドは DOCSIS 3.0 ケーブル モデムでもサポートされています。
このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータに
実装されました。
（注）

IOS-XE 3.15.0S

___________________
使用上のガイドライン cablemeteringdestination コマンドは、従量制課金を有効にし、これをストリーミング モードに設
定します。ストリーミング モードでは、Cisco CMTS は課金レコードを作成し、課金アプリケー
ションで使用できるように外部サーバへ定期的に課金レコードを送信します。
Cisco CMTS は最初の（プライマリ）外部サーバとの通信を確立しようとします。この操作が失敗
すると、CMTS は失敗に関する SNMP トラップを送信します。Cisco CMTS は、
cablemeteringdestination コマンドで指定されている回数だけ接続を再試行し、すべての再試行が
失敗すると、セカンダリ外部サーバに切り替えます（設定されている場合）。Cisco CMTS は各間
隔でこの一連の操作を繰り返します。常に最初にプライマリ サーバへの接続を試行し、その後セ
カンダリ サーバの使用を試行します。

（注）

cablemeteringfilesystem または cablemeteringdestination のいずれかのコマンドを使用して従量
制課金を有効にできますが、両方のコマンドを使用することはできません。これらのコマンド
を 2 回実行すると、2 回目に実行するコマンドによって 1 回目のコマンドが上書きされます。
CMTS が外部サーバに課金レコードを送信できない場合、および
snmp-serverenabletrapscablemetering--> コマンドを使用して測定トラップが有効に設定されてい
る場合は、CMTS は失敗の原因を示す SNMP トラップを SNMP マネージャに送信します。通常こ
れは、外部サーバでタイムアウトが発生するか、または課金レコードがローカル システムに存在
しないことが原因で発生します。それぞれの接続の失敗に関する SNMP トラップが送信されま
す。
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従量制課金を無効にするには、nocablemetering コマンドを使用します。課金レコードが現在外部
サーバにストリーミングされている場合を除き、このコマンドにより課金情報の収集が即時停止
されます。nocablemetering コマンドの実行時に課金処理が進行中の場合、システムは「CMTS
Metering in progress. Ignoring current config」というメッセージを表示します。課金処理が終了する
まで待ち、終了したら nocablemetering コマンドを再入力します。

（注）

___________________
例

showcablemetering-status--> コマンドによりストリーミング操作のステータスが「success」と
して表示されるものの、課金アプリケーション サーバでレコードが受信されていない場合は、
Cisco CMTS とサーバで、同一通信タイプ（非セキュア TCP またはセキュア SSL）が設定され
ているかどうかを確認します。Cisco CMTS で非セキュア TCP が設定されており、サーバでセ
キュア SSL が設定されている場合、Cisco CMTS による課金レコードの送信は正常に完了しま
すが、データがセキュア SSL ストリームで到着しないため、サーバはすべてのデータを破棄
します。

次に、ストリーミング モードで従量制課金を有効にし、CMTS により課金レコードが IP アドレス
10.10.10.37 のサーバの TCP ポート 5215 に、セキュア ソケット レイヤ（SSL）TCP 接続を使用し
て 60 分間隔で送信されることを指定する例を示します。セカンダリ外部サービスも定義されま
す。CMTS は、接続を 3 回再試行した後で再試行操作をやめ、セカンダリ サーバに切り替え、
SNMP マネジメント システムに失敗を通知する SNMPv3 トラップを送信します。
U7246VXR# configure terminal
U7246VXR(config)# cable metering destination 10.10.10.37 5215 10.10.10.41 5215 3 60 secure
U7246VXR(config)#

次に、ストリーミング モードで従量制課金を有効にし、CMTS により課金レコードが IP アドレス
10.10.10.37 のサーバの TCP ポート 8181 に、暗号化されていない TCP 接続を使用して 30 分間隔で
送信されることを指定する例を示します。セカンダリ サーバは定義されていません。CMTS は、
接続を 1 回再試行した後で再試行操作をやめ、SNMP マネジメント システムに失敗を通知する
SNMPv3 トラップを送信します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable metering destination 10.10.10.37 8181 1 30 non-secure
Router(config)#

次に、課金レコードに CPE デバイスの IP アドレスを含めないこと以外は、上記と同じ設定で従
量制課金を有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable metering destination 10.10.10.37 8181 1 30 non-secure cpe-list-suppress
Router(config)#

次に、暗号化されていない TCP 接続を使用して従量制課金を有効にし、CPE デバイスの IP アド
レスを含め、full-records オプションを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
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Router(config)# cable metering destination 10.10.10.37 11 1 222 non-secure full-records
cpe-list-suppress
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemeteringfilesystem

従量制課金を有効にし、課金レコードをローカ
ル ファイル システムのファイルに書き込みま
す。

cablemeteringipdr

IPDR および SP2.1 プロトコルを使用して従量
制課金を有効にします。

cablemeteringipdr-d3

DOCSIS 3.0 ケーブル モデムで従量制課金を有
効にします。

cablemeteringsource-interface

従量制課金操作のデバッグを有効にします。

showcablemetering-status

最新の従量制課金操作に関する情報を表示しま
す。

snmp-serverenabletrapscable

ケーブル関連イベントの Simple Network
Management Protocol（SNMP）トラップが確実
に送信されるようにします。
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cable metering filesystem
従量制課金を有効にし、ローカル ファイル システムのファイルにレコードを書き込むには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで cablemeteringfilesystem コマンドを使用します。従量
制課金を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable metering filesystem filesystem [cpe-list-suppress] [flow-aggregate] [full-records]
no cable metering
___________________
構文の説明

filesystem

課金レコードが書き込まれるファイル システ
ム。filesys パラメータの最大長は 25 文字であ
り、ルータで有効なファイル システム（slot0、
disk1、flash など）を指定する必要があります。
（注）

cpe-list-suppress

システムにより、ルータのホスト名
とレコードが書き込まれた時点のタ
イムスタンプがその後に続くファイ
ル名を使用して、課金レコードがこ
のファイル システムに書き込まれま
す。

（オプション）課金レコードから顧客宅内機器
（CPE）の IP アドレスを除外すると、パフォー
マンスが向上します。
（注）

このオプションを選択しない場合、
各ケーブル モデムの課金レコードに
最大 5 つの CPE IP アドレスが含まれ
ます。

flow-aggregate

（オプション）個々のケーブル モデムに関する
すべての情報を組み合わせて 1 つのレコードに
します。アップストリーム トラフィックとダウ
ンロード トラフィックそれぞれのために個別の
カウンタを維持しますが、これらのカウンタに
は該当する方向のすべてのサービス フローが含
まれます。

full-records

（オプション）フル サービス フロー（アクティ
ブおよびアイドル）レコードの情報が提供され
ます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
487

ケーブル コマンド：cable m ～ n
cable metering filesystem

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

従量制課金は無効になっています。従量制課金を有効にすると、デフォルトでは（最大 5 つの）
CPE IP アドレスが課金レコードに含まれます。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(9a)BC

このコマンドが導入されました。
（注）

•

Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC では、このコマンドは DOCSIS
1.0、1.1、および 2.0 ケーブル モデムのすべてのサービス フロー
のモニタをサポートしています。
◦ アップストリームおよびダウンストリーム
◦ プライマリ
◦ セカンダリ
◦ ダイナミック

12.2(33)SCD2

このコマンドが変更され、full-records キーワードが追加されました。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD2 以降では、このコマンドは
DOCSIS 3.0 ケーブル モデムでもサポートされています。
このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。
（注）

IOS-XE 3.15.0S

___________________
使用上のガイドライン cablemeteringfilesystem コマンドは、従量制課金を有効にし、ファイル モードに設定します。ファ
イル モードでは、CMTS が課金レコードをローカル ファイル システムに書き込みます。システ
ムにより、このコマンドで指定されるファイル システムに課金レコードが書き込まれます。この
とき、ルータのホスト名とその後にファイルの作成時点のタイムスタンプが続くファイル名が使
用されます。
CMTS は、課金レコードの書き込み時に、課金レコードがピックアップ可能であることを課金ア
プリケーションに通知する SNMPv3 トラップをオプションで送信することもできます。その後課
金アプリケーションは Cisco CMTS にログインし、File Transfer Protocol（FTP）または Secure Copy
（CSP）を使用してファイルをピックアップできます。
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（注）

cablemeteringfilesystem または cablemeteringdestination のいずれかのコマンドを使用して従量
制課金を有効にできますが、両方のコマンドを使用することはできません。これらのコマンド
を 2 回実行すると、2 回目に実行するコマンドによって 1 回目のコマンドが上書きされます。
CMTS がローカル ファイルシステムに課金レコードを書き込むことができない場合、および
snmp-serverenabletrapscablemetering コマンドを使用して測定トラップが有効に設定されている場
合は、CMTS は失敗の原因を示す SNMP トラップを SNMP マネージャに送信します。通常この原
因は、ディスクがいっぱいであるか、またはディスク エラー（PCMCIA カードがスロットに装着
されていないなど）の発生です。
従量制課金を無効にするには、nocablemetering コマンドを使用します。このコマンドにより、課
金レコードがローカルファイルシステムに現在書き込み中である場合を除き、課金情報の収集が
即時停止されます。nocablemetering コマンドの実行時に課金処理が進行中の場合、システムは
「CMTS Metering in progress. Ignoring current config」というメッセージを表示します。課金処理が
終了するまで待ち、終了したら nocablemetering コマンドを再入力します。

___________________
例

次に、従量制課金を有効にし、レコードを disk0: デバイスのファイルに書き込む例を示します。
U7246VXR# configure terminal
U7246VXR(config)# cable metering filesystem disk0:
U7246VXR(config)#

（注）

nvram をファイル システムとして使用しないでください。たとえば Router(config)# は使用し
ないでください。 cablemeteringfilesystemnvram:
次に、従量制課金を有効にし、レコードを NPE-G1 プロセッサの disk2: デバイスのファイルに書
き込む例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable metering filesystem disk2:
Router(config)#

次に、従量制課金を有効にし、レコードをフラッシュ メモリのファイルに書き込む例を示しま
す。CPE デバイスの IP アドレスは課金レコードに含まれません。
Router# configure terminal
Router(config)# cable metering filesystem flash: cpe-list-suppress
Router(config)#

次に、従量制課金を有効にし、レコードをフラッシュ メモリのファイルに書き込み、full-recoreds
オプションを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable metering filesystem disk2:xyz full-records
Router#
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemeteringdestination

従量制課金を有効にし、課金レコードを外部
サーバにストリーミングできるようにします。

cablemeteringipdr

IPDR および SP2.1 プロトコルを使用して従量
制課金を有効にします。

cablemeteringipdr-d3

DOCSIS 3.0 ケーブル モデムで従量制課金を有
効にします。

cablemeteringsource-interface

従量制課金操作のデバッグを有効にします。

showcablemetering-status

最新の従量制課金操作に関する情報を表示しま
す。

snmp-serverenabletrapscable

ケーブル関連イベントに関する Simple Network
Management Protocol（SNMP）トラップの送信
を有効にします。
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cable metering ipdr
DOCSIS 2.0 ケーブル モデムで Subscriber Account Management Interface Specification（SAMIS）を設
定し、従量制課金を有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cablemeteringipdr コマンドを使用します。従量制課金を無効にするには、このコマンドの no 形式
を使用します。
cable metering ipdr interval session session-id [flow-aggregate] [full-records]
no cable metering
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable metering ipdr interval session session-id {full-records}
___________________
構文の説明

interval

計測データ ストリーミング間隔を分単位で指定
します。この間隔は、1 つのエクスポートが完
了してから、別のエクスポートが開始されるま
での時間です。範囲は 2 ～ 1440（24 時間）で
す。

sessionsessionid

IP Detail Records（IPDR）セッション ID。この
セッション ID の範囲は 1 ～ 255 です。

flow-aggregate

（オプション）個々のケーブル モデムに関する
すべての情報を組み合わせて 1 つのレコードに
します。アップストリーム トラフィックとダウ
ンロード トラフィックそれぞれのために個別の
カウンタを維持しますが、これらのカウンタに
は該当する方向のすべてのサービス フローが含
まれます。（Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco
uBR7200 シリーズ ルータ）。

full-records

（オプション）フル サービス フロー（アクティ
ブおよびアイドル）レコードの情報が提供され
ます。（Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco
uBR7200 シリーズ ルータ）。

___________________
コマンド デフォルト

従量制課金は無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、このコマンドは DOCSIS
1.0、DOCSIS 1.1、および DOCSIS 2.0 ケーブル モデムでサポー
トされています。
このコマンドが変更され、full-records キーワードが追加されました。
（注）

12.2(33)SCD2

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD2 以降のリリースでは、このコ
マンドは DOCSIS 3.0 ケーブル モデムでもサポートされていま
す。
このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。flow-aggregate キーワードが削除されました。
（注）

IOS-XE 3.15.0S

___________________
使用上のガイドライン cablemeteringipdr コマンドは、SAMIS データのエクスポート方法を設定します。このコマンド
は、DOCSIS 2.0 SAMIS スキーマに対して使用されます。
flow-aggregate が有効な場合、ケーブル モデムごとにサービス フローが結合され 1 つのレコード
になります。
• ServiceClassName 要素は常に、IPDR レコードで NULL 値を返します。これは、ケーブル モ
デムのサービス フローに有効なサービス クラス名がある場合でも同様です。
• ServiceIdentifier 要素は常に値 0 を返します。

___________________
例

次に、full-records オプションと flow-aggregate オプションを有効にし、課金レコード間隔を 60 分
に設定し、IPDR に対して従量制課金を有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable metering ipdr 60 session 111 full-records flow-aggregate
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemeteringdestination

従量制課金を有効にし、課金レコードを外部
サーバにストリーミングできるようにします。

cablemeteringfilesystem

従量制課金を有効にし、課金レコードをローカ
ル ファイル システムのファイルに書き込みま
す。
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コマンド

説明

cablemeteringsource-interface

従量制課金操作のデバッグを有効にします。

showcablemetering-status

最新の従量制課金操作に関する情報を表示しま
す。

snmp-serverenabletrapscable

ケーブル関連イベントの Simple Network
Management Protocol（SNMP）トラップが確実
に送信されるようにします。
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cable metering ipdr-d3
DOCSIS 3.0 ケーブル モデムで Subscriber Account Management Interface Specification（SAMIS）を設
定し、従量制課金を有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cablemeteringipdr-d3 コマンドを使用します。従量制課金を無効にするには、このコマンドの no
形式を使用します。
cable metering ipdr-d3 session session-id type type [flow-aggregate] [full-records]
no cable metering
___________________
構文の説明

sessionsessionid

IPDR セッション ID を指定します。範囲は 1 ～
255 です。

typetype

計測の IPDR DOCSIS 3.0 サービス定義タイプを
指定します。範囲は 1 ～ 2 です。

flow-aggregate

（オプション）個々のケーブル モデムに関する
すべての情報を組み合わせて 1 つのレコードに
します。アップストリーム トラフィックとダウ
ンロード トラフィックそれぞれのために個別の
カウンタを維持しますが、これらのカウンタに
は該当する方向のすべてのサービス フローが含
まれます。（Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco
uBR7200 シリーズ ルータ）。

full-records

（オプション）フル サービス フロー（アクティ
ブおよびアイドル）レコードの情報が提供され
ます。（Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco
uBR7200 シリーズ ルータ）。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは従量制課金は無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCD2

このコマンドが導入されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablemeteringipdr-d3 コマンドは、SAMIS データのエクスポート方法を設定します。このコマン
ドは、DOCSIS 3.0 SAMIS スキーマ（タイプ 1 とタイプ 2 を含む）に対して使用されます。
flow-aggregate が有効な場合、ケーブル モデムごとにサービス フローが結合され 1 つのレコード
になります。
• ServiceClassName 要素は常に、IPDR レコードで NULL 値を返します。これは、ケーブル モ
デムのサービス フローに有効なサービス クラス名がある場合でも同様です。
• ServiceIdentifier 要素は常に値 0 を返します。

___________________
例

次に、full-records オプションと flow-aggregate オプションを有効にし、IPDR DOCSIS 3.0 の従量制
課金を有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable metering ipdr-d3 session 111 type 2 full-records flow-aggregate
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemeteringdestination

従量制課金を有効にし、課金レコードを外部
サーバにストリーミングできるようにします。

cablemeteringfilesystem

従量制課金を有効にし、課金レコードをローカ
ル ファイル システムのファイルに書き込みま
す。

cablemeteringsource-interface

従量制課金操作のデバッグを有効にします。

cablesflogmax-entry

サービス フローのロギングを有効にし、ログの
エントリの数と期間を設定します。

showcablemetering-status

最新の従量制課金操作に関する情報を表示しま
す。

snmp-serverenabletrapscablemetering

ケーブル関連イベントの Simple Network
Management Protocol（SNMP）トラップが確実
に送信されるようにします。
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cable metering localtime
ローカル時刻のタイムスタンプを含む使用状況レコードを提供するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで cable metering localtime コマンドを使用します。
cable metering localtime
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトではこのコマンドは設定されていません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCI2

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン cable metering localtime コマンドが設定されている場合、計測出力のタイムスタンプはローカル時
刻（例：「2015-03-03T16:26:07」）です。それ以外の場合は UTC 時刻（例：
「2015-03-03T16:26:07Z」、「Z」は時刻が UTC/GMT であることを示す）になります。
___________________
例

次に、ローカル時刻のタイムスタンプを使用して使用状況レコードを設定する例を示します。
Router(config)#cable metering localtime
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable metering destination

従量制課金を有効にし、課金外部サーバにスト
リーミングできるようにします。

cable metering ipdr

IPDR および SP2.1 プロトコルを使用して従量
制課金を有効にします。
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コマンド

説明

cable metering ipdr-d3

DOCSIS 3.0 ケーブル モデムで従量制課金を有
効にします。

cable metering source-interface

従量制課金操作のデバッグを有効にします。

show cable metering-status

最新の従量制課金操作に関する情報を表示しま
す。

cable metering file-system

従量制課金を有効にし、課金レコードをローカ
ル ファイル システムのファイルに書き込みま
す。
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cable metering source-interface
課金パケットの送信元インターフェイスを指定できるようにするには、特権 EXEC モードで
cablemeteringsource-interface コマンドを使用します。指定されている送信元インターフェイスを
オフにするには、このコマンドの -->no 形式を使用します。
cable metering source-interface interface
no cable metering source-interface interface
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

interface

cablemeteringsource-interface コマンドを使用し
てルータから発信される従量制課金パケットの
送信元を指定します。これは、ループバック イ
ンターフェイスの IP アドレスとして送信元イ
ンターフェイスを設定するときによく使用され
ます。

従量制課金は無効になっています。有効にすると、CPE IP アドレス（ケーブル モデムあたり 5 つ
まで）がデフォルトで課金レコードに含まれます。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablemeteringsource-interface コマンドでは、ユーザが従量制課金パケットの送信元インターフェ
イスを指定できます。通常、すべての課金パケットには送信元インターフェイスが自動的に割り
当てられますが、cablemeteringsource-interface コマンドを使用するユーザは、送信元インターフェ
イスがループバック インターフェイスの IP アドレスになるよう設定できます。
ユーザが送信元インターフェイス設定を指定しないと、SAMIS はループバック インターフェイス
の最も大きな IP アドレスを送信元インターフェイスとして選択します。ループバック インター
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フェイスが使用できない場合、SAMIS は物理インターフェイスの最も大きな IP アドレスを送信元
インターフェイスとして選択します。

（注）

ループバック インターフェイスが指定されている場合、MAC アドレスは、課金パケットの
docID 内の管理インターフェイスの MAC アドレスです。

（注）

計測のために送信元インターフェイスを指定するオプションは、計測モードの設定後にのみ使
用できます。
--> 従量制課金機能がファイル モードで動作している場合に cablemeteringsource-interface コマン
ドを使用すると、課金パケットの CMTS IP アドレスが、-->cablemeteringsource-interface コマン
ドを使用するかまたは ccmtrCollectionSrcIfIndex オブジェクトの設定により指定された送信元イ
ンターフェイスの IP アドレスに変更されます。課金パケットのヘッダー MAC アドレスも、送信
元インターフェイスの MAC アドレスに変更されます。
--> 従量制課金機能がストリーミング モードで動作している場合に cablemeteringsource-interface
コマンドを使用すると、課金パケットの CMTS IP アドレスと送信元 IP アドレスが、
cablemeteringsource-interface コマンドを使用するかまたは ccmtrCollectionSrcIfIndex オブジェク
トの設定により指定された送信元インターフェイスの IP アドレスに変更されます。課金パケット
のヘッダー MAC アドレスも、送信元インターフェイスの MAC アドレスに変更されます。
送信元インターフェイスの定義時に、ユーザが定義した送信元インターフェイスが計測対象とし
て有効な送信元インターフェイスであるかどうかを判別するため、次のエラー チェックが実行さ
れる可能性があります。
1 指定されたインターフェイスが稼働しており、IP アドレスが設定されていることを確認しま
す。
2 IP アドレスが、宛先アドレスと同じサブネット/メジャーネットに含まれていることを確認し
ます。

（注）

___________________
例

これらのエラー チェックの実行後でも、課金パケットが送信される保証はありません。これ
は、CMTS とコレクション サーバ間に物理的な接続がないことが原因で、TCP 接続が成功し
ない可能性があるためです。

次に、指定された送信元インターフェイスがループバック インターフェイスであり、その MAC
アドレスが 000C31F6F400、IP アドレスが 1.100.100.100 である例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable metering source-interface loopback 1.100.100.100
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Router(config)#

次に、指定された送信元インターフェイスがループバック インターフェイスであり、その MAC
アドレスが 00027D67DC0、IP アドレスが 2.90.100.100 である例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable metering source-interface loopback 2.90.100.10
Accept 2.90.100.100:42380
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Closing socket 2.90.100.100:42380
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemeteringsource-interface

従量制課金を有効にし、課金レコードを外部
サーバにストリーミングできるようにします。

cablemeteringfilesystem

従量制課金を有効にし、課金レコードをローカ
ル ファイル システムのファイルに書き込みま
す。

debugcableremote-query-->

リモート CM から情報を収集するため、デバッ
グをオンにします。

showcablemetering-status

最新の従量制課金操作に関する情報を表示しま
す。

snmp-serverenabletrapscable

ケーブル関連イベントに関する Simple Network
Management Protocol（SNMP）トラップの送信
を有効にします。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
501

ケーブル コマンド：cable m ～ n
cable modem access-group

cable modem access-group
CM のアクセス グループを設定するには、特権 EXEC モードで cablemodemaccess-group コマンド
を使用します。この指定を無効にするには、このコマンドの noaccess-group--> 形式を使用しま
す。
cable modem {mac-addr| ip-addr} access-group [access-list| access-name]
cable modem {mac-addr| ip-addr} no access-group

（注）

___________________
構文の説明

cablemodemaccess-group コマンドは、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータで
はサポートされていません。

ip-addr

CM の IP アドレスを指定します。

mac-address

CM の MAC アドレスを指定します。

access-list

IP アクセス リストを指定します（標準または
拡張）。範囲は 1 ～ 199 です。

access-name

アクセス リスト名を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3(8) NA

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

このコマンドの機能は cablehostaccess-group--> コマンドの機能と同
一ですが、下位互換性を確保するために両方のコマンドが維持され
ました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。
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___________________
例

次に、アクセス リスト 1 を MAC アドレスが abcd.ef01.2345 の CM に割り当てる
cablemodemaccess-group コマンドの例を示します。
Router# cable modem abcd.ef01.2345 access-group 1
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablehostaccess-group

ホストのアクセス リストを設定します。

cablemodemchange-frequency

ダウンストリーム周波数またはアップストリー
ム チャネル ID を変更します。

cablemodemmax-hosts

CM の最大ホスト数を指定します。

cablemodemqosprofile

CM の QoS プロファイルを指定します。

showcablemodem

CM 構成設定を表示します。
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cable modem change-frequency
CM で使用される周波数をオーバーライドするには、特権 EXEC モードで
cablemodemchange-frequency コマンドを使用します。
cable modem {mac-addr| ip-addr} change-frequency {ds-frequency-hz [ us-channel-id ]| us-channel-id}
___________________
構文の説明

ip-addr

CM の IP アドレスを指定します。

mac-address

CM の MAC アドレスを指定します。

ds-frequency-hz

CM のダウンストリーム周波数（Hertz 単位）を
指定します。

us-channel-id

アップストリームチャネル ID を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドでは、CMTS 管理者が CM のダウンストリーム周波数を変更し、DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイル設定をオーバーライドできます。このコマンドは、Cisco IOS リリース
12.1(3a)EC には適用されません。
___________________
例

次に、IP アドレスが 172.172.172.12 の CM のダウンストリーム周波数を 570 MHz に変更する例を
示します。
Router# cable modem 172.172.172.12 change-freq 57000000
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Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodemaccess-group

CM のアクセス グループを指定します。

cablemodemmax-hosts

CM の最大ホスト数を指定します。

cablemodemqosprofile

CM の QoS プロファイルを指定します。

showcablemodem

CM 構成設定を表示します。
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cable modem max-cpe
モデムあたりの許容ホストの最大数を指定（CM コンフィギュレーション ファイルの max-cpe 値
をオーバーライド）するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cablemodemmax-cpe
コマンドを使用します。
cable modem max-cpe [n| unlimited]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

n

コンフィギュレーション ファイルの値を指定し
ます。範囲は 1 ～ 255 です。

unlimited

最大 CPE 値を無制限に指定します。

コンフィギュレーション ファイルに指定されている max-cpe 値は、CMTS が単一 CM に接続する
ホストの数を制限するときに使用されます（nocablemodemmax-cpe）。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.0(10)SC、12.1(2)EC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン CMTS は 1 つのモデムで最大 n 個のホストを有効にします。unlimited に設定されている場合、ま
たは n が CM のコンフィギュレーション ファイルの max-cpe 値よりも大きい場合、CM のコン
フィギュレーション ファイルの max-cpe 値が使用されます。

（注）

Cisco CMTS で cablemodemmax-cpe コマンドにより設定されている CPE の最大数が、CM のコ
ンフィギュレーション ファイルで設定されている CPE の最大数よりも小さい場合、
cablemodemmax-cpe コマンドで設定された数が、CM のコンフィギュレーション ファイルで
設定されている数をオーバーライドします。
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（注）

unlimited に設定する場合、または n が CM のコンフィギュレーション ファイルの max-cpe 値
よりも大きい場合、CM はホストの最大数を制御し、DHCP サーバは 1 つの CM の背後のホス
トに割り当てられる IP アドレスの数を制御する必要があります。

注意

このコマンドを使用すると、サービス拒否攻撃が可能になり、システムでセキュリティ ホー
ルが発生する可能性があります。特に、ユーザが大量の IP アドレスを取得できるため、使用
可能なすべての IP アドレスがこの単一ユーザによって予約されると、ネットワーク全体がダ
ウンします。シスコでは、このコマンドが有効な場合、1 つのモデムの背後のホストに割り当
てられる IP アドレスの数を DHCP サーバが厳密に制御することを推奨します。
Cisco CMTS は、3 つのコマンドを使用して、特定の CM、特定のケーブル インターフェイスのす
べての CM、または Cisco CMTS ルータを使用するすべての CM に対してホストの最大数を設定し
ます。
• cablemodemmax-hosts：特定の CM の最大ホスト数を設定します。
• cablemax-hosts：特定のケーブル インターフェイスのすべての CM の最大ホスト数を設定し
ます。
• cablemodemmax-cpe：Cisco CMTS ルータを使用するすべての CM の最大ホスト数を設定し
ます。
より限定的なコマンドを実行すると、それほど限定的ではないコマンドの設定がオーバーライド
されます。たとえば、cablemodemmax-cpe--> コマンドを使用してすべての CM で最大ホスト数を
2 に設定していても、cablemodemmax-hosts--> コマンドを使用して、特定の CM にこれよりも大
きな最大ホスト値を指定できます。

（注）

CMTS は、CMTS へのケーブル モデムの登録時に、MAX Host の値をケーブル モデムに割り当
てます。MAX Host コマンドの変更は、変更後に登録されるケーブル モデムだけに影響しま
す。

（注）

showcablemodem--> コマンドの [Number of CPEs] フィールドには、cablemodemmax-cpe-->コ
マンドで設定された CMTS の値ではなく、CM の最大 CPE 値が示されます。

___________________
例

次に、CM コンフィギュレーション ファイルの max-cpe 設定をオーバーライドする例を示します。
Router(config)# cable modem max-cpe unlimited
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemax-hosts

特定のケーブル インターフェイスのすべての
CM の最大ホスト数を設定します。

cablemodemaccess-group

CM のアクセス グループを指定します。

cablemodemchange-frequency

ダウンストリーム周波数またはアップストリー
ム チャネル ID を変更します。

cablemodemmax-hosts

特定の CM の最大ホスト数を設定します。

cablemodemqosprofile

CM の QoS プロファイルを指定します。

showcablemodem

CM 構成設定を表示します。
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cable modem max-hosts
特定の CM がサポート可能な顧客宅内機器（CPE）デバイス（ホスト）の最大数を指定するには、
特権 EXEC モードで cablemodemmax-hosts コマンドを使用します。
cable modem {mac-addr| ip-addr} max-hosts {n| default}
___________________
構文の説明

ip-addr

CM の IP アドレスを指定します。

mac-address

CM の MAC アドレスを指定します。

max-hosts {n | default}

CM でサポートされるホストの最大数（0 ～
255）を指定するか、またはデフォルト値の 0
を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

0

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS は、3 つのコマンドを使用して、特定の CM、特定のケーブル インターフェイスのす
べての CM、または Cisco CMTS ルータを使用するすべての CM に対してホストの最大数を設定し
ます。
• cablemodemmax-hosts：特定の CM の最大ホスト数を設定します。
• cablemax-hosts：特定のケーブル インターフェイスのすべての CM の最大ホスト数を設定し
ます。
• cablemodemmax-cpe：Cisco CMTS ルータを使用するすべての CM の最大ホスト数を設定し
ます。
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より限定的なコマンドを実行すると、それほど限定的ではないコマンドの設定がオーバーライド
されます。たとえば、cablemodemmax-cpe--> コマンドを使用してすべての CM で最大ホスト数を
2 に設定していても、cablemodemmax-hosts--> コマンドを使用して、特定の CM にこれよりも大
きな最大ホスト値を指定できます。

（注）

___________________
例

CMTS は、CMTS へのケーブル モデムの登録時に、MAX Host の値をケーブル モデムに割り当
てます。MAX Host コマンドの変更は、変更後に登録されるケーブル モデムだけに影響しま
す。

次の例では、IP アドレスが 172.172.172.12 の CM に、接続 CPE デバイスの最大数として 40 を設
定します。
Router# cable modem 172.172.172.12 max-hosts 40

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodemaccess-group

CM のアクセス グループを指定します。

cablemodemchange-frequency

ダウンストリーム周波数またはアップストリー
ム チャネル ID を変更します。

cablemax-hosts

特定のケーブル インターフェイスのすべての
CM の最大ホスト数を設定します。

cablemodemmax-cpe

Cisco CMTS ルータを使用するすべての CM の
最大ホスト数を設定します。

cablemodemqosprofile

CM の QoS プロファイルを指定します。

showcablemodem

CM 構成設定を表示します。
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cable modem qos profile
DOCSIS 1.0 CM で特定の Quality of Service（QoS）プロファイルを強制的に使用するには、特権
EXEC モードで cablemodemqosprofile コマンドを使用します。
cable modem {mac-addr| ip-addr} qos profile qos-profile-index [no-persistence]
___________________
構文の説明

ip-addr

CM の IP アドレス。

mac-address

CM のアドレス。

qos-profile-index

QoS プロファイルのインデックス値。
範囲は 1 ～ 255 であり、デフォルトはありませ
ん。Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以降では、
このプロファイルは Cisco CMTS で
cableqosprofile コマンドを使用して作成する必
要があります。また、このプロファイルでは、
現行の帯域幅以下の最大アップストリーム帯域
を指定する必要があります。新しいプロファイ
ルにこれよりも大きな帯域幅が指定されている
場合、その帯域幅は無視され、ケーブル モデム
は引き続き登録時に指定された帯域幅を使用し
ます。
Cisco cBR シリーズ ルータの場合、範囲は 1 ～
1023 です。

no-persistence

（オプション）ケーブル モデムの再起動時に
QoS プロファイルが適用されたままにならない
ことを指定します。代わりに、ケーブル モデム
の再起動時には、DOCSISコンフィギュレーショ
ン ファイルで指定されている QoS プロファイ
ルを使用します。
デフォルトではこのオプションは指定されませ
ん。このため、QoS プロファイルはケーブル モ
デムの再起動後も引き続き適用された状態にな
ります。

___________________
___________________
コマンド デフォルト
コマンド モード

なし
特権 EXEC（#）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

12.1(11)EC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.1 EC でサポートされました。

12.2(8)BC1

このコマンドが拡張され、DOCSIS 1.1 CMTS が DOCSIS 1.0 および 1.0+ の
CM 向けに QoS プロファイルを一時的に変更できるようになりました。

12.2(15)BC1

このコマンドが変更されました。このコマンドにより指定される QoS プロ
ファイルと、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルで CM に対して指
定されている QoS プロファイルの両方がすでに Cisco CMTS で作成されて
いる場合を除き、コマンドを実行しても効果はありません。この制限は以
前のリリースにはありませんでした。

12.2(15)BC2

-->no-persistence オプションが追加されました。また、Cisco IOS リリース
12.2(15)BC1 で実装された CM により作成されるプロファイルの変更に関す
る制限が撤廃されました。これにより、以前のリリースと同様に、このコ
マンドを使用して、CM により作成されるプロファイルを使用する CM の
プロファイルを変更できるようになりました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 1.0 ソフトウェアが稼働する Cisco CMTS では、cablemodemqosprofile コマンドは CM が
特定の QoS を使用するよう強制します。
DOCSIS 1.1 ソフトウェアが稼働する Cisco CMTS では、cablemodemqosprofile コマンドは、DOCSIS
1.0 または DOCSIS 1.0+ CM が特定の QoS を使用するよう一時的に強制します。CM をオフライン
にしてから再登録するよう強制することはしません。DOCSIS 1.0+ CM では、このコマンドは CM
のプライマリ SID だけに影響します。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 では、このコマンドが有効であるのは、コマンドで指定される
プロファイルと CM の元の QoS プロファイルが、cableqosprofile コマンドを使用して Cisco
CMTS ですでに作成されている場合だけです。Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 以降ではこの制
限が撤廃され、CM により作成される QoS プロファイルを CM が使用する場合でも、このコマ
ンドを使用しても CM のプロファイルを変更できます。
QoS プロファイルをダイナミックに変更できるダイナミック サービス変更メッセージをサポート
している DOCSIS 1.1 CM には、このコマンドは影響しません。
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（注）

このコマンドはトグルとして機能します。cablemodemqosprofile コマンドを 1 回実行すると
QoS プロファイルが適用されます。この同じコマンドを同じパラメータで再度実行すると、そ
のプロファイルの適用が取り消されます（CM は登録済みプロファイルを使用するようになり
ます）。
no-persistence オプションが指定されている場合、ケーブル モデムの再起動時に QoS プロファイ
ルが適用されません。代わりに、Cisco CMTS は、ケーブル モデムに対し DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルに指定されている QoS プロファイルを使用することを許可します。
no-persistence--> オプションは、問題となる可能性のあるアプリケーションとユーザを最初に特定
する際に使用できます。違反を繰り返すユーザ/アプリケーションが特定されたら、サービス プロ
バイダーは no-persistence オプションを削除できます。これにより、これらのユーザはケーブル
モデムを再起動する場合でも、指定された QoS プロファイルを引き続き使用できます。

___________________
例

次に、CM に QoS プロファイル インデックスを指定する例を示します。
Router# cable modem qos profile 255
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodemaccess-group

CM のアクセス グループを指定します。

cablemodemchange-frequency

ダウンストリーム周波数またはアップストリー
ム チャネル ID を変更します。

cablemodemmax-hosts

CM の最大ホスト数を指定します。

showcablemodem

CM 構成設定を表示します。
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cable modem remote-query
リモート クエリ機能を有効にし、Cisco CMTS ルータのケーブル モデム パフォーマンス統計情報
を収集するように設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cablemodemremote-query コマンドを使用します。ケーブル モデムの統計情報の収集を無効にす
るには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable modem remote-query [polling-interval community-string] [src-ip ip-address]
no cable modem remote-query [src-ip ip-address]
___________________
構文の説明

polling-interval

（オプション）ケーブル モデムの統計情報を収
集するため Cisco CMTS ルータが実行する各ポー
リング間の間隔（秒単位）。Cisco CMTS ルー
タはリモート クエリ ポーリングを 1 回実行し
た後、この期間待機してから新規ポーリングを
開始します。範囲は 1 ～ 86,400 です。推奨デ
フォルト値は 30 です。

community-string

（オプション）Simple Network Management
Protocol（SNMP）コミュニティ ストリング。
（注）

src-ipip-address

（オプション）SNMP 要求の送信元 IP アドレス
を指定します。
（注）

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
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設定されている SNMP コミュニティ
ストリング値をリセットするには、最
初にこのコマンドの no 形式を使用し
てリモート クエリ機能を無効にして
から、ポーリング間隔がタイムアウト
になった時点で
cablemodemremote-query コマンドを
使用して新しいコミュニティ ストリ
ングを設定します。

src-ip オプションを設定する前に、リ
モート クエリ機能を有効にしておく
必要があります。
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(7)XR、12.1(2)T

このコマンドが導入されました。

12.1(2)EC1

このコマンドのサポートが 12.1 EC トレインに追加されました。
このコマンドは Cisco IOS リリース 12.1(3a)EC1 ではサポー
トされていませんが、Cisco IOS リリース 12.1(4)EC 以降の
12.1 EC リリースではサポートされています。
このコマンドのサポートが 12.2 BC トレインに追加されました。
（注）

12.2(4)BC1b

12.2(15)BC1、12.2(15)CX リモート クエリ機能が有効になっている場合、各ケーブル モデムの
sysDescr フィールドが取得されるようになりました。（この値を表示
するには、verbose オプションを指定した showcablemodem コマンド
を使用します。）
12.3(23)BC

scr-ip オプションのサポートがこのリリースに追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン リモート クエリ機能を使用するには、ケーブル モデムと Cisco CMTS を次のように設定する必要
があります。
• ケーブル モデムで、リモート クエリ機能に使用する読み取り専用 SNMP コミュニティ スト
リングを設定します。これは、ケーブル モデムをリモートでモニタおよび設定するために使
用する読み取り/書き込みストリングとは別のコミュニティ ストリングです。
• -->snmp-servercommunity-->community-string コマンドと snmp-servermanager--> コマンドを
使用して、Cisco CMTS で一致するコミュニティ ストリングを設定します。
• cablemodemremote-query コマンドを使用して、Cisco CMTS でリモート クエリ機能を有効に
します。polling-interval を選択する必要があります。これにより、システム パフォーマンス
に大きな影響を与えることなく、統計情報をタイムリーに取得できます。polling-interval を
最初に 30 秒に設定し、必要に応じてその期間を調整することを推奨します。

（注）

リモート クエリ機能が有効な場合、Cisco CMTS ルータがケーブル モデムごとに消費するメモ
リの量が増加し、使用する CPU 時間が増加します。使用可能なメモリ量が少ないルータ、ま
たは多数のケーブル モデムが含まれているルータでは、この機能を設定しないことをお勧め
します。
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polling-interval の期間は、Cisco CMTS ルータが 1 つのポーリング サイクル完了から新しいポーリ
ングサイクル開始まで待機する期間だけを決めます。これは、ルータの各ポーリングサイクルに
かかる時間を示すものではありません。これは、ポーリング対象ケーブル モデムの数に応じて異
なります。ポーリング サイクルのおおよその時間を計算するには、1 秒あたり 4 ～ 5 つの CM を
仮定します（CM あたり 100 ～ 200 ミリ秒）。また、約 90 秒のタイムアウト期間では、1 つ以上
のケーブル モデムが応答しない可能性があることも考慮してください。
ケーブル モデム、snmp-servercommunity-->community-string コマンド、および
cablemodemremote-query コマンドの一致するコミュニティ ストリングを指定する必要がありま
す。
いつでも cablemodemremote-query コマンドを再発行してポーリング間隔を変更できます。変更
は即時に反映されます。ただし、SNMP コミュニティ ストリングを変更するには最初に
nosnmpmanager コマンドと nocablemodemremote-query コマンドを使用してリモート ポーリング
を無効にする必要があります。次に snmp-servercommunity-->community-string, snmp-servermanager
コマンドと cablemodemremote-query--> コマンドを使用して新しいコミュニティ ストリングを再
設定します。
scr-ip オプションを設定する前に、リモート クエリ機能を設定する必要があります。

ヒント

リモート クエリ機能を有効にしたら、showcablemodemremote-query--> コマンドを使用して収
集した統計情報を表示できます。また、CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY-MIB の属性を照会す
ることでもこれらの統計情報を表示できます。
ケーブル モデム リモート クエリのコミュニティ ストリングのリセット
Cisco IOS リリース 12.3BC 以降では、ケーブル モデム リモート クエリ機能の SNMP communitystring
を再設定するには、次の簡単な手順を実行します。
1 このコマンドの no 形式を使用してリモート クエリ機能を無効にします。
2 Cisco CMTS ルータのタイマーをリセットし、ポーリング間隔として短いタイムアウト値を設
定します。これにより、すぐタイムアウトします。特権 EXEC モードで cablemodemremote-query
コマンドを使用します。このとき、pollinginterval 値として非常に小さい値を使用します。
3 タイムアウトの適用後に、cablemodemremote-query コマンドを使用して communitystring 値を
リセットします。
4 特権 EXEC モードで cablemodemremote-query コマンドを使用して、CMTS ルータの
pollinginterval タイマーを必要な設定レベルに戻します。

___________________
例

次に、ポーリング間隔を 5 秒に設定し、SNMP コミュニティ ストリングを private に設定する例
を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable modem remote-query 5 private
Router(config)# snmp-server community private
Router(config)# snmp-server manager
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次に、既存の設定を最初に削除してから新しい設定を行うことで、リモート クエリ設定を変更す
る例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# no cable modem remote-query
Router(config)# no snmp-server manager
Router(config)# cable modem remote-query 10 public
Router(config)# snmp-server community public
Router(config)# snmp-server manager

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

debugcableremote-query

リモート CM から情報を収集するため、デバッ
グをオンにします。

showcablemodem

登録済み CM および未登録の CM の情報を表示
します。

showcablemodemphy

1 つ以上の CM の DOCSIS PHY レイヤ情報を表
示します。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された統計情報
を表示します。

snmp-serverenabletrapscable

CM のリモート ポーリングの完了時に送信され
るトラップを有効にします。
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cable modem service-class-name
特定のケーブル モデム（CM）の QoS サービス クラスを変更するには、特権 EXEC モードで
cablemodemservice-class-name コマンドを使用します。
cable modem {ip-address| mac-address} service-class-name name
___________________
構文の説明

ip-address

指定されたサービス クラスを割り当てる CM の
IP アドレスを指定します。

mac-address

指定されたサービス クラスを割り当てる CM の
MAC アドレスを指定します。

name

QoS サービス クラスの名前を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC2

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドには、次の制限があります。
• CMTS はモデムのサービス クラス パラメータをキャッシュしないため、このコマンドの no
形式はサポートされていません。
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• このコマンドは、DOCSIS 1.1 CM プライマリ サービス フローでのみサポートされます。
• このコマンドを指定できるのは、CM が 200 秒以上オンラインである場合だけです。
• 指定されたサービス クラスによって定義されるパラメータは、許可される QoS パラメータ
のサブセットです。通常、許可されたパラメータとアクティブなパラメータには同じ QoS パ
ラメータが含まれています。ただし、パラメータ priority、max-rate、max-burst、min-rate、
max-latency、min-packet-size、act_timeout、または adm_timeout が、元のパラメータのセッ
トまたは登録済みパラメータのセットのサブセットであることを確認することを推奨しま
す。また、required_mask、forbidden_mask、および aggregate_mask の値が同一であること
も確認してください。

___________________
例

次の例では、MAC アドレスが aaaa.bbbb.cccc の CM に対して設定されている QoS パラメータが、
「test」という名前のサービス クラスに変更されます。
Router# cable modem aaaa.bbbb.cccc service-class-name test

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableserviceclass

DOCSIS 1.1 ケーブル サービス クラスのパラメー
タを設定します。

service-class(enforce-rule)

enforce-rule に、ケーブル モデム モニタのため
の特定のサービス クラスを指定します。
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cable modem v6-max-cpe-prefix
モデムあたりの IPv6 アドレスの最大数を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モー
ドで cable modem v6-max-cpe-prefix コマンドを使用します。このコマンドのデフォルト値を設定
するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable modem v6-max-cpe-prefix [ n ]
no cable modem v6-max-cpe-prefix [ n ]
___________________
構文の説明

n

モデムあたりの IPv6 アドレスの最大数を指定
します。範囲は 0 ～ 1023 です。デフォルトは
16 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトのモデムあたりの IPv6 アドレスの数は 16 です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCH1

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの cablesubmgmtdefaultmax-ipv6-cpe コマンドと置き換
えられました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、CPE の IPv6 グローバル ユニキャスト アドレス（GUA）、リンクローカル アド
レス（LLA）、および IPv6 プレフィックス委任（PD）を確認するために使用します。
___________________
例

次に、モデムあたりの IPv6 アドレスの最大数を指定する例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# cable modem v6-max-cpe-prefix 10
Router(config)# cable submgmt default active
Router(config)# exit
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show cable modem

登録されたケーブル モデムと登録されていない
ケーブル モデムに関する情報を表示します。
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cable modem vendor
ベンダーの名前を組織固有識別子（OUI）に関連付けるには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで cablemodemvendor コマンドを使用します。ベンダー名と OUI の関連付けを解除する
には、このコマンドの no 形式を使用します。
cable modem vendor OUI [ vendor-name ]
no cable modem vendor OUI [ vendor-name ]
___________________
構文の説明

OUI

組織固有識別子（OUI）を指定します。OUIは、
CM の MAC アドレスの先頭 3 オクテット（3 バ
イト、6 桁の 16 進数値）で通常は CM のベン
ダーを示します。これらのオクテットを 1 つの
文字列として指定するか（例：000102）、また
は各オクテットをハイフン、ピリオド、または
カンマで区切ることができます（例：00-01-02、
00:01:02、00.01.02）。
（注）

vendor-name

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

（オプション）この OUI のベンダーを識別する
任意の文字列を指定します。

デフォルトのデータベースでは、約 60 個のベンダー名に約 300 個の OUI が関連付けられていま
す。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(8)BC2

このコマンドが導入されました。
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このコマンドを手動で入力するときに
はオクテットを区切る文字としてピリ
オドまたはコロンを使用できますが、
実行コンフィギュレーション ファイ
ルまたはスタートアップコンフィギュ
レーション ファイルに書き込まれる
コマンドでは常にピリオドが使用され
ます。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablemodemvendor コマンドでは、任意の文字列を OUI に関連付けることができます。これによ
り、関連付けられている CM のベンダーを特定できます。ベンダー名は showcablemodemvendor-->
コマンドの一部として表示されます。
showcablemodemvendor--> コマンドは、約 300 個の OUI が格納されているデフォルトのデータ
ベースを使用します。OUI とベンダーがそのデータベースにない場合、showcablemodemvendor-->
コマンドを実行すると OUI がベンダー名として表示されます。ベンダー名を新しい OUI に関連付
けるには -->cablemodemvendor コマンドを使用できます。
OUI データベースにすでに存在する OUI を cablemodemvendor コマンドに指定すると、以前の値
が新しい値で上書きされます。default プレフィックスを使用して、デフォルト データベースの
OUI の元の値を復元できます。
また、nocablemodemvendor コマンドを使用して、OUI とベンダー名の間の関連付けを解除する
こともできます。その後 showcablemodemvendor--> コマンドを実行すると、OUI がベンダー名と
して表示されます。

ヒント

___________________
例

電気電子学会（IEEE）は、OUI 値の公式発行元です。IEEE OUI の Web サイトは http://
standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml です。

次に、Cisco の OUI を使用した cablemodemvendor コマンドの例を示します。
Router(config)# cable modem vendor 00:01:42 Cisco
Router(config)# cable modem vendor 00:01:43 Cisco
Router(config)# cable modem vendor 00:01:63 Cisco
Router(config)# cable modem vendor 00:01:64 Cisco
Router(config)# cable modem vendor 00:0A:41 Cisco
Router(config)# cable modem vendor 00:0A:42 Cisco
Router(config)#

次に、defaultcablemodemvendor コマンドを使用して Cisco とその企業 OUI（00:00:0C）の元の関
連付けを復元する例を示します。以前のユーザ定義のベンダー名はすべて OUI データベースから
削除されます。
Router(config)# default

cable modem vendor 00000C
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次に、nocablemodemvendor コマンドを使用して Cisco と OUI（00:0A:42）の関連付けを解除する
例を示します。その OUI に関連付けられている CM が存在している場合、showcablemodemvendor
コマンドを実行すると OUI（「00:0A:42」）がベンダー名として表示されます。
Router(config)# no

cable modem vendor 00:0A:42
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodemvendor-->

各ケーブル インターフェイスのベンダー名また
はCMの組織固有識別子（OUI）を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
524

Router(config)#

ケーブル コマンド：cable m ～ n
cable modulation-profile

cable modulation-profile
ルータで使用する変調プロファイルを定義するには、グローバルコンフィギュレーションモード
で cablemodulation-profile--> コマンドを使用します。変調プロファイル全体を削除するか、また
はデフォルト プロファイルをデフォルト値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用
します。
DOCSIS 1.0 および 1.1 混合モード：
cable modulation-profile profile {mix| qam-16| qpsk| robust-mix}
no cable modulation-profile profile {iuc| mix| qam-16| qpsk| robust-mix}
cable modulation-profile profile iuc fec-tbytes fec-len burst-len guard-t mod scrambler seed diff pre-len
last-cw uw-len
DOCSIS 1.x/2.0 混合モード：
cable modulation-profile profile {mix-high| mix-low| mix-mid| mix-qam| qam-16| qpsk| robust-mix-high|
robust-mix-mid| robust-mix-qam}
no cable modulation-profile profile {iuc| mix-high| mix-low| mix-mid| mix-qam| qam-16| qpsk|
robust-mix-high| robust-mix-mid| robust-mix-qam}
cable modulation-profile profile iuc fec-tbytes fec-len burst-len guard-t mod scrambler seed diff pre-len
last-cw uw-len
DOCSIS 2.0 A-TDMA モード：
cable modulation-profile profile {mix-high| mix-low| mix-mid| mix-qam| qam-8| qam-16| qam-32| qam-64|
qpsk| robust-mix-high| robust-mix-low| robust-mix-mid}
no cable modulation-profile profile {iuc| mix-high| mix-low| mix-mid| mix-qam| qam-8| qam-16| qam-32|
qam-64| qpsk| robust-mix-high| robust-mix-low| robust-mix-mid}
cable modulation-profile profile iuc fec-tbytes fec-len burst-len guard-t mod scrambler seed diff pre-len
last-cw uw-len
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC 以降
DOCSIS 2.0 A-TDMA モードおよび DOCSIS 2.0 S-CDMA モード：
cable modulation-profile profile {mix-high| mix-low| mix-mid| mix-qam| qam-16| qpsk| robust-mix-high|
robust-mix-low| robust-mix-mid}
no cable modulation-profile profile {iuc| mix-high| mix-low| mix-mid| mix-qam| qam-16| qpsk|
robust-mix-high| robust-mix-low| robust-mix-mid}
cable modulation-profile profile iuc fec-tbytes fec-len burst-len guard-t mod scrambler seed diff pre-len
last-cw uw-len
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Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
DOCSIS 1.x TDMA モード：
cable modulation-profile profile tdma {mix| qam-16| qpsk| robust-mix}
no cable modulation-profile profile tdma {iuc| mix| qam-16| qpsk| robust-mix}
cable modulation-profile profile tdma iuc fec-tbytes fec-len burst-len guard-t mod scrambler seed diff pre-len
last-cw uw-len
DOCSIS 1.x/2.0 TDMA-ATDMA 混合モード：
cable modulation-profile profile mixed {mix-high| mix-low| mix-mid| mix-qam| qam-16| qpsk|
robust-mix-high| robust-mix-mid| robust-mix-qam}
no cable modulation-profile profile mixed {iuc| mix-high| mix-low| mix-mid| mix-qam| qam-16| qpsk|
robust-mix-high| robust-mix-mid| robust-mix-qam}
cable modulation-profile profile mixed iuc fec-tbytes fec-len burst-len guard-t mod scrambler seed diff
pre-len last-cw uw-len
DOCSIS 2.0 A-TDMA モード：
cable modulation-profile profile atdma {mix-high| mix-low| mix-mid| mix-qam| qam-8| qam-16| qam-32|
qam-64| qpsk| robust-mix-high| robust-mix-low| robust-mix-mid}
no cable modulation-profile profile atdma {iuc| mix-high| mix-low| mix-mid| mix-qam| qam-8| qam-16|
qam-32| qam-64| qpsk| robust-mix-high| robust-mix-low| robust-mix-mid}
cable modulation-profile profile atdma iuc fec-tbytes fec-len burst-len guard-t mod scrambler seed diff
pre-len last-cw uw-len
___________________
構文の説明

profile

変調プロファイル番号を指定します。プロファ
イル番号の有効値は、使用するケーブル イン
ターフェイスとアップストリームの動作モード
によって異なります。
Cisco cBR シリーズ ルータでは、この範囲は 1
～ 400 です。
Cisco IOS リリース 12.2(15)CX 以降では、動作
モードごとに最大 10 個のプロファイルを作成
できます。つまり Cisco uBR10012 および Cisco
uBR7200 シリーズ ルータでは合計で 30 個のプ
ロファイルを作成できます。これよりも古いソ
フトウェア リリースでは、DOCSIS 1.0 および
DOCSIS 1.1 モードで作成できたプロファイルの
最大数は 8 個だけでした。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
526

ケーブル コマンド：cable m ～ n
cable modulation-profile

mix

（DOCSIS 1.0 および DOCSIS 1.1 モードのみ）
デフォルトの QPSK/16-QAM 混合変調プロファ
イルを作成します。このプロファイルでは、
ショート グラント バーストおよびロング グラ
ント バーストが 16-QAM を使用して送信され、
要求バースト、初期範囲設定バースト、ステー
ション メンテナンス バーストは QPSK を使用
して送信されます。バースト パラメータは、
バースト タイプごとにデフォルト値に設定され
ます。

mix-high

（DOCSIS 1.x/2.0 混合モードおよび DOCSIS 2.0
モードのみ）デフォルトの QPSK/64-QAM 変調
プロファイルを作成します。

mix-low

（DOCSIS 1.x/2.0 混合モードおよび DOCSIS 2.0
モードのみ）デフォルトの QPSK/16-QAM 変調
プロファイルを作成します。

mix-mid

（DOCSIS 1.x/2.0 混合モードおよび DOCSIS 2.0
A-TDMA モードのみ）デフォルトの
QPSK/32-QAM変調プロファイルを作成します。

mix-qam

（DOCSIS 1.x/2.0 混合モードおよび DOCSIS 2.0
A-TDMA モードのみ）デフォルトの
16-QAM/64-QAM 変調プロファイルを作成しま
す。

qam-8

（DOCSIS 2.0 A-TDMA モードのみ）デフォル
トの 8-QAM 変調プロファイルを作成します。
この変調プロファイルは、Cisco IOS リリース
12.2(33)SCC および Cisco IOS-XE リリース
3.15.0S 以降の非表示モードおよび内部モードで
のみ使用できます。

qam-16

デフォルトの 16-QAM 変調プロファイルを作成
します。

qam-32

（DOCSIS 2.0 A-TDMA モードのみ）デフォル
トの 32-QAM 変調プロファイルを作成します。
この変調プロファイルは、Cisco IOS リリース
12.2(33)SCC および Cisco IOS-XE リリース
3.15.0S 以降の非表示モードおよび内部モードで
のみ使用できます。
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qam-64

（DOCSIS 2.0 A-TDMA モードのみ）デフォル
トの 64-QAM 変調プロファイルを作成します。
この変調プロファイルは、Cisco IOS リリース
12.2(33)SCC および Cisco IOS-XE リリース
3.15.0S 以降の非表示モードおよび内部モードで
のみ使用できます。

qpsk

デフォルトの QPSK 変調プロファイルを作成し
ます。

robust-mix

（DOCSIS 1.0 および DOCSIS 1.1 モードのみ）
より長いプリアンブルを使用してデフォルトの
QPSK/16-QAM変調プロファイルを作成します。
これは mix プロファイルよりも堅牢であり、
アップストリームのノイズにより適切に対処で
きます。

robust-mix-high

（DOCSIS 1.x/2.0 混合モードおよび DOCSIS 2.0
A-TDMA モードのみ）より長いプリアンブルを
使用してデフォルトの QPSK/64-QAM 混合変調
プロファイルを作成します。これは mix-high プ
ロファイルよりも堅牢であり、アップストリー
ムのノイズにより適切に対処できます。

robust-mix-low

（DOCSIS 2.0 A-TDMA モードのみ）より長い
プリアンブルを使用してデフォルトの
QPSK/16-QAM変調プロファイルを作成します。
これは mix-low プロファイルよりも堅牢であ
り、アップストリームのノイズにより適切に対
処できます。

robust-mix-mid

（DOCSIS 1.x/2.0 混合モードおよび DOCSIS 2.0
A-TDMA モードのみ）より長いプリアンブルを
使用してデフォルトの QPSK/32-QAM 変調プロ
ファイルを作成します。これは mix-mid プロ
ファイルよりも堅牢であり、アップストリーム
のノイズにより適切に対処できます。

robust-mix-qam

（DOCSIS 1.x/2.0 混合モードのみ）より長いプ
リアンブルを使用してデフォルトの
16-QAM/64-QAM 混合変調プロファイルを作成
します。これは mix-qam プロファイルよりも堅
牢であり、アップストリームのノイズにより適
切に対処できます。
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iuc

内部使用コード。有効なエントリは、動作モー
ドによって異なります。
• DOCSIS 1.0 および DOCSIS 1.1 変調プロ
ファイルに対してアップストリームが設定
されている場合、有効な値は initial、long、
request、reqdata、short、または station で
す。
• DOCSIS 1.x および DOCSIS 2.0 混合変調プ
ロファイルに対してアップストリームが設
定されている場合、有効な値は a-long、
a-short、a-ugs、initial、long、request、
reqdata、short、または station です。
• DOCSIS 2.0 A-TDMA 変調プロファイルに
対してアップストリームが設定されている
場合、有効な値は a-long、a-short、a-ugs、
initial、long、request、reqdata、short、ま
たは station です。
reqdata バースト タイプは、そのタイプを参照
する可能性のあるスクリプトのプレースホルダ
として含まれていますが、Cisco CMTS の
DOCSIS MAC スケジューラはそのタイプのバー
ストを使用しません。
DOCSIS 2.0 A-TDMA モードで initial および
station バーストを使用する場合、qam-8、
qam-32、および qam-64 変調プロファイルは非
表示モードでのみ使用できます。

preamble

（DOCSIS 1.x/2.0 混合モードおよび DOCSIS 2.0
A-TDMA モードのみ、a-long--> および a-short
オプションで）プリアンブル形式を指定しま
す。有効な値は、qpsk0 および qpsk1 です。

rs-interleave-depth

（DOCSIS 1.x/2.0 混合モードおよび DOCSIS 2.0
A-TDMA モードのみ、a-long および a-short オ
プションで）RS インターリーブ深度を指定し
ます。有効な範囲は 0 ～ 114 です。

rs-interleave-block

（DOCSIS 1.x/2.0 混合モードおよび DOCSIS 2.0
A-TDMA モードのみ、a-long および a-short オ
プションで）RS インターリーブ ブロック サイ
ズを指定します。有効な範囲は 18 ～ 2048 で
す。
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fec-tbytes

FEC コード ワードあたりの修正可能なバイト
数。DOCSIS 1.0 および DOCSIS 1.1 モードでは、
有効な値は 0 ～ 10（10 進数）であり、0 は FEC
なしを意味します。DOCSIS 2.0 A-TDMA モー
ドでは、有効な値は 0 ～ 16（10 進数）であり、
0 は FEC なしを意味します。

fec-len

FEC コード ワード長。有効値は 16 ～ 253 です。

burst-len

ミニスロットの最大バースト長。有効値は 0 〜
255 で、0 は制限なしを意味します。

guard-t

ガード タイム（シンボル数）。連続するバース
ト間のタイムで、範囲は 22 ～ 255 です。（Cisco
IOS リリース 12.2(15)BC2 以前では、最小ガー
ド タイムは 0 シンボルでしたが、ガード タイ
ムとして 22 シンボルよりも小さい値を使用す
ることはお勧めできません。）

mod

変調。DOCSIS 1.0 および DOCSIS 1.1 u アップ
ストリームでは有効なエントリは 16qam およ
び qpsk です。DOCSIS 2.0 アップストリームで
は有効なエントリは 8qam、16qam、32qam、
64qam、および qpsk です。
qam-8、qam-32、および qam-64 変調プロファ
イルは、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC および
Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S 以降では非表示
モードおよび内部モードでのみ使用できます。

scrambler

スクランブラを有効または無効にします。有効
なエントリは scrambler および no-scrambler で
す。

seed

（scrambler オプションを使用する場合は必須）
16 進数形式のスクランブラ シードです。有効
な値は 0x0 ～ 0x7fff です。
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diff

差分符号化を有効または無効にします。有効な
エントリは diff および no-diff です。
DOCSIS 2.0 モードでは、8-QAM、32-QAM、お
よび 64-QAM 変調に対して差分符号化を有効に
することはできません。
qam-8、qam-32、および qam-64 変調プロファ
イルは、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC および
Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S 以降では非表示
モードおよび内部モードでのみ使用できます。

___________________
コマンド デフォルト

pre-len

プリアンブル長（ビット数）。有効値は 2 ～
256 です。

last-cw

最終コード ワードの FEC の取り扱い。有効な
エントリは、固定コード ワード長を表す fixed
と、短縮された最終コード ワードを表す
shortened です。

uw-len

アップストリームのユニークワード長。uw8（8
ビット ユニーク コード ワード）またはuw16
（16 ビット ユニーク コード ワード）を入力し
ます。

変調プロファイル 1 は、qpsk Time Division Multiple Access（TDMA）プロファイルとして定義さ
れます。
Cisco IOS リリース 12.2(15)CX、リリース 12.2(15)BC2 以降では、デフォルトの TDMA/A-TDMA
混合プロファイルおよびデフォルトの Advanced TDMA（A-TDMA）プロファイルとして、追加の
変調プロファイルが定義されています。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.0(7)XR2

このコマンドがサポートされました。

12.0(6)SC および
12.1(3a)EC1

mix、qpsk、および qam-16 オプションが追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

12.2(11)CY

Cisco uBR-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポート
が追加されました。これには、カードのデフォルト変調プロファイル 21
の作成が含まれます。

12.2(15)CX

Cisco uBR-MC16U/X および Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インターフェイ
ス ライン カードのサポートが追加されました。これには、このカードの
DOCSIS 2.0 A-TDMA および混合変調プロファイルのサポートが含まれま
す。
すべての動作モードで robust 事前定義変調プロファイルが追加されまし
た。これらの堅牢なプロファイルではより長いプリアンブルが使用される
ため、アップストリームのノイズにより適切に対処できますが、他のプロ
ファイルに比べ、PHY 層で使用する帯域幅の量が増えます。

12.2(15)BC2

Cisco uBR10-MC5X20S/U ケーブル インターフェイス ライン カードのサ
ポートが追加されました。これには DOCSIS 2.0 A-TDMA および混合変調
プロファイルのサポートが含まれます。混合 TDMA/A-TDMA 変調プロファ
イルの IUC-11 バースト プロファイルのサポート（Advanced UGS、
-->a-ugs）が追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。Cisco
uBR10-MC5X20H ケーブル インターフェイス ライン カードのサポートが
追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCC

このコマンドが変更されました。qam-8、qam-32、および qam-64 オプショ
ンが非表示モードおよび内部モードのみに移動されました。同期符号分割
多重接続（S-CDMA）変調プロファイルのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 変調プロファイルは、モデムの送信パラメータを設定するためアップストリーム チャネル記述子
（UCD）メッセージで送信される 6 つ以上のバースト プロファイルの集合です。
nocablemodulation-profile コマンドを使用して、デフォルトの変調プロファイル（使用するケーブ
ル インターフェイス ライン カードに応じて 1、21、41、101、121、201、221、241、および 321）
を除くすべての変調プロファイルを削除できます。デフォルトの変調プロファイルの場合、
nocablemodulation-profile コマンドはデフォルト プロファイルをデフォルト値にリセットします。
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変調プロファイルの個々のバーストを手動で指定する代わりに、事前定義されたプロファイルを
使用することをお勧めします。事前定義されたプロファイルは、特定の変調スキームごとにミニ
スロットあたり 32 個のシンボル（デフォルト）で最適化されています。robust 事前定義プロファ
イルでは、アップストリームのノイズに適切に対処するため長いプリアンブルが使用されていま
すが、robust でない他のプロファイルに比べ PHY 層帯域幅の使用量が多くなります。
個々のバーストを手動で指定する場合は、アップストリームバーストタイプごとにパラメータを
すべて 1 行に入力します。その後、バースト タイプごとにこのコマンドを繰り返します。このコ
マンドも完全に指定する必要があります。バーストが欠落しているかまたはバーストが不完全な
プロファイルが原因で、動作が不安定になったり、モデム接続が失われたりすることがあります。

注意

変調プロファイルを変更すると、物理層も変更されます。物理層の特性を変更すると、ルータ
のパフォーマンスと機能に影響するため、この作業は、DOCSIS システムと、各パラメータが
ネットワークに与える影響を完全に理解している専門知識を持つユーザが行う必要がありま
す。

（注）

reqdata バースト タイプは、そのタイプを参照する可能性のある SNMP スクリプトのプレース
ホルダとして含まれていますが、効果はありません。このコマンド（および SNMP コマンド）
を使用して reqdata タイプを指定できますが、Cisco CMTS の DOCSIS MAC スケジューラはこ
のタイプのバーストを使用しません。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC および Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S 以降では、qam-8、qam-32、
および qam-64 変調プロファイルは非表示モードおよび内部モードでのみ使用できます。DOCSIS
2.0 A-TDMA モードで initial および station バーストを使用する場合、qam-8、qam-32、および
qam-64 変調プロファイルは非表示モードでのみ使用できます。ただし、これらの変調プロファイ
ルは a-long、a-short、a-ugs、long、request、reqdata、および short に使用できます。
変調プロファイルの範囲
変調プロファイルの有効範囲は、使用しているケーブル インターフェイスと、作成される変調プ
ロファイルのタイプによって異なります。次の表に、ケーブル インターフェイスと変調タイプに
基づく有効範囲を示します。

表 7：変調プロファイルの許容範囲

ケーブルインターフェ DOCSIS 1.X（TDMA）
イス

混合 DOCSIS 1.X/2.0

DOCSIS 2.0（A-TDMA） DOCSIS 2.0（S-CDMA）

Cisco uBR7100 シリー 1 ～ 103（デフォルト
ズ
は 1）

該当なし

該当なし

該当なし

Cisco uBR-MC16C

1 ～ 10（デフォルトは 該当なし
1）

該当なし

該当なし

Cisco uBR-MC16S

1 ～ 10（デフォルトは 該当なし
1）

該当なし

該当なし
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ケーブルインターフェ DOCSIS 1.X（TDMA）
イス
Cisco uBR-MC28C

混合 DOCSIS 1.X/2.0

1 ～ 10（デフォルトは 該当なし
1）

DOCSIS 2.0（A-TDMA） DOCSIS 2.0（S-CDMA）
該当なし

該当なし

Cisco uBR-MC5X20S、 21 ～ 30（デフォルト
Cisco uBR-MC5X20U、 は 21）
Cisco uBR-MC5X20H

121 ～ 130（デフォル
トは 121）

221 ～ 230（デフォル
トは 221）

321 ～ 330（デフォル
トは 321）

Cisco uBR-MC16U/X、 41 ～ 50（デフォルト
Cisco uBR-MC28U/X
は 41）

141 ～ 150（デフォル
トは 141）

241 ～ 250（デフォル
トは 241）

該当なし

1 ～ 400（デフォルト
は 21）

1 ～ 400（デフォルト
は 121）

1 ～ 400（デフォルト
は 221）

該当なし

Cisco cBR-8 CCAP

3

12.2(15) BC1 より前の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは 8 個の変調モジュールだけがサポートされているため、これらのリリースでの有
効範囲は 1 ～ 8 になります。

DOCSIS 1.0 と DOCSIS 1.1 のサポート
DOCSIS 1.0 および 1.1 ケーブル モデムで必要なバースト タイプは、要求、要求データ、初期メン
テナンス、ステーション メンテナンス、ショート グラント、ロング グラントです。新しい変調
プロファイルを正しく作成するため、それぞれのバースト タイプごとに cablemodulation-profile
コマンドを 6 回発行する必要があります。
3 つのデフォルト プロファイルを使用して、個々のバースト（mix、qpsk、および qam-16）ごと
にパラメータを指定することなく変調プロファイルを迅速に作成できます。要求バースト、初期
バースト、ステーション メンテナンス バースト、ショート バースト、およびロング バーストの
バーストパラメータは、各バーストタイプのデフォルト値に設定されます。（デフォルト変調プ
ロファイルを使用する場合、reqdata バースト タイプは MAC スケジューラで使用されないため、
このバースト タイプは作成されません。）
デフォルト プロファイルにより、最初のネットワーク接続のために基本プロファイルを実装でき
ます。ケーブル設備の特性が詳しく判明したら、それに応じてプロファイルを調整できます。

（注）

ケーブル設備でその変調プロファイルをサポートできることを確認した場合を除き、qam-16-->
モードは使用しないでください。ほとんどのケーブル設備ではその代わりに、プライマリ プ
ロファイルとして qpsk または mix 変調プロファイルが使用されます。

注意

スクランブラをオフにするとパケット損失が発生する可能性があるため、スクランブラをオフ
にする場合はラボ テスト環境でのみ使用してください。
バーストプロファイルにエラーまたは互換性のない設定があると、ケーブルモデムで接続が失わ
れるか、短いデータパケットまたは長いデータパケットが失われるか、またはネットワークに接
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続できない状況が発生します。モデムの伝送を受信できる DOCSIS レシーバの実装がないバース
ト プロファイル セットが作成される可能性があります。
データ速度 16 万シンボル/秒と 256 万シンボル/秒は、ユニーク ワード長、プリアンブルの長さ、
および FEC サイズの影響を非常に受けやすい設定です。これらの値の選択が誤っている場合、こ
れらのシンボル速度では接続品質が非常に低いか、または接続しない状況が発生する可能性があ
ります。
DOCSIS 2.0 のサポート
Cisco IOS リリース 12.2(11)CY、12.2(15)BC1、12.3BC、12.2(33)SCA、12.2(33)SCC 以降では、Cisco
uBR10012 および Cisco uBR7200 シリーズ ルータの 3 つの DOCSIS モード（DOCSIS 1.X、DOCSIS
2.0、および混合モード）のそれぞれで 10 個の変調プロファイル、合計で最大 30 個の変調プロ
ファイルがサポートされています。また、ルータによりさまざまなデフォルト変調プロファイル
が作成されます（搭載されているケーブル インターフェイス ライン カードに応じて、1、21、
41、101、121、141、201、221、241、および 321）。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータで、ショート グラント バーストとロング グラント バーストに 16-QAM
を使用し、要求バースト、初期範囲設定バースト、およびステーションメンテナンスバーストに
QPSK を使用して、混合変調プロファイルを作成する例を示します。バースト パラメータは、バー
スト タイプごとにデフォルト値に設定されます。
Router(config)# cable modulation-profile-->
Router(config)# exit

8 mix

Router# show cable modulation-profile 8
Mod IUC

Type Preamb Diff FEC
length enco T
BYTES
8
request qpsk 64
no
0x0
8
initial qpsk 128
no
0x5
8
station qpsk 128
no
0x5
8
short
qam 144
no
0x6
8
long
qam 160
no
0x8
Router#

（注）

FEC
CW
size
0x10
0x22
0x22
0x4B
0xDC

Scrambl Max
seed
B
size
0x152
0
0x152
0
0x152
0
0x152
6
0x152
0

Guard
time
size
8
48
48
8
8

Last Scrambl
CW
short
no
yes
no
yes
no
yes
yes yes
yes yes

Preamb
offset
0
0
0
0
0

上記の例は、バースト パラメータのデフォルト値を示しています。16-QAM バーストと QPSK
バーストのデフォルト値の主な違いは、[Type] フィールドと [Preamble Length] フィールドにあ
ります。
次に、Cisco uBR10012 ルータでプロファイル 2 のバースト パラメータを定義する例を示します。
この例で使用されるパラメータは、fec-tbytes が 0、fec-len が 16 K バイト、burst-len が 1、ガード
タイムが 8、mod 値が qpsk、スクランブラがシード値 152 で有効、差分符号化が無効、プリアン
ブルの長さが 64 ビット、固定コード ワード長、およびアップストリームのユニーク ワード長が
8 ビット ユニーク ワードです。
Router(config)# cable modulation-profile 2 request 0 16 1 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64
fixed uw8
Router(config)# cable modulation-profile 2 reqdata 0 16 1 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64
fixed uw8
Router(config)# cable modulation-profile 2 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128
fixed uw16
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Router(config)# cable modulation-profile 2 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128
fixed uw16
Router(config)# cable modulation-profile 2 short 6 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144
fixed uw8
Router(config)# cable modulation-profile 2 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160
fixed uw8

（注）

cablemodulation-profile コマンドを使用してこの変調プロファイルのすべてのバースト（要求、
初期、ステーション、ショートおよびロング）を作成する必要があります。reqdata バースト
はオプションです。
次に、Cisco uBR10012 ルータの DOCSIS 1.X/DOCSIS 2.0 混合変調プロファイルの例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable modulation-profile 142 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff
64 fixed uw8
Router(config)# cable modulation-profile 142 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff
32 fixed uw16
Router(config)# cable modulation-profile 142 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff
32 fixed uw16
Router(config)# cable modulation-profile 142 short 5 75 6 8 qpsk scrambler 152 no-diff 72
shortened uw8
Router(config)# cable modulation-profile 142 long 8 220 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 80
shortened uw8
Router(config)# cable modulation-profile 142 a-short qpsk0 0 18 5 99 10 8 64qam scrambler
152 no-diff 128 shortened uw8
Router(config)# cable modulation-profile 142 a-long qpsk0 0 18 15 200 0 8 64qam scrambler
152 no-diff 128 shortened uw8
Router(config)#

次に、Cisco uBR10012 ルータの DOCSIS 2.0 A-TDMA 変調プロファイルの例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable modulation-profile 242 request qpsk0 0 0 0 16 0 8 qpsk scrambler 152
no-diff 64 fixed uw8
Router(config)# cable modulation-profile 242 initial qpsk0 0 0 5 34 0 48 qpsk scrambler 152
no-diff 32 fixed uw16
Router(config)# cable modulation-profile 242 station qpsk0 0 0 5 34 0 48 qpsk scrambler 152
no-diff 32 fixed uw16
Router(config)# cable modulation-profile 242 short qpsk0 0 0 5 75 6 8 qpsk scrambler 152
no-diff 72 shortened uw8
Router(config)# cable modulation-profile 242 long qpsk0 0 0 8 220 0 8 qpsk scrambler 152
no-diff 80 shortened uw8
Router(config)# cable modulation-profile 242 a-short qpsk0 0 18 5 99 10 8 64qam scrambler
152 no-diff 128 shortened uw8
Router(config)# cable modulation-profile 242 a-long qpsk0 0 18 15 200 0 8 64qam scrambler
152 no-diff 128 shortened uw8
Router(config)#
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次に、DOCSIS 2.0 S-CDMA 変調プロファイルの例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable modulation-profile
64 fixed qpsk0 spreader 12 12 no-tcm
Router(config)# cable modulation-profile
64 fixed qpsk0 off-spreader 12 12 no-tcm
Router(config)# cable modulation-profile
64 fixed qpsk0 off-spreader 12 12 no-tcm
Router(config)# cable modulation-profile
64 fixed qpsk0 off-spreader 12 12 no-tcm
Router(config)# cable modulation-profile
fixed qpsk0 off-spreader 12 12 no-tcm

324 request 0 16 10 16qam scrambler 152 no-diff
324 initial 0 16 10 16qam scrambler 152 no-diff
324 station 0 16 10 16qam scrambler 152 no-diff
324 a-short 0 16 10 16qam scrambler 152 no-diff
324 a-long 16 10 16qam scrambler 152 no-diff 64

Router(config)# cable modulation-profile 324 a-ugs 16 10 16qam scrambler 152 no-diff 64
fixed qpsk0 off-spreader 12 12 no-tcm
Router(config)#

次に、Cisco cBR シリーズ ルータの TDMA 変調プロファイルを作成する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable modulation-profile 24 tdma qam-16
Router(config)# cable modulation-profile 25 tdma qpsk
Router(config)# cable modulation-profile 26 tdma request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff
68 fixed

次に、Cisco cBR シリーズ ルータの TDMA/A-TDMA 混合変調プロファイルを作成する例を示しま
す。
Router# configure terminal
Router(config)# cable modulation-profile 125 mixed qam-16
Router(config)# cable modulation-profile 127 mixed request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152
no-diff 68 fixed
Router(config)# cable modulation-profile 127 mixed initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152
no-diff 128 fixed

次に、Cisco cBR シリーズ ルータの A-TDMA 混合変調プロファイルを作成する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable modulation-profile 225 atdma qam-64
Router(config)# cable modulation-profile 227 atdma request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152
no-diff 68 fixed qpsk0 1 2048
Router(config)# cable modulation-profile 227 atdma initial 0 16 0 0 qpsk no-scrambler no-diff
2 fixed qpsk1 0 18

出力表示フィールドの説明については、showcablemodulation-profile コマンドを参照してくださ
い。
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreammodulation-profile

インターフェイスに変調プロファイルを割り当
てます。

showcablemodulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。
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cable modulation-profile global-scheme
ルータで使用するグローバル変調プロファイルを定義するには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで cablemodulation-profileglobal-scheme--> コマンドを使用します。新規に作成した
変調プロファイルを削除するか、またはレガシープロファイルモードにリセットするには、この
コマンドの no 形式を使用します。
cable modulation-profile global-scheme profile
no cable modulation-profile global-scheme
___________________
構文の説明

profile

変調プロファイルの番号。プロファイル番号の
範囲は 1 ～ 400 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトではグローバル変調プロファイル スキームは無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン グローバル変調プロファイル スキームを使用すると、どの変調プロファイルにも 1 ～ 400 の範囲
内の番号を割り当てることができます。これにより、番号空間の制約が解消され、DOCSIS モー
ドごとに作成可能な変調プロファイルの数が増加します。グローバル変調プロファイル モードで
は、DOCSIS 3.0 チャネル タイプ 4SR（scdma-d3）を作成して設定することができます。アップス
トリーム DOCSIS モードが scdma-d3 に変更されると、システムにより作成されたデフォルトの変
調プロファイルに最初に割り当てられます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
538

ケーブル コマンド：cable m ～ n
cable modulation-profile global-scheme

（注）

1 ～ 400 の任意の番号を任意の変調プロファイルに割り当てることができますが、特定のチャ
ネル タイプのアップストリーム チャネルに割り当てられるデフォルト変調プロファイル番号
は固定です。つまり、変調プロファイル番号の 21、121、221、321、および 381 が TDMA、混
合、A-TDMA、S-CDMA、および DOCSIS 3.0 S-CDMA のチャネル タイプに適用されます。
既存の変調プロファイルと事前に定義された変調プロファイルのすべてが新しい形式に変換され
ます。ただし、従来の番号空間の範囲に収まらない新しく作成された変調プロファイルは、従来
の変調プロファイルに復元すると消失します。

（注）

デフォルト プロファイルは削除できません。デフォルト プロファイルに対して
nocablemodulationglobal コマンドを使用すると、デフォルト プロファイルが元のデフォルト
値にリセットされます。
変調プロファイルの範囲
変調プロファイルの有効範囲は、使用しているケーブル インターフェイスと、作成される変調プ
ロファイルのタイプによって異なります。
次の表に、ケーブル インターフェイスと変調タイプに基づく有効範囲を示します。
表 8：変調プロファイルの許容範囲

___________________
例

ケーブル インターフェイス

DOCSIS 2.0（S-CDMA）

Cisco UBR-MC20X20V

321 ～ 330（デフォルトは 321） 1 ～ 400（デフォルトは 381）

次に、グローバル変調プロファイル スキームを作成する例を示します。
Router(config)# cable modulation-profile-->

___________________
関連コマンド

DOCSIS 3.0（S-CDMA）

global-scheme

コマンド

説明

cableupstreammodulation-profile

インターフェイスに変調プロファイルを割り当
てます。

showcablemodulation-profile

グループの変調プロファイル情報を表示しま
す。
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cable monitor
ケーブル インターフェイスで選択されているパケットを外部 LAN アナライザに転送できるよう
にするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cablemonitor コマン
ドを使用します。この機能を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable monitor [incoming| outbound] [timestamp] interface interface {slot/{subslot| bay}/port} [access-list
{name| number}| mac-address address| sid sid-number| upstream number| packet-type {data docsis|
data ethernet| mac [type type]}]
cable monitor outbound downstream {modular-cable| Integrated-cable| wideband-cable} slot/{subslot|
bay}/controller:channel
no cable monitor
___________________
構文の説明

incoming

アップストリームで受信するパケットだけを転
送します。

outbound

ダウンストリームで送信されるパケットだけを
転送します。

timestamp

転送されたパケットに 4 バイトの値を付加する
ことで、パケットのタイムスタンプを有効にし
ます。タイムスタンプ値は 100 分の 1 秒単位で
す。

interfaceinterface-->

外部 LAN アナライザが接続し、パケットの転
送先となる WAN インターフェイスを指定しま
す。
interface：イーサネット、ファスト イーサネッ
ト、ギガビット イーサネット、または 10 ギガ
ビット イーサネットなどのインターフェイスな
どを指定します。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：範囲は 3 ～ 6
です。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：範囲は 1 ～ 2
です。
• Cisco uBR7100 シリーズ ルータ：値は 1 で
す。
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subslot | bay

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イス ライン カードのセカンダリ サブスロット
または SPA のベイ。ケーブル ライン カードの
場合、サブスロットの値は 0 または 1 です。ベ
イの場合、値は 0 ～ 3 です。

port

WAN インターフェイス番号を指定します。

access-listname | number

（オプション）IP アクセス リストの名前また
は番号（1 ～ 2699）を指定します。

mac-addressaddress

（オプション）モニタ対象デバイスの MAC ア
ドレスを指定します。

sidsid-number

（オプション）転送する必要があるパケットの
サービス ID を指定します（1 ～ 16384）。
（注）

このオプションは、DOCSIS 1.1 の動
作をサポートする Cisco IOS リリース
でのみサポートされます。

upstreamnumber

（オプション）アップストリーム インターフェ
イスを指定します。Cisco uBR-MC20X20V およ
び Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効な値
は、0 ～ 3 です。

packet-type

（オプション）データまたは MAC パケットの
いずれを転送するかを指定します。

datadocsis

完全な DOCSIS パケット（DOCSIS ヘッダーと
完全なイーサネット フレームの両方）を転送す
ることを指定します。
（注）

元のイーサネットフレームが最大イー
サネット サイズ（1500 バイト）であ
るかまたはこのサイズに近い場合、こ
のオプションを有効にする
と、%LINK-4-TOOBIG メッセージが
生成されることがあります。これは、
このオプションによりイーサネット
フレームに追加のバイト（DOCSIS
ヘッダー）が追加され、その結果合計
フレーム サイズが標準イーサネット
フレームに許可されている最大サイズ
を超えるためです。
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dataethernet

DOCSIS ヘッダーをパケットから削除し、イー
サネット フレームだけを転送することを指定し
ます。

mac [typetype]

DOCSIS MAC 層パケットのみを転送することを
指定します。sid オプションを使用する場合、
オプションで type オプションと次のいずれかの
キーワードを指定し、特定タイプの MAC 層ト
ラフィックだけを転送することを指定できま
す。
• dsa：ダイナミック サービス追加
• dsc：ダイナミック サービス変更
• dsd：ダイナミック サービス削除
• map-grant：認可
• map-req：要求

outbounddownstream

指定したダウンストリーム インターフェイスで
ケーブル モニタを有効にします。

controller:channel

コントローラを識別します。
• Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 2 です。
◦ RF チャネル：範囲は 0 ～ 23 です。
◦ ボンディング グループ：範囲は 0 ～
31 です。
• Cisco UBR-MC20X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。
◦ RF チャネル：範囲は 0 ～ 3 です。
◦ ボンディング グループ：範囲は 0 ～
5 です。
• Cisco Wideband SPA の有効値は 0 です。
◦ RF チャネル：範囲は 0 ～ 23 です。
◦ ボンディング グループ：範囲は 0 ～
31 です。
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___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

アップストリーム（incoming）トラフィックとダウンストリーム（outbound）トラフィックの両
方が転送されます。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが導入されました。

12.1(4)CX

DOCSIS 1.1 をサポートするため sid オプションが追加されました。

12.2(4)XF

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのサポートが追加
されました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインにサポートが追加されました。

12.3(13a)BC

Cisco MC5x20U-D Broadband Processing Engine（BPE）および Cisco MC28U
ケーブル インターフェイス ライン カードラインカードをサポートしま
す。

12.3(17a)BC

• Cisco uBR-MC5X20U/D および Cisco uBR-MC28U ケーブル インター
フェイス ライン カードでアクセス コントロール リストがサポート
されるようになりました。
• 無条件ダウンストリーム スニフィングにより、ダウンストリーム
パケット（MAC パケットまたはデータ パケットのいずれか）をモ
ニタできるようになりました。この機能拡張により、DOCSIS およ
びイーサネット パケット カプセル化の両方がサポートされます。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCB

10 ギガビット イーサネット インターフェイス タイプのサポートが追加
されました。

12.2(33)SCE

Cisco uBR-MC3XG60V ライン カードのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ ではサポートされません。
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___________________
使用上のガイドライン cablemonitor コマンドは、Cisco CMTS ルータのケーブル モニタおよびインターセプト機能を設定
するために使用されます。
cablemonitor コマンドにより、外部 LAN パケット アナライザは、Cisco CMTS とケーブル イン
ターフェイスの CM の間の特定タイプのトラフィックのインバウンドおよびアウトバウンド デー
タ パケットをモニタできます。この機能により、CMTS 管理者は顧客データ交換に関するトラ
フィックの問題を分析できます。
パケットの転送に使用するインターフェイスは、外部 LAN アナライザに対してのみ使用可能であ
り、その他の目的には使用できません。
cablemonitoroutbounddownstream コマンドは次のように有効にできます。
•

◦ 一度に 1 つのライン カードの 1 つの mac ドメイン
◦ 一度にライン カードあたり 1 つのモジュラ ケーブル インターフェイスまたは統合ケー
ブル インターフェイス
◦ 一度にライン カードあたり 1 つのワイドバンド ケーブル インターフェイス

ヒント

___________________
例

DOCSIS MAC フレームの復号化に使用できるソフトウェア ユーティリティとして、Wireshark
ソフトウェアがあります。これは、http://www.wireshark.org から Windows システム版と Unix
システム版が入手可能です。

次に、Cisco CMTS が MAC アドレス 0123.4567.89ab の CM の着信 MAC 層パケットをモニタし、
パケットのコピーをスロット 1、ポート 2 のイーサネット インターフェイスで LAN アナライザに
転送するように設定する例を示します。
Router(config-if)# cable monitor incoming interface e1/2 mac-address 0123.4567.89ab
packet-type mac

次に、DOCSIS 1.1 ソフトウェアが稼働している Cisco CMTS が、SID が 173 の CM の着信 MAC
層パケット（タイプ DSA）をモニタし、パケットのコピーをスロット 1、ポート 2 のイーサネッ
ト インターフェイスで LAN アナライザに転送するように設定する例を示します。
Router(config-if)# cable monitor incoming interface e1/2 sid 173 packet-type mac type dsa

次に、モジュラプライマリダウンストリームですべてのパケットをモニタし、パケットのコピー
をギガビット イーサネット インターフェイスに転送するように mac ドメインを設定する例を示し
ます。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/0/0
Router(config-if)# cable monitor outbound downstream Modular-Cable 5/1/0:21
Router(config-if)# cable monitor outbound interface GigabitEthernet3/0/0
Router(config-if)# exit
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次に、特定のダウンストリームボンディンググループですべてのパケットをモニタし、パケット
のコピーをギガビット イーサネット インターフェイスに転送するように mac ドメインを設定する
例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/0/0
Router(config-if)# cable monitor outbound downstream Wideband-Cable 5/1/2:30
Router(config-if)# cable monitor outbound interface GigabitEthernet3/0/0
Router(config-if)# exit

次に、特定のボンディング グループで特定のモデムを宛先とするすべてのパケットをモニタし、
パケットのコピーをギガビット イーサネット インターフェイスに転送するように mac ドメインを
設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/0/0
Router(config-if)# cable monitor outbound downstream Wideband-Cable 5/1/2:30
Router(config-if)# cable monitor outbound interface GigabitEthernet3/0/0 mac-address
0123.4567.89ab
Router(config-if)# exit

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableintercept

CMTS が、特定の CM との間で送受信されるす
べてのトラフィックを、特定の User Datagram
Protocol（UDP）ポートにあるデータ収集サー
バに転送できるようにします。

showinterfacecablemonitor

アップストリーム ポートのモニタ フロー情報
を表示します。
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cable mrc-mode
ケーブル モデム（CM）の登録中または登録後に Media Access Control（MAC）インターフェイス
の Multiple Receive Channel（MRC）モードを有効にするには、ケーブル インターフェイス コン
フィギュレーション モードで cablemrc-mode コマンドを使用します。この設定を無効にするに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
cable mrc-mode
no cable mrc-mode
___________________
構文の説明
___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

ダウンストリーム ボンディング対応ケーブル インターフェイス ライン カードでは、デフォルト
で MRC モードが有効になります。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン MRC モードを有効または無効にすると、ケーブル モデムの再初期化後にのみ、動作の MRC モー
ドがオンまたはオフに切り替わります。アップストリームボンディング非対応ケーブルインター
フェイス ライン カードでは MRC モードを有効にできません。
___________________
例

次に、MAC インターフェイスの MRC モードを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 7/1/0
Router(config-if)# cable mrc-mode
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次に、Cisco cBR-8 ルータで MAC インターフェイスの MRC モードを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0/1
Router(config-if)# cable mrc-mode

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemtc-mode

MAC インターフェイスの Multiple Transmit
Channel（MTC）モードを有効または無効にし
ます。
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cable mtc-mode
ケーブル モデム（CM）の登録中または登録後に Media Access Control（MAC）インターフェイス
の Multiple Transmit Channel（MTC）モードを有効にするには、ケーブル インターフェイス コン
フィギュレーション モードで -->cablemtc-mode コマンドを使用します。この設定を無効にするに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
cable mtc-mode [required-attribute]
no cable mtc-mode [required-attribute]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable mtc-mode[required-attribute]
no cable mtc-mode[required-attribute]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

デフォルトでは、MTC モードは必須属性を使用して有効になっています。このデフォルト設定で
は、Cisco CMTS ルータは各ケーブル モデムのコンフィギュレーション ファイルを調べ、CM ご
とに MTC モードを有効にします。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。required-attribute キーワードが削除され
ました。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。required-attribute キーワードが追加され
ました。
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（オプション）CM ごとの MTC モード設定を
指定します。

required-attribute

ケーブル コマンド：cable m ～ n
cable mtc-mode

___________________
使用上のガイドライン Multiple Transmit Channel モードは、CM が複数のアップストリーム チャネルでアップストリーム
トラフィックを送信できるようにする CM の機能です。ケーブル インターフェイス ライン カー
ドで MTC モードを有効にする方法は 2 通りあります。
• CM ごとの MTC モード：デフォルトでは、MTC モードは必須属性を使用して有効になって
います。このデフォルト設定では、Cisco CMTS ルータは各 CM のコンフィギュレーション
ファイルを調べ、CM ごとに MTC モードを有効にします。CM コンフィギュレーション ファ
イルで type-length-value（TLV）43.9.3（ケーブル モデム アップストリーム必須属性マスク）
の bounded-bit（bit-0）がオンになっている場合、Cisco CMTS ルータにより CM が MTC モー
ドでオンラインになります。CM コンフィギュレーション ファイルで bonded-bit がオンでは
ない場合、CM は MTC モード以外のモードでオンラインになります。
• MAC ドメインのすべてのケーブル モデムの MTC モード：アップストリーム ボンディング
対応ケーブル インターフェイス ライン カードでは、MAC ドメインのすべてのケーブル モ
デムの MTC モードはデフォルトで無効になっています。MAC ドメイン内のすべてのケーブ
ル モデムの MTC モードを有効にするには、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドで cablemtc-mode コマンドを使用します。

（注）

MAC ドメインのすべてのケーブル モデムの MTC モードを有効にするために required-attribute
キーワードを使用する必要はありません。デフォルトの CM ごとの設定を無効にするには、こ
のコマンドを no 形式で使用し、required-attribute キーワードを指定します。
アップストリーム ボンディング非対応ケーブル インターフェイス ライン カードでは MTC モード
を有効にできません。

___________________
例

次に、MAC ドメインのすべてのケーブル モデムの MTC モードを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 7/1/0
Router(config-if)# cable mtc-mode

次に、Cisco cBR-8 ルータで MAC ドメインのすべてのケーブル モデムの MTC モードを有効にす
る例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0/1
Router(config-if)# cable mtc-mode

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータで MAC ドメインの USCB の必須
CM 属性を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0/1
Router(config-if)# cable mtc-mode required-attribute
Router(config-if)#
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemrc-mode

MAC インターフェイスの Multiple Receive
Channel（MRC）モードを有効にします。
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cable multicast auth enable default-action
ケーブル マルチキャスト認証プロファイルを有効にし、最大セッション制限を設定するには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで cable multicast auth enable default-action コマンドを
使用します。ケーブル マルチキャスト認証プロファイルを無効にするには、このコマンドの no
形式を使用します。
cable multicast auth enable default-action {permit| deny} max-sessions [ limit ]
no cable multicast auth enable
___________________
構文の説明

permit

転送するパケットを指定します。

deny

拒否するパケットを指定します。

limit

CM ごとのダイナミック マルチキャスト セッ
ションの最大許容数を指定します。
デフォルト値はありません。
指定できる最大値は 65535 です。

___________________
コマンド デフォルト

ケーブル マルチキャスト認証は無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ケーブル マルチキャスト認証プロファイル機能を有効にし、デフォルト値を定
義するために使用します。ただし、実際の認証ファイルは定義しません。
___________________
例

次に、デフォルトのマルチキャスト認証プロファイルを有効にする例を示します。
Router(config
)# cable multicast auth enable default-action

deny

max-sessions 10

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
551

ケーブル コマンド：cable m ～ n
cable multicast auth enable default-action

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable multicast authorization profile-name

ケーブル マルチキャスト認証プロファイルを定
義します。

show cable multicast authorization

定義されているマルチキャスト認証プロファイ
ルと、対応するプロファイルに関連付けられて
いるすべての CM のリストを表示します。
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cable multicast auth profile-name
ケーブルマルチキャスト認証プロファイルを定義し、デフォルトプロファイルとして設定するに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで cable multicast auth profile-name コマンドを使
用します。ケーブル マルチキャスト認証プロファイルを無効にするには、このコマンドの no 形
式を使用します。
cable multicast auth profile-name name [default]
no cable multicast auth profile-name name [default]
___________________
構文の説明

name

使用する認証プロファイルの名前を指定しま
す。

default

（オプション）プロファイル名がデフォルトプ
ロファイルとして扱われることを指定します。

___________________
コマンド デフォルト

ケーブル マルチキャスト認証は無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCC

オプションの default キーワードが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ケーブル マルチキャスト認証プロファイルを定義し、オプションでそのプロ
ファイルをデフォルト プロファイルとして設定します。プロファイルの変更時に default キーワー
ドを使用しない場合、このプロファイルは自動的に非デフォルト プロファイルに変換されます。
同様に、プロファイルの変更時に default キーワードが追加されると、このプロファイルはデフォ
ルト プロファイルとして扱われます。
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___________________
例

次に、選択されているマルチキャスト認証プロファイルを使用する例を示します。
Router(config
)# cable multicast auth profile-name GOLD default

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable multicast authorization enable default-action このコマンドは、ケーブル マルチキャスト認証
機能を有効にします。マルチキャスト認証機能
が無効になっている場合、定義されているすべ
ての認証プロファイルは無効です。
match rule
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このコマンドは、選択されているケーブル マル
チキャスト認証プロファイルで、一致ルール、
ルールのプライオリティ、および関連アクショ
ンを設定します。

ケーブル コマンド：cable m ～ n
cable multicast group-encryption

cable multicast group-encryption
マルチキャスト グループのグループ暗号化プロファイルを設定するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで cablemulticastgroup-encryption コマンドを使用します。グループ暗号化
プロファイルを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable multicast group-encryption number algorithm 56bit-des
no cable multicast group-encryption number algorithm 56bit-des
___________________
構文の説明

number

特定のケーブル マルチキャスト QoS グループ
暗号化プロファイルの番号を指定します。範囲
は 1 ～ 255 です。

algorithm 56bit-des

データ暗号規格（DES）が 56 ビットであるこ
とを指定します。

___________________
コマンド デフォルト

ケーブル マルチキャスト グループ暗号化は無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン ケーブル マルチキャスト QoS グループに暗号化ルールを適用するには、最初に暗号化グループを
有効にして指定します。
___________________
例

次の例では、暗号化が有効にされ、暗号化グループ 12 が指定され、暗号化ルールが QoS グルー
プ 2 に適用されます。
Router(config)# cable multicast group-encryption 12 algorithm 56bit-des
Router(config)# cable multicast qos group 2 priority 7 global
Router(config-mqos)# group-encryption 12
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable multicast qos group

ケーブル マルチキャスト QoS グループを指定
および設定します。

show interface bundle multicast-sessions

特定の仮想ケーブル バンドルのマルチキャスト
セッション情報を表示します。

show interface cable multicast-sessions

特定のケーブル インターフェイスのマルチキャ
スト セッション情報を表示します。
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cable multicast group-qos
QoS グループの QoS プロファイルを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モード
で cablemulticastgroup-qos コマンドを使用します。QoS プロファイルを無効にするには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
cable multicast group-qos number scn service-class-name control {single| aggregate [limit max-sessions]}
[override]
no cable multicast group-qos number scn service-class-name control {single| aggregate [limit max-sessions]}
[override]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable multicast group-qos number scn service-class-name {single| aggregate [limit max-sessions]} [override]
no cable multicast group-qos number scn service-class-name {single| aggregate [limit max-sessions]}
[override]
___________________
構文の説明

number

ケーブル マルチキャスト QoS グループの QoS
プロファイル番号を指定します。範囲は 1 ～
255 です。マルチキャスト グループがグループ
QoS 分類子に一致しない場合は、デフォルトの
group-QoS オプションがマルチキャスト フロー
に適用されます。

scnservice-class-name

QoS プロファイルのサービス クラス名を指定し
ます。

control

サービス フローの制御タイプを指定します。

single

セッションごとに個別のサービス フローが作成
されることを指定します。

aggregate

同一マルチキャスト QoS グループ内のセッショ
ンのサービス フローがグループ化されることを
指定します。

limitmax-sessions

（オプション）集約サービス フローの Internet
Group Management Protocol（IGMP）セッション
制限を指定します。範囲は 1 ～ 255 です。
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（オプション）追加のマルチキャスト セッショ
ンが許可され、ベスト エフォート トラフィッ
クとして転送されることを指定します。指定し
ない場合は、max-sessions の制限に達するとそ
れ以上の追加マルチキャスト セッションは許可
されません。

override

___________________
コマンド デフォルト

QoS グループの QoS プロファイルは有効になっていません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが変更され、override キーワードが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータで実装されました。control キーワードが削除されました。

___________________
使用上のガイドライン QoS プロファイル番号を指定しないと、デフォルトの QoS プロファイルが適用されます。デフォ
ルトのグループ QoS 設定では、マルチキャスト セッションがインターフェイス上の GC のどの分
類子にも一致しない場合に使用されるデフォルトのマルチキャストサービスフローが、ケーブル
インターフェイスごとに作成されます。
___________________
例

次の例では、QoS プロファイル 5 が、サービス名 name1、control として single（セッションごとに
個別のサービス フローが作成されることを指定する）を使用して設定されます。その後 QoS プロ
ファイル 5 は Cisco uBR 10012 ルータの QoS グループ 2 に割り当てられます。
Router(config)# cable multicast group-qos 5 scn name1 control single
Router(config)# cable multicast qos group 2 priority 7 global
Router(config-mqos)# cable multicast group-qos 5
Router(config)# cable multicast group-qos 1 scn mcast1 aggre lim 2 ?
override Allow sessions when limit is exceeded with Default qos sessions
Router(config)# cable multicast group-qos 1 scn mcast1 aggre lim 2

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
558

ケーブル コマンド：cable m ～ n
cable multicast group-qos

次の例では、QoS プロファイル 5 がサービス名 name1 を使用して設定され、セッションごとに個
別のサービス フローが作成されることが指定されます。その後 QoS プロファイル 5 は Cisco cBR-8
ルータの QoS グループ 2 に割り当てられます。
Router(config)# cable multicast group-qos 5 scn name1 single
Router(config)# cable multicast qos group 2 priority 7 global
Router(config-mqos)# group-qos 5

次の例では、QoS プロファイル 1 が、サービス名 mcast 1 を使用して設定され、Cisco cBR-8 ルー
タの同一マルチキャスト QoS グループのセッションのサービス フローがグループ化されることが
指定されます。
Router(config)# cable multicast group-qos 1 scn mcast1 aggregate limit 2 ?
override Allow sessions when limit is exceeded with Default qos sessions
Router(config)# cable multicast group-qos 1 scn mcast1 aggregate limit 2 override

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemulticastqosgroup

ケーブル マルチキャスト QoS グループを指定
および設定します。

showinterfacecablemulticast-sessions

特定のケーブル インターフェイスのマルチキャ
スト セッション情報を表示します。
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cable multicast group-qos default

cable multicast group-qos default
QoS プロファイルのデフォルト マルチキャスト QoS（MQoS）のサービス クラス名を設定するに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで cablemulticastgroup-qosdefaultコマンドを使用
します。QoS プロファイルのデフォルト MQoS のサービス クラス名を無効にするには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
cable multicast group-qos default scn service-class-name aggregate
no cable multicast group-qos default scn service-class-name aggregate
___________________
構文の説明

scnservice-class-name

QoS プロファイルのサービス クラス名を指定し
ます。

aggregate

同一 MQoS グループ内のセッションのサービス
フローがグループ化されることを指定します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルト MQoS プロファイルは設定されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC1

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン デフォルト MQoS が存在しない場合に DOCSIS Setup Gateway（DSG）トンネルを使用してサービ
ス クラス名を設定すると、設定が拒否され、デフォルト MQoS を設定するように求められます。
デフォルト MQoS が設定されており、一致する MQoS グループ設定がない場合、CMTS はマルチ
キャスト トラフィックを転送するためプライマリ ダウンストリーム チャンネルを選択します。
それ以外の場合は、ワイドバンドインターフェイスがマルチキャストトラフィックの転送に使用
されます。
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cable multicast group-qos default

（注）

___________________
例

CMTS がマルチキャスト トラフィックを送信している間にデフォルト MQoS を設定または設
定解除すると、約 3 分（またはクエリ間隔の 3 倍）にわたり重複トラフィックが生成されま
す。

次の例では、サービス クラス名 name1 を使用してデフォルト MQoS プロファイルが設定されま
す。
Router(config)# cable multicast group-qos default scn name1 aggregate

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemulticastgroup-qos

QoS グループの QoS プロファイルを設定しま
す。

cablemulticastqosgroup

ケーブル マルチキャスト QoS グループを指定
および設定します。

showinterfacecablemulticast-sessions

特定のケーブル インターフェイスのマルチキャ
スト セッション情報を表示します。
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ケーブル コマンド：cable m ～ n
cable multicast mdf-disable

cable multicast mdf-disable
Cisco CMTS ルータに関連付けられているすべてのケーブル モデムの Multicast DSID-based Forwarding
（MDF）機能を無効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cablemulticastmdf-disableコマンドを使用します。ケーブル モデムで MDF を有効にするには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
cable multicast mdf-disable [wb-incapable-cm| dsg]
no cable multicast mdf-disable [wb-incapable-cm| dsg]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

wb-incapable-cm

（オプション）すべての DOCSIS 2.0 ハイブリッ
ド ケーブル モデムで MDF を無効にします。

dsg

（オプション）すべての DSG 組み込みケーブ
ル モデム（DOCSIS 3.0 DSG および DOCSIS 2.0
DSG ハイブリッド モデムを含む）の MDF 機能
を無効にします。

デフォルトでは、ケーブル モデムで MDF は常に有効になっているわけではありません。これは、
MDF はケーブル モデム ハードウェアに依存するためです。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCD3

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCE4

wb-incapable-cm キーワードが追加されました。

12.2(33)SCF2

dsg キーワードが追加され、wb-incapable-cm キーワードの動作が、
DSG 以外の DOCSIS 2.0 ハイブリッド ケーブル モデムだけを含む
ように変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。
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cable multicast mdf-disable

___________________
使用上のガイドライン cablemulticastmdf-disable コマンドは CMTS ルータの DOCSIS 3.0 マルチキャスト サポート機能に
関連付けられています。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE4 では、すべての DOCSIS 2.0 ハイブリッド ケーブル モデム（DOCSIS
2.0 DSG 組み込みケーブル モデムを含む）で MDF を無効にするための wb-incapable-cm キーワー
ドが cablemulticastmdf-disable コマンドに追加されました。Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF2 で
wb-incapable-cm キーワードが、DSG 以外の DOCSIS 2.0 ハイブリッド ケーブル モデムだけを含
むように変更されました。
MDF 機能を無効にした後で、clearcablemodemreset コマンドを実行し、すべての DSG 組み込み
ケーブル モデムをオンラインにする必要があります。
___________________
例

次に、すべてのケーブル モデムで MDF 機能を無効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable multicast mdf-disable

次に、すべての DSG 以外の DOCSIS 2.0 ハイブリッド ケーブル モデムで MDF 機能を無効にする
例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable multicast mdf-disable wb-incapable-cm

次に、すべての DSG 組み込みケーブル モデムで MDF 機能を無効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable multicast mdf-disable dsg

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

ipmulticast-routing

マルチキャスト ルーティングをグローバルに有
効にするか、または特定の Virtual Routing and
Forwarding（VRF）インターフェイスで有効に
します。

ipmulticast-routing distributed

Multicast Distributed Switching（MDS）を有効に
します。
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cable multicast qos group

cable multicast qos group
マルチキャスト QoS グループを指定および設定し、マルチキャスト QoS コンフィギュレーション
モードを開始するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cablemulticastqosgroup コ
マンドを使用します。ケーブル マルチキャスト QoS グループを無効にするには、このコマンドの
no 形式を使用します。
cable multicast qos group id priority value [global]
no cable multicast qos group id priority value [global]
___________________
構文の説明

id

ケーブル マルチキャスト QoS グループの番号
を指定します。範囲は 1 ～ 255 です。

priorityvalue

ケーブル マルチキャスト QoS グループのプラ
イオリティを指定します。範囲は 1 ～ 255 で
す。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC および
Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S 以降では、範囲
は 1 ～ 63 と 192 ～ 255 です。64 ～ 191 の値は、
Cisco CMTS により内部で使用されます。
（オプション）マルチキャスト QoS グループ設
定がすべてのケーブル インターフェイスに適用
されることを指定します。

global

___________________
コマンド デフォルト

ケーブル マルチキャスト QoS グループは指定されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。
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cable multicast qos group

___________________
使用上のガイドライン ケーブル マルチキャスト QoS グループを設定する前に、cablemulticastgroup-qos コマンドを使用
してグループ QoS プロファイルを設定し、cablemulticastgroup-encryption コマンドを使用してグ
ループ暗号化プロファイルを設定する必要があります。
___________________
例

次の例は、マルチキャスト QoS グループ 2 を、プライオリティ 6 でグローバルの適用で指定しま
す。QoS グループ 2 のアプリケーション ID、グループ暗号化、グループ QoS、セッション範囲、
ToS、および VRF のオプションが設定されています。
Router(config)# cable multicast qos group 2 priority 6 global
Router(config-mqos)# application-id 44
Router(config-mqos)# group-encryption 4
Router(config-mqos)# group-qos 3
Router(config-mqos)# session-range 224.10.10.01 255.255.255.254
Router(config-mqos)# tos 1 6 15
Router(config-mqos)# vrf name1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

application-id

アドミッション コントロールをグループ設定に
適用できるようにするため、アプリケーション
タイプを指定します。

cablemulticastgroup-encryption

マルチキャスト グループのグループ暗号化プロ
ファイルを設定します。

cablemulticastgroup-qos

マルチキャスト グループ QoS グループのグルー
プ QoS プロファイルを設定します。

session-range

マルチキャスト QoS グループ セッションの範
囲を指定します。

showinterfacebundlemulticast-sessions

特定の仮想ケーブル バンドルのマルチキャスト
セッション情報を表示します。

showinterfacecablemulticast-sessions

特定のケーブル インターフェイスのマルチキャ
スト セッション情報を表示します。

tos

マルチキャスト QoS グループ内の、タイプ オ
ブ サービス（ToS）の低位バイト、高位バイ
ト、およびマスクの値を設定します。

vrf

Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタ
ンスの名前を指定します。
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cable multicast ses-cache

cable multicast ses-cache
転送インターフェイスでマルチキャストレプリケーションセッションを有効にするには、グロー
バル コンフィギュレーション モードおよびインターフェイス コンフィギュレーション モードで
cablemulticastses-cache コマンドを使用します。無効にするには、nocablemulticastses-cache コマ
ンドを使用します。
cable multicast ses-cache value
no cable multicast ses-cache value
___________________
構文の説明

value

マルチキャスト レプリケーション セッション
キャッシュの値を設定します。有効な範囲は 0
～ 500 です。デフォルト値は 0 です

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでは無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCH

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン マルチキャスト レプリケーション セッション キャッシュ機能により、キャッシュに格納されて
いるマルチキャスト レプリケーション セッションを再利用することで CPU 使用率が低下します。
セッションはキャッシュに格納され、後で新しい IGMP 結合要求を受信するとセッションが再利
用されます。

（注）

IPv4 IGMP マルチキャスト レプリケーション セッションだけをキャッシュに格納し、再利用
できます。
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マルチキャスト レプリケーション セッション キャッシュは、Cisco uBR10012 ルータのすべての
インターフェイスを対象としてグローバル レベルで設定するか、または転送インターフェイスを
対象としてインターフェイス レベルで設定することができます。インターフェイスで設定される
セッション キャッシュ値は、グローバル設定をオーバーライドします。
cablemulticastses-cache コマンドは、統合ケーブル インターフェイス、モジュラ ケーブル インター
フェイス、およびワイドバンド ケーブル インターフェイスでサポートされています。

（注）

設定されるセッション キャッシュ値は、現行値よりも低くします。
• マルチキャスト レプリケーション セッション キャッシュ値を 10 から 0 に変更すると、現在
のキャッシュがクリアされます。
cablemulticastses-cache コマンドは、マルチキャスト レプリケーション セッション キャッシュ機
能と共に使用されます。
• CMTS ルータでの DOCSIS 3.0 マルチキャスト サポート

___________________
例

次の例では、Cisco uBR10012 ルータでマルチキャスト レプリケーション セッション キャッシュ
をグローバル レベルで 100 に設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable multicast ses-cache 100
Router(config)# exit

次の例では、統合インターフェイスのマルチキャスト レプリケーション セッション キャッシュ
を 10 に設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface Integrated-Cable 8/1/0:0
Router(config-if)# cable multicast ses-cache 10

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clear cable multicast ses-cache

Cisco uBR10012 ルータのインターフェイスで
キャッシュに格納されているマルチキャスト レ
プリケーション セッションをクリアします。

showcablemulticastses-cache

転送インターフェイスのグローバル レベルとイ
ンターフェイス レベルの両方のマルチキャスト
レプリケーション セッション キャッシュに関
する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：cable m ～ n
cable multicast source

cable multicast source
Cisco CMTS ルータで PacketCable Multimedia（PCMM）マルチキャスト グループのマルチキャス
ト セッション範囲を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cablemulticastsource コマンドを使用します。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形
式を使用します。
cable multicast source pcmm
no cable multicast source pcmm
___________________
構文の説明

PCMM クライアントを指定し、マルチキャスト
セッション範囲コンフィギュレーション モード
を開始します。

pcmm

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SCE で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

次に、Cisco CMTS ルータで PCMM マルチキャスト グループのマルチキャスト セッション範囲を
設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable multicast source pcmm
Router(config-msrc)# session-range 229.0.0.0 255.0.0.0
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___________________
関連コマンド

Command

Description

showpacketcablegatemultimedia

PCMM マルチキャスト ゲートの合計数に関す
る情報を表示します。
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cable nd

cable nd
Cisco CMTS ルータで IPv6 ネイバー探索（ND）グリーニング機能を有効にするには、バンドル イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードで cablend コマンドを使用します。IPv6 ND グリー
ニングを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable nd
no cable nd
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、IPv6 ND グリーニング機能が有効になっています。

___________________
コマンド モード

バンドル インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablend コマンドは IPv6 ND グリーニング機能に関連付けられています。
cablend コマンドは、Cisco CMTS サブスクライバ データベースに CPE（ケーブル モデム背後のホ
スト）を追加します。このコマンドは、Cisco CMTS ルータでの IPv6 ND プロトコルの動作には影
響しません。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降では、cableipv6source-verify コマンドと cablend コマンドは
相互に互換ではありません。DHCPv6 リースクエリ機能を使用して IPv6 ソース検証を設定する前
に、cablend コマンドの no 形式を使用して、IPv6 ND グリーニングを無効にする必要があります。
___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータで IPv6 ND グリーニングを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface bundle 1
Router(config-if)# cable nd
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableipv6source-verify

Cisco CMTS ルータで IPv6 パケットの送信元検
証を有効にします。
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cable nd timeout

cable nd timeout
IPv6 ネイバー探索（ND）タイムアウト経過後にサブスクライバ データベースから対応する IPv6
アドレスを削除するには、バンドル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cablend
timeout コマンドを使用します。この機能を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
cable nd timeout
no cable nd timeout
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、IPv6 ND グリーニング機能が有効になっています。

___________________
コマンド モード

バンドル インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン デフォルトでは、cable nd timeout コマンドが設定されます。設定されている場合、CPE IPv6 ア
ドレスの ND キャッシュがタイムアウトになると、対応する IPv6 アドレスが CMTS サブスクライ
バ DB から削除されます。no cable nd timeout 設定では、ND キャッシュ タイムアウトが原因で、
サブスクライバ DB から CPE IPv6 アドレスが削除されることはありません。
___________________
例

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータで IPv6 ND タイムアウトを設定す
る例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface bundle 1
Router(config-if)# cable nd timeout
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable nd

Cisco CMTS ルータで IPv6 ネイバー探索（ND）
グリーニング機能を有効にします。
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• cable power, 577 ページ
• cable pre-equalization exclude, 581 ページ
• cable primary-sflow-qos11 keep, 584 ページ
• cable privacy, 587 ページ
• cable privacy bpi-plus-enforce, 591 ページ
• cable privacy bpi-plus-exclude, 593 ページ
• cable privacy bpi-plus-policy, 595 ページ
• cable privacy clone-detect, 597 ページ
• cable privacy eae-exclude, 599 ページ
• cable privacy eae-policy, 601 ページ
• cable privacy encrypt-alg-priority, 603 ページ
• cable privacy hotlist, 606 ページ
• cable privacy kek, 609 ページ
• cable privacy revocation crl skip-sig-check, 612 ページ
• cable privacy revocation enable, 614 ページ
• cable privacy revocation ocsp skip-sig-check, 616 ページ
• cable privacy revocation skip-cm-cert, 618 ページ
• cable privacy revocation timeout, 620 ページ
• cable privacy tek, 622 ページ
• cable profile, 625 ページ
• cable proxy-arp, 629 ページ
• cable qos enforce-rule, 631 ページ
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• cable qos permission, 635 ページ
• cable qos pre-registration, 638 ページ
• cable qos pro max-ds-burst, 640 ページ
• cable queue-limit, 644 ページ
• cable rate-limit-algorithm min-plus-excess, 646 ページ
• cable rcc-template, 648 ページ
• cable rcc-templates frequency-based , 650 ページ
• cable rcp-control, 652 ページ
• cable rcp-id, 654 ページ
• cable reduction-mode mta-battery , 656 ページ
• cable redundancy hashfilter, 658 ページ
• cable redundancy myid, 661 ページ
• cable redundancy node, 663 ページ
• cable redundancy node frequency, 665 ページ
• cable redundancy target, 667 ページ
• cable redundancy threshold, 669 ページ
• cable registration-timeout, 671 ページ
• cable relay-agent-option, 673 ページ
• cable resiliency ds-bonding, 675 ページ
• cable resiliency traps-interval, 677 ページ
• cable rf-adapt timer, 679 ページ
• cable rf-bandwidth-percent, 681 ページ
• cable rf-change-dampen-time, 684 ページ
• cable rf-change-trigger, 686 ページ
• cable rf-channel, 689 ページ
• cable rf-channels, 695 ページ
• cable rfswitch copy, 697 ページ
• cable rfswitch delete, 699 ページ
• cable rfswitch reboot, 701 ページ
• cable rfswitch set-active, 703 ページ
• cable rsvp default-scn, 705 ページ
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cable power
Cisco uBR10012 ルータでケーブル インターフェイス ライン カードの電源を手動でオンにしたり
オフにするには、特権 EXEC モードで cablepower コマンドを使用します。
cable power [on| off] slot/card
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

on

指定したケーブルインターフェイスラインカー
ドの電源をオンにします。

off

指定したケーブル インターフェイス ラインカー
ドの電源をオフにします。その特定のカード ス
ロットの電源は、このコマンドの cablepower
on バージョンを使用して電源オンになるまでは
オフのままになります。

slot/card

対象のケーブル インターフェイス カード番号
に対応したスロットとカード番号を指定しま
す。slot の有効範囲は 5 ～ 8、card の有効範囲
は 0 または 1 です。

デフォルトでは、ケーブル インターフェイス ライン カードの電源は、カードがシャーシ スロッ
トに挿入されるとオンになります。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(4)BC1b

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(8)BC1

Cisco uBR10012 ルータに現用 TCC+ カードがない場合は、このコマ
ンドは無効になります。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン 通常、標準的な動作ではこのコマンドは使用されませんが、ラボ、診断、およびトラブルシュー
ティングの目的で使用されることがあります。たとえば、このコマンドを使用して最初にカード
の電源をオフにしてから電源をオンにする操作は、カードの活性挿抜（OIR）を実行することと
機能的に同じです。
このコマンドを使用するときには、次の点に注意してください。
• cablepower off コマンドを使用することは、カードのアップストリーム コネクタとダウンス
トリーム コネクタからケーブルを抜いて、シャーシからカードを取り外す操作と機能的に同
じです。このコマンドを使用してカードの電源をオフにすると、そのカードに対する
showinterfacecable コマンドの出力に「Hardware is not present」というメッセージが表示され
ます。

（注）

showcontrollersclock-reference コマンドで [LC Power off Status Reg] フィールドと [Line Card
Presence Status Reg] フィールドを使用しても、ケーブル インターフェイス ライン カードが実
際にシャーシ内に存在しているかどうか、カードの電源がオンまたはオフのいずれであるかを
判別できます。
• ケーブル インターフェイス ライン カードの電源をオフにすると、そのカードのアップスト
リームとダウンストリームを使用しているケーブル モデムとのセッションがすべて自動的に
削除されます。このコマンドは、意図的に使用する場合を除き、稼働中のネットワークでは
使用しないでください。
• Cisco uBR10012 ルータの新しいソフトウェア イメージにアップグレードする場合、cablepower
off コマンドを使用してカードの電源をオフにしていた場合でも、すべてのカードの電源がオ
ンになります。
• カードが物理的にスロット内にない場合でも、ケーブル インターフェイス ライン カード ス
ロットの電源をオンまたはオフにできます。
• これは、カードの電源を実際にオフにする唯一の CLI コマンドです。-->hwmodulereset コマ
ンドも同様の機能を実行するように見えますが、このコマンドは、カードで shutdown コマ
ンドと noshutdown コマンドを発行する操作と同じというだけです。
• ケーブル インターフェイス ライン カードの電源をオフにすると、cablepower on コマンドを
使用して電源を再びオンにするまでは、カード スロットの電源はオフのままになります。以
前に電源がオフにされたスロットにケーブル インターフェイス カードを挿入したら、カー
ドを使用できるようにするため、cablepower on コマンドを使用して電源をオンにします。
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• このコマンドを使用するには、現用 TCC+ カードが存在している必要があります。これは、
TCC+ カードがケーブル インターフェイス ライン カードの動作を制御、モニタするためで
す。Cisco IOS リリース 12.2(8)BC1 以降では、ルータに現用 TCC+ カードがない場合、この
コマンドは無効です。

（注）

___________________
例

Cisco uBR10012 ルータでは、通常の動作に現用 TCC+ カードが必要です。現用 TCC+ カードが
ないルータを使用する設定はサポートされていません。

次に、Cisco uBR10012 シャーシ（カード 5、スロット 0）の最初のケーブル インターフェイス カー
ドの電源をオフにする例を示します。また、showinterfacecable コマンドからの出力も示します。
この出力には、ハードウェアが存在していないことを示す行が含まれています。
router# cable power off 5/0
Line Card 5/0 is POWERED OFF
router# show int c5/0/0
Cable5/0/0 is down, line protocol is down
Hardware is not present
Hardware is UBR10012 CLC, address is 0005.00e0.2f14 (bia 0005.00e0.2f14)
Internet address is 10.20.42.1/24
MTU 1500 bytes, BW 27000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
...
router#

（注）

showinterfacecable コマンドでは、物理的に存在していないカードの出力は表示されません。
このため showinterfacecable コマンドを使用できるもののハードウェアが存在しないことが示
される場合、これは通常、cablepower off コマンドを使用してカードの電源がオフにされたこ
をと意味します。
次の例では、物理的にシャーシ内に存在しないケーブルインターフェイスカードの電源をオンま
たはオフにしようとすると表示されるエラー メッセージを示します。
router# cable power off 6/1
Line Card 6/1 is not present
router#

（注）

ケーブル インターフェイス ライン カード スロットの電源は、カードが物理的にスロットに挿
入されていない場合でも、オンまたはオフにできます。
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___________________
関連コマンド

Command

Description

hwmodulereset

shutdown コマンド、noshutdown コマンドと同
等の操作を実行して、ライン カードをリセット
します。

showcontrollersclock-reference

TCC+ カードからのステータス情報（ライン
カードが実際に存在するかどうか、およびこの
スロットの電源がオフになっているかどうかな
ど）を表示します。

showinterfacecable

ケーブル インターフェイス ライン カードの設
定およびステータス情報を表示します。

showversion

アクティブ TCC+ カードの有無など、ルータの
基本設定を表示します。

shutdown

ライン カードでインターフェイスを無効または
有効にします。
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cable pre-equalization exclude
Cisco CMTS ルータへの登録時にプレイコライゼーションからケーブル モデム（CM）を除外する
には、グローバル コンフィギュレーション モードで cablepre-equalizationexclude コマンドを使用
します。指定したケーブル モデムやインターフェイスの除外を解除するには、このコマンドの no
形式を使用します。
cable pre-equalization exclude {modem mac-addr| oui id}
no cable pre-equalization exclude {modem mac-addr| oui id}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

modemmac-addr

ケーブル モデムの登録時に、指定された MAC
アドレスのケーブル モデムがプレイコライゼー
ションから除外されます。

ouiid

ケーブル モデムの登録時に、指定された組織固
有識別子（OUI）をプレイコライゼーションか
ら除外します。

Cisco CMTS ルータ、および有効で稼働している DOCSIS コンフィギュレーション ファイルがあ
るケーブル モデムでは、デフォルトでプレイコライゼーションが無効になっています。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(17a)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 および Cisco uBR7246VXR ルータに
導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。
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___________________
使用上のガイドライン プレイコライゼーション サポートを要求するもののプレイコライゼーション機能が適切に実装さ
れていない DOCSIS 1.1 CM でプレイコライゼーションを無効にするには、
cablepre-equalizationexclude コマンドを使用します。
プレイコライゼーションを有効にするには、cableupstreamequalization-coefficient インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用します。DOCSIS 1.1 以降をサポートするケーブル モ
デムから CMTS ルータに、プレイコライゼーションが可能であることを示す範囲設定要求メッ
セージが送信されると、プレイコライゼーションが開始します。
次の showcablemodemverbose コマンドからの出力例には、DOCSIS 登録プロセス中にプレコライ
ザ サポートを示すモデムが示されています。この例では、最初の 2 つのモデムがプレイコライ
ゼーション サポート可能であり、最後の 2 つのモデムがプレイコライゼーションをサポートして
いない DOCSIS 1.0 をサポートしています。DOCSIS 1.0 CM には cablepre-equalizationexclude コマ
ンドを使用する必要はありません。
Router# show cable
MAC Address
Transmit Equalizer
MAC Address
Transmit Equalizer
MAC Address
Transmit Equalizer
MAC Address
Transmit Equalizer

modem verbose | include MAC Address|Equalizer
: 0019.474a.c4b0
Support
: {Taps/Symbol= 1, Num of Taps=
: 0019.474a.c498
Support
: {Taps/Symbol= 1, Num of Taps=
: 0020.40dc.4ce4
Support
: {Taps/Symbol= 0, Num of Taps=
: 0020.4077.21a0
Support
: {Taps/Symbol= 0, Num of Taps=

24}
24}
0}
0}

指定された DOCSIS 1.1 ケーブル モデム、またはインターフェイス全体に指定された OUI 値の除
外がサポートされています。cablepre-equalizationexclude 設定を削除すると、ケーブル モデムの
登録時にケーブルモデムまたはインターフェイスが通常のプレイコライゼーションプロセスに戻
ります。
___________________
例

次の例では、指定されるケーブル モデムのプレイコライゼーションを除外することを設定しま
す。対応するケーブル モデムのプレイコライゼーション データは送信されません。
Router(config)# cable pre-equalization exclude modem 1111.2222.3333

次の例では、指定されるインターフェイス全体の OUI 値のプレイコライゼーションを除外するこ
とを設定します。インターフェイス全体の対応する OUI 値のプレイコライゼーション データは送
信されません。
Router(config)# cable pre-equalization exclude oui
00.09.04

次の一連のコマンドは、MC5X20U BPE を備えた Cisco uBR10012 ルータでプレイコライゼーショ
ンを設定します。PRE Console で、次のコマンドを設定します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable pre-equalization exclude oui 00.09.04
Router(config)# end
Router# show run
Router# show running-config | include oui
cable pre-equalization exclude oui 00.09.04
Router#
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同じ Cisco uBR10012 ルータのラインカード コンソールで、次のコマンドを使用して設定を確認し
ます。
Linecard# show running-config | include oui
cable pre-equalization exclude oui 00.09.04

次の一連のコマンドは、MC28U ケーブル インターフェイス ライン カードを備えた Cisco
uBR7246VXR ルータでプレイコライゼーションを設定します。ネットワーク プロセッシング エン
ジン（NPE）コンソールで、次のコマンドを使用して設定および検証を行います。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable pre-equalization exclude oui 00.09.24
Router(config)# end
Router#show run
02:58:10: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolen
Router# show running-config | include oui
cable pre-equalization exclude oui 00.09.24

同じ Cisco uBR7246VXR ルータのライン カード コンソールで、次のコマンドを使用して設定を確
認します。
Linecard# show running-config | include oui
cable pre-equalization exclude oui 00.09.24

いずれかのプレイコライゼーション除外方式を設定したら、すべての範囲設定メッセージにプレ
イコライゼーション データが含まれていないことを確認します。グローバル コンフィギュレー
ション モードで次の debug コマンドを使用します。
• debugcablerange
• debugcableinterfacecx/x/x mac-addr
除外対象外のケーブルモデムの範囲設定メッセージにはプレイコライゼーションデータが含まれ
ており、除外対象のケーブルモデムの範囲設定メッセージにはプレイコライゼーションデータが
含まれていないことを確認します。
次の例では、指定された OUI とインターフェイスでプレイコライゼーションの除外が解除されま
す。その結果、ケーブル モデムまたは OUI が通常のプレイコライゼーション機能に戻ります。範
囲設定メッセージでのプレイコライゼーション データの送信が再開されます。
Router(config)# no cable pre-equalization exclude {modem mac-addr | oui id}

debugcableinterface コマンドを使用して、この機能の解除を確認できます。
___________________
関連コマンド

Command

Description

debugcableinterface

プレイコライゼーション データおよび設定を確
認します。

debugcablerange

プレイコライゼーションの範囲設定メッセージ
を確認します。
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cable primary-sflow-qos11 keep
DOCSIS 1.1 QoS のためにプロビジョニングされていた CM がオフラインになった後で、プライマ
リ サービス フローのトラフィック カウンタを保持するには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで cableprimary-sflow-qos11keep コマンドを使用します。デフォルト設定に戻り、DOCSIS
1.1 向けにプロビジョニングされた CM がオフラインになる時点でカウンタを 0 にリセットするに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
cable primary-sflow-qos11 keep {all| snmp-only}
no cable primary-sflow-qos11 keep
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

all

DOCSIS 1.1 向けにプロビジョニングされた CM
がオフラインになる時に、すべてのプライマリ
サービス フロー トラフィック カウンタを維持
します。これには CLI コマンドにより表示され
るカウンタと、SNMP 要求を介して取得される
カウンタが含まれます。

snmp-only

SNMP 要求を介して取得されるプライマリ サー
ビス フロー トラフィック カウンタだけを維持
します。DOCSIS 1.1 向けにプロビジョニングさ
れた CM がオフラインになる時に、CLI コマン
ドにより表示されるカウンタが 0 にリセットさ
れます。

DOCSIS 1.1 向けにプロビジョニングされた CM がオフラインになる時に、プライマリ サービス
フロー トラフィック カウンタは維持されません（nocableprimary-sflow-qos11keep）。このコマン
ドの設定に関係なく、DOCSIS 1.0 向けにプロビジョニングされた CM のサービス フロー情報は常
に維持されます。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(15)CX、12.2(15)BC2

このコマンドが導入されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン デフォルトでは、DOCSIS 1.1 Quality of Service（QoS）サービス フロー向けにプロビジョニングさ
れた CM がオフラインになると、CMTS はすべてのサービス フロー情報（その CM に対応するト
ラフィック カウンタを含む）を削除します。cableprimary-sflow-qos11keep コマンドは、DOCSIS
1.1 向けにプロビジョニングされた CM がオフラインになり、その後再びオンラインになった後、
サービス フロー トラフィック カウンタを維持しています。これによりサービス プロバイダーは、
CM がオフラインになり再起動する回数に関わらず、長期にわたる CM の使用率合計を追跡でき
ます。

（注）

___________________
例

このコマンドは、DOCSIS 1.1 操作向けにプロビジョニングされ、Cisco CMTS のすべてのケー
ブル インターフェイスで現在オンラインである CM だけに影響します。DOCSIS 1.1 向けにプ
ロビジョニングされた CM で、このコマンドを実行する前にオフラインになっている CM につ
いては、情報は維持されません。DOCSIS 1.0 操作向けにプロビジョニングされた CM のサー
ビス フロー情報は、このコマンドの設定に関係なく常に維持されます。

次に、DOCSIS 1.1 向けにプロビジョニングされた CM がオフラインになった時に、CLI および
SNMP の両方のサービス フロー カウンタを維持する例を示します。
Router(config)# cable primary-sflow-qos11 keep all
Router(config)#

次に、DOCSIS 1.1 向けにプロビジョニングされた CM がオフラインになった時に、SNMP ベース
のサービス フロー カウンタだけを維持する例を示します。この CM がオフラインになると、CLI
ベースのカウンタは 0 にリセットされます。
Router(config)# cable primary-sflow-qos11 keep snmp-only
Router(config)#

次に、このコマンドを無効にしデフォルト動作に戻る例を示します。DOCSIS 1.1 向けにプロビ
ジョニングされた CM がオフラインになった時に、CLI ベースのカウンタと SNMP ベースのカウ
ンタのすべてがリセットされます。
Router(config)# no cable primary-sflow-qos11 keep
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablesflog

サービス フロー ロギングを有効にし、ログの
エントリの数と期間を設定します。
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コマンド

説明

showcablemodemcounters

1 つ以上の CM のダウンストリームおよびアッ
プストリーム トラフィック カウンタを表示し
ます。
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cable privacy
BPI または BPI+ 暗号化を有効にして設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで cableprivacy コマンドを使用します。プライバシーを無効にするか、または特定
の設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
Cisco uBR シリーズ ルータ
cable privacy [accept-self-signed-certificate| authenticate-modem| authorize-multicast| mandatory|
oaep-support| dsx-support| retain-failed-certificates| skip-validity-period]
no cable privacy [accept-self-signed-certificate| authenticate-modem| authorize-multicast| mandatory|
oaep-support| dsx-support| retain-failed-certificates| skip-validity-period]
Cisco cBR シリーズ ルータ
cable privacy [accept-self-signed-certificate| mandatory| oaep-support| dsx-support|
retain-failed-certificates| skip-validity-period]
no cable privacy [accept-self-signed-certificate| mandatory| oaep-support| dsx-support|
retain-failed-certificates| skip-validity-period]
___________________
構文の説明

accept-self-signed-certificate

（オプション）ケーブルモデムに対し、DOCSIS
ルート証明書に関連付けられている製造業者証
明書ではなく、自己署名の製造業者証明書を使
用した登録を許可します。

authenticate-modem （uBR シリーズ ルータ用） （オプション）AAA プロトコルを BPI ととも
に使用して、すべての CM 認証します。
authorize-multicast （uBR シリーズ ルータ用） （オプション）AAA プロトコルをベースライ
ン プライバシー インターフェイス（BPI）とと
もに使用して、すべてのマルチキャスト スト
リーム（IGMP）結合要求を認証します。
mandatory

（オプション）DOCSIS コンフィギュレーショ
ン ファイルで BPI/BPI+ が有効になっているす
べての CM でベースライン プライバシーをアク
ティブにします。アクティブにならない CM は
強制的にオフラインになります。
CM の DOCSIS コンフィギュレーション ファイ
ルで BPI が有効になっていない場合、CM は
BPI を使用せずにオンラインにできます。
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___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

oaep-support

（オプション）Optimal Asymmetric Encryption
Padding（OAEP）BPI+ 暗号化を有効にします。

dsx-support

（オプション）ダイナミック サービス SID の暗
号化を有効にします。

retain-failed-certificates

（オプション）失敗した証明書を維持できるよ
うにします。

skip-validity-period

（オプション）証明書の有効期間をスキップで
きるようにします。

デフォルトでは、暗号化プライオリティはモデムの能力に応じて 128bit AES、56bit DES、40bit
DES です。CMTS は、自己署名の製造業者証明書を信頼できないものとして扱います。信頼でき
ない証明書は CMTS では維持されません。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。

12.1(4)CX、12.2(1)XF1、 BPI+ 暗号化サポートの一部として、dsx-support および oaep-support
12.2(4)BC1
キーワードが追加されました。
12.2(11)BC1

accept-self-signed-certificate--> オプションが、グローバル コンフィ
ギュレーション オプションからケーブル インターフェイス オプショ
ンに変更されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCC

このコマンドが変更されました。retain-failed-certificates キーワード
と skip-validity-period キーワードが追加されました。40-bit-des キー
ワードが削除されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。authenticate-modem キーワードと
authorize-multicast キーワードが削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、BPI または BPI+ 暗号化をサポートしているイメージにだけ適用されます。
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（注）

cableprivacyaccept-self-signed-certificate--> コマンドは、このコマンドの実行後に登録される
CM だけに影響します。たとえば、CM が自己署名証明書を使用して登録できないようにする
ため nocableprivacyaccept-self-signed-certificate--> コマンドを実行する場合、すべての CM に
対し、DOCSIS ルート証明書に関連付けられている証明書を使用して登録することを強制する
ため、clearcablemodemallreset--> コマンドを発行する必要があります。
自己署名証明書の提供
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC 以降では、特定のモデムを認証できるようにするため、ファイル
システムで自己署名 CA 証明書をプログラミングできます。これは、DOCSIS に準拠していない機
器やモデムのテストに頻繁に使用されます。
自己署名 CA 証明書を提供するには、次の手順を実行します。
1 Distinguished Encoding Rules（DER）形式の CA 証明書を取得します。これは製造業者から提供
されるか、またはケーブル モデムから取得できます。
2 この自己署名 CA 証明書を、「trusted-cert-scert n」という名前を付けてブートフラッシュに保
存します（例：「trusted-cert-scert1」または「trusted-cert-scert2」）。
3 cableprivacyaccept-self-signed-certificate コマンドが有効になっていないことを確認します。
4 設定を保存します。
5 ルータを再起動します。
ルータが新しいファイルを読み取り、自己署名ケーブル モデムがオンラインになります。

___________________
例

次に、特定のケーブル インターフェイスのすべての CM でベースライン プライバシー インター
フェイス（BPI）を強制的に使用させる例を示します。
Router(config)# interface cable 6/0/0
Router(config-if)# cable privacy mandatory

次に、インターフェイスで BPI モデム認証をオンにする例を示します。
Router(config)# interface cable 6/0/1
Router(config-if)# cable privacy authenticate-modem

次に、Cisco uBR シリーズ ルータの特定のケーブル インターフェイスで BPI マルチキャスト認証
をオンにする例を示します。
Router(config)# interface cable 1/0
Router(config-if)# cable privacy authorize-multicast

次に、CM が特定のケーブル インターフェイスで自己署名証明書を使用して登録できるようにす
る例を示します。
Router(config)# interface cable 7/0/0
Router(config-if)# cable privacy accept-self-signed-certificate

次に、CM が特定のケーブル インターフェイスでプライバシー DSX サポートを有効にできるよう
にする例を示します。
Router(config)# interface cable 6/0/0
Router(config-if)# cable privacy dsx-support
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次に、CM が特定のケーブル インターフェイスで OAEP サポートを有効にできるようにする例を
示します。
Router(config)# interface cable 6/0/0
Router(config-if)# cable privacy oaep-support

次に、CM が特定のケーブル インターフェイスで失敗した証明書を維持できるようにする例を示
します。
Router(config)# interface cable 6/0/0
Router(config-if)# cable privacy
retain-failed-certificates

次に、CM が特定のケーブル インターフェイスで証明書有効期間をスキップできるようにする例
を示します。
Router(config)# interface cable 6/0/0
Router(config-if)# cable privacy
skip-vailidity-period

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacyadd-certificate

BPI+ 暗号化のための CM 証明書を追加します。

cableprivacyeae-policy

Early Authentication and Encryption ポリシーを選
択します。

cableprivacyhotlist

DOCSIS ホットリストに CM 証明書を追加しま
す。これにより、その CM 証明書は受け入れら
れなくなります。

cableprivacykek

キー暗号キーとタイムアウト期間を設定しま
す。

cableprivacytek

トラフィック暗号キーとタイムアウト期間を設
定します。

showcableprivacy

BPI ステータスと動作に関する情報を表示しま
す。

debugcableprivacy

BPI 動作のデバッグ メッセージを表示します。
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cable privacy bpi-plus-enforce
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD5 から、cableprivacybpi-plus-enforce コマンドは
cableprivacybpi-plus-policy コマンドに置き換えられました。詳細については、
cableprivacybpi-plus-policy コマンドを参照してください。
DOCSIS 1.1 以降でプロビジョニングされたケーブル モデムが DOCSIS ベースライン プライバシー
インターフェイス プラス（BPI+）で登録する必要があり、古い DOCSIS BPI を使用してはならな
いことを義務付けるには、グローバル コンフィギュレーション モードで cableprivacybpi-plus-enforce
コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を
使用します。
cable privacy bpi-plus-enforce
no cable privacy bpi-plus-enforce

___________________
構文の説明
___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルトでは cableprivacybpi-plus-enforce コマンドが有効になっていませんが、最適な DOCSIS
BPI+ セキュリティのためにこのコマンドを設定する必要があります。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCD5

このコマンドは、次のコマンドに置き換えられました：
cableprivacybpi-plus-policy-->command.

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cableprivacybpi-plus-enforce コマンドにより、Cisco CMTS ルータは複製されたケーブル モデムを
検出し、複製されたケーブル モデムによって引き起こされるサービス妨害（DoS）攻撃を排除で
きるようになります。
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ケーブル モデムが DOCSIS BPI または BPI+ セキュリティ証明書を使用するようにプロビジョニ
ングされていない場合、Cisco CMTS ルータの既存の動作は変更されません。Cisco CMTS ルータ
は、BPI+ セキュリティのためにプロビジョニングされていない 2 つのケーブル モデムを区別しよ
うとしません。

（注）

___________________
例

一般的に入手可能な DOCSIS 非準拠ケーブル モデムには、DOCSIS 1.1 に対応してプロビジョ
ニングされたネットワークであっても、DOCSIS BPI+ モードではなく DOCSIS BPI での登録を
強制的に実行するオプションがあります。

次の例は、複製されたケーブル モデムの検出時に作成されるロギング メッセージを示します。
SLOT 7/0: Nov 14 12:07:26: %UBR10000-6-CMMOVED: Cable modem 0007.0e03.3e71 has been moved
from interface Cable7/0/1 to interface Cable7/0/0.
Nov 14 12:07:57: %UBR10000-5-CLONED_CM_DETECTED: Cloned CM with MAC address 0013.7116.e726
access detected at Cable7/0/0 interface

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablelogginglayer2events

CMTS MIB レジストリで指定されており、選択
されている（プライオリティが低い）DOCSIS
イベントを、（汎用のロギング バッファではな
く）ケーブル ロギング バッファに保存します。

cableprivacybpi-plus-policy

Cisco CMTS ルータで BPI+ 適用ポリシーを設定
します。

showcablelogging

ケーブル インターフェイスでの不正な IP 発信
元アドレスまたは DOCSIS レイヤ イベントに関
するエラー メッセージのログを表示します。

showcablemodem

Cisco CMTS の登録ケーブル モデムまたは未登
録ケーブル モデムに関する情報を表示します。
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cable privacy bpi-plus-exclude
Cisco CMTS ルータで設定されているベースライン プライバシー インターフェイス プラス（BPI+）
適用ポリシーからケーブル モデムを除外するには、グローバル コンフィギュレーション モード
で cableprivacybpi-plus-exclude コマンドを使用します。この設定を無効にするには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
cable privacy bpi-plus-exclude mac-address [ address-mask ]
no cable privacy bpi-plus-exclude mac-address [ address-mask ]
___________________
構文の説明

mac-address

ケーブル モデムの MAC アドレス。

address-mask

（オプション）ケーブル モデムのサブネット。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCD5

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 1.0 以降のバージョンに準拠している個々のケーブル モデムを、MAC ドメインごとにそ
の MAC アドレスに基づいて BPI+ 適用ポリシーから除外できます。ケーブル モデムが除外リスト
に追加されている場合、Cisco CMTS ルータは、そのケーブル モデムに BPI+ 適用ポリシーを適用
しません。MAC ドメインごとに最大 30 個のケーブル モデムを除外できます。
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___________________
例

次に、ケーブル モデムの MAC アドレスに基づいて BPI+ 適用ポリシーからケーブル モデムを除
外する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable privacy bpi-plus-exclude 0010.9571.03ab

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacybpi-plus-policy

Cisco CMTS ルータで BPI+ 適用ポリシーを設定
します。

showinterfacecableprivacy

ベースライン プライバシー情報を表示します。
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cable privacy bpi-plus-policy
Cisco CMTS ルータでベースライン プライバシー インターフェイス プラス（BPI+）適用ポリシー
を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableprivacybpi-plus-policy コマンドを使用します。この設定を無効にするには、このコマンドの
no 形式を使用します。
cable privacy bpi-plus-policy {capable-enforcement| d11-enabled-enforcement| d11-enforcement|
total-enforcement}
no privacy bpi-plus-policy {capable-enforcement| d11-enabled-enforcement| d11-enforcement|
total-enforcement}
___________________
構文の説明

capable-enforcement

BPI+ が有効になっており、DOCSIS1.1 コンフィ
ギュレーション ファイルでプロビジョニングさ
れているすべてのBPI+対応ケーブルモデムで、
BPI+ の適用が必須であることを指定します（ポ
リシー 1）。

d11-enabled-enforcement

TLV 29 の指定の有無に関わらず BPI+ が有効で
あることを指定するパラメータが記述された
DOCSIS1.1 コンフィギュレーション ファイルに
登録されているすべてのケーブル モデムで、
BPI+ の適用が必須であることを指定します（ポ
リシー 2）。

d11-enforcement

DOCSIS1.1 以降のバージョンに準拠しているす
べてのケーブル モデムで、BPI+ の適用が必須
であることを指定します（ポリシー 3）。

total-enforcement

すべてのケーブル モデムで BPI+ の適用が必須
であることを指定します（ポリシー 4）。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCD5

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD5 で、cableprivacybpi-plus-enforce コマンドが
cableprivacybpi-plus-policy コマンドに置き換えられました。以前の Cisco IOS リリースから Cisco
IOS リリース 12.2(33)SCD5 以降にアップグレードする場合、アップグレード中はデフォルトで既
存の BPI+ 適用設定が無効になります。cableprivacybpi-plus-policy コマンドを使用して BPI+ 適用
ポリシーを再設定する必要があります。
各 MAC ドメインでは一度に 1 つの適用ポリシーだけを設定できます。ポリシーを 1 つずつ設定
する場合、最新のポリシーが既存のポリシーを置き換えます。たとえば、ポリシー 1 をポリシー
2 で置き換えるには、ポリシー 1 を無効にせずにポリシー 2 を直接設定できます。
___________________
例

次に、Cisco uBR7246VXR ルータのケーブル インターフェイス 3/0 で BPI+ 適用ポリシーを設定す
る例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable privacy bpi-plus-policy
Router(config-if)# cable privacy bpi-plus-policy
Router(config-if)# cable privacy bpi-plus-policy
Router(config-if)# cable privacy bpi-plus-policy

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacybpi-plus-exclude

MAC アドレスに基づいて BPI+ 適用ポリシーか
ら個々のケーブル モデムを除外します。

showinterfacecableprivacy

ベースライン プライバシー情報を表示します。
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capable-enforcement
d11-enabled-enforcement
d11-enforcement
total-enforcement

ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy clone-detect

cable privacy clone-detect
ケーブル モデムのモデム複製機能を有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モー
ドで cableprivacyclone-detect コマンドを使用します。モデム複製機能を無効にするには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
cable privacy clone-detect
no cable privacy clone-detect
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

モデム複製機能は有効です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次に、複製されたケーブル モデムを CMTS に登録できないようにするため、複製モデム検出機能
を有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable privacy clone-detect

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableprivacy

ケーブル インターフェイスで BPI+ 暗号化を有
効にして設定します。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy clone-detect

Command

Description

（Cisco uBR10K シリーズおよび cBR シリーズ DOCSIS 1.1 以降でプロビジョニングされたケー
コンバージド ブロードバンド ルータではサポー ブル モデムを DOCSIS BPI+ に登録する必要が
トされません） cableprivacybpi-plus-enforce
あり、以前の DOCSIS BPI を使用してはならな
いことを指定します。
cablelogginglayer2events

CMTS MIB レジストリで指定されており、選択
されている（プライオリティが低い）DOCSIS
イベントを、（汎用のロギング バッファではな
く）ケーブル ロギング バッファに保存します。

showcablelogging

ケーブル インターフェイスでの不正な IP 発信
元アドレスまたは DOCSIS レイヤ イベントに関
するエラー メッセージのログを表示します。

showcablemodem

Cisco CMTS の登録ケーブル モデムまたは未登
録ケーブル モデムに関する情報を表示します。

showrunning-configinterfacecable

Cisco CMTS ルータで設定されているバンドル
を表示し、各ケーブル インターフェイスの実行
コンフィギュレーションを示します。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy eae-exclude

cable privacy eae-exclude
Early Authentication and Encryption（EAE）を使用せずにケーブル モデムを強制的に登録し、EAE
除外リストに追加するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cableprivacyeae-exclude
コマンドを使用します。除外リストから特定の CM を削除するには、このコマンドの no 形式を使
用します。
cable privacy eae-exclude cm-mac-address [ mask ]
no cable privacy eae-exclude cm-mac-address [ mask ]
___________________
構文の説明

cm-mac-address

EAE 除外リストに追加する特定のケーブル モ
デムのハードウェア（MAC）アドレス。

mask

（オプション）ケーブル モデムのマスク値。

___________________
コマンド デフォルト

EAE 除外リストには MAC アドレスは含まれません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 除外リストは主に、特定のケーブル モデムの問題をデバッグするために使用されます。
___________________
例

次に、MAC アドレスが 00C0.8345.de51 の CM を EAE 除外リストに追加する例を示します。これ
により、この特定の CM を CMTS に登録できなくなります。
Router# configure terminal
Router(config)# cable privacy eae-exclude 00C0.8345.de51
Router(config)#
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy eae-exclude

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacy

ケーブル インターフェイスで BPI+ 暗号化を有
効にして設定します。

cableprivacykek

キー暗号キーとタイムアウト期間を設定しま
す。

cableprivacytek

トラフィック暗号キーとタイムアウト期間を設
定します。

showcableprivacy

BPI ステータスと動作に関する情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy eae-policy

cable privacy eae-policy
Early Authentication and Encryption（EAE）ポリシーを有効にするには、ケーブル インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードで cableprivacyeae-policy コマンドを使用します。EAE ポリシー
を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable privacy eae-policy {capability-enforcement| disable-enforcement| ranging-enforcement|
total-enforcement}
no cable privacy eae-policy {capability-enforcement| disable-enforcement| ranging-enforcement|
total-enforcement}
___________________
構文の説明

capability-enforcement

対応モデムに EAE を適用します。

disable-enforcement

EAE を無効にし、CMTS がどのケーブル モデ
ムにも EAE を適用できないようにします。

ranging-enforcement

DOCSIS 3.0 モデムにのみ EAE を適用します。

total-enforcement

すべてのケーブル モデムに EAE を適用します。

___________________
コマンド デフォルト

EAE モードは無効になっています。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン EAE ポリシーは MAC ドメインに適用されます。ポリシーは相互に排他的です。CMTS は、CMTS
が MAC Domain Descriptor（MDD）メッセージを送信するダウンストリーム チャネルで初期化を
実行する CM だけに対して EAE を適用します。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy eae-policy

EAE 除外リストはグローバル リストであり、DOCSIS 3.0 仕様の一部としてすべてのライン カー
ドで作成されます。EAE 除外リストに含まれるケーブル モデムは常に EAE 適用から除外されま
す。EAE 除外リストへの CM の登録前に、CMTS が認証要求を受信する場合、CMTS はその要求
を拒否します。
___________________
例

次に、対応モデムで EAE ポリシーを適用する例を示します。
Router(config)# interface cable 3/0/0
Router(config-if)# cable privacy eae-policy capability-enforcement

次に、EAE ポリシーを無効にする例を示します。これにより、CMTS はすべてのケーブル モデム
で EAE ポリシーを適用しません。
Router(config)# interface cable 3/0/0
Router(config-if)# cable privacy eae-policy disable-enforcement

次に、DOCSIS 3.0 モデムでのみ EAE ポリシーを適用する例を示します。
Router(config)# interface cable 3/0/0
Router(config-if)# cable privacy eae-policy ranging-enforcement

次に、すべてのケーブル モデムで EAE ポリシーを適用する例を示します。
Router(config)# interface cable 3/0/0
Router(config-if)# cable privacy eae-policy total-enforcement

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacyexe-exclude

EAE ポリシー適用から除外する CM を追加しま
す。

cableprivacyhotlist

DOCSIS ホットリストに CM 証明書を追加しま
す。これにより、その CM 証明書は受け入れら
れなくなります。

cableprivacykek

キー暗号キーとタイムアウト期間を設定しま
す。

cableprivacytek

トラフィック暗号キーとタイムアウト期間を設
定します。

showcableprivacy

BPI ステータスと動作に関する情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy encrypt-alg-priority

cable privacy encrypt-alg-priority
Advanced Encryption Standard（AES）および Data Encryption Standard（DES）暗号化アルゴリズム
の使用順序を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cableprivacyencrypt-alg-priority コマンドを使用します。暗号化アルゴリズムを削除してデフォル
トの優先順位に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable privacy encrypt-alg-priority {aes128-des40-des56| aes128-des56-des40| des40-aes128-des56|
des40-des56-aes128| des56-aes128-des40| des56-des40-aes128}
no cable privacy encrypt-alg-priority
___________________
構文の説明

aes128-des40-des56

暗号化アルゴリズム優先度の順序を指定しま
す。
128 ビット ブロックの AES に最上位優先度が
設定され、続いて 40 ビット ブロック サイズの
DES、56 ビット ブロック サイズの DES の順に
優先度が設定されます。

aes128-des56-des40

暗号化アルゴリズム優先度の順序を指定しま
す。
128 ビット ブロック サイズの AES に最上位優
先度が設定され、続いて 56 ビット ブロック サ
イズの DES、40 ビット ブロック サイズの DES
の順に優先度が設定されます。

des40-aes128-des56

暗号化アルゴリズム優先度の順序を指定しま
す。
40 ビット ブロック サイズの DES に最上位優先
度が設定され、続いて 128 ビット ブロック サ
イズの AES、56 ビット ブロック サイズの DES
の順に優先度が設定されます。

des40-des56-aes128

暗号化アルゴリズム優先度の順序を指定しま
す。
40 ビット ブロック サイズの DES に最上位優先
度が設定され、続いて 56 ビット ブロック サイ
ズの DES、128 ビット ブロック サイズの AES
の順に優先度が設定されます。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy encrypt-alg-priority

暗号化アルゴリズム優先度の順序を指定しま
す。

des56-aes128-des40

56 ビット ブロック サイズの DES に最上位優先
度が設定され、続いて 128 ビット ブロック サ
イズの AES、40 ビット ブロック サイズの DES
の順に優先度が設定されます。
暗号化アルゴリズム優先度の順序を指定しま
す。

des56-des40-aes128

56 ビット ブロック サイズの DES に最上位優先
度が設定され、続いて 40 ビット ブロック サイ
ズの DES、128 ビット ブロック サイズの AES
の順に優先度が設定されます。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルト値は aes128-des56-des40 です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、暗号化アルゴリズム優先度の順序を指定するために使用します。
___________________
例

次に、AES に最高優先度を割り当て、続いて 40 ビット DES、56 ビット DES の順に優先度を設定
する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable privacy encrypt-alg-priority aes128-des40-des56
Router(config)#
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy encrypt-alg-priority

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacy

ケーブル インターフェイスで BPI+ 暗号化を有
効にして設定します。

cableprivacykek

キー暗号キーとタイムアウト期間を設定しま
す。

cableprivacytek

トラフィック暗号キーとタイムアウト期間を設
定します。

showcableprivacy

BPI ステータスと動作に関する情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy hotlist

cable privacy hotlist
製造業者の証明書または CM 証明書を信頼できないものとしてマークして無効な証明書の CMTS
ホットリストに追加し、これらの CM またはホストの登録を防ぐには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで cableprivacyhotlist コマンドを使用します。特定の CM 証明書または製造業
者の証明書をホットリストから削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable privacy hotlist {cm mac-address| manufacturer cert-serial-number}
no cable privacy hotlist {cm mac-address| manufacturer cert-serial-number}
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable privacy hotlist {cm mac-address| host mac-address}
no cable privacy hotlist {cm mac-address| host mac-address}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト
___________________
コマンド モード

cmmac-address

ホットリストに追加する CM の MAC アドレス
を指定します。mac-address は、ピリオドなどの
区切り文字を使用せずに、16 進数値の文字列と
して指定する必要があります。Cisco IOS リリー
ス 12.2(15)BC2 以降では、このアドレスとして、
3 つの 16 進数値セットをピリオドで区切ったも
のを指定できます。

manufacturercert-serial-number

特定の製造業者の CA 証明書のシリアル番号を
指定します。cert-serial-number は、最大 32 バイ
トの 16 進数値文字列として指定します。必要
に応じて複数の行を入力できます。文字列を終
了するには空白行を使用します。

host mac-address

ホットリストに追加するホストの MAC アドレ
スを指定します。mac-address は、ピリオドなど
の区切り文字を使用せずに、16 進数値の文字列
として指定する必要があります。Cisco IOS リ
リース 12.2(15)BC2 以降では、このアドレスと
して、3 つの 16 進数値セットをピリオドで区
切ったものを指定できます。

CMTS ホットリストには証明書は含まれません。
グローバル コンフィギュレーション（config）
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy hotlist

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(7)CX、12.2(1)XF1、
12.2(4)BC1

このコマンドが Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シ
リーズ ルータに導入されました。

12.2(11)BC1

accept-self-signed-certificate--> オプションが cableprivacy ケーブル
インターフェイス コマンドに移動されました。

12.2(15)BC2

mac-address を、3 つの 16 進数値ペアをピリオドで区切った正規化
形式で指定できます（例：0000.0001.0002）。

12.2(33)SCB5

このコマンドは、12.2SC リリース トレインに統合されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。host キーワードが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン cableprivacyhotlist コマンドは、次の機能を設定するために使用します。
• Cisco CMTS ルータでの DOCSIS 1.1
このコマンドは、BPI または BPI+ 暗号化をサポートしているイメージにだけ適用されます。

（注）

___________________
例

cableprivacyhotlist コマンドは、Cisco IOS リリース 12.3(23)BC9 以前の Cisco IOS リリース、
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB5、および Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC が稼働する Cisco
uBR10012 ルータではサポートされていません。製造業者の証明書または CM の証明書を Cisco
uBR10012 ルータのホットリストに追加するには、SNMP コマンドを使用して
DOCS-BPI-PLUS-MIB の適切な属性を設定します。

次に示すコマンドは、MAC アドレスが 00C0.8345.de51 の CM の証明書をホットリストに追加しま
す。これにより、この特定の CM は CMTS に登録できなくなります。
Router# configure terminal
Router(config)# cable privacy hotlist cm 00C08345de51
Router(config)#

次の例では、製造業者の CA 証明書を BPI+ ホットリストに追加します。これにより、CMTS は
CM によるこの製造業者の証明書を使用した登録をすべての拒否します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable privacy hotlist manufacturer 3435414631413439383335453731423733333643
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy hotlist

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacy

ケーブル インターフェイスで BPI+ 暗号化を有
効にして設定します。

cableprivacyadd-certificate

BPI+ 暗号化のための CM 証明書を追加します。

option

特定の CM がオンラインであるかどうかを判別
します。

cableprivacykek

キー暗号キーとタイムアウト期間を設定しま
す。

cableprivacytek

トラフィック暗号キーとタイムアウト期間を設
定します。

showcableprivacy

BPI ステータスと動作に関する情報を表示しま
す。

debugcableprivacy

BPI 動作のデバッグ メッセージを表示します。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy kek

cable privacy kek
HFCネットワークのベースライン プライバシーのキー暗号キー（KEK）有効期間の値を設定する
には、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableprivacykek コマンドを
使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

（注）

このコマンドは、BPI または BPI+ 暗号化をサポートしているイメージにだけ適用されます。
cable privacy kek life-time [ seconds ]
no cable privacy kek life-time

___________________
構文の説明

（任意）キー暗号化有効期間の長さ（秒単
位）。有効範囲は 300 ～ 604,8000 です。デフォ
ルトは 604,800 秒（7 日）です。

life-timeseconds

___________________
コマンド デフォルト

life-time オプション～ 604,800 秒（7 日間）。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

12.1(4)CX、12.2(1)XF1、
12.2(4)BC1

DOCSIS 1.1 および BPI+ 暗号化をサポートするため、両方のオ
プションの有効範囲が変更されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン HFC ネットワークのベースライン プライバシーは、キー暗号キー（KEK）とトラフィック暗号
キー（TEK）を使用して設定されます。暗号化は 40 ビットまたは 56 ビット Data Encryption Standard
（DES）暗号化アルゴリズムに基づいています。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy kek

ケーブル モデム サービス ID（SID）に基づいて KEK がケーブル モデムに割り当てられ、ベース
ラインプライバシーがアクティブになるとケーブル モデムに対し Cisco CMTS への接続が許可さ
れます。有効期間の値に基づいて KEK の期限を設定できます。
より永続的なキーをケーブル モデムに割り当てるには、life-time キーワードを使用します。
Cisco CMTS によって有効期間キーが割り当てられているケーブル モデムは、現在のキーが期限
切れになる前に新しいキーを要求します。
___________________
例

（注）

次に、KEK プライバシー有効期間を 750,000 秒に設定する例を示します。

CableLabs が推奨する動作 KEK の有効期間は次のとおりです。
• 最小：1 日
• 通常：7 日
• 最大：70 日
• 統合テストのみの場合は 300 秒

Router(config)# interface cable c3/0/0
Router(config-if)# cable privacy kek life-time 750000
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacyadd-certificate

BPI+ 暗号化のための証明書を設定します。

cableprivacy

ケーブル インターフェイスで BPI+ 暗号化を有
効にして設定します。

cableprivacytek

トラフィック暗号キーとタイムアウト期間を設
定します。

option

特定の CM がオンラインであるかどうかを判別
します。

privacy

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルで
BPI または BPI+ 設定パラメータを設定します。

showcableprivacy

BPI ステータスと動作に関する情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy kek

コマンド

説明

showinterfacecableprivacy

インターフェイスの KEK および TEK タイマー
の現行値を表示します。

debugcableprivacy

BPI 動作のデバッグ メッセージを表示します。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy revocation crl skip-sig-check

cable privacy revocation crl skip-sig-check
Cisco CMTS ルータが、証明書失効リスト（CSL）応答シグニチャ チェックをスキップできるよう
にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで cableprivacyrevocationcrlskip-sig-check
コマンドを使用します。CRL シグニチャ チェックを有効にするには、このコマンドの no 形式を
使用します。
cable privacy revocation crl skip-sig-check
no cable privacy revocation crl skip-sig-check
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは CRL 応答シグニチャ チェックは有効になります。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cableprivacyrevocationcrlskip-sig-check コマンドでは、応答のシグニチャを検証せずに CRL サー
バからの CRL 応答を使用することが許可されます。
___________________
例

次に、CRL 応答シグニチャ チェックをスキップする例を示します。
Router(config)# cable privacy revocation crl skip-sig-check

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacyrevocationocspskip-sig-check

OCSP 応答シグニチャ チェックをスキップでき
ます。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
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コマンド

説明

cableprivacyrevocationskip-cm-cert

CM 証明書のチェックを無効にできます。

cableprivacyrevocationtimeout

CRL または OCSP 応答時間のタイムアウト値を
設定します。

cableprivacyrevocationenable

プライバシー失効チェックを迅速に有効にでき
ます。

showcableprivacy

BPI ステータスと動作に関する情報を表示しま
す。

debugcableprivacy

BPI 動作のデバッグ メッセージを表示します。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy revocation enable

cable privacy revocation enable
プライバシー失効チェックを迅速に有効にするには、グローバルコンフィギュレーションモード
で cableprivacyrevocationenable コマンドを使用します。プライバシー失効チェックを無効にする
には、このコマンドの no 形式を使用します。
cable privacy revocation enable
no cable privacy revocation enable
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、プライバシー失効チェックは無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、失効チェックを迅速に有効または無効にすることができます。失効
チェックを有効にすると、EU 証明書と US 証明書の両方のトラストポイントが作成されます。
___________________
例

次に、失効チェックを有効にする例を示します。
Router(config)# cable privacy revocation enable

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacyrevocationocspskip-sig-check

OCSP 応答シグニチャ チェックをスキップでき
ます。

cableprivacyrevocationskip-cm-cert

CM 証明書のチェックを無効にできます。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy revocation enable

コマンド

説明

cableprivacyrevocationtimeout

CRL または OCSP 応答時間のタイムアウト値を
設定します。

showcableprivacy

BPI ステータスと動作に関する情報を表示しま
す。

debugcableprivacy

BPI 動作のデバッグ メッセージを表示します。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy revocation ocsp skip-sig-check

cable privacy revocation ocsp skip-sig-check
Cisco CMTS ルータが Online Certificate Status Protocol（OCSP）応答シグニチャ チェックをスキッ
プできるようにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cableprivacyrevocationocspskip-sig-check コマンドを使用します。OCSP シグニチャ チェックを有
効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable privacy revocation ocsp skip-sig-check
no cable privacy revocation ocsp skip-sig-check
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは OCSP 応答シグニチャ チェックが有効になります。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cableprivacyrevocationocspskip-sig-check コマンドでは、応答のシグニチャを検証せずに、OCSP
レスポンダからの OCSP 応答を使用することが許可されます。
___________________
例

次に、OCSP 応答シグニチャ チェックをスキップする例を示します。
Router(config)# cable privacy revocation ocsp skip-sig-check

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacyrevocationenable

プライバシー失効チェックを迅速に有効にでき
ます。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
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コマンド

説明

cableprivacyrevocationskip-cm-cert

CM 証明書のチェックを無効にできます。

cableprivacyrevocationtimeout

CRL または OCSP 応答時間のタイムアウト値を
設定します。

showcableprivacy

BPI ステータスと動作に関する情報を表示しま
す。

debugcableprivacy

BPI 動作のデバッグ メッセージを表示します。
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cable privacy revocation skip-cm-cert

cable privacy revocation skip-cm-cert
CM 証明書のチェックを無効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cableprivacyrevocationskip-cm-cert コマンドを使用します。CM 証明書のチェックを有効にするに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
cable privacy revocation skip-cm-cert
no cable privacy revocation skip-cm-cert
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは CM 証明書のチェックは有効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン
（注）

___________________
例

CM 証明書のチェックには高い処理能力が必要となるため、ルータのパフォーマンスに影響し
ます。

次に、CM 証明書のチェックを無効にする例を示します。
Router(config)# cable privacy revocation skip-cm-cert
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacyrevocationenable

プライバシー失効チェックを迅速に有効にでき
ます。

cableprivacyrevocationocspskip-sig-check

OCSP 応答シグニチャ チェックをスキップでき
ます。

cableprivacyrevocationtimeout

CRL または OCSP 応答時間のタイムアウト値を
設定します。

showcableprivacy

BPI ステータスと動作に関する情報を表示しま
す。

debugcableprivacy

BPI 動作のデバッグ メッセージを表示します。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy revocation timeout

cable privacy revocation timeout
認証「応答」または「拒否」メッセージに対する証明書失効リスト（CRL）または Online Certificate
Status Protocol（OCSP）応答時間のタイムアウト値を設定するには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで cableprivacyrevocationtimeout コマンドを使用します。デフォルトのタイムアウ
ト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable privacy revocation timeout
no cable privacy revocation timeout
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトのタイムアウト値は 1 秒です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、cableprivacyrevocationenable コマンドが設定されている場合にだけ有効です。
CM コンフィギュレーション ファイルの認証「応答」または「拒否」メッセージのタイムアウト
値は、失効タイムアウト値よりも大きい値である必要があります。
___________________
例

次に、CLR または OCSP 応答のタイムアウト値を設定する例を示します。
Router(config)# cable privacy revocation timeout 15

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacyrevocationenable

プライバシー失効チェックを迅速に有効にでき
ます。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy revocation timeout

コマンド

説明

cableprivacyrevocationocspskip-sig-check

OCSP 応答シグニチャ チェックをスキップでき
ます。

cableprivacyrevocationskip-cm-cert

CM 証明書のチェックを無効にできます。

showcableprivacy

BPI ステータスと動作に関する情報を表示しま
す。

debugcableprivacy

BPI 動作のデバッグ メッセージを表示します。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy tek

cable privacy tek
HFC ネットワークのベースライン プライバシーのトラフィック暗号キー（TEK）有効期間の値を
設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableprivacytek コ
マンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

（注）

このコマンドは、BPI または BPI+ 暗号化をサポートしているイメージにだけ適用されます。
cable privacy tek life-time [ seconds ]
no cable privacy tek life-time

___________________
構文の説明

（任意）トラフィック暗号化有効期間の長さ
（秒単位）。指定できる範囲は 180 ～ 604,8000
です。デフォルト値は 43,200 です。

life-timeseconds

___________________
コマンド デフォルト

life-time オプション～ 43200 秒（12 時間）。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

12.1(4)CX、12.2(1)XF1、
12.2(4)BC1

DOCSIS 1.1 および BPI+ 暗号化をサポートするため、両方のオ
プションの有効範囲が変更されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン HFC ネットワークのベースライン プライバシーは、キー暗号キー（KEK）とトラフィック暗号
キー（TEK）を使用して設定されます。暗号化は 40 ビットまたは 56 ビット Data Encryption Standard
（DES）または 128 ビット AES 暗号化アルゴリズムに基づいています。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
622

ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
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KEK が設定されている場合、TEK が CM に割り当てられます。TEK は、CM と Cisco CMTS の間
でのデータ トラフィックを暗号化するために使用されます。有効期間の値に基づいて TEK の期限
を設定できます。
より永続的なキーを CM に割り当てるには、life-time キーワードを使用します。

（注）

CableLabs が推奨する動作 TEK 有効期間は次のとおりです。
• 最小：30 分
• 通常：12 時間
• 最大：7 日
• 統合テストのみの場合は 180 秒

Cisco CMTS によって有効期間キーが割り当てられている CM は、現在のキーが期限切れになる前
に新しいキーを要求します。
___________________
例

次に、トラフィック暗号キー有効期間を 800000 秒に設定する例を示します。
Router(config)# interface cable c3/0/0
Router(config-if)# cable privacy tek life-time 800000
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableprivacyadd-certificate

BPI+ 暗号化のための証明書を設定します。

cableprivacy

ケーブル インターフェイスで BPI+ 暗号化を有
効にして設定します。

cableprivacykek

キー暗号キーとタイムアウト期間を設定しま
す。

option

特定の CM がオンラインであるかどうかを判別
します。

privacy

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルで
BPI または BPI+ 設定パラメータを設定します。

showcableprivacy

BPI ステータスと動作に関する情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable privacy tek

コマンド

説明

showinterfacecableprivacy

インターフェイスの KEK および TEK タイマー
の現行値を表示します。

debugcableprivacy

BPI 動作のデバッグ メッセージを表示します。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable profile

cable profile
レイヤ 2（L2）インターフェイスのサービス グループ ベースの設定に共通するプロファイルを作
成して設定するには、cable profile コマンドを使用します。共通プロファイルを削除するには、該
当するキーワードと変数を指定した、このコマンドの no 形式を使用します。
cable profile profile-type profile-name
___________________
構文の説明

profile-type

設定するプロファイルのタイプを指定します。
• mac-domain：MAC ドメインの共通プロファイルを設定することを選択し
ます。
• downstream：ダウンストリーム インターフェイスの共通プロファイルを設
定することを選択します。
• wideband-interface：ワイドバンド インターフェイスの共通プロファイルを
設定することを選択します。
• service-group：光ファイバ ノードのサービス グループ プロファイルを作成
します。

profile-name

プロファイル名を設定します。

___________________
コマンド デフォルト

設定されていません。

___________________
コマンド モード

特権コンフィギュレーション モード（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが追加されました。

機能：DOCSIS インターフェイスおよび光ファイバ ノードのサービス グループ プロファイル ベー
スの設定。
このコマンドを使用して、3 つの共通プロファイル（MAC ドメイン プロファイル、プライマリ
ダウンストリーム チャネル プロファイル、ワイドバンド ケーブル インターフェイス プロファイ
ル）を設定します。プロファイルコンフィギュレーションモードを開始して、プロファイルのパ
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable profile

ラメータを設定します。設定したパラメータは、このプロファイルが特定のサービスグループプ
ロファイルに追加されると適用されます。このコマンドを使用して、サービス グループのプロ
ファイルを作成します。
___________________
MAC ドメイン共通プロファイル コンフィギュレーション モードを開始する場合は、cable コマ
ンドを使用して以下を設定します。
• cable ip-init [apm | dual-stack | ipv4 | ipv6]
• cable mrc-mode
• cable mtc-mode
• cable dynamic-secret [lock | mark | reject]
• cable shared-secret [0 | 7 | LINE]
• cable privacy bpi-plus-policy [capable-enforcement | d11-enabled-enforcement | d11-enforcement
| total-enforcement ]
• cable privacy mandatory

___________________
プライマリ ダウンストリーム チャネル共通プロファイル コンフィギュレーション モードを開始
する場合は、cable コマンドを使用して以下を設定します。
• cable rf-bandwidth-percent percent[remaining ratio percent]
• cable attribute-mask mask

___________________
ワイドバンド インターフェイス共通プロファイル コンフィギュレーション モードを開始する場
合は、cable コマンドを使用して以下を設定します。
• cable downstream attribute-maskmask

___________________
グローバル サービス グループ コンフィギュレーション モードを開始する場合は、以下のコマン
ドを使用します。
• mac-domain mac-domain id profilemac-domain profile name を使用して MAC ドメイン モードを
開始します。
• MAC ドメイン モードで以下の操作を行います。
◦ downstream sg-channelgroup list profile ds profile name upstreamgroup list を使用して、ダ
ウンストリーム サービス グループ チャネルを設定します。
◦ upstreamIdsg-channelsg channel Id を使用して、アップストリーム サービス グループ
チャネルを設定します。
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cable profile

◦ アップストリーム ボンディング グループを設定するために、us-bonding-groupId コマン
ドを使用してアップストリーム ボンディング グループ コンフィギュレーション モード
を開始します。
◦ アップストリーム ボンディング グループ コンフィギュレーション モードで、
upstream Id コマンドを使用してアップストリーム チャネルを追加します。
◦ アップストリーム ボンディング グループ設定モードで、 attribute mask コマンド
を使用して、このアップストリーム ボンディング グループの属性マスクを追加し
ます。
• wideband-interfaceIdprofile BG profile name を使用してワイドバンド インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。
◦ ワイドバンド インターフェイス コンフィギュレーション モードで、 downstream
sg-channelgroup list rf-bandwidth-percent percent コマンドを使用してアップストリーム
チャネルを追加します。

___________________
例

以下に、cable profile コマンドを使用して MAC ドメイン共通プロファイルを設定する例を示しま
す。
Router(config)#cable profile mac-domain md1
Router(config-profile-md)#cable dynamic-secret mark
Router(config-profile-md)#cable shared-secret 0
Router(config-profile-md)#cable ip-init ipv4
Router(config-profile-md)#cable mtc-mode
Router(config-profile-md)#cable mrc-mode
Router(config-profile-md)#cable privacy mandatory
Router(config-profile-md)#cable privacy bpi-plus-policy total-enforcement
Router(config-profile-md)#exit
Router(config)#

以下に、cable profile コマンドを使用してプライマリ ダウンストリーム チャネル共通プロファイ
ルを設定する例を示します。プライマリ ダウンストリーム チャネル プロファイルに属性マスク
値と RF 帯域幅の割合を設定します。
Router(config)#cable profile downstream ds1
Router(config-profile-ds)# cable attribute-mask mask
Router(config-profile-ds)# cable rf-bandwidth-percent percent
Router(config-profile-ds)#exit
Router(config)#

以下に、cable profile コマンドを使用してワイドバンド インターフェイス共通プロファイルを設
定する例を示します。downstream キーワードを使用してワイドバンド インターフェイスの属性
マスク値を設定します。
Router(config)#cable profile wideband-interface BG1
Router(config-profile-wb)# cable downstream attribute-mask mask
Router(config-profile-wb)#exit
Router(config)#
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以下に、cable profile コマンドを使用してグローバル サービス グループ プロファイルを設定する
例を示します。グローバル サービス グループ プロファイル コンフィギュレーション モードで、
必要な MAC ドメインとワイドバンド インターフェイス パラメータを設定します。
Router(config)#cable profile service-group SG-16x8-1_1
Router(config-profile-sg)#cable bundle bundle ID
Router(config-profile-sg)#mac-domain mac-domain ID profile mac-domain profile name
Router(config-profile-sg-md)#downstream sg-channel grouplist profile downstream interface
profile ID
upstream grouplist
Router(config-profile-sg-md)#upstream Id sg-channel sg channel Id
Router(config-profile-sg-md)#us-bonding-group bonding group ID
Router(config-profile-sg-md-usbg)#upstream Id
Router(config-profile-sg-md-usbg)#attributes mask
Router(config-profile-sg-md-usbg)#exit
Router(config-profile-sg-md)#exit
Router(config-profile-sg)#
Router(config-profile-sg)#wideband-interface downstream bonding group id profile
downstream bonding group id
Router(config-profile-sg-bg)#downstream sg-channel grouplist rf-bandwidth-percent
bandwidth percent
Router(config-profile-sg-bg)#end
Router#
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cable proxy-arp
ケーブル インターフェイスまたはサブインターフェイスでケーブル プロキシ Address Resolution
Protocol（ARP）をアクティブにするには、ケーブル インターフェイスまたはサブインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードで cableproxy-arp コマンドを使用します。この機能を無効にす
るには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable proxy-arp
no cable proxy-arp
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

プロキシ APR サービスが有効です。

___________________
コマンド モード

ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
ケーブル サブインターフェイス コンフィギュレーション（config-subif）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

12.1(3a)EC

サブインターフェイス サポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、同一ケーブル サブネット経由でのホスト間直接通信を有効または無効にしま
す。ダウンストリームとアップストリームは別々のインターフェイスであるため、CM はケーブ
ル設備のその他の CM のアドレス解決を直接実行することができません。つまり、宛先 CM が同
一サブネット上にある場合でも、CM はすべてのトラフィックを CMTS 経由で送信する必要があ
ります。
cableproxy-arp コマンドは、Cisco CMTS が CM により生成される ARP 要求のプロキシとして機
能できるようにします。これにより、同一ケーブル サブネット上の CM は相互に直接通信でき、
最初にトラフィックを CMTS 経由でルーティングする必要がありません。nocableproxy-arp コマ
ンドはこの機能を無効にします。この機能が無効の場合、同一サブネット上の CM が相互に通信
するには、トラフィックを CMTS 経由でルーティングする必要があります。
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（注）

___________________
例

nocablearp コマンドと nocableproxy-arp コマンドを使用すると、CM および CPE デバイスが
使用する IP アドレスの管理の責任がすべて、DHCP サーバおよびプロビジョニング システム
に移行します。

次に、ホスト間通信のためにプロキシ ARP をアクティブにする例を示します。
Router(config-subif)# cable proxy-arp

次に、ケーブル サブインターフェイス上でホスト間通信のためにプロキシ ARP をアクティブにす
る例を示します。
Router(config)# interface cable 6/0.1
Router(config-subif)# cable proxy-arp

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablearp

ケーブル Address Resolution Protocol（ARP）を
アクティブにします。
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cable qos enforce-rule
特定の Quality of Service（QoS）プロファイルをサブスクライバ トラフィック管理に適用するため
の強制ルールを作成し、強制ルールコンフィギュレーションモードを開始するには、グローバル
コンフィギュレーション モードで cableqosenforce-rule コマンドを使用します。強制ルールを削除
し、CMTS 設定からこのルールを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable qos enforce-rule rule-name
no cable qos enforce-rule rule-name
___________________
構文の説明

rule-name

作成して設定する強制ルールの名前。この名前
として、1 ～ 15 文字の固有の文字列を使用でき
ます。

___________________
コマンド デフォルト

強制ルールは作成されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。

12.3(9a)BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC に統合されました。こ
のコマンドは cableqosmonitoring コマンドを置き換えます。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン cableqosenforce-rule コマンドは、強制ルールを作成して指定された名前を付け、強制ルール コン
フィギュレーション モードを開始します。強制ルール コンフィギュレーション モードの開始後、
次のコマンドを使用して uBR シリーズ ルータに強制ルールを設定します。
• activate-ruleat-byte-count
• enabled(enforce-rule)
• enforcedqos-profile
• monitoring-duration
• penalty-period
• registeredqos-profile
強制ルールを有効にするには、最小限でも activate-ruleat-byte-count--> コマンドと
registeredqos-profile コマンドを使用して強制ルールを設定し、enabled コマンドを使用してアク
ティブにする必要があります。

（注）

Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC 以降では、Cisco IOS ソフトウェアで activate-ruleat-byte-count
コマンドを使用できません。
ルールの最大数
Cisco CMTS ルータでは、ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースに応じてサポートされる強制
ルールの最大数が設定されています。最大数の強制ルールを作成した後でさらにルールを作成す
るには、既存のルールを 1 つ削除する必要があります。
• Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以降：サポートされる強制ルールの最大数は 20 です。
• Cisco IOS リリース 12.3(23)BC2 以降：サポートされる強制ルールの最大数は 40 です。
• Cisco IOS リリース IOS-XE 3.16.0S 以降：サポートされる強制ルールの最大数は 40 です。

（注）

___________________
例

強制ルールの最大数は、アップストリームとダウンストリームの両方で作成されるルールの合
計数としてカウントされます。

次に、「residentiial」という名前の強制ルールを作成する例を示します。その後システムが強制
ルール コンフィギュレーション モードを開始します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule residential
Router(enforce-rule)# ?
Configuration commands for QoS enforce rules:
activate-rule
Activate rule parameters
enabled
Enable the enforce-rule
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enforced
exit
monitoring-duration
no
penalty-period
registered
Router(enforce-rule)#
Router(enforce-rule)#
Router(enforce-rule)#
Router(enforce-rule)#
Router(enforce-rule)#
Router(enforce-rule)#
Router(enforce-rule)#
Router(config)# exit

Enforced qos-profile
Exit from QoS enforce rule editing mode
Monitoring duration parameters
Negate a command or set its defaults
Penalty-period
Registered qos-profile
activate-rule at-byte-count 50000000 downstream enforced
registered qos-profile 5
enforced qos-profile 99
monitoring-duration 120 sample-rate 20
penalty-period 1440
enabled
exit

次に、「test」という名前の強制ルールを削除する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# no cable qos enforce-rule test

次に、Cisco IOS リリース 12.3(23)BC1 以前のリリースで 20 個を超える強制ルールを作成しようと
すると表示されるエラー メッセージの例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule residential
Can't create more enforce-rules. The maximum number is 20.

次に、15文字を超える長さの名前を強制ルールに指定しようとすると表示されるエラーメッセー
ジの例を示します。エラー メッセージが表示され、名前は最初の15文字までで切り捨てられま
す。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule reallyreallyreallylongname
Only the first 15 characters would be taken

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータで「test1」という名前の強制ルー
ルを作成する例を示します。その後システムが強制ルールコンフィギュレーションモードを開始
します。
Router(config)#cable qos enforce-rule test1
Router(enforce-rule)# ?
Configuration commands for QoS enforce rules:
Penalty-period
Penalty period in Minutes
duration
Legacy monitoring parameters
enabled
Enable the enforce-rule
exit
Exit from QoS enforce rule editing mode
monitoring-basics Set the monitoring basics
no
Negate a command or set its defaults
peak-time1
Peak-OffPeak parameters
qos-profile
qos-profile for monitoring cable modems
service-class
service-class for monitoring cable modems
weekend
Setup different peak-time for weekends

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

activate-ruleat-byte-count

モニタリング期間中にサブスクライバが送信で
きるバイト数を指定します。

debugcablesubscriber-monitoring

Cisco CMTS ルータでサブスクライバ トラフィッ
ク管理の強制ルールのデバッグ メッセージを表
示します。
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コマンド

説明

enabled(enforce-rule)

強制ルールをアクティブにし、Cisco CMTS ルー
タでサブスクライバ トラフィック管理を開始し
ます。

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

penalty-period

適用される QoS プロファイルが、登録済み QoS
プロファイルに違反するサブスクライバに対し
て有効である期間を指定します。

qos-profileenforced

ユーザが登録済み QoS プロファイルに違反する
場合に適用する QoS プロファイルを指定しま
す。

qos-profileregistered

この強制ルールに使用する登録済み QoS プロ
ファイルを指定します。

showcableqosenforce-rule

現在定義されている QoS 強制ルールを表示しま
す。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。
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cable qos permission
Quality of Service （QoS）テーブルを更新する権限を指定するには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで cableqospermission コマンドを使用します。以前に有効にした権限を削除するに
は、このコマンドの no 形式を使用します
cable qos permission {create| enforce index| modems| update}
no cable qos permission
___________________
構文の説明

create

Simple Network Management Protocol（SNMP）
による QoS テーブル エントリの作成を許可し
ます。

enforceindex

enforce キーワードは、CM のプロビジョニング
済み QoS プロファイルを上書きし、特定の
CMTS ローカル QoS プロファイルを適用しま
す。index 引数は、CMTS に接続するすべての
CM で適用する QoS プロファイルの数を指定し
ます。有効な値は、1 ～ 255 です。
（注）

プロビジョニング済み QoS プロファ
イルと適用 QoS プロファイルの両方
を Cisco CMTS で作成する必要があり
ます。このオプションでは、CM によ
り作成されるプロファイルはサポー
トされません。

modems

モデム登録要求による QoS テーブル エントリ
の作成を許可します。

update

SNMP による QoS テーブル エントリの動的更
新を許可します。

___________________
コマンド デフォルト

モデムと SNMP による作成を有効にします。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

11.3(9)NA

enforce キーワードが追加されました。

12.1(4)CX

このコマンドは、DOCSIS 1.1 を使用するために廃止されました。こ
れは、DOCSIS 1.1 では QoS プロファイル モデルがサービス フロー
モデルに置き換えられるためです。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン 適用される QoS プロファイルが登録時に CMTS に存在していない場合、CMTS は登録 CM のため
に設定された QoS プロファイルを使用します。
nocableqospermission コマンドを使用して、CM により作成されるプロファイルの使用を無効にす
ると、このプロファイルを使用する CM はすべて即時にオフラインになり、CM により作成され
たプロファイルは削除されます。
この nocableqospermission コマンドは、 今後の CM による各自の QoS プロファイルの作成を禁止
する点で、DOCS-IF-MIB の docsIfCmtsQosProfilePermissions 属性に似ています。ただし、
nocableqospermission コマンドはさらにケーブル モデムにより作成された QoS プロファイルを即
時に削除し、ケーブル モデムをオフラインにします。docsIfCmtsQosProfilePermissions メソッド
は、現在使用中の QoS プロファイルには影響せず、今後作成されるプロファイルと未使用のプロ
ファイルにだけ影響します。
___________________
例

次に、CM が任意の QoS パラメータを要求できるようにする例を示します。
Router(config)# cable qos permission modems

次に、QoS プロファイル 4 を作成した CM が、ケーブル ルータ（管理）によって適用された QoS
プロファイル 225 を使用するようリセットされる例を示します。
CMTS01# show cable modem
Interface
SID
Online
Timing Receive QoS IP address
MAC address
State
Offset Power
Cable6/0/U0 1
online
2848
0.00
4
19.2.20.139
0010.7b6b.7215
CMTS01# show cable qos profile 4
Service Prio Max
Guarantee Max
Max tx TOS TOS
Create B
class
upstream upstream downstream burst mask value by
priv
bandwidth bandwidth bandwidth
enab
4
7
128000
64000
2048000
255
0x0 0x0
cm
no
CMTS01(config)# cable qos profile 225 max-upstream 256
CMTS01(config)# cable qos permission enforce 225
CMTS01# clear cable modem all reset
CMTS01# show cable modem
Interface
SID
Online
Timing Receive QoS IP address
MACaddress
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State
Offset Power
Cable6/0/U0 1
offline
2848
0.25
2
19.2.20.139
0010.7b6b.7215
CMTS01# debug cable reg
....
00:15:59: Finished parsing REG Request
00:15:59: Overriding Provisioned QoS Parameters In REG-REQ
....
CMTS01# show cable modem
Interface
SID
Online
Timing Receive QoS IP address
MACaddress
State
Offset Power
Cable6/0/U0 1
online
2852
0.00
225 19.2.20.139
0010.7b6b.7215
CMTS01# show cable qos profile 225
Service Prio Max
Guarantee Max
Max tx TOS TOS
Create
B
class
upstream upstream downstream burst mask value by
priv
bandwidth bandwidth bandwidth
enab
225
0
256000
0
0
0
0x0 0x0
management no

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableqosprofile

QoS プロファイルを設定します。

showcableqospermission

ケーブル ルータの QoS テーブル変更権限のス
テータスを表示します。

showcableqosprofile

定義されている QoS プロファイルを表示しま
す。
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cable qos pre-registration
既存の多数のオンライン ケーブル モデムがアクティブにデータを送信するときにケーブル モデ
ムがオンラインになるようにするには、cableqospre-registrationus-priority コマンドを使用しま
す。
cable qos pre-registration us-priority priority-value
___________________
構文の説明

us-priority

事前登録トラフィックに割り当てられるアップ
ストリームの優先度を指定します。

priority-value

QoS プロファイル 2 の優先度値。
有効範囲は 0 ～ 7 です。
（注）

ケーブル モデムの初期化が開始され
ると、そのデフォルト アップスト
リーム サービス フローに、QoS プロ
ファイル 2 の優先度として 0 が割り
当てられます。0 は、スケジュールさ
れている最も低い優先度です。

___________________
コマンド デフォルト

初期化ケーブル モデムのデフォルトの QoS プロファイル 2 優先度は 0 です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCD2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cableqospre-registration コマンドでは、Cisco CMTS オペレータに対し、初期化を開始していない
すべてのケーブル モデムに対してプロファイルを適用することが許可されます。ただし、すでに
初期化を開始していて、[w-]online にするのが困難である可能性があるケーブル モデムには、こ
のコマンドは影響しません。
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___________________
例

次に、QoS プロファイル 2 の優先度を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos pre-registration us-priority 2
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcableqosprofile

Cisco CMTS の QoS プロファイルを表示します。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable qos pro max-ds-burst

cable qos pro max-ds-burst
DOCSIS 1.0 ケーブル モデムのダウンストリームで ERBA を定義するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで cableqospro max-ds-burst コマンドを使用します。QoS プロファイルか
ら ERBA 設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable qos pro max-ds-burst burst-size
no cable qos pro max-ds-burst
___________________
構文の説明

burst-size

QoS プロファイルのダウンストリーム バースト
サイズ（バイト単位）。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、この DOCSIS 1.0 設定は無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドが Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uB7246VXR
ルータで導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS で DOCSIS 1.0 ケーブル モデムと QoS プロファイルに適用された ERBA 設定を表示
するには、特権 EXEC モードで showcableqosprofile コマンドを使用します。
次に示すグローバル コンフィギュレーション モードでの cableqosprofile コマンドの例は、
cableqosprofile コマンドの変更内容を示しています。説明のため、ERBA 機能に関連するフィール
ドを太字で示しています。
Router(config)# cable qos pro 10 ?
grant-interval
Grant interval
grant-size
Grant size
guaranteed-upstream Guaranteed Upstream
max-burst
Max Upstream Tx Burst
max-ds-burst
Max Downstream Tx burst (cisco specific)
max-downstream
Max Downstream
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable qos pro max-ds-burst

max-upstream
name
priority
privacy
tos-overwrite

Max Upstream
QoS Profile name string (cisco specific)
Priority
Cable Baseline Privacy Enable
Overwrite TOS byte by setting mask bits to value

次に示す showcableqosprofile コマンドの例は、最大ダウンストリーム バーストが定義されてお
り、管理により作成された QoS プロファイルであることを示します。
Router# show cable qos pro
ID Prio Max
Guarantee Max
Max
TOS TOS
Create B
IP prec.
upstream upstream downstream
tx
mask value by
priv rate
bandwidth bandwidth bandwidth
burst
enab enab
1
0
0
0
0
0
0xFF 0x0
cmts(r) no
no
2
0
64000
0
1000000
0
0xFF 0x0
cmts(r) no
no
3
7
31200
31200
0
0
0xFF 0x0
cmts
yes
no
4
7
87200
87200
0
0
0xFF 0x0
cmts
yes
no
6
1
90000
0
90000
1522
0xFF 0x0
mgmt
yes
no
10 1
90000
0
90000
1522
0x1 0xA0 mgmt
no
no
50 0
0
0
96000
0
0xFF 0x0
mgmt
no
no
51 0
0
0
97000
0
0xFF 0x0
mgmt
no
no

次の例は、特権 EXEC モードで showcableqosprofverbose コマンドを使用して表示されるサンプル
QoS プロファイル 10 の最大ダウンストリーム バースト サイズを示します。
Router# show cable qos pro 10 ver
Profile Index
10
Name
Upstream Traffic Priority
1
Upstream Maximum Rate (bps)
90000
Upstream Guaranteed Rate (bps)
0
Unsolicited Grant Size (bytes)
0
Unsolicited Grant Interval (usecs)
0
Upstream Maximum Transmit Burst (bytes) 1522
Downstreamam Maximum Transmit Burst (bytes) 100000
IP Type of Service Overwrite Mask
0x1
IP Type of Service Overwrite Value
0xA0
Downstream Maximum Rate (bps)
90000
Created By
mgmt
Baseline Privacy Enabled
no

ケーブル モデムが、Cisco CMTS の既存の QoS プロファイルのいずれかと一致する QoS プロファ
イルで登録される場合、そのプロファイルに対して定義されている最大ダウンストリーム バース
ト サイズが、デフォルト DOCSIS QoS プロファイル 1522の代わりに使用されます。
たとえば、前述の例の QoS プロファイル 10 に一致する DOCSIS 1.0 設定は次のようになります。
03 (Net Access Control)
= 1
04 (Class of Service Encodings Block)
S01 (Class ID)
= 1
S02 (Maximum DS rate)
= 90000
S03 (Maximum US rate)
= 90000
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S06 (US burst)
S04 (US Channel Priority)
S07 (Privacy Enable)

= 1522
= 1
= 0

最大ダウンストリーム バースト サイズ（および ToS 上書き値）は、DOCSIS で定義されていない
ため、QoS コンフィギュレーション ファイルで明示的に定義されていません。ただしこの例で
は、その他のすべてのパラメータがプロファイル 10 に完全に一致するため、これらの QoS パラ
メータを使用して登録するすべてのケーブルモデムには、最大ダウンストリームバーストとして
100000 バイトが適用されます。
詳しい説明のため、パケットの長さが 1000 バイト、速度が 100 パケット/秒（pps）に設定されて
いるシナリオを考えてみます。この場合の合計速度は、1000、100、および 8 を乗算した合計、つ
まり 800 kbps です。
この設定を変更するため、必要に応じて異なるダウンストリーム QoS 設定を使用して 2 つ以上の
トラフィック プロファイルが定義されます。次の表に、このような QoS プロファイルの例を 2 つ
示します。
表 9：ERBA（最大ダウンストリーム）設定が異なるサンプル QoS プロファイル

QoS プロファイルの設定

QoS プロファイル 101

QoS プロファイル 102

最大ダウンストリーム送信バー max-burst 4000
スト（バイト）

max-burst 4000

最大ダウンストリーム バース
ト（bps）

max-ds-burst 20000

max-ds-burst 5000

最大ダウンストリーム帯域幅

max-downstream 100

max-downstream 100

このシナリオの両方の QoS プロファイルでは、max-ds-burst サイズ以外の設定がすべて同一です。
max-ds-burst サイズは、QoS プロファイル 101 では 20000、QoS プロファイル 102 では 5000 に設
定されています。
DOCSIS 1.0 ダウンストリーム パワーバーストの最適な設定
DOCSIS では、サービス フローごとに異なるトークン バケット パラメータ（トークン バケット
バースト サイズを含む）を設定できます。バースト サイズが 0 に近いほど、QoS は厳密に適用さ
れるため、ネットワーク リソースの共有が予測しやすくなり、その結果ネットワーク計画が容易
になります。
バースト サイズが大きくなるほど、個々のフローでの情報送信速度が速く（遅延が短く）なる可
能性がありますが、遅延の変動も大きくなる可能性があります。
個々のフローでは、バースト サイズが大きいほど適切です。システムで輻輳が発生していない限
り、大きなバースト サイズを設定すると、2 つのフロー送信が同時に実行される可能性が低下し
ます。これは、各バーストで送信にかかる時間が短くなる可能性があるためです。ただし、チャ
ネルの帯域幅使用量が増加すると、大量のバースト トラフィックがバッファ深度のしきい値を超
える可能性があり、その場合は、適切にシェーピングされたトラフィックに比べ遅延が長くなり
ます。
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cableqosprofile コマンドと QoS プロファイルの設定の詳細については、Cisco.com の『DOCSIS 1.1
for the Cisco CMTS』を参照してください。
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableqosprofile

QoS プロファイルを設定します。

showcableqospermission

ケーブル ルータの QoS テーブル変更権限のス
テータスを表示します。

showcableqosprofile

定義されている QoS プロファイルを表示しま
す。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable queue-limit

cable queue-limit
Cisco CMTS で DOCSIS サービス フロー キューの制限を デフォルト値以外の値に設定するには、
グローバル コンフィギュレーション モードで cablequeue-limit コマンドを使用します。この機能
を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable queue-limit queue_limit_in_ms bandwidth-threshold threshold_value
no cable queue-limit queue_limit_in_ms bandwidth-threshold threshold_value
___________________
構文の説明

queue_limit_in_ms

キュー制限（ミリ秒）。有効範囲は 1 ～ 200 ミ
リ秒です。

threshold_value

キュー帯域幅しきい値（Kbps）。有効範囲は 0
～ 1000000 です。
（注）

指定されたキュー制限が有効になる
のは、キュー シェープ レートが
キュー帯域幅しきい値を超える場合
だけです。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドはデフォルトではディセーブルになっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCG1

Cisco uBR7200 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablequeue-limitbandwidth-threshold コマンドは、Cisco CMTS ルータの DOCSIS WFQ スケジュー
ラ機能を設定するために使用されます。
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cable queue-limit

ダウンストリームインターフェイスのキューサイズを、デフォルトの設定値とは異なる値に調整
できます。たとえば、高速キューではアプリケーションで大きなキュー サイズを設定するとメ
リットが得られる場合があります。
パケットのキューのサイズは次のように計算されます:
キュー サイズ = 帯域幅（Kbps）* キュー制限（ms）/ 8 / 1518
（1518 B はパケット サイズです。帯域幅はキュー シェープ レートと同一です。）
___________________
例

次に、帯域幅が 100000 kbps を超える場合に、最大レートでキュー制限を 25 ms に設定する例を示
します。
Router(config)# cable queue-limit 25 bandwidth-threshold 100000

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

（uBR10K シリーズ ルータ）
showcablemodemqueue

Cisco uBR7200 シリーズ ルータのキュー情報を
表示します。

（uBR10K シリーズ ルータ） showpxfcpuqueue Parallel Express Forwarding（PXF）キューイン
グ、リンク キュー統計、およびサービス フロー
情報（Cisco uBR10012 ルータのキュー サイズを
含む）を表示します。
（uBR10K シリーズ ルータ）
showpxfcableinterface

特定のサービス ID（SID）に関する情報（Cisco
uBR10012 ルータの SID により使用されるキュー
のステータスに関する情報を含む）を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable rate-limit-algorithm min-plus-excess

cable rate-limit-algorithm min-plus-excess
サービスフローが設定されている最小予約トラフィックレート帯域幅と予期されている超過トラ
フィック レート帯域幅を受信できるようにするには、グローバル コンフィギュレーション モー
ドで cablerate-limit-algorithmmin-plus-excess コマンドを使用します。この設定を無効にするには、
このコマンドの no 形式を使用します。
cable rate-limit-algorithm min-plus-excess
no cable rate-limit-algorithm min-plus-excess
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

サービス フローに、指定される最小予約トラ
フィック レートと超過トラフィック レートの
帯域幅が必要であることを指定します。

min-plus-excess

cablerate-limit-algorithmmin-plus-excess コマンドが設定されていない場合、最小予約トラフィッ
ク レートが設定されているサービス フローでは、最小予約トラフィック レートだけが保証され
ます。最小レートの設定の有無にかかわらず、超過トラフィックレート帯域幅はサービスフロー
間で均等に共有されない可能性があります。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCD5

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

次に、min-plus-excess キーワードを指定する例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# cable rate-limit-algorithm argument min-plus-excess
Router(config)#
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable rate-limit-algorithm min-plus-excess

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacecablemac-scheduler

示されているケーブル インターフェイスの現行
タイムスロット スケジュール状態、統計情報、
および重み付け均等化キューイング（WFQ）パ
ラメータを表示します。

showinterfacecableservice-flow

ケーブル インターフェイスの DOCSIS サービス
フローの属性を表示します。
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ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable rcc-template

cable rcc-template
受信チャネル設定（RCC）テンプレートを定義するには、グローバル コンフィギュレーション
モードで cablercc-template コマンドを使用します。
cable rcc-template index
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

index

RCC テンプレート ID を 1 ～ 255 の範囲内で指
定します。

RCC テンプレートがケーブル インターフェイスに割り当てられていない場合、CMTS はワイドバ
ンド ケーブル インターフェイスにより生成される RCC を受信チャネル プロファイル（RCP）に
使用します。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ で、この
コマンドが cable rcc-templates frequency-based コマンドに置き換
えられました。

___________________
使用上のガイドライン 有効な RCC テンプレートは、設定された RCP ID、受信モジュール（RM）エントリ、および受信
チャネル（RC）エントリで構成されます。
最初に RCP の RCC テンプレートを定義してから、実際の DS チャネル設定に基づいてRCC を生
成するため、このテンプレートをケーブル インターフェイスに割り当てます。

（注）

RCC テンプレートをケーブル インターフェイスに割り当てるときに、インターフェイス コン
フィギュレーション モードでこのコマンドを使用します。
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___________________
例

次に、RCC テンプレートを定義する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable rcc-template 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

rcp-id

受信チャネルプロファイルのIDを指定します。

receive-module

受信モジュール エントリを数値形式で指定しま
す。

receive-channel

受信チャネル エントリを数値形式で指定しま
す。
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cable rcc-templates frequency-based
ユーザが周波数ベースの RCC テンプレートに基づいて RCC テンプレートを作成できるようにす
るには、グローバル コンフィギュレーション モードで cable rcc-templates frequency-based コマ
ンドを使用します。RCC テンプレートを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable rcc-templates frequency-based ID
no cable rcc-templates frequency-based ID
___________________
構文の説明

frequency-based

周波数ベースの RCC テンプレート（1 ～ 8）を
指定します。

ID

RCC テンプレートの ID。範囲は 1 ～ 64 です。

___________________
コマンド デフォルト

RCC テンプレートを特定の MAC ドメインに関連付けます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に導入されました。このコマンドは、cable rcc-template に置
き換わるものです。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、複数の RCC テンプレートを定義するために使用します。
___________________
例

次に、RCC テンプレートを定義する例を示します。
Router(config)# cable rcc-templates frequency-based 1
Router(config-rcc-freq-based)# rcp-id 00 10 18 80 61
(config-rcc-freq-based)# cm-attribute-mask 00ffffff
(config-rcc-freq-based)# rcc-template 1
(config-rcc-freq-based-tmplt)# module 1 channel 1-4 start-frequency 111000000
(config-rcc-freq-based-tmplt)# module 2 channel 5-8 start-frequency 135000000
(config)# interface cable 7/0/0
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(config-if)# cable rcc-templates frequency-based 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable rcp-id

受信チャネルプロファイルのIDを指定します。
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cable rcp-control

cable rcp-control
詳細な説明を含む受信チャネル プロファイル（RCP）レポートレポートを有効にするには、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで cablercp-control コマンドを使用します。デフォ
ルトのシンプルな RCP レポートに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable rcp-control verbose
no cable rcp-control
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

DOCSIS 3.0 で定義されているすべてのサブタイ
プ エンコードなどの詳細な説明を含む RCP レ
ポートを有効にします。

verbose

このコマンドを使用しない場合、ケーブル モデムは RCP ID だけを含むデフォルトの RCP レポー
ト方式を使用します。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、CM が詳細な RCP データを登録要求で送信できるようにするために使用します。
この詳細な RCP データは、debugcableregistration コマンドを使用して検証できます。この詳細な
RCP データは、受信チャネル設定（RCC）テンプレートの設定時に役立ちます。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェイスで詳細な説明を含む RCP レポートを
有効にする例を示します。
Router# configure terminal
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cable rcp-control

Router(config)# interface cable 8/0/0
Router(config-if)# cable rcp-control verbose

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのケーブル インターフェイスで詳
細な説明を含む RCP レポートを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0/0
Router(config-if)# cable rcp-control verbose

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

debugcableregistration

CM 登録プロセスのデバッグ メッセージを表示
します。

（Cisco uBR シリーズ ルータ） cablercc-template 受信チャネル設定（RCC）テンプレートを定義
します。
（Cisco cBR シリーズ ルータ） cable rcc-template 周波数ベースの受信チャネル設定（RCC）テン
frequency-based
プレートを定義します。
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cable rcp-id
ベンダー固有の受信チャネル プロファイル（RCP）を設定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで cable rcp-id コマンドを使用します。
cable rcp-id rcp id
no cable rcp-id rcp id
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

rcp id

16 進数の固有 RCP ID を指定します。

DOCSIS 3.0 MULPI Specification Annex E で定義されている標準受信チャネル プロファイル（RCP）
は、デフォルトでシステムで事前定義されています。これらの RCP は設定不可能であり、show
cable rcps コマンドを使用して表示できます。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン RCP は、CM に対し複数のダウンストリーム チャネルの受信を許可する物理層コンポーネントを
定義します。DOCSIS 3.0 MULPI 仕様で定義されているすべての標準 RCP は、既にシステムに事
前にロードされています。ユーザはこのコマンドを使用してベンダー固有の RCP を設定できま
す。
___________________
例

次の例に、すべてのケーブル インターフェイスで cablercp-idrcp id コマンドを実行した場合の一
般的な表示を示します。
Router(config)#cable rcp-id 00 10 18 80 61
Router(config-rcp)#name TI
Router(config-rcp)#center-frequency-spacing 6
Router(config-rcp)#number-of-channels 8
Router(config-rcp)#primary-capable-channels 1
Router(config-rcp)#module 1 minimum-center-frequency 111000000 maximum-center-frequency
999000000(config-rcp)#module 1 number-of-adjacent-channels 10
Router(config-rcp)#module 1 connected-module 1
Router(config-rcp)#module 2 minimum-center-frequency 111000000 maximum-center-frequency

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
654

ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable rcp-id

999000000
Router(config-rcp)#module 2 number-of-adjacent-channels 10
Router(config-rcp)#module 2 connected-module 2 #show cable rcp-id 00 10 18 80 61
RCP-ID : 00 10 18 10 61
Name
: TI
Number of association
: 1
Center Frequency Spacing
: 6
Number of Channels
: 8
Primary Capable Channels
: 1
Number of Modules
: 2
Module [1]:
Number-of-adjacent-channels : 10
Minimum-center-frequency
: 111000000
Maximum-center-frequency
: 999000000
Connected Module
: 1
Module [2]:
Number-of-adjacent-channels : 10
Minimum-center-frequency
: 111000000
Maximum-center-frequency
: 999000000
Connected Module
: 2

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

center-frequency-spacing

RCP での各チャネル間の中心周波数間隔を指定
します。

number-of-channels

受信チャネルの数を指定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
655

ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable reduction-mode mta-battery

cable reduction-mode mta-battery
バッテリ バックアップ モードのケーブル モデムのチャネル ボンディング ダウングレードを設定
するには、グローバル コンフィギュレーション モードとインターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードで cable reduction-mode mta-battery コマンドを使用します。設定を削除するには、この
コマンドの no 形式を使用します。
cable reduction-mode mta-battery { {dampen-time seconds} | {dynamic-channel-percent percent} |
{enable } | { ranging-init-technique us-raning-init-technique} }
___________________
構文の説明

dampen-time seconds

ダンプニング時間を秒単位で指定します。有効
範囲は 30 ～ 300 です。

dynamic-channel-percent percent

バッテリ バックアップ モードのダイナミック
チャネル帯域幅の最大および初回試行パーセン
テージを指定します。有効範囲は 1 ～ 96 です。

enable

バッテリ バックアップ モードのケーブル モデ
ムのチャネル ボンディング ダウングレードを
有効にします。

ranging-init-technique us-raning-init-technique

初期範囲設定手法を指定します。有効な値は次
のとおりです。
• 1：ブロードキャスト。
• 2：ユニキャスト。
• 3：ブロードキャストまたはユニキャスト。
• 4：直接使用。

___________________
コマンド デフォルト
___________________
コマンド モード

デフォルトの動作や値はありません。

グローバル コンフィギュレーション（config）およびインターフェイス コンフィギュレーション
（config-if）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCI2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.16.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cable reduction-mode mta-battery コマンドは、バッテリ バックアップ モードのケーブル モデム
のチャネルボンディングダウングレードを有効にするために使用します。また、このコマンドを
使用して、ダンプニング時間、初期範囲設定手法、最大および初回試行パーセンテージを設定す
ることもできます。
___________________
例

次に、バッテリ バックアップ モードのケーブル モデムのチャネル ボンディング ダウングレード
をグローバルに有効にする例を示します。
Router(config)# cable reduction-mode mta-battery enable
Router(config)#

次に、ダンプニング時間の設定例を示します。
Router(config)# cable reduction-mode mta-battery dampen-time 30
Router(config)#

次に、初期範囲設定手法を設定する例を示します。
Router(config)# cable reduction-mode mta-battery ranging-init-technique 3
Router(config)#

次に、バッテリバックアップモードでのダイナミックチャネル帯域幅の最大および初回試行パー
センテージを設定する例を示します。
Router(config)# cable reduction-mode mta-battery dynamic-channel-percent 20
Router(config)#

次に、MAC ドメインごとにバッテリ バックアップ モードのケーブル モデムのチャネル ボンディ
ング ダウングレードを有効にする方法を示します。
Router(config-if)# cable reduction-mode mta-battery enable
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show cable modem reduction-mode mta-battery

バッテリ バックアップ モードのケーブル モデ
ムのチャネル ボンディング ダウングレード情
報を表示します。
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cable redundancy hashfilter
DDC 冗長スキームの MAC アドレスと DDC ノードのマッピングを設定するには、グローバル コ
ンフィギュレーション モードで cableredundancyhashfilter コマンドを使用します。このハッシュ
フィルタは、冗長スキームのすべての DDC ノード（ルータ）により共有されます。Cisco CMTS
ルータからハッシュ フィルタを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable redundancy hashfilter hash_id {type namestring| mac-mask mac-mask| mac-map mac-address node
node_id| oui-map oui node node_id}
no cable redundancy hashfilter
___________________
構文の説明

hash_id

共有ハッシュ フィルタの一意の ID。同一の
Cisco DDC 冗長スキームで複数の（異なる名前
の）ハッシュ フィルタが同時にサポートされま
すが、一度に有効にできるハッシュ フィルタは
1 つだけです。有効値は 1 ～ 3 です。

typenamestring

英数字のハッシュ フィルタ名。現時点では、名
前ストリング default だけがサポートされてい
ます。

mac-maskmac-mask

ケーブル モデムの MAC アドレスで、ハッシュ
アルゴリズムが使用するビットの数を指定しま
す。

mac-mapmac-address

DDC ノードに対して手動で設定された MAC ア
ドレス（ルータで設定されているデフォルト
MAC アドレスをすべて上書きします）。

nodenode_id

この値は、共有 mac-address または oui 値が設
定されているすべてのケーブル モデムが使用す
るノードを上書きし、ハッシュフィルタのMAC
アドレス マッピングを更新します。

oui-mapoui

この値は、共有 OUI 値が設定されているすべて
のケーブル モデムが使用するノードを上書き
し、ハッシュ フィルタの OUI アドレス マッピ
ングを更新します。
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___________________
コマンド デフォルト
• デフォルトでは、ケーブル冗長ハッシュ フィルタは無効（未設定）です。
• 現時点では、ハッシュ フィルタ名 default だけがサポートされています。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

リリース 12.3(9a)BC

このコマンドが Cisco uBR7246 Universal Broadband Router に導入
されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、スキームのすべての DDC ノード（ルータ）で、DDC 冗長性設定の早期段階で
使用されます。関連する追加情報については、Cisco.comの「Configuring Cisco DDC Redundancy on
the Cisco uBR7246VXR Universal Broadband Router」を参照してください。

（注）

___________________
例

DDC 冗長スキームに参加する各 CMTS ルータでこの設定が同一に設定されている必要があり
ます。

次の例は、cableredundancyhashfilter コマンドを 4 つの順次ステップで実装し、2 つのルータの冗
長スキームで 1 つの DDC ノードに必要なマッピング情報全体を作成します。
Router#
Router#
Router#
Router#

___________________
関連コマンド

cable
cable
cable
cable

redundancy
redundancy
redundancy
redundancy

hashfilter
hashfilter
hashfilter
hashfilter

1
1
1
1

type default
macmask FFFF.FF00.0000
macmap 0007.0e03.68ad node 2
ouimap 00070e node 1

コマンド

説明

cableredundancymyid

DDC 冗長スキームの Cisco DDC ノード（ルー
タ）の合計数を設定し、現行 DDC ノードの ID
を設定します。
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コマンド

説明

cableredundancynode

DDC ノードのアクティブ状態またはスタンバイ
状態を設定します。

showcableredundancy

現行DDC冗長設定とステータスを表示します。
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cable redundancy myid
DDC 冗長スキームの Cisco DDC ノード（ルータ）の合計数を設定し、現行 DDC ノードの ID を設
定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cableredundancymyid コマンドを使用
します。DDC ノード ID をルータから削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable redundancy myid node_id nodes nodes
no cable redundancy myid node_id
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

node_id

現在設定している Cisco DDC ノードの固有識別
子。この値は 1 以上にする必要があります
（ノードに使用されている値を超えないものと
します）。この値は、スキームに参加している
各 CMTS で一意である必要があります。

nodes

DDC 冗長スキームに参加している Cisco CMTS
ルータの合計数（1～3）。この値は、すべての
DDC ノード（ルータ）で同一である必要があり
ます。

デフォルトでは DDC 冗長性が無効であり、DDC ノード（ルータ）が DDC 冗長性に対応して設定
されていません。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

リリース 12.3(9a)BC

このコマンドが Cisco uBR7246 Universal Broadband Router に導入
されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン スキームに参加するすべての DDC ノード（ルータ）でこの設定が存在している必要があります
（node_id 以外が同一）。
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このコマンドは、スキームのすべての DDC ノード（ルータ）で、DDC 冗長性設定の早期段階で
使用されます。関連する追加情報については、Cisco.comの「Configuring Cisco DDC Redundancy on
the Cisco uBR7246VXR Universal Broadband Router」を参照してください。
___________________
例

次の例では、合計 3 つの DDC ノードが含まれているスキームで、DDC ノード（ルータ）ID が 2
に設定されます。
Router# cable redundancy myid 2 nodes 3

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableredundancynode

DDC ノードのアクティブ状態またはスタンバイ
状態を設定します。

showcableredundancy

現行DDC冗長設定とステータスを表示します。
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cable redundancy node
サブインターフェイスが関連付けられている DDC ノード（ルータ）を設定し、そのインターフェ
イスの状態を設定するには、サブインターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableredundancynode コマンドを使用します。ルータからこの設定を削除するには、このコマンド
の no 形式を使用します。
cable redundancy node node_id {active| standby} [force]
no cable redundancy node node_id {active| standby}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

node_id

サブインターフェイスが関連付けられている
DDC ノード（ルータ）。範囲は、スキーム内の
DDC ノードの数です。

force

オプションのキーワードを使用すると、アク
ティブな音声コールまたは E911 コールの数に
関係なく、サブインターフェイスが強制的にス
タンバイ状態になります。

デフォルトでは DDC スイッチオーバー イベントは無効であり、ケースバイケースで手動で開始
する必要があります。

サブインターフェイス コンフィギュレーション（config-subif）

リリース

変更内容

リリース 12.3(9a)BC

このコマンドが Cisco uBR7246 Universal Broadband Router に導入
されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、DDC 設定、テスト、または強制スイッチオーバー イベントのコンテキストで使
用できます。詳細については、このドキュメントの前述の手順を参照してください。
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（注）

___________________
例

このコマンドを使用する場合には追加の制約が適用されます。この制約については、Cisco.com
の『Configuring Cisco DDC Redundancy on the Cisco uBR7246VXR Universal Broadband Router』の
「Active Voice Call Protection in Cisco DDC Redundancy」で説明されています。

次のコマンド シーケンスは、2 つの DDC ノード（ルータ）で構成されるスキーム内の DDC ノー
ドの状態を設定し、次に DDC ノード 1 でスイッチオーバー イベントを強制的に発生させ、これ
により DDC ノード 1 がスタンバイ状態になります。
Router(config-subif)# cable redundancy node 2 active
Router(config-subif)# cable redundancy node 1 standby
Router(config-subif)# cable redundancy node 1 standby force

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableredundancymyid

DDC 冗長スキームの Cisco DDC ノード（ルー
タ）の合計数を設定し、現行 DDC ノードの ID
を設定します。

showcableredundancy

現行DDC冗長設定とステータスを表示します。
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cable redundancy node frequency
現行 DDC ノード（ルータ）以外のスキームに参加している各ノードのダウンストリーム周波数を
設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableredundancynodefrequency
コマンドを使用します。この周波数は、DFO および DCC メッセージにより、ケーブル モデムを
（別の DDC ノードの）バックアップ インターフェイスのダウンストリーム周波数に切り替える
ために使用します。ルータからこの設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable redundancy node node_id frequency frequency
no cable redundancy node node_id frequency frequency
___________________
構文の説明

node_id

周波数を設定する DDC ターゲット ノードの
ID。

frequency

ターゲット インターフェイスのダウンストリー
ム周波数。

___________________
コマンド デフォルト

ケーブルのダウンストリーム周波数の上書きはデフォルトで有効になっています。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

リリース 12.3(9a)BC

このコマンドが Cisco uBR7246 Universal Broadband Router に導入
されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、バンドルステータスに関係なくスキームに参加する各ケーブルインターフェイ
スに存在している必要があります。
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___________________
例

次の例は、DDC ノード 1 のダウンストリーム周波数を 435000000 に設定します。
Router(config-if)# cable redundancy node 1 frequency 435000000

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableredundancymyid

DDC 冗長スキームの Cisco DDC ノード（ルー
タ）の合計数を設定し、現行 DDC ノードの ID
を設定します。

cableredundancynode

DDC ノードのアクティブ状態またはスタンバイ
状態を設定します。

cableredundancytarget

DDCスイッチオーバーイベントで使用するター
ゲットDDCノード（ルータ）を設定して、DDC
ノードを設定します。

cableredundancythreshold

現行 DDC ノード（ルータ）のアクティブな音
声コールしきい値を設定して、DDC ノードを設
定します。

showcableredundancy

現行DDC冗長設定とステータスを表示します。
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cable redundancy target
DDC スイッチオーバー イベントで使用するターゲット DDC ノード（ルータ）を設定するには、
インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableredundancytarget コマンドを使用しま
す。ルータからこの設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable redundancy target node_id
no cable redundancy target node_id
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

node_id

ターゲット ノード ID （現行 DDCノードに関
連）

このコマンドが存在しない場合、デフォルトターゲットノードはスキーム内で次に高いノードに
なります。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

リリース 12.3(9a)BC

このコマンドが Cisco uBR7246 Universal Broadband Router に導入
されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン DDC スイッチオーバー イベントで使用されるダウンストリーム周波数は、このコマンドで設定さ
れる該当するターゲット DDC ノードで設定されている周波数です。

（注）

このコマンドは、バンドル状態に関係なく、参加する各ケーブル インターフェイスに存在し
ています。
このコマンドが存在しない場合、デフォルトターゲットノードは、スキーム内で次に高いノード
（スキーム内で次に高い node_id 値）になります。たとえば、3 つの参加ノードがある場合、デ
フォルトのターゲット ノードはそれぞれ次のようになります。
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cable redundancy target

• 現行ノードが 1 の場合、ターゲット ノードは 2 です。
• 現行ノードが 2 の場合、ターゲット ノードは 3 です。
• 現行ノードが 3 の場合、ターゲット ノードは 1 です。

___________________
例

次の例は、現行ルータのターゲット ノードを DDC ノード 1 に設定します。このドキュメントの
他の項では、よくこれを CMTS A と呼ぶこともあります。
Router(config-if)# cable redundancy target 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableredundancymyid

DDC 冗長スキームの Cisco DDC ノード（ルー
タ）の合計数を設定し、現行 DDC ノードの ID
を設定します。

cableredundancynode

DDC ノードのアクティブ状態またはスタンバイ
状態を設定します。

cableredundancynodefrequency

現行 DDC ノード（ルータ）以外のスキーム内
の各ノードに DS 周波数を設定して、DDC ス
キームを設定します。

cableredundancythreshold

現行 DDC ノード（ルータ）でアクティブな音
声コールしきい値を設定して、DDC ノードを設
定します。

showcableredundancy

現行DDC冗長設定とステータスを表示します。
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cable redundancy threshold

cable redundancy threshold
現行 DDC ノード（ルータ）のアクティブ音声コールしきい値を設定するには、インターフェイス
コンフィギュレーション モードで cableredundancythreshold コマンドを使用します。ルータから
この設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable redundancy threshold max-calls
no cable redundancy threshold
___________________
構文の説明

max-calls

アクティブな音声コール数のしきい値。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、最大コール数のしきい値は設定されません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

リリース 12.3(9a)BC

このコマンドが Cisco uBR7246 Universal Broadband Router に導入
されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン アクティブな音声コールの数がこの値を超えると、DDC スイッチオーバーは、
cableredundancynodenode_idstandbyforce サブインターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用して強制的に実行されない限り、発生しません。
バンドル マスターでこのコマンドが設定されている場合、しきい値は、バンドルの音声コールの
合計数と比較されます。このコマンドは、バンドル スレーブとして設定されているインターフェ
イスでは受け入れられません。
このしきい値が設定されていない場合、このチェックは行われず、アクティブな音声コールの数
に関係なく DDC スイッチオーバーが続行されます。これには追加の制約が適用されます。この制
約については、Cisco.com の『Configuring Cisco DDC Redundancy on the Cisco uBR7246VXR Universal
Broadband Router』の「Active Voice Call Protection in Cisco DDC Redundancy」で説明されています。
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cable redundancy threshold

___________________
例

次の例は、DDC スイッチオーバー イベントの試行時または要求時にアクティブなコールまたは
E911 コールが 20 件以上ある場合には、DDC 冗長性が発生しないように設定します。
Router(config-if)# cable redundancy threshold 20

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableredundancymyid

DDC 冗長スキームの Cisco DDC ノード（ルー
タ）の合計数を設定し、現行 DDC ノードの ID
を設定します。

cableredundancynode

DDC ノードのアクティブ状態またはスタンバイ
状態を設定します。

cableredundancynodefrequency

現行 DDC ノード（ルータ）以外のスキーム内
の各ノードに DS 周波数を設定して、DDC ス
キームを設定します。

cableredundancytarget

DDCスイッチオーバーイベントで使用するター
ゲットDDCノード（ルータ）を設定して、DDC
ノード（node_id）を設定します。

showcableredundancy

現行DDC冗長設定とステータスを表示します。
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cable registration-timeout

cable registration-timeout
特定のインターフェイスで DOCSIS 登録タイムアウト タイマー（T9 タイマー）の値を設定するに
は、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableregistration-timeout コマ
ンドを使用します。タイムアウト値をデフォルトにリセットするには、このコマンドの no 形式を
使用します。
cable registration-timeout minutes
no cable registration-timeout
___________________
構文の説明

minutes

DOCSIS CM 登録タイムアウト タイマー（T9 タ
イマー）の値を設定します。範囲は 2 ～ 60 で
す。デフォルトは 3 です。

___________________
コマンド デフォルト

3分

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(7)XR2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 1.1 仕様では、CMTS が T9 タイマー（CMTS が成功範囲設定応答（RNG-RSP）メッセー
ジを送信してから CM が登録要求（REG-REQ）メッセージで応答するまでの最大許容経過時間を
指定する登録タイムアウト タイマー）を適用する必要があると記述されています。このタイマー
が時間切れになると、CMTS はアクティブ CM のリストからその CM を削除し、CM は登録プロ
セスを再度開始する必要があります。
cableregistration-timeout コマンドは、各ケーブル インターフェイスを使用する CM に対応するた
めに、各ケーブル インターフェイスの T9 タイマーの値をカスタマイズするために使用できます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
671

ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable registration-timeout

___________________
例

次の例は、登録タイムアウト値を 3 分から 10 分に増加する例です。
Router# configure terminal
Router (config)# interface c6/0
Router(config-if)# cable registration-timeout 10
Router(config-if)# exit
Router(config)#
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cable relay-agent-option

cable relay-agent-option
システムが、CM またはホストから受信した Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）パケッ
トに CM の MAC アドレスを挿入し、そのパケットを DHCP サーバに転送できるようにするには、
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cablerelay-agent-option コマンドを
使用します。MAC アドレス挿入を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable relay-agent-option
no cable relay-agent-option
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

MAC アドレスの挿入は無効になっています（nocablerelay-agent-option）。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.0 メインライン、12.1(2)EC1、
12.0(10) SC

このコマンドは廃止され、ipdhcprelayinformationoption に置
き換えられました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン この機能を使用すると、DHCP Option 82 が使用可能になり、DHCP サーバが要求を送信する CM
を識別し、この情報に基づいて適切なアクションを開始できるようになります。Cisco IOS リリー
ス 12.0 以降では、Option 82 の処理を有効にするには ipdhcprelayinformationoption コマンドを使
用します。
___________________
例

次に、DHCP リレー エージェント情報を DHCP パケットに挿入できるようにする例を示します。
Router(config-if)# cable relay-agent-option
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cable relay-agent-option

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablehelper-address

User Datagram Protocol（UDP）ブロードキャス
ト（DHCP）パケットの宛先 IP アドレスを指定
します。

cabledhcp-giaddr

リレー IP アドレスを持つ DHCPDISCOVER お
よび DHCPREQUEST パケットの GIADDR
フィールドを、DHCP サーバに転送される前に
変更します。

cablesource-verify

CM アップストリーム検証をオンにします。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムに対し、特定の
DHCP サーバの使用を強制します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムがアクセスする
必要がある DHCP サーバの IP アドレスを指定
します。

ipdhcprelayinformationoption

システムが CM MAC アドレスを CM または ホ
ストから受信した DHCP パケットに挿入し、パ
ケットを DHCP サーバに転送できるようにしま
す。

ipdhcpsmart-relay

アドレス プールの枯渇時に、クライアント再送
信をモニタします。
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cable resiliency ds-bonding

cable resiliency ds-bonding
ダウンストリーム復元力ボンディング グループ機能を有効にし、Cisco CMTS ルータで復元力ボ
ンディング グループ（RBG）を作成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cableresiliencyds-bonding コマンドを使用します。この機能を無効にするには、このコマンドの no
形式を使用します。
cable resiliency ds-bonding
no cable resiliency ds-bonding
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cableds-resiliency コマンドは、ダウンストリーム復元力ボンディング グループ 機能を設定するた
めに使用されます。
___________________
例

次の例に、ダウンストリーム復元力ボンディング グループ機能を設定する方法を示します。
Router(config)# cable resiliency ds-bonding

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableds-resiliency

Cisco CMTS ルータのラインカード向けに復元
力ボンディング グループを予約します。
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cable resiliency ds-bonding

コマンド

説明

showcablemodemresiliency

Cisco CMTS ルータの復元力モードで、ケーブ
ル モデムの復元力ステータスを表示します。

showcableresiliency

Cisco CMTS ルータの復元力ボンディング グルー
プに関するすべての情報を表示します。
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cable resiliency traps-interval

cable resiliency traps-interval
Cisco CMTS の各ケーブル モデムのワイドバンド復元力関連イベントのトラップの送信間隔を設
定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cableresiliencytraps-interval コマンド
を使用します。この間隔を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable resiliency traps-interval count
no cable resiliency traps-interval
___________________
構文の説明

count

各ケーブル モデムでトラップを送信する間隔
（秒）。指定できる範囲は 0 ～ 86400 です。デ
フォルトは 1 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、復元力トラップ間隔が有効であり、1 秒に設定されています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cableresiliencytraps-interval コマンドは ワイドバンド モデム復元力機能に関連付けられています。
ネットワークで、特定の時点で復元力イベントが発生するケーブル モデムの数が少ない場合は、
デフォルトの間隔（1 秒）を使用します。ネットワークで、特定の時点で復元力イベントが発生
するケーブル モデムの数が多い場合は、間隔を大きい値に設定します。
___________________
例

次に、各ケーブル モデムのトラップ送信間隔を 10 秒に設定する例を示します。
Router(config)# cable resiliency traps-interval 10
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cable resiliency traps-interval

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodemresiliency

Cisco CMTS ルータの復元力モードで、ケーブ
ル モデムの復元力ステータスを表示します。
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cable rf-adapt timer

cable rf-adapt timer
RF 適応のためのタイマーを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cablerf-adapttimer コマンドを使用します。このタイマーをディセーブルにするには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
cable rf-adapt timer {general time| candidate time| relocation time}
no cable rf-adapt timer
___________________
構文の説明

general

RF 適応プロセスが、RF 適応に対応したアップ
ストリーム チャネルのすべてのモデムの物理層
統計情報を確認できる期間。有効範囲は 1 ～
300 秒です。デフォルト値は 10 秒です。

candidate

RF 適応プロセスが、ダウングレード対象また
はアップグレード対象としてマークされている
モデムの物理層統計情報を確認できる期間。有
効範囲は 1 ～ 300 秒です。デフォルト値は 1 秒
です。

relocation

RF 適応プロセスが、現行のアップストリーム
チャネルから適切な宛先へ対象モデムの再配置
を 1 回実行する期間。有効範囲は 1 ～ 300 秒で
す。デフォルト値は 1 秒です。

time

秒単位の時間。有効範囲は 1 ～ 300 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトのタイマー値が使用されます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。
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cable rf-adapt timer

___________________
例

次に、ケーブル モデムのアップストリーム RF 適応のためのタイマーを設定する例を示します。
Router(config)# cable rf-adapt timer general 120
Router(config)# cable rf-adapt timer candidate 10
Router(config)# cable rf-adapt timer relocation 5

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamrf-adapt

物理アップストリーム チャネルの RF 適応を有
効化します。

cableupstreamrf-adapt(logicalchannel)

プライマリ アップストリームの論理チャネルと
セカンダリ アップストリームの論理チャネルを
設定します。

cableupstreamthreshold

許容ノイズ レベルの決定に使用される、信号対
雑音比（SNR）および前方誤り訂正（FEC）の
しきい値に対するアップストリームを設定しま
す。

cableupstreamthresholdhysteresis

ヒステリシス値を、ダイナミック変調アップグ
レードのしきい値と共に使用するように設定し
ます。

cableupstreamthresholdrf-adapt

アップストリーム RF 適応のしきい値を設定し
ます。これにより、プライマリ アップストリー
ム チャネルからセカンダリ アップストリーム
チャネルに、モデムが過度に再配置されるのを
防ぎます。

showcablemodemrf-adapt

RF 適応の履歴を表示します。

showcablerf-adapt

ダウングレードおよびアップグレードの候補リ
ストを表示します。
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cable rf-bandwidth-percent

cable rf-bandwidth-percent
モジュラ ケーブル（MC）または統合ケーブル（IC）インターフェイスの静的帯域幅、または動
的帯域幅の共有を有効にするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cablerf-bandwidth-percent コマンドを使用します。MC または IC インターフェイスの帯域幅共有
を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable rf-bandwidth-percent percent-value [remaining ratio excess-value]
no cable rf-bandwidth-percent
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable rf-bandwidth-percent percent-value
___________________
構文の説明

percent-value

ダウンストリーム RF チャネルの静的帯域幅割
り当てを指定します。範囲は 1 ～ 96 です。デ
フォルトは 0 です。

remainingratio

（任意）モジュラ ケーブル チャネルに割り当
てることができる残り帯域幅または超過帯域幅
の割合を指定します。（Cisco uBR10012 ルータ
および Cisco uBR7200 シリーズ ルータ）。
（注）

excess-value

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

このオプションは、動的帯域幅の共
有が有効な場合にだけ使用できます。

（Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7200
シリーズ ルータ）モジュラ ケーブル チャネル
に割り当て可能な超過帯域幅の値を指定しま
す。有効な値の範囲は 1 ～ 100 です。デフォル
トは 1 です。

モジュラ ケーブル インターフェイスまたは統合ケーブル インターフェイスのデフォルトの静的
帯域幅の割合は 0 です。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
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cable rf-bandwidth-percent

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.3(23)BC1

remainingratio オプションが追加されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S に統合されました。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのサポート
が追加されました。

___________________
使用上のガイドライン モジュラ ケーブル（MC）インターフェイスとワイドバンド インターフェイスの両方に割り当て
られている RF チャネル帯域幅の合計の割合は、96% 以下でなければなりません。帯域幅の残り
4% は、この RF チャネルをプライマリ チャネルとして使用するミニスロット割り当てパケット
（MAP）およびその他の MAC 管理メッセージ（MMM）DOCSIS トラフィックのために予約され
ています。
MC または IC インターフェイスで動的帯域幅の共有（DBS）が有効である場合、帯域幅の割合
は、対応するリンク キューの設定情報レート（CIR）に変換されます。帯域幅の割合の値をイン
ターフェイスの CIR 値として再解釈することで、インターフェースは最小限でも設定されている
割合の帯域幅を受信し、RF チャネルの帯域幅が、同一 RF チャネルを共有する他のインターフェ
イスにより使用されていなければさらに多くを受信します。remainingratio オプション（Cisco
uBR7K および uBR10K シリーズ ルータのみに適用）は、cabledynamic-bw-sharing コマンドを使
用して DBS が有効になっている場合にだけ使用できます。

（注）

Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータの場合、DBS は常に有効ですが、
remaining ratio を設定できません。
（Cisco uBR7K および uBR10K シリーズ ルータ）-->cablerf-bandwidth-percent コマンドが設定さ
れておらず、DBS が有効な場合は、MC インターフェイスに対して帯域幅が予約されず、実質的
にプロトコル ダウン状態になります。MC リンク キューは作成されません。静的帯域幅の共有
（デフォルト）または DBS を MC インターフェイスで設定できますが、この両方を同一インター
フェイスで設定することはできません。

___________________
例

次に、静的帯域幅割り当ての設定の例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface modular-cable 1/0/0:0
Router(config-if)# cable rf-bandwidth-percent 70
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次に、動的帯域幅割り当ての設定の例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface modular-cable 1/0/0:0
Router(config-if)# shutdown
Router(config-if)# cable dynamic-bw-sharing
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# cable rf-bandwidth-percent 70 remaining ratio 25

次に、cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータでの静的帯域幅割り当ての設定の例を
示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface Integrated-cable 3/0/0:0
Router(config-if)# cable rf-bandwidth-percent 70

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledynamic-bw-sharing

特定のモジュラ ケーブル インターフェイスま
たはワイドバンド ケーブル インターフェイス
で動的帯域幅の共有を有効にします。

cablerf-channel

ワイドバンド SPA の RF チャネルをワイドバン
ド チャネルに関連付け、帯域幅を割り当てま
す。

showpxfcablecontroller

RF チャネルの多用途トラフィック管理システ
ム（VTMS）リンクおよびリンク キューに関す
る情報を表示します。

showpxfcpuqueue

パラレル エクスプレス転送（PXF）キューイン
グおよびリンク キュー統計を表示します。
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cable rf-change-dampen-time
無線周波数（RF）チャネルが新しい状態（アップまたはダウン）を維持する必要がある期間を設
定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cablerf-change-dampen-time コマンド
を使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable rf-change-dampen-time seconds
no cable rf-change-dampen-time
___________________
構文の説明

seconds

プライマリ以外の RF チャネルが新しい状態を
維持する必要がある期間（秒）を指定します。
有効範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルト値は 30
です。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドを使用しない場合は、デフォルト値の 30 秒に戻ります。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、CMTS 上のプライマリ以外のすべての RF チャネルに適用されます。
___________________
例

次に、プライマリ以外の RF チャネルが新しい状態を維持する期間を指定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable rf-change-dampen-time 10
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablerf-change-trigger

イベントの持続性しきい値を指定します。この
しきい値を超えると、イベントによりケーブル
モデムに対するアクションがトリガーされま
す。
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cable rf-change-trigger
レポートケーブルモデムに対するアクションをトリガーするまでにイベントが持続している必要
がある期間を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cablerf-change-trigger
コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable rf-change-trigger {percent value| count number} [secondary]
no cable rf-change-trigger {percent value| count number} [secondary]
___________________
構文の説明

percentvalue

プライマリ以外の特定のRFチャネルがボンディ
ング グループから削除される条件となる、その
RF チャネルがダウンしていることを報告した
ケーブル モデムの割合を示します。有効範囲は
1 ～ 100 です。デフォルトは 0 です。

countnumber

プライマリ以外の特定のダウンストリーム チャ
ネルがダウンストリーム ボンディング グルー
プから一時的に除外される条件となる、その
チャネルがダウンしていること報告したケーブ
ル モデムの数を指定します。デフォルト値は 0
です。

secondary

（任意）RF チャネルの障害を報告するケーブ
ル モデムの数が、設定されているしきい値（割
合または数）よりも少ない場合に、ユニキャス
ト セカンダリ サービス フローをプライマリ
チャネル インターフェイスに移動するように
Cisco CMTS を設定します。
デフォルトでは、secondary キーワードが設定
されます。
（注）

___________________
コマンド デフォルト
___________________
コマンド モード

このコマンドを使用しない場合は、デフォルト値 0 が使用されます。
グローバル コンフィギュレーション（config）
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プライマリ インターフェイスと同じ
ワイドバンド インターフェイスを共
有するユニキャスト セカンダリ サー
ビス フローだけが、プライマリ チャ
ネル インターフェイスに移動されま
す。

ケーブル コマンド：cable p ～ cable r
cable rf-change-trigger

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCE4

このコマンドが変更されました。トリガーしきい値に達しない場合に、
プライマリ SF と同じインターフェイスを共有するユニキャスト セカ
ンダリ SF をプライマリ チャネル インターフェイスに移動するための
新しいキーワード secondary が追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablerf-change-trigger コマンドは、ワイドバンド モデム レジリエンシー機能を設定するために使
用されます。
このコマンドは、Cisco CMTS ルータの のプライマリ以外のすべての RF チャネルに適用されま
す。デフォルト値 0 は、ボンディング グループの変更を防ぎます。RF チャネルの論理状態の変
化を抑制するため、このチャネルのトリガーを、論理状態に使用している数の半分に設定します。
たとえば、cablerf-change-triggerpercent20 と入力すると、20% のケーブル モデムから RF チャネ
ルがダウンしていることが報告されると、RF チャネルの論理状態がダウンに変化します。その
後、10% のケーブル モデムから、ダウンであった RF チャネルが復旧したことが報告されると、
論理状態がアップに変化します。
少数のワイドバンド モデムの場合、イベントをトリガーする値として、割合の他に絶対値を指定
できます。RF チャネルの一時的な除外をトリガーするには、両方の値が真である必要がありま
す。両方の値が 0 の場合、ケーブル モデムからステータス メッセージで RF 障害が報告される
と、ケーブル モデムがリセットされます。また、しきい値を 0 に設定している場合、RF 障害が
発生したすべてのケーブルモデムがリセットされ、ボンディンググループから一時的に除外され
ている RF がすべて再度アクティブになります。
___________________
例

次に、報告元ケーブル モデムに対するアクションがトリガーされる条件としてイベントが持続し
ている必要がある期間を指定する方法を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable rf-change-trigger percent 50 count 1
The following example shows how to configure the Cisco CMTS to move secondary SFs to primary
interface when the trigger threshold is not reached, in Cisco IOS Release 12.2(33)SCE4:
Router# configure terminal
Router(config)# cable rf-change-trigger percent 50 count 1 secondary
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablerf-change-dampen-time

RF チャネルが新しい状態を維持する必要があ
る期間を指定します。
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cable rf-channel
Cisco ワイドバンド SPA の RF チャネルにワイドバンド インターフェイスを関連付け、帯域幅を
割り当てるには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで cablerf-channel コマンドを
使用します。ワイドバンド インターフェイスと RF チャネルの関連付けを解除するには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
cable rf-channel {rf-port| controller controller-num channel channel-num} [bandwidth-percent bw-percent]
[remaining ratio excess-value]
no cable rf-channel {rf-port| controller controller-num channel channel-num}
___________________
構文の説明

rf-port-->

ワイドバンド SPA Field-Programmable Gate Array
（FPGA）の RF チャネル物理ポートを指定しま
す。
（注）

controllercontroller-num

RF ポート の有効な値は、
annexmodulation コマンドを使用して
設定されるコンフィギュレーション
に応じて異なります（「使用上のガ
イドライン」の項を参照）。

RF チャネルに関連付けられているコントロー
ラを指定します。有効範囲は 0 ～ 4 です。
Bonding Across 3G60 Controllers Support 機能向け
に Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH で有効にな
りました。有効範囲は 0 ～ 2 です。

channelchannel-num

コントローラのチャネルを指定します。有効範
囲は 0 ～ 3 です。
Bonding Across 3G60 Controllers Support 機能向け
に Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH で有効にな
りました。有効範囲は 0 ～ 23 です。

bandwidth-percentbw-percent

（任意）ワイドバンド インターフェイスに使用
されるこの RF チャネルからの帯域幅の割合を
指定します。範囲は 0 ～ 100 です。
bandwidth-percent が使用されない場合、デフォ
ルトの 帯域幅の値は 100% です。
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（任意）ワイドバンド インターフェイスに割り
当てることができる超過帯域幅の割合を指定し
ます。デフォルト値は 1 です。指定できる範囲
は 1 ～ 100 です。

remainingratioexcess-value

（注）

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

このオプションは、動的帯域幅の共
有（DBS）が有効な場合にのみ使用
できます。

RF チャネルとワイドバンド インターフェイスのデフォルトの関連付けは設定されていません。
bandwidth-percent を指定せずに cablerf-channel コマンドを使用する場合、デフォルトの帯域幅値
は 100% です。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.3(23)BC

annex キーワードと modulation キーワードが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.3(23)BC1

remainingratio オプションが追加されました。

12.2(33)SCB

remainingratio オプションが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合
されました。

12.2(33)SCH

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インター
フェイス ライン カードで controller オプションがサポートされま
す。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン cablerf-channel コマンドは、ワイドバンド SPA の RF チャネル（ポート）をワイドバンド イン
ターフェイスに関連付けます。任意で、指定されるワイドバンド インターフェイスに使用するこ
の RF チャネルの帯域幅の割合を指定できます。
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Cisco uBR10012 ルータは 2 つのワイドバンド SPA をサポートしています。annexmodulation コマ
ンドでどのように SPA が設定されるかにより、ワイドバンド SPA ごとに最大 24 の RF チャネル
がサポートされます。annex A と 256 QAM 変調の場合、各ワイドバンド SPA はフルレートで最大
18 個の RF チャネルをサポートし、フルレート未満では最大 24 個の RF チャネルをサポートしま
す。その他のすべてのケースでは、SPA は 24 個の RF チャネルをサポートします。

（注）

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.3(23)BC1 で導入されたこのコマンドの変更は、Cisco
IOS リリース 12.2(33)SCA ではサポートされていません。

（注）

Cisco IOS リリース 12.3(21)BC および 12.3(21a)BC3 では、annexmodulation コマンドを使用し
て annex と変調が設定されるまで、Cisco IOS コマンド ラインで cablerf-channel コマンドを使
用できません。Cisco IOS リリース 12.3(23)BC 以降では、annexmodulation コマンドが廃止さ
れ、annex および modulation がキーワード オプションとして rf-channelfrequency コマンドに
追加されています。
各ワイドバンド SPA は最大 32 個のワイドバンド チャネルをサポートします。ワイドバンド イン
ターフェイスを、2 つの異なるワイドバンド SPA の RF チャネルで構成することはできません。
ワイドバンド インターフェイスに集約できる RF チャネルの数は、ワイドバンド ケーブル モデム
の容量によって決まります。
• Linksys WCM300-NA、WCM300-EURO、および WCM300 JP ワイドバンド ケーブル モデム
は、チャネルあたり 6 MHz で最大 8 つのダウンストリーム RF チャネル、またはチャネルあ
たり 8 MHz で最大 6 つのダウンストリーム RF チャネルで構成されるワイドバンド インター
フェイスを受信できます。モデムでは、チャネルを 50 MHz のキャプチャ ウィンドウで受信
する必要があります。
• Scientific Atlanta DPC2505 および EPC2505 ワイドバンド ケーブル モデムは、1 つのワイドバ
ンド インターフェイスの受信をサポートしています。ワイドバンド チャネルは、チャネル
あたり 6 MHz または 8 MHz で 3 つのダウンストリーム RF チャネルで構成されます。
ワイドバンド インターフェイスが同一の仮想バンドル インターフェイス（ケーブル バンドル）
に属しており、RF チャネルの割り当て帯域幅の合計が 100 を超えない限り、RF チャネルには
複数のワイドバンド インターフェイスを関連付けることができます。例として、RF チャネルの
割り当て帯域幅の合計が 100% を超えない限り、1 つの RF チャネルに複数のワイドバンド イン
ターフェイスを関連付けることが可能であることを次の表に示します。
表 10：RF チャネルの帯域幅の割り当て

RF チャネル

ワイドバンド
インターフェイス

帯域幅
の割り当て

10

0

30%

10

1

30%
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RF チャネル

ワイドバンド
インターフェイス

帯域幅
の割り当て

10

2

40%

合計帯域幅パーセント: 100%

RF チャネルの割り当て帯域幅の合計が 100% を超えない限り、1 つの RF チャネルを 1 つのナロー
バンドインターフェイスおよび複数のワイドバンドインターフェイスに関連付けることが可能で
あることを次の表に示します。
表 11：プライマリ ケーブル RF チャネルを使用した帯域幅の割り当て

モジュラ ケー ワイドバンド
ブル インター チャネル 0
フェイス
RF チャネル 10 54%（4% は
から割り当て DOCSIS シグ
られる帯域幅 ナリングに対
し内部で使用
される）

（注）

10%

ワイドバンド
チャネル 1

ワイドバンド
チャネル 2

帯域幅の割合
の合計

22%

14%

100%

CMTS の各 RF チャネルは、エッジ QAM デバイスの特定の QAM ポートにマッピングできま
す。異なるワイドバンド SPA からのトラフィックを同一の QAM ポートに混在させることはで
きません。
動的帯域幅の共有（DBS）が有効である場合、帯域幅の割合は設定情報レート（CIR）値に変換さ
れます。この CIR 値は、ワイドバンド インターフェイスの保証帯域幅のレベルを示します。ワイ
ドバンド インターフェイスに対して予約されている帯域幅は、そのリンク キュー CIR 値の合計で
あり、最小限の予約レートでのサービスフローのアドミッションコントロールに使用されます。
DBS が有効であり cablerf-channel コマンドが設定されている場合、対応するリンク キューの CIR
値が 100% になることがあります。excess-value は、ワイドバンド チャネルに割り当てることがで
きる超過帯域幅の割合です。
静的帯域幅の共有（デフォルト）または DBS をワイドバンド インターフェイスで設定できます
が、この両方を同一インターフェイスで設定することはできません。

___________________
例

次に、RF チャネル 10 と RF チャネル 11 をワイドバンド インターフェイス 0 に関連付ける例を示
します。
Router(config)# interface wideband-cable 1/0/0:0
Router(config-if)# cable rf-channel 10 bandwidth-percent 50
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cable rf-channel

Router(config-if)# cable rf-channel 11

次に、コントローラをワイドバンド インターフェイスの RF チャネルに関連付ける例を示します。
Router(config)# interface wideband-Cable 7/1/0:0
Router(config-if)# cable rf-channel controller 0 channel 1

前述の例では 2 番目の cablerf-channel コマンドに bandwidth-percent が指定されていないため、
デフォルト値（帯域幅 100%）が適用されます。つまり、RF チャネル 11 の帯域幅は 100% ワイド
バンド インターフェイス 0 に使用されます。
次の例に、DBS が有効な場合の帯域幅の割り当てを示します。
Router(config)# interface wideband-cable 1/0/0:0
Router(config-if)# shutdown
Router(config-if)# cable dynamic-bw-sharing
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# cable rf-channel 10 bandwidth-percent 50
remaining ratio 5

前述の例では、DBS が有効であるため、ワイドバンド インターフェイスには帯域幅の 50% が保
証されており、超過帯域幅を割り当てるための値として 5 が指定されています。
次に、Bonding Groups Across 3G60 Controllers 機能を設定する例を示します。
Router(config-if)#interface wideband-cable 7/0/1:30
Router(config-if)#cable rf-channel controller 1 channel
Router(config-if)#cable rf-channel controller 1 channel
Router(config-if)#cable rf-channel controller 1 channel
Router(config-if)#cable rf-channel controller 0 channel
Router(config-if)#cable rf-channel controller 0 channel
Router(config-if)#cable rf-channel controller 0 channel
Router(config-if)#cable rf-channel 18 bandwidth-percent
Router(config-if)#cable rf-channel 19 bandwidth-percent
Router(config-if)#end

___________________
関連コマンド

21
22
23
21
22
23
10
10

bandwidth-percent
bandwidth-percent
bandwidth-percent
bandwidth-percent
bandwidth-percent
bandwidth-percent

10
10
10
10
10
10

Command

Description

annexmodulation

ワイドバンド SPA の annex と変調を設定しま
す。

cablebonding-group-id

ボンディング グループ ID を指定し、ボンディ
ング グループが、プライマリまたはセカンダリ
のいずれとしてボンディングされたチャネルで
あるかを示します。

cabledynamic-bw-sharing

特定のモジュラ ケーブル インターフェイスま
たはワイドバンド ケーブル インターフェイス
で動的帯域幅の共有を有効にします。

controllermodular-cable

コントローラ コンフィギュレーション モード
を開始し、ワイドバンド SPA コントローラを設
定します。
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cable rf-channel

Command

Description

downstreamcable

光ファイバ ノードにプライマリ ダウンストリー
ム チャネルを割り当てます。

ip-address(controller)

ワイドバンド SPA FPGA の IP アドレスを設定
します。

modular-hostsubslot

ワイドバンド プロトコル操作のためにモジュラ
ホスト ライン カードを指定します。

rf-channelcabledownstreamchannel-id

ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネル
に割り当てます。

rf-channeldescription

各 RF チャネルの説明を指定します。

rf-channelfrequency

各 RF チャネルの周波数を設定します。

rf-channelip-addressmac-addressudp-port

各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、
および UDP ポートを設定します。

rf-channelnetworkdelay

各 RF チャネルの CIN 遅延を指定します。

upstreamcableconnector

光ファイバ ノード用のアップストリーム チャ
ネル ポートを指定します。
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cable rf-channels

cable rf-channels
ルータの RF チャネルにワイドバンド インターフェイスを関連付け、帯域幅を割り当てるには、
インターフェイス コンフィギュレーション モードで cable rf-channels コマンドを使用します。ワ
イドバンド インターフェイスと RF チャネルの関連付けを解除するには、このコマンドの no 形
式を使用します。

（注）

このコマンドは、ワイドバンド インターフェイス コンフィギュレーションで、異なるコント
ローラの RF チャネルを指定する場合、または異なる帯域幅の割合を指定する場合に使用でき
ます。

cable rf-channels [controller controller number] channel-list group-list[bandwidth-percent bw-percent]
no cable rf-channels [controller controller number] channel-list group-list
___________________
構文の説明

channel-list group-list

コントローラのチャネルを指定します。有効範囲は 0 ～ 127 です。

controller controller number

（任意） RF チャネルに関連付けられているコントローラを指定し
ます。有効範囲は 0 ～ 7 です。特に指定しない限り、コントロー
ラはワイドバンド インターフェイスのコントローラと同一です。

bandwidth-percent
bandwidth-percent

（任意）ワイドバンド インターフェイスに使用されるこの RF チャ
ネルからの帯域幅の割合を指定します。範囲は 0 ～ 100 です。

___________________
コマンド デフォルト

RF チャネルはワイドバンド インターフェイスに関連付けられていません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。
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cable rf-channels

___________________
使用上のガイドライン ワイドバンド インターフェイスが同一の仮想バンドル インターフェイス（ケーブル バンドル）
に属しており、RF チャネルの割り当て帯域幅の合計が 100% を超えない限り、RF チャネルには
複数のワイドバンド インターフェイスを関連付けることができます。
「controller」オプションを使用して、RF チャネルを異なるコントローラのワイドバンド インター
フェイスに関連付けることができますが、次の制約が適用されます。コントローラ 0 ～ 3 のワイ
ドバンド インターフェイスには、同一コントローラの RF チャネルだけが含まれます。同様にコ
ントローラ 4 ～ 7 のワイドバンド インターフェイスには、これらのコントローラの RF チャネル
だけが含まれます。
___________________
例

次に、RF チャネルをワイドバンド インターフェイスに関連付け、帯域幅を割り当てる例を示し
ます。
Router(config)# interface Wideband-Cable3/0/0:60
Router(config-if)# cable bundle 1
Router(config-if)# cable rf-channels channel-list 0-1 3-31 bandwidth-percent 1
Router(config)# interface Wideband-Cable3/0/0:45
Router(config-if)# cable bundle 1
Router(config-if)# cable rf-channels controller 2 channel-list 4-6 bandwidth-percent 2
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cable rfswitch copy

cable rfswitch copy
Cisco CMTS ルータから Cisco NGRFSW-ADV、または Cisco NGRFSW-ADV から Cisco CMTS にイ
メージをコピーするには、特権 EXEC モードで cablerfswitchcopy コマンドを使用します。
cable rfswitch copy filename_cmts {to-rfsw| from-rfsw} filename_rfsw
___________________
構文の説明

filename_cmts

Cisco CMTS ルータにあるイメージまたは Cisco
CMTS ルータにコピーされるイメージのファイ
ル名。

to-rfsw

Cisco CMTS ルータから Cisco NGRFSW-ADV へ
イメージをコピーします。

from-rfsw

Cisco NGRFSW-ADV から Cisco CMTS ルータへ
イメージをコピーします。

filename_rfsw

Cisco NGRFSW-ADV にあるイメージまたは
Cisco NGRFSW-ADV にコピーされるイメージ
のファイル名。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cablerfswitchcopy コマンドは、Cisco NGRFSW-ADV または Cisco CMTS ルータの既存のイメージ
が破損しているか古いため、別のイメージで置き換える必要がある場合に使用します。
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cable rfswitch copy

___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータから Cisco NGRFSW-ADV に gcv2.11 イメージをダウンロードする例を
示します。
Router> enable
Router# cable rfswitch copy disk0:gcv2.11 to-rfsw gcv2.11

次に、Cisco NGRFSW-ADV から Cisco uBR10012 CMTS に gcv2.11 イメージをアップロードする例
を示します。
Router> enable
Router# cable rfswitch copy disk0:gcv2.11 from-rfsw gcv2.11

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showhccpchannel-switchstate

Cisco NGRFSW-ADV の現在の状態を表示しま
す。
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cable rfswitch delete

cable rfswitch delete
Cisco NGRFSW-ADV のイメージを削除するには、特権 EXEC モードで cablerfswitchdelete コマン
ドを使用します。
cable rfswitch delete filename_rfsw
___________________
構文の説明

filename_rfsw

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

削除する必要のある Cisco NGRFSW-ADV のイ
メージのファイル名。

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cablerfswitchdelete コマンドは、Cisco uBR Advanced RF Switch（NGRFSW-ADV）を設定するため
に使用します。詳細については、『Cisco uBR Advanced RF Switch Software Configuration Guide』を
参照してください。
cablerfswitchdelete コマンドは、Cisco NGRFSW-ADV の既存のイメージが破損しているか、古い
か、または別のイメージで置き換える必要がある場合に使用します。Cisco NGRFSW-ADV でアク
ティブ イメージまたはゴールデン イメージを削除することはできません。
___________________
例

次に、Cisco NGRFSW-ADV で gcv2.11 イメージを削除する例を示します。
Router> enable
Router# cable rfswitch delete gcv2.11
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cable rfswitch delete

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showhccpchannel-switchimage

Cisco NGRFSW-ADV のイメージ リストを表示
します。

showhccpchannel-switchstate

Cisco NGRFSW-ADV の現在の状態を表示しま
す。
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cable rfswitch reboot

cable rfswitch reboot
Cisco NGRFSW-ADV を再起動するには、特権 EXEC モードで cablerfswitchreboot コマンドを使用
します。
cable rfswitch reboot
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

Cisco NGRFSW-ADV を再起動します。

reboot

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cablerfswitchreboot コマンドは、Cisco uBR Advanced RF Switch（NGRFSW-ADV）を設定するため
に使用します。詳細については、『Cisco uBR Advanced RF Switch Software Configuration Guide』を
参照してください。
___________________
例

次に、Cisco NGRFSW-ADV を再起動する例を示します。
Router> enable
Router# cable rfswitch reboot

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showhccpchannel-switchimage

Cisco NGRFSW-ADV のイメージ リストを表示
します。
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cable rfswitch reboot

コマンド

説明

showhccpchannel-switchstate

Cisco NGRFSW-ADV の現在の状態を表示しま
す。
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cable rfswitch set-active

cable rfswitch set-active
Cisco NGRFSW-ADV のイメージをアクティブとして設定するには、特権 EXEC モードで
cablerfswitchset-active コマンドを使用します。
cable rfswitch set-active filename_rfsw
___________________
構文の説明

filename_rfsw

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

アクティブとして設定する必要がある Cisco
NGRFSW-ADV のイメージのファイル名。

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cablerfswitchset-active コマンドは、Cisco uBR Advanced RF Switch（NGRFSW-ADV）を設定する
ために使用します。詳細については、『Cisco uBR Advanced RF Switch Software Configuration Guide』
を参照してください。
___________________
例

次に、Cisco NGRFSW-ADV で gcv2.11 イメージをアクティブとして設定する例を示します。
Router> enable
Router# cable rfswitch set-active gcv2.11
Router# cable rfswitch reboot
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cable rfswitch set-active

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showhccpchannel-switchimage

Cisco NGRFSW-ADV のイメージ リストを表示
します。

showhccpchannel-switchstate

Cisco NGRFSW-ADV の現在の状態を表示しま
す。
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cable rsvp default-scn

cable rsvp default-scn
Resource Reservation Protocol（RSVP）により作成されるサービス フローが特性を継承できるよう
にするデフォルト サービス クラスを指定するには、グローバル コンフィギュレーション モード
で cablersvpdefault-scn コマンドを使用します。
cable rsvp default-scn service-class name
___________________
構文の説明

service-classname

ダウンストリーム DOCSIS サービス クラスの名
前。

___________________
コマンド デフォルト

サービス クラスは設定されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン cablersvpdefault-scn コマンドでは、ユーザがデフォルトのサービス クラスを指定できます。この
サービス クラスにより、RSVP により作成されるサービス フローが特性を継承できるようになり
ます。
___________________
例

次の例では、デフォルト RSVP サービス クラスを設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable service class 220 name RSVPClass
Router(config)# cable service class 220 downstream
Router(config)# cable service class 220 max-latency 100000
Router(config)# cable service class 220 req-attr-mask ffff0000
Router(config)# cable rsvp default-scn RSVPClass
Router(config)# cable rsvp default-scn RSVPClass
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cable rsvp default-scn

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablersvpflow-db

RSVP から DOCSIS へのサービス フロー マッピ
ング データベースの内容を表示します。
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• cable service attribute ds-bonded downstream-type bonding-enabled, 709 ページ
• cable service attribute non-ds-bonded downstream-type bonding-disabled, 712 ページ
• cable service attribute non-ds-bonded legacy-ranging downstream-type, 714 ページ
• cable service attribute voice-enabled, 716 ページ
• cable service attribute withhold-TLVs, 718 ページ
• cable service class, 720 ページ
• cable service flow activity-timeout, 728 ページ
• cable service flow inactivity-threshold, 730 ページ
• cable service flow priority, 732 ページ
• cable service type, 733 ページ
• cable set mpls-experimental, 735 ページ
• cable sflog, 737 ページ
• cable shared-secondary-secret, 740 ページ
• cable shared-secret, 744 ページ
• cable sid-cluster-group, 748 ページ
• cable sid-cluster-switching, 750 ページ
• cable sip cir-scale, 752 ページ
• cable sip fpd-auto, 754 ページ
• cable sip ib-stats, 755 ページ
• cable snmp cache active , 757 ページ
• cable snmp iftype ds-phy, 759 ページ
• cable source-route, 761 ページ
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• cable source-verify, 763 ページ
• cable source-verify enable-sav-static, 770 ページ
• cable source-verify group, 772 ページ
• cable source-verify leasequery-filter downstream, 774 ページ
• cable source-verify leasequery-filter upstream, 777 ページ
• cable spectrum-group（グローバル）, 780 ページ
• cable spectrum-group（インターフェイス）, 786 ページ
• cable spectrum-group hop period, 789 ページ
• cable spectrum-group hop threshold, 792 ページ
• cable spectrum-group shared, 796 ページ
• cable submgmt default, 799 ページ
• cable sync-interval, 807 ページ
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cable service attribute ds-bonded downstream-type bonding-enabled

cable service attribute ds-bonded downstream-type
bonding-enabled
ボンディングされているプライマリ ケーブル ダウンストリーム チャネルで、ダウンストリーム
ボンディング対応モデムが強制的に初期化されるようにするには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで cableserviceattributeds-bondeddownstreamtypebonding-enabled コマンドを使用し
ます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable service attribute ds-bonded downstream-type bonding-enabled [enforce]
no cable service attribute ds-bonded downstream-type bonding-enabled
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

ボンディング対応モデムが、ボンディングされ
ている RF チャネルだけに登録されるように強
制します。

enforce

ボンディング対応モデムは、そのモデムで開始対象として選択されたプライマリ チャネルがボン
ディング グループに含まれていないチャネルだとしても、そのチャネルに登録できます。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが uBR10012 ルータで導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン ボンディング対応ケーブル モデムの場合、CMTS により行われるプライマリ チャネルの選択は、
モデムが MAC Domain Downstream Service Group ID（MD-DS-SG）を解決できるかどうかによって
異なります。CM は、MDD がダウンストリームに存在する場合に、MAC Domain Downstream
Service Group ID（MD-DS-SG）を判別しようとします。モデムで MD-DS-SG が解決済みの場合、
CMTS はモデムにより判別された MD-DS-SG に対応する RF チャネル セットから、ボンディング
されているプライマリチャネル、つまり稼働しているワイドバンドチャネルの一部であるプライ
マリ チャネルを選択します。CMTS により選択されるボンディングされているプライマリ チャネ
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cable service attribute ds-bonded downstream-type bonding-enabled

ルは、モデムの初期プライマリ チャネルと同じ uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのインターフェイスによりホストされている必要があります。上記の条件を満たすプラ
イマリ対応チャネルが複数ある場合、最終的なプライマリチャネルは、対象のチャネルセットか
らランダムに選択されます。
CMTS に、ボンディングされているチャネルに移動する必要がある CM の既存のレコード
（showcablemodem コマンド出力に示されている）がある場合、Dynamic Frequency Override（DFO）
がトリガーされ、RNG-RSP で CMTS からその CM に送信されます。
CM が初めて範囲設定を行う場合（showcablemodem コマンド出力には示されない）、初期範囲設
定時点でトリガーされる DFO はありません。CM は登録に進み、CMTS は CM のボンディング機
能をグリーニングして CM をボンディングされたチャネルに移動する必要があるかどうかを判別
します。CM が誤ったプライマリ DS チャネルにある場合、DOCSIS 仕様では、この時点で DFO
を許可していないため、CMTS は CM の登録を拒否し、CM は強制的に reject(c) 状態になります。
CMTS は、CM が範囲設定を再び開始するまで待機します。CM が同じ誤った DS チャネルに関与
する場合、CMTS にはその CM のレコードがあるため、CMTS は初期範囲設定中に CM に対する
DFO をトリガーします。
モデムが MD-DS-SG を解決しておらず、enforce オプションが設定されている場合、CMTS はモデ
ムのアップストリーム チャネルに関連付けられている MAP グループに基づいて、ボンディング
されたプライマリ チャネルを選択します。通常、アップストリーム チャネルは 1 つのファイバ
ノードに設定され、CMTS はアップストリームに関連付けられているダウンストリーム チャネル
に基づいてトポロジ情報を推測します。enforce オプションが設定されていないか、CMTS がター
ゲットプライマリチャネルを見つけることができない場合、モデムは、そのモデムで初期化のた
めに現在選択されているプライマリ チャネルに登録できません。

（注）

enforce オプションが設定されている場合、CMTS は、未解決の MD-DS-SG を使用してモデム
の移動だけを試行します。
デフォルトでは、ワイドバンドチャネルを選択するようにプライマリチャネルを変更してもその
変更は適用されず、モデムは、ロードバラインシンググループに含まれていない場合でもプライ
マリチャネルで機能できます。システムが稼働状態になった後でボンディング対応モデムのプラ
イマリ チャネル選択を有効にしても、システム内の既存のモデムには影響しません。オペレータ
は、-->clearcablemodem コマンドをグローバルまたは MAC ドメイン レベルごとに使用して、ボ
ンディング対応モデムを手動でリセットする必要があります。

（注）

___________________
例

ワイドバンド モデムのプライマリ チャネル選択を有効にしても、システム内の既存のモデム
には影響しません。

Router# configure terminal
Router(config)# cable service attribute ds-bonded downstream-type bonding-enabled [enforce]
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledfo-retry-count

Downstream Frequency Override（DFO）再試行
回数を設定します。

cable service attribute non-ds-bonded
downstream-type bonding-disabled

非ボンディング対応モデムで、CMTS に非ボン
ディング RF チャネルのみが登録されるよう強
制します。

cableserviceattributevoice-enabled

高可用性を実現するため、音声サービスを
uBR10-MC5x20 ライン カードだけに制限しま
す。
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cable service attribute non-ds-bonded downstream-type
bonding-disabled
非ボンディング対応モデムを、CMTS でボンディングされていない RF チャネルだけに強制的に登
録するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cableserviceattributenon-ds-bondeddownstream-typebonding-disabled コマンド-->を使用します。デ
フォルトの動作に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable service attribute non-ds-bonded downstream-type bonding-disabled
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

非ボンディング対応モデムが現行のプライマリ チャネルに登録されます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン モデムの登録要求中に TLV 5.29 について Multiple Receive Channel Support 値を 1 として報告する
か、または CMTS に対して不明な RCP ID を報告するモデムは、非ボンディング対応モデムとし
て識別されます。
登録時に識別される非ボンディング対応モデムは、その現行プライマリ チャネルがボンディング
グループに含まれている場合、ダウンストリーム周波数の上書きによりボンディングされていな
いプライマリチャネルに移動されます。モデムの現行アップストリームチャネルに関連付けられ
ているが、ローカル ライン カードのホスト インターフェイスに関連付けられているワイドバン
ド チャネルには含まれていないプライマリ対応チャネルから、ターゲットのボンディングされて
いないプライマリチャネルが選択されます。このオプションを有効にすると、ロードバランシン
グの目的で非ボンディング対応モデムがボンディングされているプライマリ チャネルに戻らない
ようにするため、ボンディングされているプライマリ チャネルがロード バランシング グループ
から削除されます。
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（注）

___________________
例

ワイドバンド モデムのプライマリ チャネル選択を有効にしても、システム内の既存のモデム
には影響しません。オペレータは clearcablemodem コマンドを使用して既存の非ボンディング
対応モデムをリセットする必要があります。

Router# configure terminal
Router(config)# cable service attribute non-ds-bonded downstream-type bonding disabled

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledfo-retry-count

Downstream Frequency Override（DFO）再試行
回数を設定します。

cable service attribute ds-bonded downstream-type プライマリ対応ダウンストリーム ボンディング
bonding-disabled
チャネルで、ダウンストリーム ボンディング対
応モデムの初期化を強制します。
cableserviceattributevoice-enabled

高可用性を実現するため、音声サービスを
uBR10-MC5x20 ライン カードだけに制限しま
す。

clearcablemodem

特定のカテゴリの uBR10-MC5x20 ダウンスト
リーム インターフェイスにホストされているモ
デムまたはすべてのモデムを削除します。
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cable service attribute non-ds-bonded legacy-ranging
downstream-type
初期化時に INIT-RNG_REQ を使用して CMTS にアクセスする非ボンディング対応の可能性がある
モデムを、指定したダウンストリームチャネル周波数にリダイレクトするには、グローバルコン
フィギュレーション モードで
cableserviceattributenon-ds-bondedlegacy-rangingdownstream-typecommand コマンドを使用しま
す。デフォルトの動作に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable service attribute non-ds-bonded legacy-ranging downstream-type frequency freq
no cable service attribute legacy-ranging downstream-type
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

レガシー INIT-RNG_REQ を使用して CMTS に
アクセスするモデムの移動先ダウンストリーム
チャネルの周波数を指定します。

frequency-->freq

非ボンディング対応モデムは、初期化のためにモデムにより現在選択されているプライマリ チャ
ネルで範囲設定処理を続行します。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが uBR10012 ルータで導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cableserviceattributenon-ds-bonded コマンドは、初期化時にレガシー INIT-RNG_REQ を使用して
CMTS にアクセスする非ボンディング対応の可能性があるモデムが、ボンディング対応モデムを
サポートする CMTS に登録されることを防ぐ機能を提供します。レガシー初期範囲設定を使用す
るモデムは、指定されるダウンストリーム チャネル周波数にリダイレクトされます。
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（注）

___________________
例

frequency オプションの使用時に、周波数を変更した場合、新しい周波数設定は、周波数変更
後に初期化を試行する新しいモデムにのみ影響します。既存のモデムにダウンストリーム チャ
ネル選択ポリシーを適用するには、clearcablemodem コマンドを使用してグローバルまたは
個々のプライマリ チャネル レベルで手動でリセットする必要があります。

Router# configure terminal
Router(config)# cable service attribute non-ds-bonded legacy-ranging downstream-type frequency
55000000

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable service attributevoice-enabled

高可用性を実現するため、音声サービスを
uBR10-MC5x20 ライン カードのみに制限しま
す。

cable service attribute ds-bonded downstream-type ボンディングされているプライマリ対応ダウン
bonding-enabled
ストリーム チャネルで、ダウンストリーム ボ
ンディング対応モデムを強制的に初期化しま
す。
cable service attribute non-ds-bonded
downstream-type bonding-disabled

非ボンディング対応モデムで、CMTS に非ボン
ディング RF チャネルのみが登録されるよう強
制します。

clear cable modem

特定のカテゴリの uBR10-MC5x20 ライン カー
ド ダウンストリーム インターフェイスにより
ホストされるモデムまたはすべてのモデムを削
除します。
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cable service attribute voice-enabled
高可用性を実現するため音声サービスを uBR10-MC5X20 ダウンストリーム インターフェイスのみ
に制限するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cableserviceattributevoice-enabled
コマンドを使用します。音声サービスを uBR10-MC5X20 ダウンストリーム インターフェイスのみ
に限定する制限を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable service attribute voice-enabled downstream-type HA-capable
no cable service attribute voice-enabled downstream-type HA-capable
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

downstream-type

音声サービスを特定のダウンストリーム タイプ
に制限します。

HA-capable

音声サービスを uBR10 MC 5x20 ライン カード
に制限します。

uBR10-MC 5x20 ライン カードと SPA のすべてのプライマリ対応ダウンストリーム チャネルは、
ダウンストリーム音声サービス フローをサポートできます。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 音声対応ケーブル モデムは、登録時にモデムの DHCP-ACK の DHCP TLV 122 を復号化すること
で特定されるか、または DHCP TLV 122 が交換されない場合は最初の音声コールで特定されます。
音声対応モデムは、SPA ダウンストリーム チャネルで登録時に検出されると、ダウンストリーム
周波数オーバーライドにより CGD の uBR10-MC5x20 ダウンストリーム チャネルに移動されます。
音声対応モデムは、登録後の最初の音声コールで検出されると、その音声コールの終了後に DCC
により CGD の uBR10-MC5x20 チャネルに移動されます。音声対応モデムがターゲット
uBR10-MC5x20 チャネルに移動できない場合、CMTS は再試行回数が 3 回（または許可されてい
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る再試行の最大回数）に達するまで、モデムの移動を続行します。その後は 24 時間ごとに CMTS
によって一連の再試行が試行され、次の試行までモデムは SPA ダウンストリーム チャネルにとど
まることができます。uBR10-MC5x20 チャネルの音声対応モデムは、SPA ダウンストリーム チャ
ネルへのロード バランシングの対象から除外されます。システムの起動後、任意の時点でこのオ
プションが設定されると、アクティブな音声コールなしで SPA ダウンストリーム チャネルで特定
された音声対応モデムが、5 秒ごとに 1 つのモデムの速度で CGD の uBR10-MC5x20 ダウンスト
リーム チャネルに徐々に移動されます。
___________________
例

Router# configure terminal
Router(config)# cable service attribute voice-enabled downstream-type HA-capable

___________________
関連コマンド

cableserviceattributenon-ds-bonded

非ボンディング対応モデムが、ボンディングさ
れていない RF チャネルにのみ登録されるよう
強制します。

cableserviceattributeds-bonded

ボンディングされているプライマリ対応DSチャ
ネルで、ダウンストリーム ボンディング対応モ
デムを強制的に初期化します。
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cable service attribute withhold-TLVs
DOCSIS 3.0 の時間、長さ、値（TLV）を DOCSIS 1.x と DOCSIS 2.0 のケーブル モデムに送信する
ことをブロックするには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cableserviceattributewithhold-TLVs コマンドを使用します。DOCSIS 1.x と DOCSIS2.0 への DOCSIS
3.0 TLV の送信のブロックを解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable service attribute withhold-TLVs peak-rate
no cable service attribute withhold-TLVs peak-rate
___________________
構文の説明

DOCSIS 3.0 のピーク トラフィック レート TLV
24.27 と 25.27を指定します。DOCSIS 3.0 以外の
ケーブル モデムへのこれらの TLV の送信がブ
ロックされます。

peak-rate

___________________
コマンド デフォルト

DOCSIS 3.0 の TLV はすべてのケーブル モデムに送信されます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB10

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 一部の DOCSIS 1.x および DOCSIS 2.0 のケーブル モデムは、登録時に DOCSIS 3.0 の TLV を CMTS
から受信するとオンラインにならない可能性があります。cableserviceattributewithhold-TLVs コ
マンドでは、設定される DOCSIS 3.0 の TLV を DOCSIS 1.x および DOCSIS 2.0 のケーブル モデム
に送信することを制限できます。このコマンドは、DOCSIS 3.0 ケーブル モデムへの DOCSIS 3.0
の TLV の送信は制限しません。
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（注）

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB10 では、peak-rate キーワードだけがサポートされています。
このキーワードは TLV 24.27 と 25.27 を表します。

次に、DOCSIS 3.0 以外のケーブル モデムへの DOCSIS 3.0 ピーク トラフィック レート TLV 24.27
と 25.27 の送信を制限するように、CMTS を設定する例を示します。
Router # configure terminal
Router(config)# cable service attribute withhold-TLVs peak-rate

前述の例が設定されている場合、次の警告メッセージが表示されます。
Warning: This configuration may violate D3.0 MULPI specification per section 6.4.8.

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableserviceclass

サービス クラスを定義および変更します。
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cable service class
DOCSIS 1.1 ケーブル サービス クラスのパラメータを設定するには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで cableserviceclass コマンドを使用します。サービス クラスを削除するかまたは設
定を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable service class class-index [ keyword-options ]
no cable service class class-index [ keyword-options ]
___________________
構文の説明

class-index

変更するクラスのクラス ID を指定します。有
効範囲は 1 ～ 255 です。

activity-timeout

アクティビティ タイムアウト（0 ～ 65,535）を
指定します。

admission-timeout

許可タイムアウト（0 ～ 65,535）を指定します。

downstream

サービス クラスがダウンストリーム方向
（CMTS から CM）のサービス クラスであるこ
とを指定します。（デフォルトの方向は
upstream です。）

grant-interval

認可間隔を指定します（0 ～ 4,294,967,295マイ
クロ秒）。

grant-jitter

認可ジッターを指定します（0 ～ 4,294,967,295
マイクロ秒）。

grant-size

認可間隔サイズを指定します（0 ～ 65,535バイ
ト）。

grants-per-interval

間隔あたりの認可数を指定します（0 ～ 127 件
の認可）。
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max-burst

最大伝送バーストを指定します（1522 ～
4,294,967,295 バイト）。
（注）

推奨される値の範囲は 1600 ～ 1800 バ
イトです。値 0 または 1800 バイトよ
りも大きい値を使用すると、Voice over
IP で遅延の問題が発生する可能性があ
ります。1522 バイト未満の値を指定
すると、フラグメンテーションを実装
していない CM または CMTS の大き
なイーサネット フレームのアップス
トリーム伝送が阻止される可能性があ
ります。

max-buff-size

CM のアップストリーム サービス フロー キュー
（またはバッファ）の最大バッファ サイズを指
定します。有効範囲は 0 ～ 4294967295 バイト
です。デフォルト値は 0 です

max-concat-burst

最大連結バーストを指定します（0 ～ 65,535 バ
イト）。

max-latency

最大許容遅延を指定します（0 ～ 4,294,967,295
マイクロ秒）。

max-rate

最大レートを指定します（0 ～ 4,294,967,295
ビット/秒）。

min-buff-size

CM のアップストリーム サービス フロー キュー
（またはバッファ）の最小バッファ サイズを指
定します。有効範囲は 0 ～ 4294967295 バイト
です。デフォルト値は 0 です

min-packet-size

予約レートの最小パケット サイズを指定します
（0 ～ 65,535 バイト）。

min-rate

最小レートを指定します（0 ～ 4,294,967,295
bps）。

name

サービス クラス名文字列を指定します。

peak-rate

ピーク レートを指定します（0 ～ 4,294,967,295
bps）。デフォルト値は 0 であり、これはライ
ン レートを表します。
（注）

peak-rate オプションは、DOCSIS 1.0
モデムではサポートされていません。
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poll-interval

ポーリング間隔を指定します（0 ～ 4,294,967,295
マイクロ秒）。

poll-jitter

ポーリング ジッターを指定します（0 ～
4,294,967,295 マイクロ秒）。

priority

プライオリティを設定します（0 ～ 7、7 が最上
位プライオリティ）。

req-trans-policy

要求伝送ポリシー ビット フィールドを指定し
ます（16 進数値で 0 ～ FFFFFFF）。

sched-type

サービス クラス スケジュール タイプを指定し
ます。
2：Best-Effort Schedule、3：Non-Real-Time Polling
Service Schedule Type（Cisco 12.2(4)BC 以降のリ
リースでのみサポート）、4：Real-Time Polling
Service Schedule Type、5：Unsolicited Grant
Service with Activity Detection Schedule Type 、
6：Unsolicited Grant Service Schedule Type

tar-buff-size

CM のアップストリーム サービス フロー キュー
（またはバッファ）のターゲット サイズ（希望
するサイズ）を指定します。有効範囲は 0 ～
4294967295 バイトです。デフォルト値は 0 です

tos-overwriteand-maskor-mask

ToS 値を and-mask 値で AND 演算し、次にその
演算の結果を or-mask の値で OR 演算すること
で、この ToS バイトを上書きします。両方のパ
ラメータを 16 進数で指定する必要があります。
and-mask 値の範囲は 0x0 ～ 0xFF、or-mask 値の
範囲は 0x0 ～ 0xFF です。

upstream

サービス クラスがアップストリーム方向（CM
から CMTS）のサービスクラスであることを指
定します。これはデフォルトの方向です。

downstream

サービス クラスがダウンストリーム方向
（CMTS から CM）のサービス クラスであるこ
とを指定します。

n

バンドル識別子を指定します。

req-attr-mask

必須属性マスク ビット フィールドを指定しま
す（16 進数値で 0 ～ FFFFFFF）。
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禁止属性マスク ビット フィールドを指定しま
す（16 進数値で 0 ～ FFFFFFF）。

forb-attr-mask

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

サービス クラス スケジュール タイプに該当する場合、指定されていない値は DOCSIS 1.1 のデ
フォルト値に設定されます。DOCSIS 1.1 仕様の Section C.2.2「 Service Flow Encodings」を参照し
てください。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.1(4)CX

このコマンドが DOCSIS 1.1 処理のために導入されました。DOCSIS 1.0 処
理のために以前のバージョンで使用されていた cableqosprofile コマンド
が、このコマンドに置き換わりました。

12.2(4)BC1

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(4)BC1 に統合されました。また、
NRTPSスケジュールをサポートするためこのコマンドが拡張されました。

12.2(11)BC2

最大伝送バースト パラメータ（max-burst）のデフォルト値が 1522 バイト
から 3044 バイトに変更されました。最大連結バースト パラメータのデ
フォルト値も、0 バイト（無制限）から 1522 バイトに変更されました。
これらの変更は、DOCSIS 1.1 仕様の最新改訂（SP-RFI-v1.1-I09-020830）
に対応することを目的としています。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが変更され、req-attr-mask キーワードと forb-attr-mask キー
ワードが追加されました。

12.2(33)SCB1

このコマンドが変更され、max-rate よりも大きい値を設定するために
peak-rate が追加されました。

12.2(33)SCF2

このコマンドが変更されました。3 つの新しいキーワード max-buff-size、
min-buff-size、および tar-buff-size が、アップストリーム バッファ制御機
能の一部として追加されました。

12.2(33)SCI1

このコマンドが変更され、downstream キーワードが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン アップストリーム クラスごとに、sched-type オプションを常に指定する必要があります。このオ
プションは、ダウンストリームクラスでは設定できません。特定のスケジュールタイプを選択す
る場合は、そのスケジュール タイプの必須パラメータを明示的に入力し、適用されないパラメー
タは明示的に削除する必要がある点に注意してください。
デフォルトの方向は upstream です。サービス クラスの作成後に、その方向を変更しないことを
お勧めします。これは、既存のサービスクラスパラメータの一部は新しい方向に適さない可能性
があるためです。代わりに、現在のサービス クラスを削除し、正しいアップストリーム方向また
はダウンストリーム方向を使用して新しいサービス クラスを作成してください。
新規にサービス クラスを作成する場合、サービス クラスのパラメータを入力する前にサービス
クラス名を定義する必要があります。

（注）

___________________
例

DOCSIS 1.1 仕様の Section C.2.2.6.10「IP Type of Service Overwrite」により、tos-overwrite オプ
ションの動作が変更されました。DOCSIS 1.1 ネットワークでは、新しい TOS 値は「新しい
IPToS = ((元の ToS 値 AND and-mask) OR or-mask)」という式で計算されます。（前述の ToS 値
の計算方法の説明については、cableqosprofile コマンド参照してください。）デフォルトで
は、ToS 値は変更されません（上書きなし）。

次の例に、cableserviceclass コマンドを使用してサービス クラスを作成する設定を示します。指定
されたスケジュール タイプに応じて、必須のコマンド ラインとオプションのコマンド ラインが
あります。
次に示す各例は、サービス クラスを作成するための完全な設定です。

___________________
例

Router(config)# cable service class 1 name UP_UGS
Router(config)# cable service class 1 sched-type 6
Router(config)# cable service class 1 grant-size 100
Router(config)# cable service class 1 grant-interval 20000
Router(config)# cable service class 1 grant-jitter 4000
Router(config)# cable service class 1 grants-per-interval 1
Router(config)# cable service class 1 min-packet-size 100
Router(config)# cable service class 1 req-trans-policy 0x1FF
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Router(config)# cable service class 1 tos-overwrite 0x1F 0xE0
Router(config)# cable service class 1 activity-timeout 30
Router(config)# cable service class 1 admission-timeout 30

___________________
例

Router(config)# cable service class 2 name UP_UGSAD
Router(config)# cable service class 2 sched-type 5
Router(config)# cable service class 2 grant-size 100
Router(config)# cable service class 2 grant-interval 20000
Router(config)# cable service class 2 grant-jitter 4000
Router(config)# cable service class 2 grants-per-interval 1
Router(config)# cable service class 2 poll-interval 10000
Router(config)# cable service class 2 poll-jitter 4000
Router(config)# cable service class 2 min-packet-size 100
Router(config)# cable service class 2 req-trans-policy 0x1FF
Router(config)# cable service class 2 tos-overwrite 0x1F 0xE0
Router(config)# cable service class 2 activity-timeout 30
Router(config)# cable service class 2 admission-timeout 30

___________________
例

Router(config)# cable service class 3 name UP_RTPS
Router(config)# cable service class 3 sched-type 4
Router(config)# cable service class 3 poll-interval 10000
Router(config)# cable service class 3 poll-jitter 4000
Router(config)# cable service class 3 min-rate 64000
Router(config)# cable service class 3 max-rate 128000
Router(config)# cable service class 3 max-burst 2000
Router(config)# cable service class 3 max-concat-burst 1522
Router(config)# cable service class 3 req-trans-policy 0x1FF
Router(config)# cable service class 3 tos-overwrite 0x1F 0xE0
Router(config)# cable service class 3 activity-timeout 30
Router(config)# cable service class 3 admission-timeout 30

___________________
例

Router(config)# cable service class 4 name UP_BE
Router(config)# cable service class 4 sched-type 2
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Router(config)# cable service class 4 priority 5
Router(config)# cable service class 4 min-rate 0
Router(config)# cable service class 4 max-rate 128000
Router(config)# cable service class 4 max-burst 2000
Router(config)# cable service class 4 max-concat-burst 1522
Router(config)# cable service class 4 req-trans-policy 0x0
Router(config)# cable service class 4 tos-overwrite 0x1F 0xE0
Router(config)# cable service class 4 activity-timeout 30
Router(config)# cable service class 4 admission-timeout 30

___________________
例

Router(config)# cable service class 5 name DOWN_BE
Router(config)# cable service class 5 priority 5
Router(config)# cable service class 5 min-rate 0
Router(config)# cable service class 5 max-rate 1000000
Router(config)# cable service class 5 max-burst 3000
Router(config)# cable service class 5 activity-timeout 30
Router(config)# cable service class 5 admission-timeout 30

___________________
例

___________________
例

Router(config)# cable
201 name hsd
Router(config)# cable
201 downstream
Router(config)# cable
201 max-rate 1024000
Router(config)# cable
201 min-rate 1024000
Router(config)# cable
201 peak-rate 2000000

service class
service class
service class
service class
service class

Router(config)# cable service
10 name REG-US
Router(config)# cable service
10 upstream
Router(config)# cable service
10 max-buff-size 20000
Router(config)# cable service
10 min-buff-size 10000
Router(config)# cable service
10 tar-buff-size 15000

class
class
class
class
class

関連機能
cableserviceclass コマンドは、次の機能を設定するために使用します。
• Cisco CMTS ルータのアップストリーム ケーブル インターフェイス機能の設定
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• Cisco CMTS ルータのアップストリーム スケジューラ モード

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableqosprofile

DOCSIS 1.0 QoS プロファイルを作成します。

showcableservice-class

作成されたサービス クラスを表示します。
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cable service flow activity-timeout
PacketCable が非アクティブである DOCSIS 1.1 環境のアクティビティ タイムアウトを設定するに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで cableserviceflowactivity-timeout コマンドを使
用します。設定したアクティビティ タイマーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
cable service flow activity-timeout n
no cable service flow activity-timeout [ <n> ]
___________________
構文の説明

n

タイムアウトの長さ（秒）。有効範囲は 0 ～
65535 秒です。この値を 0 に設定すると、サー
ビス フローがタイムアウトになることがありま
せん。

___________________
コマンド デフォルト

DOCSIS 1.0+ ケーブル サービス フローのデフォルトのタイムアウトの長さは 300 秒（5 分）です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC2

このコマンドが、非パケット ケーブル環境での DOCSIS 1.1 サービ
ス フロー処理のために導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 1.0+ のダイナミック サービス フローは、デフォルト アクティビティ タイムアウト（300
秒）を使用して作成されます。これにより、アイドル サービス フローが 5 分経過後に削除されま
す。この新しいコマンドは、さまざまなタイムアウト長オプションを使用して、DOCSIS 1.1 環境
内でこのような機能を有効にします。
DOCSIS 1.1 では、デフォルトの非アクティブ タイムアウトが、ダイナミック サービス フローの
作成をトリガーするアプリケーションによって設定されることがよくあります。PacketCable は、
Cisco CMTS でサポートされている場合にこの機能を頻繁に実行します。ただしこの新しいコマン
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ドは、非アクティブ タイムアウト（Cisco CMTS で PacketCable がアクティブではない期間）を設
定します。

（注）

PacketCable がサポートされている場合、PacketCable は PacketCable ゲートから非アクティブ
タイムアウトを設定し、このコマンドで設定されたタイムアウト値は、この PacketCable アク
ティビティにより上書きされます。これは、非アクティブ タイムアウトが 0 に設定されてお
り、サービス フローがタイムアウトになることがないように設定されている場合でも該当し
ます。
PacketCable 以外にも、このコマンドは、ケーブル モデムがダイナミック サービス フローのセッ
トアップを制御し、非アクティブなサービスフローを削除できるようにします。サービスフロー
の作成時に、要求のすべてのアップストリームおよびダウンストリーム フローがチェックされ、
設定されているアクティビティ タイムアウトを適用する必要があるかどうかが確認されます。

（注）

___________________
例

cableserviceflowactivity-timeout コマンドは新しいコールにだけ影響します。既存のハングして
いるフローはクリアしません。既存のフローをクリアするには、testcabledsdmac-addsid コマン
ドを使用します。

次の例は、グローバル コンフィギュレーション モードで、Cisco CMTS に接続しているモデムが
アクティビティ タイムアウト 0 を使用するように設定します。つまり、関連サービス フローは
PacketCable 以外の環境ではタイムアウトになることがありません。
Router(config)# cable service flow activity-timeout 0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableqosprofile

DOCSIS 1.0 QoS プロファイルを作成します。

（Cisco cBR シリーズ ルータを除く）
cableserviceflowinactivity-threshold

ダイナミック サービス フローが、アクティビ
ティ（DOCSIS 1.1 処理）を何も実行しない状態
でシステムに存在できる期間を設定します。

showcableservice-class

作成されたサービス クラスを表示します。
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cable service flow inactivity-threshold
Unsolicited Grant Service with Activity Detection （UGS-AD）を使用するサービス フローの非アク
ティブしきい値を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cableserviceflowinactivity-threshold コマンドを使用します。非アクティビティ タイマーを無効に
し、しきい値制限タイマーをデフォルトの 10 秒に戻して、USG アクティビティのみのサービス
フローに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable service flow inactivity-threshold n
no cable service flow inactivity-threshold n
___________________
構文の説明

n

しきい値制限を秒単位で指定します。デフォル
トは 10 秒です。設定可能な制限値は 1 ～ 3600
秒です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、デフォルト値（10 秒）で非アクティビティ タイマーが有効になります。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(4)CX

DOCSIS1.1 処理のために、cableservice-flowinactivity-timeout コマン
ドがこのコマンドに置き換わりました。

12.2(4)BC1

このコマンドのサポートがリリース 12.2 BC トレインに追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 1.1 では、CM がアップストリームの Unsolicited Grant Service （UGS）を要求できるため、
CM はリアルタイム トラフィック（Voice over IP（VoIP）コールなど）用に特定の量の固定ビッ
ト レート（CBR）帯域幅を予約できます。UGS-AD のバリエーションにより、一定期間にわたり
アクティビティが行われないと CMTS がサービス フローを Real Time Polling Service（RTPS）に切
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り替えることができます。このため、帯域幅は必要とされない場合には予約されません。その後、
フローが再びアクティブになると CM は UGS サービスを要求できます。

（注）

アップストリームでパケットを送信していないダイナミック サービス フローのウォッチドッ
グ クリーンアップを有効または無効にするために DOCSIS 1.0 処理で使用されていた
cableservice-flowinactivity-timeout コマンドが、このコマンドに置き換わりました。
cableserviceflowinactivity-threshold コマンドは、CMTS がUGS-AD から RTPS に切り替える前に、
サービスフローが非アクティブである必要がある期間を示す非アクティビティタイマーを設定し
ます。nocableserviceflowinactivity-threshold コマンドは、タイマーを無効にしてデフォルト値であ
る 10 秒にリセットします。これにより、CMTS はサービス フローがアイドルである場合でも、
常に UGS サービスをサービス フローに提供します。

注意

___________________
例

nocableserviceflowinactivity-threshold コマンドは、RTPS および UGS-AD サービスの使用を無
効にし、CMTS が UGS サービスだけを提供するように設定します。これにより、UGS-AD サー
ビス用に登録されている CM がアップストリーム伝送を実行できなくなるため、多数の CM が
UGS-AD サービス フローを要求すると、帯域幅が大幅に失われます。

次に、非アクティビティ タイマーを 20 秒に設定する例を示します。
Router(config)# cable service flow inactivity-threshold 20
Router(config)#

次のコマンドは非アクティビティタイマーを無効にします。これにより、サービスフローは非ア
クティブな間でも UGS として残ります。
Router(config)# no cable service flow inactivity-threshold
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableserviceclass

DOCSIS 1.1 サービス クラス パラメータを設定
します。

cableservice-flowinactivity-timeout

ダイナミック サービス フローが、アクティビ
ティ（DOCSIS 1.0 処理）を何も実行しない状態
でシステムに存在できる期間を設定します。

showcontrollerscable

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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cable service flow priority
ダウンストリーム拡張ヘッダーでサービス フローのプライオリティを有効にするには、グローバ
ル コンフィギュレーション モードで cableserviceflowpriority コマンドを使用します。この機能を
無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable service flow priority
no cable service flow priority
___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン ダウンストリーム拡張ヘッダーでサービス フローのプライオリティを有効にするには、グローバ
ル コンフィギュレーション モードで cableserviceflowpriority コマンドを使用します。
次に、グローバル コンフィギュレーション モードでダウンストリーム拡張ヘッダーのサービス
フローのプライオリティを有効にする例を示します。
Router(config)# cable service flow priority

show running-config | in service flow コマンドは、機能の有効ステータスを確認するために使用し
ます。
Router(config)# show running-config | in service flow
cable service flow priority

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show running-config | in service flow

作成されたサービス クラスを表示します。
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cable service type
サービス タイプと一致する CM をダウンストリーム周波数にリダイレクトするには、グローバル
コンフィギュレーション モードで cableservicetype コマンドを使用します。CM のリダイレクトを
取り消すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable service type service-type-id ds-frequency frequency
no cable service type service-type-id ds-frequency frequency
___________________
構文の説明

service-type-id

リダイレクトされるサービス タイプ識別子を指
定します。
service-type-id の最大長は 16 です。
CM のリダイレクト先ダウンストリーム周波数
を指定します。

ds-frequencyfrequency

___________________
コマンド デフォルト

ディセーブル

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、特定のサービス タイプ識別子と一致する CM をダウンストリーム周波数にリダ
イレクトします。複数のサービス タイプを 1 つの周波数にリダイレクトできます。ただし、1 つ
のサービス タイプを複数の DS 周波数にリダイレクトすることはできません。
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___________________
例

次に、サービス タイプに一致する CM をダウンストリーム周波数にリダイレクトする例を示しま
す。
Router(config)# cable service type commercial ds-frequency 519000000
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cable set mpls-experimental
マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）ラベルに EXP ビットを指定するには、イーサ
ネット サービス コンフィギュレーション モードで cablesetmpls-experimental コマンドを使用しま
す。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable set mpls-experimental value
no cable set mpls-experimental value
___________________
構文の説明

value

MPLS ラベルの EXP ビット。有効な値の範囲は
0 ～ 7 です。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドを使用しない場合は、MPLS ラベルの EXP ビットは 0 に設定されます。

___________________
コマンド モード

イーサネット サービス コンフィギュレーション（config-ethsrv）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン EXP ビットは、WAN インターフェイスの出力レイヤ 2 VPN トラフィックのすべての内部および
外部 MPLS ラベルに設定されます。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータで MPLS ラベルの EXP ビットを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable l2vpn 0000.396e.6a68 customer1
Router(config-l2vpn)# service instance 2000 Ethernet
Router(config-ethsrv)# xconnect 101.1.0.2 221 encapsulation mpls pw-type 4
Router(config-ethsrv)# cable set mpls-experimental 7

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
735

ケーブル コマンド：cable s
cable set mpls-experimental

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablel2vpn

イーサネット L2VPN サービスを有効にし、
L2VPN コンフィギュレーション モードを開始
します。

serviceinstance

特定の顧客のためにイーサネット サービス イ
ンスタンスを設定します。

xconnect

接続回線を疑似回線にバインドします。
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cable sflog
サービス フロー ロギングを有効にし、ログのエントリの数と期間を設定するには、グローバル
コンフィギュレーション モードで cablesflog コマンドを使用します。サービス フロー ロギングを
無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable sflog max-entry number entry-duration time
no cable sflog
___________________
構文の説明

サービス フロー ログの最大エントリ数を指定
します。ログがいっぱいになると、新しいエン
トリの領域を確保するために最も古いエントリ
が削除されます。有効範囲は 0 ～ 59999、デフォ
ルトは 0 です（サービス フロー ロギングの無
効化）。

max-entry-->number

（注）

max-entry 値は、Cisco uBR7100 シリー
ズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルー
タではシャーシ全体に適用されます
が、Cisco uBR10012 ルータおよび
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブ
ロードバンド ルータでは個々のケー
ブル ライン カードに適用されます。

エントリをサービス フロー ログに維持できる
期間を秒単位で指定します。CMTS は、この値
よりも古いエントリをログから削除します。有
効範囲は 1 ～ 86400 秒、デフォルトは 3600 秒
（1 時間）です。

entry-duration-->time

___________________
コマンド デフォルト

max-entry = 0（サービス フロー ロギングが無効）および entry-duration = 3600 秒

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
737

ケーブル コマンド：cable s
cable sflog

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 現在開発中の DOCSIS 仕様では、DOCSIS CMTS が、削除されたサービス フローのエントリを含
むログ テーブルを維持する必要があります。cablesflog コマンドは、削除されたサービス フロー
をこのテーブルに記録できるようにして、ログの最大エントリ数を設定します。ログがいっぱい
になると、最も新しいエントリの領域を確保するために最も古いエントリが削除されます。
このコマンドは、各エントリをログに維持できる期間も設定されます。エントリがテーブルに保
存されている期間が指定された期間を経過すると、ログがいっぱいではなくても CMTS はそのエ
ントリを削除します。
サービス フロー ログを表示するには、SNMP コマンドを使用して docsQosServiceFlowLogTable
テーブルの docsQosServiceFlowLogEntry エントリを表示します。これらの属性は、「Data Over
Cable System Interface Specification Quality of Service Management Information Base (DOCSIS-QOS MIB)」
（インターネット ドラフト）で定義されています。
Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 は、この DOCSIS-QOS MIB ドラフトのバージョン 4 をサポートし
ています。このドラフトは IETF Internet-Drafts Web サイト（http://http://www.ietf.org/ID.html）から
入手できます。

（注）

このドキュメントのリリース時点では DOCSIS-QOS MIB はドラフト フォームであるため、今
後の Cisco IOS ソフトウェア リリースで変更される可能性があります。
このコマンドにより指定される max-entry 値は、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シ
リーズ ルータではシャーシ全体に適用されますが、Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco cBR シリー
ズ コンバージド ブロードバンド ルータでは個々のライン カードに適用されます。それでも、Cisco
uBR10012 および Cisco cBR シリーズ ブロードバンド ルータは、削除されたすべてのサービス フ
ローが含まれる 1 つのログ テーブルだけを維持します。
たとえば Cisco uBR7200 シリーズ ルータで max-entry 値が 10,000 に設定されている場合、サービ
ス フロー ログ テーブルには、シャーシ内のすべてのケーブル ライン カードのエントリが最大
10,000 件収容されます。4 つのケーブル ライン カードが装着されている Cisco uBR100012 ルータ
で max-entry 値が 10,000 に設定されている場合、サービス ログ テーブルには最大 40,000 件のエ
ントリ（各ライン カードの最大エントリ数が 10,000）が収容されます。

___________________
例

次に、ログの最大エントリ数を 2,000 に設定し、各エントリがログに最大 2 時間（7200 秒）維持
されるように設定してサービス フロー ロギングを有効にする例を示します。
Router(config)# cable sflog max-entry 2000 entry-duration 7200
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次に、max-entry 値をデフォルトの 0 に設定し、サービス フロー ロギングを無効にする例を示し
ます。
Router# configure terminal
Router(config)# no cable sflog
Router(config)# exit
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableservice-flowinactivity-timeout

ダイナミック サービス フローが、アクティビ
ティ（DOCSIS 1.0 処理）を何も実行しない状態
でシステムに存在できる期間を設定します。

cableserviceflowinactivity-threshold

ダイナミック サービス フローが、アクティビ
ティ（DOCSIS 1.1 処理）を何も実行しない状態
でシステムに存在できる期間を設定します。
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cable shared-secondary-secret
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルの処理と CMTS への登録のために CM で使用できる 1
つ以上のセカンダリ共有秘密キーを設定するには、ケーブルインターフェイスコンフィギュレー
ション モードで cableshared-secondary-secret コマンドを使用します。セカンダリ共有秘密を削除
するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable shared-secondary secret index index-num [0| 7] authentication-key
no cable shared-secondary secret index index-num
___________________
構文の説明

indexindex-num

登録プロセス中に CM を検証するために CMTS
で使われるセカンダリ共有秘密の順序を指定し
ます。有効範囲は 1 ～ 16 です。

0

（任意）暗号化されていないメッセージが後に
続くことを指定します。

7

（任意）暗号化されたメッセージが後に続くこ
とを指定します。
（注）

authentication-key

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

共有秘密文字列を指定するテキスト文字列。
servicepassword-encryption--> コマンドを一緒
に使用すると、このキーは暗号化形式で保存さ
れます。テキスト文字列には、最大で 80 文字
の長さの任意の文字列を使用できます。

セカンダリ共有秘密は使用されません。暗号化オプションが指定されていない場合、
servicepassword-encryption--> コマンドが一緒に指定されていれば、キーは暗号化テキストとして
コンフィギュレーション ファイルに保存されます。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）
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ほとんどの場合、ユーザは 7 オプショ
ンをコマンドラインで使用しません。
事前に暗号化されたパスワードが必要
となるためです。7 オプションが役立
つ唯一の典型的な例は、別のルータの
コンフィギュレーション ファイルか
らコマンドをカット アンド ペースト
する場合です。

ケーブル コマンド：cable s
cable shared-secondary-secret

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(8)BC2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 登録プロセス中に CM にダウンロードされる DOCSIS コンフィギュレーション ファイルが無許可
でインターセプトされて改変されるのを防ぐために、cableshared-secret コマンドを補足する目的
で cableshared-secondary-secret コマンドを使用できます。DOCSIS 仕様では、CM からダウンロー
ドされる DOCSIS コンフィギュレーション ファイルの MD5 メッセージ整合性チェック（MIC）
値を計算するために CM と CMTS が共有秘密（秘密暗号化文字列）を使用できます。
コンフィギュレーション ファイルを正常に復号化および処理して CMTS に登録するために、CM
は正しい共有秘密暗号化文字列を使用する必要があります。正しい暗号化文字列が CM にない場
合、適切な MIC 値を計算することはできず、showcablemodem コマンドはモデムに関する reject(m)
を表示し、MIC 認証の失敗を示します。
cableshared-secondary-secret コマンドを使用すると、ケーブル事業者は最大 16 個の代替的な
DOCSIS 共有秘密を指定できます。登録中に CM で MIC 認証が失敗した場合、CMTS は代替的な
共有秘密を使用して MIC 値を検査します。一致が見つかると、CM はオンラインになることが許
可されます。CM から返される値に一致する代替 MIC 値がない場合、CMTS は CM がオンライン
になることを許可せず、MIC 認証失敗をログに記録します。
セカンダリ共有秘密を使用すると、MSO は共有秘密キーの変更を段階的に実施できます。共有秘
密が不正に改変された場合、または共有秘密を定期的に変更することを MSO が決定した場合、
MSO は -->cableshared-secret コマンドを使用してプライマリ共有秘密をただちに変更できます。
cableshared-secondary-secret コマンドを使用して、以前のキーをセカンダリ共有秘密にできます。
これにより、新しい共有秘密を使用するようすべての DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
が MSO によって変更されるまで、CM は登録を続行できます。
セカンダリ共有秘密機能を使用するには、次の操作を実行する必要があります。
• cableshared-secret コマンドを使用して共有秘密を指定する必要があります。プライマリ共有
秘密をまだ指定していない場合、cableshared-secondary-secret コマンドを実行しても効果が
ありません。

（注）

登録に時間がかかりすぎるのを防ぐために、特定の時点でほとんどの CM がプライマリ共有秘
密を使用すべきです。
• MD5 MIC 値を作成するために共有秘密暗号化文字列を使用する DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルを作成します。これを行うには、Cisco DOCSIS Configurator ツールを使用
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し、[Miscellaneous] パラメータの [CMTS Authentication] フィールドに共有秘密文字列を入力
します。

ヒント

共有秘密文字列そのものは DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに保存されないため、
Cisco DOCSIS Configurator ツールを使って DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作成ま
たは編集するときには必ず [CMTS Authentication] フィールドに文字列を再入力する必要があり
ます。
• 1 つ以上の一致する共有秘密文字列を使ってケーブル インターフェイスを設定するには
cableshared-secondary-secret コマンドを使用します。インターフェイスで設定される文字列
は、そのインターフェイスで CM にダウンロードされる DOCSIS コンフィギュレーション
ファイルの作成時に使われた文字列と一致する必要があります。一致しない場合、CM は登
録できません。また、インターフェイスごとに異なるコンフィギュレーション ファイルの
セットを使用している場合は、インターフェイスごとに異なる共有秘密を使用できます。
• CMTS 設定で共有秘密文字列を暗号化するには、ルータの設定に servicepassword-encryption
グローバル コンフィギュレーション コマンドを含める必要があります。

（注）

___________________
例

内部 DOCSIS コンフィギュレーション ファイル エディタ（cableconfig-file コマンド）により
作成されたファイルでは、共有秘密機能を使用できません。

次の例は、暗号化されたキーを使用して複数のセカンダリ共有秘密文字列を指定する方法を示し
ています。
Router# configure terminal
Router(config)# service password-encryption
Router(config)# int c6/0
Router(config-if)# cable shared-secret n01jk_1a
Router(config-if)# cable shared-secondary-secret index 1 cabl3-x21b
Router(config-if)# cable shared-secondary-secret index 2 dasc9_ruld55ist5q3z
Router(config-if)# cable shared-secondary-secret index 3 j35u556_x_0
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router# show running-config | include shared
cable shared-secret 7 1407513181A0F13253920
cable shared-secondary-secret 7 14031A021F0D39263D3832263104080407
cable shared-secondary-secret 7 071B29455D000A0B18060615142B38373F3C2726111202431259545D6
cable shared-secondary-secret 7 0501555A34191B5F261D28420A555D
Router#
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（注）

___________________
関連コマンド

この例では、共有秘密文字列が最初にクリア テキストとして入力されますが、
servicepassword-encryption コマンドが使用されるため、文字列はコンフィギュレーション ファ
イル内で暗号化されます。

コマンド

説明

cabledynamic-secret

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルが動
的に生成され共有秘密を使って検証されるよう
に、動的共有秘密機能を有効にします。

cableshared-secret

ケーブル モデムが DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルを処理して CMTS に正常に登
録するために使用する必要のある認証共有秘密
キーを設定します。

cabletftp-enforce

登録およびオンライン運用を許可される前に、
Trivial File Transfer Protocol（TFTP）を使用し
ケーブル インターフェイスを通して DOCSIS コ
ンフィギュレーション ファイルのダウンロード
を試行するよう、ケーブル インターフェイス上
のすべての CM に要求します。
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cable shared-secret
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルの処理と CMTS への登録のために CM で使用する必要
のある認証共有秘密暗号キーを設定するには、ケーブルインターフェイスコンフィギュレーショ
ン モードで cableshared-secret コマンドを使用します。CM 登録時の共有秘密鍵の使用を無効にす
るには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable shared-secret [0| 7] authentication-key
no cable shared-secret
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable shared-secret{0 | 7} authentication-key
___________________
構文の説明

0

（任意）暗号化されていないメッセージ（クリ
アテキスト）が後に続くことを指定します。

7

（任意）暗号化されたメッセージが後に続くこ
とを指定します。
（注）

authentication-key

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

共有秘密文字列を指定するテキスト文字列。
servicepassword-encryption--> コマンドを一緒
に使用すると、このキーは暗号化形式で保存さ
れます。テキスト文字列には、最大で 80 文字
の長さの任意の文字列を使用できます。

登録時に共有秘密暗号キーは使用されず、デフォルト DOCSIS MD5 暗号化チェックサムだけが使
用されます。暗号化オプションを指定せずに cableshared-secret を指定した場合、
servicepassword-encryption--> コマンドが一緒に指定されていれば、キーは暗号化されたパスワー
ドとしてコンフィギュレーション ファイルに保存されます。
インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）
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ほとんどの場合、ユーザは 7 オプショ
ンをコマンドラインで使用しません。
事前に暗号化されたパスワードが必要
となるためです。7 オプションが役立
つ唯一の典型的な例は、別のルータの
コンフィギュレーション ファイルか
らコマンドをカット アンド ペースト
する場合です。

ケーブル コマンド：cable s
cable shared-secret

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 登録プロセス中に CM にダウンロードされる DOCSIS コンフィギュレーション ファイルが無許可
でインターセプトされて改変されるのを防ぐために、cableshared-secret コマンドを使用できます。
cableshared-secret コマンドは、CMTS で MD5 メッセージ整合性チェック（MIC）値の計算に使わ
れる秘密暗号化文字列を指定します。この値はすべての DOCSIS コンフィギュレーション ファイ
ルに付加され、CM と CMTS はこれを使ってファイルの整合性を検証します。
コンフィギュレーション ファイルを正常に復号化および処理して CMTS に登録するために、CM
は共有秘密暗号化文字列を使用する必要があります。正しい暗号化文字列が CM にない場合、適
切な MIC 値を計算することはできず、showcablemodem コマンドはモデムに関する reject(m) を表
示し、MIC 認証の失敗を示します。
共有秘密機能を使用するには、次の操作を実行する必要があります。
• MD5 MIC 値を作成するために共有秘密暗号化文字列を使用する DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルを作成します。これを行うには Cisco DOCSIS Configurator ツールを使用し、
[Miscellaneous] パラメータの [CMTS Authentication] フィールドに共有秘密文字列を入力しま
す。

（注）

共有秘密文字列そのものは DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに保存されないため、
Cisco DOCSIS Configurator ツールを使って DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作成ま
たは編集するときには必ず [CMTS Authentication] フィールドに文字列を再入力する必要があり
ます。
• 一致する共有秘密文字列を使ってケーブル インターフェイスを設定するには、
cableshared-secret コマンドを使用します。インターフェイスで設定される文字列は、そのイ
ンターフェイスで CM にダウンロードされる DOCSIS コンフィギュレーション ファイルの作
成時に使われた文字列と一致する必要があります。一致しない場合、CMは登録できません。
また、インターフェイスごとに異なるコンフィギュレーション ファイルのセットを使用して
いる場合は、インターフェイスごとに異なる共有秘密を使用できます。
• CMTS 設定で共有秘密文字列を暗号化するためには、ルータの設定に
servicepassword-encryption グローバル コンフィギュレーション コマンドを含める必要があ
ります。
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（注）

内部 DOCSIS コンフィギュレーション ファイル エディタ（cableconfig-file コマンド）により
作成されたファイルでは、共有秘密機能を使用できません。

（注）

また、Cisco IOS リリース 12.2(8)BC2 以降では、cableshared-secondary-secret--> コマンドを
使って複数の共有秘密文字列を指定することもできます。これにより、新しい共有秘密文字列
を段階的に導入できます。
共有秘密パスワード使用時のアップグレード
Cisco IOS リリース 12.2 BC では、cableshared-secret コマンドに使われる暗号化アルゴリズムが変
更されました。Cisco IOS 12.1 EC または 12.0 SC リリースからアップグレードする場合には、暗号
化されたパスワードを含んでいる cableshared-secret--> 設定行をカット アンド ペーストできませ
ん。代わりに、CLI プロンプトで元の共有秘密パスワードを再入力し、その後で設定を再保存す
る必要があります。
たとえば実際の共有秘密パスワードが「cm-sharedsecret-password」である場合、CLI プロンプトで
cableshared-secretcm-sharedsecret-password コマンドを入力します。パスワード暗号化が有効に
なっている場合、コンフィギュレーション ファイルには新しい暗号化パスワードだけが示されま
す。

（注）

___________________
例

この変更は、コンフィギュレーション ファイルに保存されるパスワードの暗号化にのみ影響
を与えます。CMTS と CM の間で使用される実際の暗号化には影響しないので、CM の DOCSIS
コンフィギュレーション ファイルで共有秘密を変更する必要はありません。

次の例は、暗号化されたキーを使って共有秘密文字列を指定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# service password-encryption
Router(config)# int c6/0
Router(config-if)# cable shared-secret password
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router# show running-config | include shared
cable shared-secret 7 1407513181A0F13253920
Router#

（注）

この例では、共有秘密文字列が最初にクリア テキストとして入力されますが、
servicepassword-encryption コマンドが使用されるため、コンフィギュレーション ファイル内
で文字列が暗号化されます。
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次の例は、ケーブル インターフェイスで共有秘密暗号キーの使用を解除する方法を示していま
す。その後、この特定のインターフェイスは、MD5 チェックサムの計算時に使用される共有秘密
をすべて無視するようになります。
Router# configure terminal
Router(config)# int c6/0
Router(config-if)# no cable shared-secret
Router(config-if)# end
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledynamic-secret

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルが動
的に生成され共有秘密を使って検証されるよう
に、動的共有秘密機能を有効にします。

cableshared-secondary-secret

ケーブル モデムが DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルを処理して CMTS に正常に登
録するために使用可能な 1 つ以上のセカンダリ
共有秘密キーを設定します。

cabletftp-enforce

登録およびオンライン運用を許可される前に、
Trivial File Transfer Protocol（TFTP）を使用し
ケーブル インターフェイスを通して DOCSIS コ
ンフィギュレーション ファイルのダウンロード
を試行するよう、ケーブル インターフェイス上
のすべての CM に要求します。
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cable sid-cluster-group
ケーブル インターフェイス ライン カードで SID クラスタ グループを設定するには、ケーブル イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードで cablesid-cluster-group コマンドを使用します。
設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable sid-cluster-group [dynamic| req-multiplier value| num-of-cluster number]
no cable sid-cluster-group [dynamic| req-multiplier value| num-of-cluster number]
___________________
構文の説明

dynamic

これを指定すると、サービス フロー レートに
基づいて SID クラスタが動的に生成されます。

req-multipliervalue

キューの深さ要求バイト乗数を指定します。有
効な値は 1、2、4、8、16 です。Multiple Transmit
Channel モードが有効な場合、ケーブル モデム
はキューの深さに基づく要求をすべての帯域幅
要求で使用します。

num-of-clusternumber

SID クラスタの数を指定します。有効値は 1 ～
8 です。デフォルト値は 1 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 必要なアップストリーム ボンディング速度を達成するように cablesid-cluster-groupnum-of-cluster2
コマンドを設定します。あるいは、ケーブルモデムファイルで大きなアップストリーム最大トラ
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フィック バースト（たとえば 30 kB）を使用します。ケーブル モデム ファイル内の最大連結バー
ストを変更する必要はありません。その理由は、DOCSIS 3.0 が Continuous Concatenations and
Fragmentation（CCF）を使用し、[Max Contact] フィールドでデフォルト値 3044 を使用するためで
す。
cablesid-cluster-group コマンドを使用しない場合、ルータはデフォルト SID クラスタ設定を受け
入れます。デフォルトでは、1 つの SID クラスタだけが設定されます。
___________________
例

次の例は、Cisco uBR10012 ルータ上のスロット 5、サブスロット 1、およびポート 0 のケーブル
インターフェイスで SID クラスタを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# cable sid-cluster-group
Router(config-if)# cable sid-cluster-group dynamic
Router(config-if)# cable sid-cluster-group req-multiplier 8
Router(config-if)# cable sid-cluster-group num-of-cluster 2

関連機能
アップストリーム チャネル ボンディング機能を設定するには cablesid-cluster-group コマンドを使
用します。
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablesid-cluster-switching

ケーブル インターフェイス ライン カードでの
SID クラスタ スイッチオーバー条件を指定しま
す。
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cable sid-cluster-switching
ケーブル インターフェイス ライン カードでサービス ID（SID）クラスタ スイッチオーバー条件
を指定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cablesid-cluster-switching コマンドを使用します。設定を無効にするには、このコマンドの no 形
式を使用します。
cable sid-cluster-switching [max-outstanding-byte value| max-request value| max-time seconds|
max-total-byte value]
no cable sid-cluster-switching [max-outstanding-byte value| max-request value| max-time seconds|
max-total-byte value]
___________________
構文の説明

max-outstanding-bytevalue

（任意）SID クラスタを使用する未処理の要求
の合計サイズ（バイト単位）を指定します。有
効値の範囲は、0 ～ 4294967295 です。

max-requestvalue

（任意）SID クラスタを使って実行できる要求
の最大数を指定します。有効値の範囲は、0 ～
255 です。デフォルト値は 1 です。
（注）

max-timemilliseconds

（任意）サービス フローが帯域幅要求に SID ク
ラスタを継続して使用できる合計時間をミリ秒
単位で指定します。有効値の範囲は、0 ～ 65535
です。

max-total-bytevalue

（任意）SID クラスタを使用して要求できるバ
イト数の合計を指定します。有効値の範囲は、
0 ～ 4294967295 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
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この設定に値 0 を使用しないでくだ
さい。値 0 は、シスコ内部専用とし
て使用されます。
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cable sid-cluster-switching

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン サービス フローに 1 つの SID クラスタだけが含まれる場合、SID クラスタ スイッチオーバー条件
の制限に達すると、SID クラスタがクリアされるまで、ケーブル モデムは帯域幅要求の送信を停
止します。
SID クラスタ設定とスイッチオーバーの条件の組み合わせは、システム全体のパフォーマンスに
影響することがあります。このため、正当な理由がない限りスイッチオーバーの条件をカスタマ
イズすることは推奨されません。デフォルトのスイッチオーバー条件は、ほとんどの要件を満た
します。cablesid-cluster-switching コマンドを使用しない場合、ルータはデフォルトの SID クラス
タ スイッチオーバー条件を受け入れます。つまり、SID クラスタを使用して 1 つの要求だけを実
行できます。
___________________
例

次の例は、Cisco uBR10012 ルータ上のスロット 5、サブスロット 1、およびポート 0 のケーブル
インターフェイスで SID クラスタ スイッチオーバー条件を設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# cable sid-cluster-switching
Router(config-if)# cable sid-cluster-switching
Router(config-if)# cable sid-cluster-switching
Router(config-if)# cable sid-cluster-switching
Router(config-if)# cable sid-cluster-switching

___________________
関連コマンド

max-outstanding-byte 4444
max-request 222
max-time 444
max-total-byte 67890

コマンド

説明

cablesid-cluster-group

ケーブル インターフェイス ラインカードでの
SID クラスタを設定します。
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cable sip cir-scale
SIP 上のすべてのモジュラ ケーブル インターフェイスとワイドバンド インターフェイスのアド
ミッション制御（AC）帯域幅をスケーリングするための認定情報レート（CIR）スケーリング率
を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cable sip cir-scale コマンドを使
用します。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable sip slot cir-scale percent
no cable sip slot cir-scale
___________________
構文の説明

slot

Cisco uBR10012 ルータ上の SIP のスロット番号。有効な値は 1 と 3 です。

percent

SIP の AC 帯域幅のスケーリング率。有効範囲は 10 ～ 100 です。

___________________
コマンド デフォルト

SIP の AC 帯域幅はスケーリングされません（つまり 100%）。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン CIR スケーリングが設定されている場合、指定された percent に基づいて最大予約帯域幅がスケー
リングされます。

（注）

CIR スケーリング値を頻繁に変更するとシステム負荷が増加する可能性があるため、頻繁には
変更しないでください。
次の表に、CIR スケーリングの推奨値を示します。
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表 12：CIR スケーリングの推奨値

SPA（共有ポート アダプタ）

推奨される CIR スケーリング

4 x Cisco 3 Gbps ワイドバンド共有ポート アダプタ

100 %

4 x Cisco 6 Gbps ワイドバンド共有ポート アダプタ

50 %

2 x Cisco 6 Gbps ワイドバンド共有ポート アダプタ

100 %

1 x Cisco 6 Gbps ワイドバンド共有ポート アダプタ お 80%
よび 3 x Cisco 3 Gbps ワイドバンド共有ポート アダプ
タ

___________________
例

次に、CIR 値を 50% に設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable sip 1 cir-scale 50
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cable sip fpd-auto
カードの設定に基づいてフィールド プログラマブル デバイス（FPD）イメージの自動アップグ
レードとダウングレードを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cable sip
fpd-auto コマンドを使用します。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
cable sip slot fpd-auto
___________________
構文の説明

slot

Cisco uBR10012 ルータ上の SIP のスロット番
号。有効な値は 1 と 3 です。

___________________
コマンド デフォルト

FPD イメージの自動アップグレードとダウングレードが無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCI1

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco 3 Gbps ワイドバンド共有ポート アダプタ FPD イメージの自動アップグレードおよび Cisco
6 Gbps ワイドバンド共有ポート アダプタ FPD イメージの自動ダウングレードを実行するために、
このコマンドを使用できます。
___________________
例

次の例は、FPD イメージの自動アップグレードとダウングレードを有効にする方法を示していま
す。
Router# configure terminal
Router(config)# cable sip 1 fpd-auto
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cable sip ib-stats
SIP で Ironbus スループット警告メッセージしきい値および出力間隔を設定するには、グローバル
コンフィギュレーション モードで cable sip ib-stats コマンドを使用します。この設定を無効にす
るには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable sip slot ib-stats bandwidth-usage percent message-throttle minutes
no cable sip slot ib-stats
___________________
構文の説明

slot

Cisco uBR10012 ルータ上の SIP のスロット番号。有
効な値は 1 と 3 です。

bandwidth-usage percent

帯域幅使用率をパーセンテージで指定します。有効
範囲は 50 ～ 100 です。デフォルト値は 90% です。

message-throttle minutes

警告メッセージの間隔を分単位で指定します。有効
範囲は 0 ～ 60 です。デフォルト値は 2 分です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン
（注）

警告メッセージ間隔を 0 に設定すると、警告メッセージは表示されません。
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___________________
例

次の例は、帯域幅使用率を 50% に設定し、警告メッセージ間隔を 10 分に設定する方法を示して
います。
Router# configure terminal
Router(config)# cable sip 1 ib-stats bandwidth-usage 50 message-throttle 10

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show ib statistics

Ironbus 統計情報を表示します。
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cable snmp cache active
SNMP キャッシュ ステータスを有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cable snmp cache active コマンドを使用します。設定を無効にするには、このコマンドの no 形式
を使用します。
cable snmp cache active
no cable snmp cache active
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

SNMP キャッシュが有効です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に導入されました。このコマンドは、cable bgsync active に置
き換わるものです。

___________________
使用上のガイドライン
重要

SNMP キャッシュ ステータスを有効または無効にするには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで service internal コマンドを設定する必要があります。
SNMP キャッシュ情報を スーパーバイザ に保存する期間はエージ（age）と呼ばれ、5 秒に設定さ
れます。

___________________
例

次の例は、SNMP キャッシュ ステータスを有効にする方法を示しています。
Router(config)# service internal
Router(config)# cable snmp cache active
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show cable snmp cache-status

SNMP キャッシュ ステータスを表示します。
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cable snmp iftype ds-phy
ダウンストリーム物理チャネルの iftype をシスコ定義モード（デフォルト）と IANA 定義モード
の間で切り替えるには、cable snmp iftype ds-phy コマンドを使用します。
cable snmp iftype ds-phy value
___________________
構文の説明

value

DS_PHY の iftype を指定します。次の値を使用できます：
• 1：DS_PHY の iftype に関するシスコ定義の値。
• 257：DS_PHY の iftype に関する IANA 定義の値。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルト値は 1（シスコで定義されている iftype）です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCH5

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCI1

このコマンドは、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH5 から統合され
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン ダウンストリーム物理チャネルの iftype を、シスコ定義値 1（デフォルト）から IANA 定義値 257
に変更するには、このコマンドを使用します。また、このコマンドを使ってデフォルトのシスコ
定義値に復元することもできます。
___________________
例

次の例は、ダウンストリーム物理チャネルの iftype 値を IANA の値に変更する方法を示していま
す。
Router(config)#cable snmp iftype ds-phy 257
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次に、iftype 値が変更されたことを検証する例を示します。
Router#show running-config | include iftype
cable snmp iftype ds-phy 257
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cable source-route
Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンス ソース ルートを設定するには、ケーブル モデ
ムのサブインターフェイス コンフィギュレーション モードで cablesource-route コマンドを使用し
ます。このルートを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable source-route
no cable source-route
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

VRF ソース ルートは設定されていません。

___________________
コマンド モード

サブインターフェイス コンフィギュレーション（config-subif）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

（注）

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

次に、VRF ソース ルートを設定する例を示します。

このコマンドは、Cisco uBR10012 ブロードバンド ルータでのみサポートされています。
Router(config-subif)# cable source-route

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablevrf-steeringcable-modem

ケーブル モデムを、指定した VRF にステアリ
ングまたはダイレクトします。

ipvrf

VRF インスタンスを定義し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
761

ケーブル コマンド：cable s
cable source-route

コマンド

説明

showiparpvrf

ARP テーブル内の特定のケーブル モデムを含
む VRF を表示します。
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cable source-verify
アップストリームの CM および CPE デバイスの IP アドレスの検証を有効にするには、バンドル
インターフェイス コンフィギュレーション モードで cablesource-verify コマンドを使用します。
検証を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable source-verify [dhcp| leasetimer value]
no cable source-verify
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

dhcp

（任意）アップストリーム データ パケット内
の不明な送信元 IP アドレスを検証するために
クエリが送信されることを指定します。

leasetimervalue

（任意）リース時間が期限切れになった IP ア
ドレスを見つけるためにルータが内部 CPE デー
タベースを検査する頻度を示す時間を分単位で
指定します。有効な値の範囲は 1 ～ 240 分、デ
フォルトは 60 分です。

ディセーブルdhcp オプションが指定されている場合、leasetimer オプションはデフォルトの 60 分
になります。

バンドル インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

12.0(7)T

dhcp キーワードが追加されました。

12.0(10)SC、12.1(2)EC

次のトレインのサポートが追加されました。

12.1(3a)EC

サブインターフェイスのサポートが追加されました。

12.1(13)EC、12.2(11)BC1

leasetimer キーワードが追加されました。

12.2(15)BC1

dhcp キーワード使用時の CPE デバイスの検証が変更されました。
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リリース

変更内容

12.2(15)BC2

ケーブル インターフェイスとは異なるサブネットにある CM および
CPE デバイスの検証のサポートが拡張され、リバース パス フォワー
ディング（RFP）を使用できるようになりました。

12.3(9a)BC

Cisco IOS リリース 12.3(9a) で、CPE デバイスからリース クエリを派
生させるために SID 単位で使用するオプションが追加されました。
また、このリリースでは、ダウンストリーム トラフィックにより開
始されたリース クエリのグローバル レート制限が導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン バンドルのバンドル インターフェイスで cablesource-verify コマンドを設定すると、バンドル内の
すべてのスレイブ インターフェイスに対してもこのコマンドが設定されます。
cablesource-verify コマンドは、各 CM からのアップストリーム パケットがそのパケットの IP ア
ドレスに関連付けられていることを検証します。これは、CM やその CPE デバイスによる IP アド
レスのスプーフィングを防ぐうえで役立ちます。CM に関連付けられている IP アドレスに一致し
ない IP アドレスを持つパケットは破棄されます。
Cisco CMTS を Denial of Service（DoS）攻撃から保護する目的で、Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC
では、CPE デバイスからリース クエリを派生させるために SID 単位で使用するオプションが追加
されました。また、このリリースでは、ダウンストリーム トラフィックにより開始されたリース
クエリのグローバルレート制限も導入されました。これらの機能拡張により、cablesource-verifydhcp
コマンドと nocablearp コマンドを使って Cisco CMTS が設定されている場合の Dynamic Host
Configuration Protocol（DHCP）Receive および ISR プロセスの CPU 使用率が減少します。
cablesource-verifydhcp コマンドと nocablearp コマンドが設定されると、ダウンストリーム パケッ
トに関する DHCP リース クエリが送信され、バンドル インターフェイスで設定済みの IP アドレ
ス範囲にある不明な IP アドレスが検証されます。
DHCP リース クエリがダウンストリーム方向で機能するためには、Cisco Network Registrar（CNR）
が DHCP Option 82 を認識する必要があります。CMTS で CPE IP アドレスを正しい CM にマッピ
ングするためには、これが必要です。これを行うには、DHCP DISCOVER メッセージの中にサー
ビス クラス リレー エージェント オプションを挿入するよう、バンドル インターフェイスで
ipdhcprelayinformationoption コマンドを設定します。設定が完了したら、DHCP DISCOVER 実行
中に DHCP Option 82 の値が CNR によりキャッシュに入れられ、その IP アドレスに関する後続の
DHCP リース クエリでこの値が CMTS に返されます。
Cisco CMTS によって維持される 1 つのデータベースは、既知の CPE デバイスの MAC および IP
アドレスと、これらの CPE デバイス用にネットワーク アクセスを提供する CM とをリンクしま
す。CMTS は通常、CPE デバイスと DHCP サーバの間で送信される DHCP パケットを検査して得
られた情報を、このデータベースに入れます。この他の IP トラフィックは、どの CM がどの CPE
デバイスにサービスを提供するかの情報を提供します。
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cablesource-verify コマンドの発行後に、すべての IP アップストリーム パケットが検査されます。
CPE デバイスの IP アドレスと MAC アドレスが、既知のオンライン CM にすでに関連付けられて
いる場合は、通過が許可されます。そうでない場合、送信元 IP アドレスを検査して、それがケー
ブル ネットワークに属しているかどうか判別します。これが真で、しかも dhcp オプションが使
用されていない場合、パケットは通過を許可されます。
dhcp オプションの使用

（注）

dhcp オプションを使用するときには、Cisco CMTS でローカル DHCP サーバを有効にしてロー
カル DHCP アドレス プールを設定するために ipdhcppool コマンドを使用しないでください。
これにより DHCP アドレス検証が実行されなくなるためです。
dhcp オプションが使用される場合、ケーブル ネットワーク内の不明な IP アドレスを持つすべて
のパケットが破棄されますが、Cisco CMTS は IP アドレスを確認するために DHCP リース クエリ
メッセージを DHCP サーバに送信します。DHCP サーバから有効な応答を受信すると、CMTS は
新しい CPE デバイスの情報を使ってデータベースを更新し、今後のトラフィックの通過を許可し
ます。DHCP サーバが正常な応答を返さない場合、CPE からのすべてのトラフィックがドロップ
されます。
Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以降では、dhcp オプションによって検証が拡張され、有効な IP
アドレスを使ってオンラインになった後、未使用のスタティック IP アドレスを使ってユーザが再
設定した CPE デバイスも検証されます。Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以降では、DHCP サーバ
により割り当てられなかったスタティック IP アドレスを使用する CPE デバイスは、オンライン
運用が許可されません。dhcp オプションを使用している場合、CPE デバイスは、DHCP サーバに
よって割り当てられた IP アドレスを使用する必要があります。

（注）

cablesource-verifydhcp コマンドを設定した後、リース クエリを適切にトリガーするには
ipdhcprelayinformationoption コマンドを有効にする必要があります。
ipdhcprelayinformationoption コマンドが有効になっていない場合、リース クエリは CPE の IP
アドレスを適切に回復しません。

（注）

dhcp オプションは、静的に割り当てられたすべての IP アドレスを自動的にブロックします。
ただし、DHCP サーバがそれらのアドレスを認識し、適切なリース クエリを使って応答するよ
うに設定されている場合を除きます。
cablesource-verify コマンド自体は、何者かが他の顧客の IP アドレスを盗むことを防ぎます。
cablesource-verifydhcp コマンドは、DHCP サーバによって割り当てられていない IP アドレスを持
つ CPE デバイスへのアクセスをすべて拒否することで、セキュリティを強化します。
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（注）

この dhcp オプションを使用するには、DHCP サーバがリース クエリ メッセージをサポートし
ている必要があります。リース クエリは CNR バージョン 7.0 以降でサポートされています。
リース クエリ メッセージは IETF ドラフトで定義され、http://www.ietf.org/rfc/rfc4388.txt から入
手可能です。

注意

cablesource-verifydhcp--> コマンドを有効にする場合は、ipdhcppool コマンドを使用した Cisco
CMTS 上のローカル DHCP サーバの有効化とローカル DHCP アドレス プールの設定を行わな
いでください。これは、Cisco CMTS 上の DHCP サーバがリース クエリ メッセージをインター
セプトして外部 DHCP サーバへの到達を妨害する可能性があるためです。Cisco CMTS 上の
DHCP サーバではリース クエリ メッセージがサポートされていないため、これによりアドレ
ス検証が正常に実行されません。

（注）

cablesource-verifydhcp 機能が有効になっており、このデバイスの cablesource-verifydhcp チェッ
クをオーバーライドする cabletrust コマンドを使用してケーブル モデムの静的に定義された
IP アドレスが CMTS に追加されている場合は、このケーブル モデムのエントリが CMTS の
ARP データベースに追加されるまで、このケーブル モデムからのパケットがドロップされま
す。これを実現するには、cablesource-verifydhcp 機能を無効にし、ケーブル モデムから CMTS
を ping してエントリを ARP データベースに追加し、再度 cablesource-verifydhcp 機能を有効に
します。
leasetimer オプションの使用

（注）

leasetimer オプションは、インターフェイスで dhcp オプションも使用されるときにのみ適用
されます。さらに、このオプションはマスター インターフェイスでのみサポートされており、
サブインターフェイスでは設定できません。これをマスター インターフェイスに対して設定
すると、すべてのサブインターフェイスに自動的に適用されます。
leasetimer オプションは、既知の CPE デバイスの IP アドレスのリース時間を定期的に調べるタイ
マーを有効化することにより、新たなレベルの検証を追加します。CMTS は、CPE デバイスの
DHCP リースが期限切れであることを検出すると、その IP アドレスをデータベースから削除しま
す。これにより、別の DHCP 要求を発行するまでは CPE デバイスが通信できなくなります。これ
により、ユーザは DHCP によって割り当てられるアドレスを静的アドレスとして扱えなくなり、
また、他のデバイスにすでに割り当てられた IP アドレスも使用できなくなります。

（注）

leasetimer オプションは、バンドル インターフェイスに関する cablesource-verifydhcp コマン
ドを一緒に指定した場合にのみ有効です。dhcp オプションを使用しない場合、leasetimer オプ
ションを使用しても効果がありません。また leasetimer オプションはインターフェイスでのみ
設定でき、サブインターフェイスでは設定できません。このオプションをマスター インター
フェイスに適用すると、すべてのサブインターフェイスに自動的に適用されます。
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leasetimer オプションでは、タイマーがリース時間を検査する頻度を設定できます。こうして、以
前に DHCP サーバにより割り当てられたが、そのリース時間が期限切れになった IP アドレスを
CPE デバイスが使用できる最長期間が指定されます。この期間として指定できる値の範囲は 1 ～
240 分（4 時間）であり、PC が IP アドレス更新のための DHCP 要求を実行できる猶予期間として
2 分間がさらに設定されます。タイマーをオフにして CMTS がリース時間を検査しないようにす
るには、dhcp オプションを使用せずに cablesource-verify コマンドを実行するか、または
nocablesource-verify コマンドを使用してこの機能を完全にオフにします。
複数のサブネットの使用
Cisco IOS リリース 12.2(15) BC2 以降のリリースでは、リバース パス フォワーディング（RPF）が
一緒に使われる場合に限り、バンドル インターフェイスまたはサブインターフェイスで使用され
るものとは異なるサブネットにある IP アドレスを cablesource-verify コマンドで検証できます。

（注）

___________________
例

実行前に RPF を有効にする必要があります。
cablesource-verify-->commandtoverifyIPaddressesonsubinterfaces.

次の例は、サブインターフェイスの IP アドレスを検証するために cablesource-verify コマンドを
実行する前に、RPF を有効にする方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# ip cef
Router(config)# interface bundle 1
Router(config-if)# ip verify unicast source reachable-via rx

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA 以降では、ipverifyunicastsourcereachable-viarx-->. コマンドで
allow-default キーワードを使用する必要があります。
次に、CM アップストリーム検証をオンにする例を示します。この例では、アップストリーム デー
タ パケット内の不明な送信元 IP アドレスを検証するために DHCP リース クエリを送信するよう
Cisco CMTS ルータが設定されます。
Router# configure terminal
Router#(config) interface bundle 1
Router(config-if)# cable source-verify dhcp
Router(config-if)#

次の例では leasetimer 機能が有効化され、これによって CMTS はその特定のインターフェイスに
関して CPE データベースで IP アドレスを 2 時間ごとに調べ、リース時間の期限切れを確認しま
す。
Router# configure terminal
Router#(config) interface bundle 1
Router(config-if)# cable source-verify dhcp
Router(config-if)# cable source-verify leasetimer 120
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次の例では、バンドル インターフェイスで使用されるのとは異なるサブネットにある IP アドレス
を CMTS が検証できるように、バンドル インターフェイスを設定する方法を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# ip cef
Router#(config) interface bundle 1
Router(config-if)# ip verify unicast source reachable-via rx
Router(config-if)# cable source-verify dhcp

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablearp

CM とその CPE デバイスに対する ARP プロト
コルの使用を有効または無効にします。

cablehelper-address

User Datagram Protocol（UDP）ブロードキャス
ト（DHCP）パケットの宛先 IP アドレスを指定
します。

cabledhcp-giaddr

DHCP DISCOVER パケットと DHCPREQUEST
パケットが DHCP サーバに転送される前に、リ
レー IP アドレスを使ってこれらのパケットの
GIADDR フィールドを変更します。

cableloggingbadipsource

ケーブル インターフェイスの不正な IP 発信元
アドレスに関するすべてのエラー メッセージ
を、エラー ログ バッファから削除します。

cablerelay-agent-option

システムが CM MAC アドレスを CM または ホ
ストから受信した DHCP パケットに挿入し、パ
ケットを DHCP サーバに転送できるようにしま
す。

cablesource-verifyleasequery-filterdownstream

Cisco CMTS ルータ上のすべてのケーブル ダウ
ンストリーム インターフェイスで不明な IP ア
ドレスに関して送信される DHCP リース クエ
リ要求メッセージを制御します。

cablesource-verifyleasequery-filterupstream

アップストリームでサービス ID（SID）ごとの
不明な IP アドレスについて送信される DHCP
リース クエリ要求メッセージ数を制御します。

clearcablelogging

ケーブル インターフェイスの不正な IP 発信元
アドレスに関するすべてのエラー メッセージ
を、エラー ログ バッファから削除します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
768

ケーブル コマンド：cable s
cable source-verify

コマンド

説明

ipdhcprelayinformationoption

システムが CM MAC アドレスを CM または ホ
ストから受信した DHCP パケットに挿入し、パ
ケットを DHCP サーバに転送できるようにしま
す。

ipdhcpsmart-relay

アドレス プールの枯渇時に、クライアント再送
信をモニタします。

ipverifyunicastreverse-path

ユニキャスト リバース パス フォワーディング
（ユニキャスト RPF）を有効にします。ユニ
キャスト RPF は、IP 送信元アドレスのスプー
フィングを防ぐために、インターフェイスで受
信される各パケットを調べ、パケットの送信元
IP アドレスがそのインターフェイスに属すると
ルーティング テーブルに示されていることを確
認します。
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cable source-verify enable-sav-static
Cisco CMTS で送信元アドレス検証（SAV）を有効にするには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで cablesource-verifyenable-sav-static コマンドを使用します。SAV を無効にするには、
このコマンドの no 形式を使用します。
cable source-verify enable-sav-static
no cable source-verify enable-sav-static
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトで SAV は無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablesource-verifyenable-sav-static コマンドにより、Cisco CMTS での SAV プレフィックスの処理
を有効にできます。SAV 機能が有効な場合、送信元の検証中に SAV プレフィックスが照合され
ます。この機能が無効な場合、SAV プレフィックスの照合は行われず、設定される SAV プレ
フィックスは、送信元の検証結果に影響を与えません。
この機能はデフォルトで無効に設定されています。
___________________
例

次に、Cisco CMTS で SAV プレフィックス処理を有効にする例を示します。
Router(config)# cable source-verify enable-sav-static
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablesource-verifygroup

SAV グループを設定します。

prefix

SAV グループで IPv4 または IPv6 プレフィック
スを設定します。
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cable source-verify group
送信元アドレス検証（SAV）プレフィックス グループを設定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで cablesource-verifygroup コマンドを使用します。設定されている SAV プレ
フィックス グループの使用を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable source-verify group groupname
no cable source-verify group groupname
___________________
構文の説明

groupname

SAV プレフィックス グループの名前。
groupname には、最大 15 文字の任意の文字列を
使用できます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablesource-verifygroup コマンドは、SAV グループを設定するために使用されます。SAV グルー
プとは、複数の IPv4 または IPv6 プレフィクスからなるグループです。Cisco CMTS はこれらのプ
レフィックスを使用してケーブル モデム（CM）を認証します。特定の SAV グループに属する
IPv4 または IPv6 プレフィックスを使用して、CM を設定できます。時間、長さ、値（TLV）43.7.1
は、特定の CM が属するグループの名前を指定します。CM からのパケットが、SAV グループ内
の設定済みプレフィックスに属する IP アドレスから送信されている場合、Cisco CMTS はそのパ
ケットを認証済みとして扱います。
1 つの Cisco CMTS では最大 255 個の SAV グループを設定できます。各 SAV グループには最大 4
つの IPv4、IPV6、または両方のプレフィックスの組み合わせ（合計 4 つまで）を含めることがで
きます。
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___________________
例

次の例は、1 つの IPv6 プレフィックスと 1 つの IPv4 プレフィックスからなる SAV グループを設
定する方法を示しています。
Router(config
)# cable source-verify group sav1
Router(config
)# prefix 10.16.0.0/12
Router(config
)# prefix 10::/12
Router(config
)# exit

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablesource-verifyenable-sav-static

SAV プレフィックス処理を有効にします。

prefix

SAV グループで IPv4 または IPv6 プレフィック
スを設定します。
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cable source-verify leasequery-filter downstream
Cisco Cable Modem Termination System（CMTS）ルータのすべてのケーブル ダウンストリーム イ
ンターフェイスで不明な IP アドレスに関して送信される Dynamic Host Configuration Protocol
（DHCP）LEASEQUERY 要求メッセージの数を制御するには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで cablesource-verifyleasequery-filterdownstream--> コマンドを使用します。DHCP リー
ス クエリのフィルタリングを停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable source-verify leasequery-filter downstream threshold interval
no cable source-verify leasequery-filter downstream
___________________
構文の説明

threshold

期間ごとに許容される DHCP リース クエリの
最大数。有効範囲は 0 ～ 255 個のリース クエリ
です。

間隔

リース クエリをモニタする期間（秒）。有効範
囲は 1 ～ 10 秒です。

___________________
コマンド デフォルト

DHCP リース クエリのフィルタリングは無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1d、12.2(15)BC2b

このコマンドが、Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7246VXR、
および Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータで導
入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablesource-verifydhcp コマンドと -->nocablearp--> コマンドがケーブル インターフェイスで設定
されている場合、Cisco CMTS ルータは DHCP サーバに DHCP LEASEQUERY 要求を送信します。
これにより、ケーブル インターフェイスでケーブル モデムを使用している顧客宅内機器（CPE）
デバイスとの間で送受信されるパケットで検出された不明な IP アドレスを検証します。この IP
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アドレスが割り当てられている CPE デバイス（存在する場合）の MAC アドレスを含む DHCP
ACK メッセージが DHCP サーバから返されます。次にルータは、この CPE デバイスがこの IP ア
ドレスの使用を許可されていることを確認します。これにより、未承認の IP アドレスをユーザが
自分の CPE デバイスに割り当てないようにすることができます。
ただし、ウィルス、サービス妨害（DoS）攻撃、およびサービス不正使用攻撃で、未使用のアド
レスを探し出すために IP アドレス範囲がスキャンされるときに問題が発生する可能性がありま
す。このようなアクティビティでは大量の DHCP LEASEQUERY 要求が生成され、その結果 CPU
使用率が上昇し、他の顧客が利用できる帯域幅が不足する可能性があります。
Cisco CMTS ルータのすべてのダウンストリームで大量の LEASEQUERY 要求が発生することを防
止するには、cablesource-verifyleasequery-filterdownstream コマンドを使用します。このコマンド
を設定すると、CiscoCMTSは間隔ごとに、ダウンストリーム方向で特定の数のDHCPLEASEQUERY
要求だけを許可します。
たとえば cablesource-verifyleasequery-filterdownstream510--> コマンドによってルータを設定する
と、ダウンストリーム方向で SID ごとに、10 秒間に 最大 5 つの DHCP LEASEQUERY 要求が許可
されます。このコマンドは、ルータのすべてのダウンストリームケーブルインターフェイスに適
用されます。

（注）

cablesource-verifyleasequery-filterdownstream コマンドは、すべてのダウンストリームでの
DHCP リース クエリ フィルタリングを有効にしますが、実際にフィルタリングが開始するの
は、特定のダウンストリームで cablesource-verifydhcp コマンドと nocablearp コマンドが設定
された後です。ダウンストリームのメイン インターフェイス、またはダウンストリームのサ
ブインターフェイスでこれらのコマンドを設定できます。ただし、サブインターフェイスでこ
れらのコマンドを設定する場合、リース クエリ フィルタリングはそのサブインターフェイス
を使用するケーブル モデムでのみ実行されます。

ヒント

アップストリーム方向で DHCP LEASEQUERY 要求をフィルタリングするには、
cablesource-verifyleasequery-filterupstream コマンドを使用します。

___________________
例

次の例は、すべてのダウンストリーム ケーブル インターフェイスで 5 秒間隔ごとに SID あたり最
大 10 個の DHCP リース クエリ要求を許可するよう Cisco CMTS ルータを設定する方法を示してい
ます。また、この例は、この機能を使用するために必要なケーブル インターフェイスでの
cablesource-verifydhcp コマンドと nocablearp コマンドの設定も示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# cable source-verify leasequery-filter downstream 10 5
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# cable source-verify dhcp
Router(config-if)# no cable arp
Router(config-if)#
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablearp

ケーブル Address Resolution Protocol（ARP）を
有効にします。

cablearpfilter

ケーブル インターフェイスに転送できる ARP
要求と応答の数を制御します。

cablesource-verify

アップストリームのケーブル モデム（CM）お
よび CPE デバイスの IP アドレスの検証を有効
にします。

cablesource-verifyleasequery-filterupstream

アップストリームでサービス ID（SID）ごとの
不明な IP アドレスに関して送信される DHCP
リース クエリ要求メッセージ数を制御します。

showcableleasequery-filter

すべてのケーブル モデムまたは特定のケーブル
インターフェイスでのフィルタリングされた
DHCP リース クエリ メッセージ数を表示しま
す。
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cable source-verify leasequery-filter upstream
アップストリームでサービス ID（SID）ごとに不明な IP アドレスに関して送信される Dynamic
Host Configuration Protocol（DHCP）LEASEQUERY 要求メッセージの数を制御するには、ケーブ
ル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cablesource-verifyleasequery-filterupstream
コマンドを使用します。DHCP リース クエリのフィルタリングを無効にするには、このコマンド
の no 形式を使用します。
cable source-verify leasequery-filter upstream threshold interval
no cable source-verify leasequery-filter upstream
___________________
構文の説明

threshold

それぞれの interval 期間で SID ごとに許容され
る DHCP リース クエリの最大数。有効範囲は
0 ～ 20 個のリース クエリです。

間隔

リース クエリをモニタする期間（秒）。有効範
囲は 1 ～ 5 秒です。

___________________
コマンド デフォルト

DHCP リース クエリのフィルタリングは無効になっています。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1d、12.2(15)BC2b このコマンドが、Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7246VXR、
および Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータで導
入されました。
IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン cablesource-verifydhcp コマンドと -->nocablearp--> コマンドがケーブル インターフェイスで設定
されている場合、Cisco Cable Modem Termination System（CMTS）ルータは DHCP サーバに DHCP
LEASEQUERY 要求を送信します。これにより、ケーブル インターフェイスでケーブル モデムを
使用している顧客宅内機器（CPE）デバイスとの間で送受信されるパケットで検出された不明な
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IP アドレスを検証します。この IP アドレスが割り当てられている CPE デバイス（存在する場合）
の MAC アドレスを含む DHCP ACK メッセージが DHCP サーバから返されます。次にルータは、
この CPE デバイスがこの IP アドレスの使用を許可されていることを確認します。これにより、
未承認の IP アドレスをユーザが自分の CPE デバイスに割り当てないようにすることができます。
ただし、ウィルス、サービス妨害（DoS）攻撃、およびサービス不正使用攻撃で、未使用のアド
レスを探し出すために IP アドレス範囲がスキャンされるときに問題が発生する可能性がありま
す。このようなアクティビティでは大量の DHCP LEASEQUERY 要求が生成され、その結果 CPU
使用率が上昇し、他の顧客が利用できる帯域幅が不足する可能性があります。
ケーブル インターフェイスのアップストリームでそのような大量の LEASEQUERY 要求が発生す
ることを防ぐには、cablesource-verifyleasequery-filterupstream コマンドを使用します。このコマ
ンドを設定すると、Cisco CMTS は間隔ごとに、アップストリーム方向で特定の数の DHCP
LEASEQUERY 要求だけを許可します。
たとえば cablesource-verifyleasequery-filterupstream55--> コマンドによってルータを設定すると、
アップストリーム方向で SID ごとに、5 秒間に 最大 5 つの DHCP LEASEQUERY 要求が許可され
ます。このコマンドは、ケーブル インターフェイス上のすべてのアップストリームに適用されま
す。

（注）

cablesource-verifyleasequery-filterupstream コマンドは、ケーブル インターフェイスのすべて
のアップストリームで DHCP リース クエリのフィルタリングを有効にしますが、実際にフィ
ルタリングが開始するのは、アップストリームに関連付けられているダウンストリーム イン
ターフェイスで cablesource-verifydhcp コマンドと nocablearp コマンドが設定された後です。
ダウンストリームのメイン インターフェイス、またはダウンストリームのサブインターフェ
イスでこれらのコマンドを設定できます。ただし、サブインターフェイスでこれらのコマンド
を設定する場合、リース クエリ フィルタリングはそのサブインターフェイスを使用するケー
ブル モデムでのみ実行されます。

（注）

ケーブル インターフェイス バンドルを使用している場合は、すべてのマスター インターフェ
イスとスレーブ インターフェイスで cablesource-verifyleasequery-filterupstream--> コマンドを
設定します。

ヒント

ダウンストリーム方向で DHCP LEASEQUERY 要求をフィルタリングするには、
cablesource-verifyleasequery-filterdownstream コマンドを使用します。

___________________
例

次の例は、特定のケーブル インターフェイスのすべてのアップストリームで、2 秒間隔ごとに SID
あたり最大 5 つの DHCP リース クエリ要求を許可するよう Cisco CMTS ルータを設定する方法を
示しています。また、この例は、この機能を使用するために必要なケーブル インターフェイスで
の cablesource-verifydhcp および nocablearp コマンドの設定も示しています。
Router# configure terminal
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Router(config)# interface cable 6/0
Router(config-if)# cable source-verify dhcp
Router(config-if)# cable source-verify leasequery-filter upstream 5 2
Router(config-if)# no cable arp
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablearp

ケーブル Address Resolution Protocol（ARP）を
有効にします。

cablearpfilter

ケーブル インターフェイスに転送できる ARP
要求と応答の数を制御します。

cablesource-verify

アップストリームのケーブル モデム（CM）お
よび CPE デバイスの IP アドレスの検証を有効
にします。

cablesource-verifyleasequery-filterdownstream

Cisco CMTS ルータ上のすべてのケーブル ダウ
ンストリーム インターフェイスで不明な IP ア
ドレスに関して送信される DHCP リース クエ
リ メッセージを制御します。

showcableleasequery-filter

すべてのケーブル モデムまたは特定のケーブル
インターフェイスでのフィルタリングされた
DHCP リース クエリ メッセージ数を表示しま
す。
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cable spectrum-group（グローバル）
スペクトル グループを作成および設定するには、グローバル コンフィギュレーション-->モード
で cablespectrum-group--> コマンドを使用します。このスペクトル グループを無効にするには、
このコマンドの no 形式を使用します。
cable spectrum-group group-number [time dayhh:mm:ss ] frequencyup-freq-hz [ pwr-lvl-dbmv ]
no cable spectrum-group group-number
___________________
構文の説明

group-number

パラメータ値を指定する対象のスペクトル グ
ループを指定するか、またはルータ設定から削
除するスペクトル グループの番号を指定しま
す。有効範囲は Cisco IOS ソフトウェア リリー
スに応じて 1 ～ 32 または 1 ～ 40 です。

timedayhh:mm:ss

（任意）スケジュール設定されているスペクト
ル グループについて、周波数と入力電力レベル
を変更する曜日（Sun ～ Sat）と時刻を入力し
ます。

frequencyup-freq-hz

アップストリーム グループの中心周波数を指定
します。有効範囲は 5,000,000 Hz ～ 42,000,000
Hz（DOCSIS）、55,000,000 Hz（日本）、また
は 65,000,000（EuroDOCSIS）です。
（注）
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周波数ホッピングに使用する個々の
周波数からなるグループを作成する
ために、同じスペクトル グループに
対してこのコマンドを複数回入力で
きます。
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スペクトル グループがホップできる許容可能な
チャネルを検出するために、Cisco CMTS がス
キャンできる中心周波数の範囲を指定します。
up-freq1-hz の有効範囲は 5,000,000 Hz ～
42,000,000 Hz（DOCSIS）、55,000,000 Hz（日
本）、または 65,000,000（EuroDOCSIS）です
が、up-freq2-hz は up-freq1-hz より大きい値でな
ければなりません。

bandup-freq1-hzup-freq2-hz

（注）

pwr-lvl-dbmv

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

Advanced Spectrum Management をサ
ポートするケーブル ライン カード
（Cisco uBR10-MC16S、
uBR10-MC16U/X、uBR10-MC28U/X、
uBR10-MC5X20S/U）のスペクトル グ
ループを作成するときには、band オ
プションを使用します。frequency オ
プションは、これらの種類のライン
カードではサポートされていません。

（任意）公称入力電力レベルを指定します。有
効範囲は -10 ～ +25 dBmV、デフォルトは 0
dBmV です。ケーブル設備によっては、日単位
のスケジュールで入力電力レベルだけを変更
し、周波数を変更しないことがあります。

特に指定しない限り、公称入力電力レベル 0 dBmV でグループが設定され、このグループでの周
波数と電力の自動変更はスケジュールされません。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.0(7)XR2

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードでの周
波数範囲スキャン機能を有効にするために、このコマンドに band
パラメータが追加されました。

12.0(13)SC、12.1(4)EC、
12.2(4)BC1

Cisco uBR-MC16E ケーブル インターフェイス ライン カードの
EuroDOCSIS 周波数範囲をサポートするために、許容可能な周波数
範囲が 65 MHz に増やされました。
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リリース

変更内容

12.2(15)BC2

ルータあたりのスペクトル グループの最大数が 32 から 40 に増やさ
れました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン スペクトルマネージャにより制御されるスペクトルグループを使用して、周波数アジリティが設
定およびアクティブ化されます。Cisco IOS ソフトウェア リリースに応じて、ケーブル モデム カー
ド アップストリーム ポートごとに 1 ～ 32 個または 1 ～ 40 個のスペクトル グループを作成でき
ます。
スペクトル グループを作成するには、アップストリーム周波数の変更が必要な場合に各スペクト
ル グループで使用できるアップストリーム周波数と公称電力レベルのリストを指定します。スペ
クトル グループごとに独自のアップストリーム周波数のリストが必要です。1.6 MHz での有効範
囲は –10 dBmV ～ 25 dBmV です。スペクトル管理の一環として電力レベルだけを変更する場合に
限り、電力レベル値を変更するべきです。標準電力レベルは 0 dBmV です。
cablespectrum-group--> コマンドは、アップストリームの中心周波数を設定しますが、実際に使用
される周波数帯域幅の合計はチャネル幅に応じて異なります。次の表に、DOCSIS および
EuroDOCSIS ケーブル インターフェイスの両方で、各チャネル幅に関する可能な中心周波数を示
します。
表 13：許容可能な中心周波数

チャネル幅（MHz）

中心周波数（MHz）
DOCSIS（5 ～ 42 MHz）

中心周波数（MHz）
EuroDOCSIS（5 ～ 65 MHz）

200,000

5.1 ～ 41.9

5.1 ～ 64.9

400,000

5.2 ～ 41.8

5.2 ～ 64.8

800,000

5.4 ～ 41.6

5.4 ～ 64.6

1,600,000

5.8 ～ 41.2

5.8 ～ 64.2

3,200,000

6.6 ～ 40.4

6.6 ～ 63.4

アップストリーム チャネル周波数の許容範囲は、使用するケーブル インターフェイス ライン カー
ドと Cisco IOS ソフトウェア リリースによって異なります。現在サポートされている値について
は、表 2-11 を参照してください。
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表 14：cable upstream frequency コマンドで許容される周波数範囲

周波数範囲

サポートされるケーブル イン
ターフェイス

最小 Cisco IOS リリース

5 ～ 42 MHz

サポートされているすべての
ケーブル インターフェイス

Cisco CMTS でサポートされる
すべてのリリース

5 ～ 55 MHz

Cisco uBR-MC16U/X および
Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2
Cisco uBR-MC28U/X（日本モー
ドの拡張周波数で動作する場
合）

5 ～ 65 MHz

Cisco uBR-MC16E、Cisco
uBR7111E、および Cisco
uBR7114E ルータ

Cisco IOS リリース 12.0(13)SC、
12.1(4)EC、および 12.2(4)BC1

（注）

Cisco uBR-MC16E ケーブル インターフェイス ライン カードおよび Cisco uBR-MC16C または
Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードの両方がシャーシに装着されてい
る場合、42-MHz ～ 65-MHz の範囲のスペクトル グループを割り当てないでください。

ヒント

Cisco ケーブル インターフェイス ライン カードは常に、アップストリームの中心周波数を 16
KHz 単位の増分でプログラミングするため、これが showcontrollercableupstream コマンドで
表示される周波数です。たとえば cableupstreamfrequency コマンドを使用して中心周波数 27
MHz（cableupstreamxfrequency27000000）を指定すると、実際の中心周波数は 27.008 MHz（次
に高い 16 KHz 境界）になります。
スペクトル グループの有効値リストに追加する周波数または電力レベルごとに、このコマンドを
繰り返し実行する必要があります。
ケーブル ネットワークのスペクトル グループを 1 つ以上作成した後、グループに特性を追加でき
ます。これにより、周波数の使用と周波数ホッピングをより明確に制御できます。
スペクトル グループを作成して設定するか、あるいは固定アップストリーム周波数を設定するま
では、ケーブル インターフェイスが動作しません。cableupstreamchannel-width コマンドを参照
してください。

___________________
例

次の例は、アップストリーム周波数 6,500,000 Hz、デフォルト電力レベル 0 dBmV のスペクトル
グループ 1 を設定する方法を示しています。
Router(config)# cable spectrum-group 1 frequency 6500000
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次の例は、スペクトル グループ 1 のデフォルト電力レベル 0 dBmV での有効な周波数のリストに、
アップストリーム周波数 7,000,000 Hz を追加する方法を示しています。
Router(config)# cable spectrum-group 1 frequency 7000000

次の例は、アップストリーム周波数 7,500,000 Hz のスペクトル グループ 2 を設定し、電力レベル
を 5 dBmV に変更する方法を示しています。
Router(config)# cable spectrum-group 2 frequency 7500000 5

次の例は、アップストリーム帯域 12,000,000 ～ 18,000,000 Hz、デフォルト電力レベル 0 dBmV の
スペクトル グループ 3 を設定する方法を示しています。
Router(config)# cable spectrum-group 3 band 12000000 18000000

次の例は、電力レベルを 13 dBmV に変更したスペクトル グループ 3 の有効な帯域のリストに、
アップストリーム帯域 20,000,000 ～ 24,000,000 Hz を追加する方法を示しています。
Router(config)# cable spectrum-group 3 band 20000000 24000000 13

次の例は、デフォルト電力レベル 0 dBmV が設定されたスケジュール済みスペクトル グループ 4
に、連続帯域 5,000,004 ～ 40,000,000 Hz を設定する方法を示しています。スペクトル グループは、
毎週月曜日の午後 12:00（現地時間）に開始するスペクトル グループに対して使用可能です。
Router(config)# cable spectrum-group 4 time Monday 12:00:00 band 5000004 40000000

次の例は、有効な周波数のリストにアップストリーム周波数 9,500,000 Hz を追加し、公称電力レ
ベルを 5 に変更する方法を示しています。スペクトル マネージャは、毎日午前 2 時（現地時間）
にこのグループの周波数と電力レベルを調整します。
Router(config)# cable spectrum-group 3 time 02:00:00 frequency 9500000 5

次に、特定のスペクトル グループを設定から削除する例を示します。
Router(config)# no cable spectrum-group 3
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodulation-profile

スペクトル グループを識別して設定するときに
1 つ以上のアップストリーム ケーブル インター
フェイスに適用できるプリセット変調プロファ
イルを設定します。

cablespectrum-grouphopperiod

ケーブル スペクトル グループの最小周波数ホッ
プ間隔を設定します。

cablespectrum-grouphopthreshold

ケーブル スペクトル グループのホップしきい
値を指定します。

cablespectrum-groupshared

同じアップストリーム周波数を共有できるスペ
クトル グループ内のアップストリーム ポート
を指定します。
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コマンド

説明

cableupstreamfrequency

アップストリームを特定の中心周波数に設定す
るか、または動的に設定するかを指定します。

cableupstreampower-level

アップストリーム ケーブル インターフェイス
受信電力レベルを dBmv 単位で指定します。

cableupstreamshutdown

指定したアップストリーム ケーブル インター
フェイスをアクティブにするか、シャットダウ
ンします。

cableupstreamhoppingblind

ブラインド周波数ホッピング動作を有効にし
て、Cisco uBR-MC16S および Cisco
uBR-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライ
ン カードの拡張スペクトル管理機能をオフにし
ます。

showcontrollerscable

ケーブル インターフェイスに関する情報（アッ
プストリーム中心周波数を含む）を表示しま
す。
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cable spectrum-group（インターフェイス）
ケーブル インターフェイスのすべてのアップストリームにデフォルト スペクトル グループを割
り当てるには、インターフェイス コンフィギュレーション-->モードで cablespectrum-group--> コ
マンドを使用します。アップストリームからスペクトル グループを削除するには、このコマンド
の no 形式を使用します。
cable spectrum-group group-number
no cable spectrum-group group-number
___________________
構文の説明

group-number

このケーブル インターフェイス上のアップスト
リームのデフォルト グループとして使用するス
ペクトル グループを指定します。有効範囲は、
Cisco IOS ソフトウェア リリースに応じて 1 ～
32 または 1 ～ 40 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.2(15)BC2

ルータあたりのスペクトル グループの最大数が 32 から 40 に増や
されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ケーブルインターフェイス上のすべてのアップストリームにデフォルトスペク
トル グループを割り当てます。次のいずれかのコマンドを使ってこの設定をオーバーライドした
場合を除き、インターフェイスのすべてのアップストリームはこのスペクトル グループを使用し
ます。
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• 特定のアップストリームに異なるスペクトル グループを割り当てるには、
cableupstreamspectrum-group コマンドを使用します。
• 特定のアップストリームに新しい周波数を割り当てるには、cableupstreamfrequency コマン
ドを使用します。
これら 2 つのコマンドは、適用対象となる特定のアップストリームに関して cablespectrum-group
コマンドをオーバーライドします。ただしインターフェイスのこれ以外のアップストリームは、
cablespectrum-group コマンドで指定されたデフォルト設定を引き続き使用します。

ヒント

___________________
例

インターフェイスにスペクトル グループを割り当てるには、その前にスペクトル グループを
作成して設定する必要があります。スペクトル グループを作成して設定するには、グローバ
ル コンフィギュレーション モードで使用可能ないくつかの cablespectrum-group コマンドを使
用します。

次の例では、スペクトル グループ 1 をスロット 3/0 のケーブル インターフェイスのすべてのアッ
プストリームに割り当てます。
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable spectrum-group 1
Router(config-if)# exit
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodulation-profile

スペクトル グループを識別して設定するときに
1 つ以上のアップストリーム ケーブル インター
フェイスに適用できるプリセット変調プロファ
イルを設定します。

cablespectrum-group(globalconfiguration)

スペクトル グループを作成して設定します。

cablespectrum-grouphopperiod

ケーブル スペクトル グループの最小周波数ホッ
プ間隔を設定します。

cablespectrum-grouphopthreshold

ケーブル スペクトル グループのホップしきい
値を指定します。

cablespectrum-groupshared

同じアップストリーム周波数を共有できるスペ
クトル グループ内のアップストリーム ポート
を指定します。
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コマンド

説明

cableupstreamhoppingblind

ブラインド周波数ホッピング動作を有効にし
て、Cisco uBR-MC16S および Cisco
uBR-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライ
ン カードの拡張スペクトル管理機能をオフにし
ます。

cableupstreamspectrum-group

ケーブル インターフェイス ライン カード上の
個別のアップストリームにスペクトル グループ
を割り当てます。
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cable spectrum-group hop period
周波数ホップ間の最小間隔を変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cablespectrum-grouphopperiod コマンドを使用します。このスペクトル グループの周波数ホップ
間隔をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable spectrum-group groupnum hop period seconds
no cable spectrum-group groupnum hop period
___________________
構文の説明

groupnum

スペクトルグループの番号。有効な値は、Cisco
IOS ソフトウェア リリースに応じて 1 ～ 32 ま
たは 1 ～ 40 です。

seconds

周波数ホップ期間を秒単位で指定します。有効
な値は 1 ～ 3600 秒（Cisco IOS リリース
12.2(8)BC1 より前）または 1 ～ 300 秒（Cisco
IOS リリース 12.2(8) BC1 以降）です。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの場合、有効値は 5 ～ 300 です。

___________________
コマンド デフォルト

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 より前：25 秒
Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以降：N+1 HCCP 冗長性が設定されていない場合は 20 秒、N+1
HCCP 冗長性がケーブル インターフェイスで設定されている場合は 15 秒。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。

12.1(7)CX1

Cisco uBR-MC16S スペクトル管理カードの新しいスペクトル管理機能
に対応するために、デフォルトの hopperiod が 300 秒から 25 秒に変更
されました。

12.2(8)BC1

最大周波数ホップ期間が 3600 秒から 300 秒に変更されました。
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リリース

変更内容

12.2(15)BC1

ケーブル インターフェイスで N+1 HCCP 冗長性が設定されていない場
合のデフォルト hopperiod が 25 秒から 20 秒に変更されました。N+1
HCCP 冗長性が設定されている場合のデフォルトは 15 秒に変更されま
した。

12.2(15)BC2

ルータあたりのスペクトル グループの最大数が 32 から 40 に増やされ
ました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablespectrum-grouphopperiod コマンドは、複数のアップストリーム周波数ホップ間で経過する
必要がある最小期間を定義します。特定のアップストリームでイングレス ノイズが過剰になる場
合、この期間を小さい値に設定できます。これにより、クリア チャネルが見つかるまで周波数
ホッピングをより早く続行できます。逆に、不良 CM による大量のエラー パケットの生成など、
問題が一時的なものであるように見える場合は、この期間を大きな値に増やすと、周波数ホップ
間の時間を長くして過剰な周波数ホッピングを防止することができます。
Cisco uBR-MC1xC カードで推奨される最大ホップ期間は 20 秒です。Cisco uBR-MC16S および Cisco
uBR-MC5X20S/U カードでは、推奨される最小ホップ期間は 25 秒、推奨される最大ホップ期間は
35 秒です。
Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 では、不必要な周波数ホッピングが発生するのを防ぐために、アッ
プストリームで CM 範囲設定が現在行われていない場合には常に、Cisco CMTS が適応してホップ
期間をユーザ定義値から最大値（300 秒）に増やします。アップストリームで CM が範囲設定を
開始すると、ユーザ定義値が復元されます。

（注）

___________________
例

Cisco uBR-MC16S および Cisco uBR-MC5X20S/U カードでは、ホップ間隔を 25 秒以上に設定し
てください。これにより、イングレス ノイズに関係のない一時的なネットワークの問題が原
因で不必要な周波数ホップが生成されなくなります。

次の例では、最小周波数ホップ間隔を 60 秒に変更します。つまり、他の特性（CNR または FEC
しきい値の超過など）によって通常ならホップがトリガーされるような場合でも、このスペクト
ル グループの周波数ホップは 60 秒に 1 回よりも早く発生することがありません。
Router# configure terminal
Router(config)# cable spectrum-group 1 hop period 60
Router(config)#
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodulation-profile

ケーブル変調プロファイルを作成します。

cablespectrum-grouphopthreshold

ケーブル スペクトル グループのホップしきい
値を指定します。

cableupstreamchannel-width

許容可能なチャネル幅の範囲でアップストリー
ムを設定します。

cableupstreammodulation-profile

1 つの変調プロファイル（静的プロファイル）
または 2 つの変調プロファイル（ダイナミック
アップストリーム変調）にアップストリームを
設定します。

showcablehop

アップストリームの現行のホップ期間としきい
値を、その他の統計情報と共に表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
791

ケーブル コマンド：cable s
cable spectrum-group hop threshold

cable spectrum-group hop threshold
スペクトルグループの周波数ホップしきい値を指定するには、グローバルコンフィギュレーショ
ン モードで cablespectrum-grouphopthreshold コマンドを使用します。このスペクトル グループ
のホップしきい値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable spectrum-group groupnum hop threshold [ percent ]
no cable spectrum-group groupnum hop threshold
___________________
構文の説明

groupnum

スペクトルグループの番号。有効な値は、Cisco
IOS ソフトウェア リリースに応じて 1 ～ 32 ま
たは 1 ～ 40 です。

percent

（任意）周波数ホップしきい値を、失われたス
テーション メンテナンス メッセージの割合と
して指定します。有効範囲は 1 ～ 100% です。

___________________
コマンド デフォルト

20%

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。

12.1(7)CX1

Cisco uBR-MC16S スペクトル管理カードの新しいスペクトル管理機能
に対応するために、デフォルトの hopthreshold--> が 100% から 20%
に変更されました。

12.2(4)BC1

このコマンドのサポートがリリース 12.2 BC トレインに追加されまし
た。

12.2(15)BC2

ルータあたりのスペクトル グループの最大数が 32 から 40 に増やさ
れました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS は 25 ～ 30 秒ごとに少なくとも 1 回、各 CM にステーション メンテナンス メッセー
ジを送信します。CM がその期間内にステーション メンテナンス メッセージに応答しない場合、
CMTS はそれよりも短い間隔で（通常は 1 秒間隔）ステーション メンテナンス メッセージを再送
信し、CM との接続の復元を試みます。
CM と CMTS の接続が失われたか、またはイングレス ノイズその他の要因によりパケットがド
ロップされたりエラーになったりして、ステーションメンテナンスメッセージが失われる可能性
があります。また、ダウンストリーム ノイズもステーション メンテナンス メッセージの配信に
影響を与える可能性があります。ステーションメンテナンスメッセージのうち、ユーザ設定可能
な割合のメッセージが失われた場合、CMTS は接続を改善するために新しいアップストリーム周
波数にホップし、アップストリーム チャネル記述子（UCD）更新を CM に送って CM に変更を通
知します。
最適なホップしきい値は、アップストリーム リターン パスの品質や、アップストリームの CM の
数などさまざまな要因に応じて異なります。また、ホップしきい値とホップ期間を組み合わせる
ことで、一時的なネットワークの問題によって不必要な数の周波数ホップが生成されなくなりま
す。理想的には、ホップしきい値は、多数の CM がオフラインになる前に周波数ホップが発生す
る程度に低く、かつ不要な周波数ホップが生成されるほど低くはない値に設定するのが適切です。
たとえばホップしきい値がデフォルトの 20% で、アップストリームのアクティブな CM 数が 100
である場合、電力障害が発生して 20 個の CM に影響すると、通常は周波数ホップが発生します。
これは、失われた CM が 20% であり、結果としてステーション メンテナンス メッセージの少な
くとも 20% が失われると想定されるためです。ただしこの状況では、アップストリーム周波数を
変更しても元の問題（電力障害）を修正できないため、周波数ホップは不要です。このアップス
トリームでこの状況がよく発生する場合は、繰り返し発生する電力障害によって不必要な周波数
ホップが生成されないように、ネットワーク管理者はホップしきい値を増やすことができます。
一方、電力障害の影響を受ける CM が 10 個だけの場合は、別の要因（イングレス ノイズなど）
によってステーション メンテナンス メッセージの損失が 20% しきい値に達する場合を除き、周
波数ホップは発生しないでしょう。この状況では、デフォルトしきい値（20%）は不十分である
可能性があります。
また、ダウンストリームの問題が原因で周波数ホップが生成されることもあります。たとえば、
特にノイズが多い ダウンストリームに 20 個の CM が存在する場合、時間の経過に伴い、受信で
きないステーションメンテナンスメッセージ数が増えて周波数ホップが生成される可能性があり
ます。ダウンストリームの障害に起因する周波数ホップの可能性を抑えるために、ネットワーク
管理者はホップしきい値を増やすことができます。
また、特定の状況では不良 CM が原因で周波数ホップが生成されることもあります。例えば、多
数の不良 CM が原因で修正不可能な多数の前方誤り訂正（FEC）エラーが発生するか、または（実
際にオフラインになることなく）ステーション メンテナンス メッセージの 50 ～ 60% を受信でき
ない場合、時間の経過に伴い、失われたステーションメンテナンスメッセージ数が増えて周波数
ホップまたは変調の変化が発生する可能性があります。アップストリームでの実際のノイズとは
無関係なこのような問題によって CMTS で周波数ホップや変調の変化が発生しないようにするた
めに、ネットワーク管理者はホップしきい値を増やすことができます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
793

ケーブル コマンド：cable s
cable spectrum-group hop threshold

（注）

ユーザ設定可能なホップ期間内に周波数ホップがすでに発生した場合、CMTS はただちに周波
数ホップを生成することはありません。代わりに、CMTS はホップ期間が期限切れになるまで
待ち、ステーション メンテナンス メッセージの割合が引き続きホップしきい値を超える場合
は、別の周波数ホップを実行します。

ヒント

（通常のラボ環境やテスト環境のように）アップストリームの CM 数が 25 以下である場合、
CMTS は CM へのステーション メンテナンス メッセージの送信レートを引き上げます。この
ような高いポーリング レートと少数の CM という状況では、通常の方法でロードされるアッ
プストリームよりも早く周波数ホップが発生する可能性があります（とくに少数の CM で電力
障害が発生するか、トラフィックのノイズが多い場合）。

（注）

DOCSIS 仕様によると、連続する 16 個のステーション メンテナンス メッセージを CM が受信
できない場合、CMTS はこの CM がオフラインであると見なし、この CM へのステーション
メンテナンス メッセージの送信を停止します。この場合、接続を再開するために CM は CMTS
に登録する必要があります。

___________________
例

次の例では、spectrum-group 4 に割り当てられているアップストリームで、周波数ホップをトリ
ガーするしきい値としてステーション メンテナンス メッセージの 25% を設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable spectrum-group 4 hop threshold 25
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodulation-profile

ケーブル変調プロファイルを作成します。

cablespectrum-grouphopperiod

ケーブル スペクトル グループの最小周波数ホッ
プ間隔を設定します。

cableupstreamchannel-width

許容可能なチャネル幅の範囲でアップストリー
ムを設定します。

cableupstreammodulation-profile

1 つの変調プロファイル（静的プロファイル）
または 2 つの変調プロファイル（ダイナミック
アップストリーム変調）にアップストリームを
設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
794

ケーブル コマンド：cable s
cable spectrum-group hop threshold

コマンド

説明

showcablehop

アップストリームの現行のホップ期間としきい
値を、その他の統計情報と共に表示します。
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cable spectrum-group shared
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG では、Cisco IOS ソフトウェアで cablespectrum-groupshared コ
マンドを使用できません。
スペクトルグループ内のアップストリームポート間で同じアップストリーム周波数を共有するこ
とを指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cablespectrum-groupshared コ
マンドを使用します。この指定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable spectrum-group groupnum shared
no cable spectrum-group groupnum shared

___________________
構文の説明

groupnum

スペクトルグループの番号。有効な値は、Cisco
IOS ソフトウェア リリースに応じて 1 ～ 32 ま
たは 1 ～ 40 です。

___________________
コマンド デフォルト

アップストリーム ポート周波数は、スペクトル グループ内のすべてのポートで同一です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。

12.2(11)BC3

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-LCP2-MC16S カードで、このコ
マンドのサポートが追加されました。

12.2(15)BC2

ルータあたりのスペクトル グループの最大数が 32 から 40 に増や
されました。

12.2(33)SCG

このコマンドは削除されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、アップストリーム ポートに対して同じスペクトルを使用するよう強制するた
め、周波数が重複するスペクトル グループを設定しないようにする必要があります。共有スペク
トル グループを使用するには、各グループが別々の周波数セットを使用している必要がありま
す。

注意

（注）

___________________
例

使用する周波数に応じて、さらにこれらの周波数とスペクトル グループでケーブル モデムが
どのように分散しているかに応じて、グループを共有から非共有に（または非共有から共有
に）切り替えると、スペクトル グループ内の CM がオフラインになり範囲設定処理が開始す
る可能性があります。したがって、影響を受けるオンライン顧客の数を最小限に抑えるため
に、定期的なメンテナンス時間内にのみこのコマンドを使用してください。

このコマンドは、共有アップストリームでのロード バランシングを有効にすることはありま
せん。

次の例では、スペクトル グループ 4 のすべてのアップストリーム ポートで同じアップストリーム
周波数を共有し、これらのアップストリーム周波数を他のアップストリーム インターフェイスに
割り当てないように指定します。
Router(config)# cable spectrum-group 4 shared
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodulation-profile

スペクトル グループを識別して設定するときに
1 つ以上のアップストリーム ケーブル インター
フェイスに適用できるプリセット変調プロファ
イルを設定します。

cablespectrum-group(globalconfiguration)

アップストリームでの 1 つ以上の周波数からな
るスペクトル グループを作成します。

cablespectrum-grouphopperiod

ケーブル スペクトル グループの最小周波数ホッ
プ間隔を設定します。

cablespectrum-grouphopthreshold

ケーブル スペクトル グループのホップしきい
値を指定します。
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コマンド

説明

cableupstreamhoppingblind

ブラインド周波数ホッピング動作を有効にし
て、Cisco uBR-MC16S および Cisco
uBR-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライ
ン カードの拡張スペクトル管理機能をオフにし
ます。

showcontrollerscable

ケーブル インターフェイスに関する情報（アッ
プストリーム中心周波数を含む）を表示しま
す。
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cable submgmt default
Subscriber Management MIB（DOCS-SUBMGT-MIB）の属性のデフォルト値を設定し、Cisco CMTS
での Cisco スタティック CPE オーバーライドを有効にするには、グローバル コンフィギュレー
ション コマンド cablesubmgmtdefault を使用します。最初のデフォルトに戻すには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
cable submgmt default [active| learnable| max-cpe cpe-num| max-ipv6-cpecpe-num]
no cable submgmt default [active| learnable| max-cpe cpe-num| max-ipv6-cpecpe-num]
cable submgmt default filter-group {cm| cpe| mta| stb| ps} {downstream| upstream} group-id
no cable submgmt default filter-group {cm| cpe| mta| stb| ps} {downstream| upstream} group-id
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable submgmt default [active| filter-group | {cm| cpe| mta| stb| ps} | {downstream| upstream} | group-id|
learnable| max-cpe cpe-num| max-ipv6-cpecpe-num]
no cable submgmt default [active| filter-group | {cm| cpe| mta| stb| ps} | {downstream| upstream} |
learnable| max-cpe | max-ipv6-cpe]
___________________
構文の説明

no

active オプションと learnable オプションを使っ
てこのコマンドの no 形式を実行すると、デフォ
ルト属性が false に設定されます。max-cpe、
max-ipv6-cpe、および filter-group オプションを
使ってこのコマンドの no 形式を実行すると、
属性が 0 に設定されます。

active

（任意）docsSubMgtCpeActiveDefault 属性を設
定します。この属性は、CMTS が特定の CM の
CPE デバイスを管理するかどうかを制御しま
す。TRUE に設定すると、CMTS は MAX-CPE
値および実装されているフィルタを適用しま
す。nocablesubmgmtdefault-->active コマンド
は、デフォルト値を FALSE（最初のデフォル
ト）に設定します。これにより、CMTS での
CPE 管理がオフになります。
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learnable

（任意）docsSubMgtCpeLearnableDefault 属性を
設定します。この属性は、CMTS が特定の CM
の CPE IP アドレスを学習するかどうかを制御
します。TRUE（最初のデフォルト）に設定す
ると、CMTS は MAX-CPE 値まで IP アドレスを
学習します。nocablesubmgmtdefault-->learnable
コマンドは、デフォルト値を FALSE に設定し
ます。この場合、使用可能な各 CPE デバイスの
IP アドレスが DOCSIS コンフィギュレーション
ファイルに指定されている必要があります。

max-cpecpe-num

（任意）docsSubMgtCpeMaxIpDefault 属性を設
定します。この属性は、CM に関して許可され
る同時 IP アドレス（CPE デバイス）のデフォ
ルト数を指定します。有効範囲は 0 ～ 1024 で
あり、0 を指定すると、CM からのすべての CPE
トラフィックが破棄されます。デフォルトは 16
です。

filter-group

フィルタ グループを指定します。CM またはそ
の CPE デバイスのアップストリーム トラフィッ
クまたはダウンストリーム トラフィックに対し
てフィルタ グループを適用できます。

cm

CM との間のトラフィックにフィルタ グループ
が適用されることを指定します。

cpe

CPE デバイスとの間のトラフィックにフィルタ
グループが適用されることを指定します。

mta

マルチメディア端末アダプタ（mta）との間の
トラフィックにフィルタ グループが適用される
ことを指定します。

stb

セットトップ ボックス（stb）との間のトラ
フィックにフィルタ グループが適用されること
を指定します。

ps

ポータル サーバ（ps）との間のトラフィックに
フィルタ グループが適用されることを指定しま
す。

downstream

指定された CM または CPE デバイスへのダウ
ンストリーム トラフィックにフィルタ グルー
プが適用されることを指定します。
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___________________
コマンド デフォルト

upstream

指定された CM または CPE デバイスからのアッ
プストリーム トラフィックにフィルタ グルー
プが適用されることを指定します。

group-id

CM または CPE ダウンストリームまたはアップ
ストリーム フィルタに適用されるフィルタ グ
ループ ID（0 ～ 254）を指定します。この ID
は、docsSubMgtPktFilterTable の行に使用される
フィルタ インデックスを参照します。値 0 は、
この特定のタイプのトラフィックにフィルタリ
ングが使用されないことを示します。

Subscriber Management MIB のデフォルト値は次のとおりです。
• active パラメータのデフォルト値は FALSE です（CMTS は CPE デバイスをアクティブに管
理しません）。
• learnable パラメータのデフォルト値は TRUE です（CMTS は CPE デバイス用の IP アドレス
を学習します）。
• max-cpe パラメータのデフォルト値は、16 個の IP アドレスです。
• それぞれのタイプのフィルタ グループのフィルタ グループ ID デフォルト値は 0 です。この
場合、そのタイプのトラフィックに対してフィルタリングが行われません。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.1(7)CX1

このコマンドが導入されました。

12.3(9a)BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが更新され、MTA、STB、およびポータル サーバをサ
ポートするようになりました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。max-ipv6-cpe キーワードが追加されまし
た。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドにより、現場技術者はサブスクライバのケーブル モデムの背後に一時的な CPE デバ
イスを追加できます。一時的な CPE デバイスは、元の CPE デバイスと同じ SID 設定を共有しま
す（一時的な CPE デバイスの MAC アドレスが異なっていても）。CMTS ホスト ルーティング
テーブルでは元の CPE デバイスが自動的に dhcpcpe から staticcpe に変更され、CPE デバイスは引
き続き同じ SID でサービスを受信します。
Cisco CMTS で Cisco CMTS スタティック CPE オーバーライドを無効にするには、このコマンドの
no 形式を使用します。これによりルーティング テーブルが自動的に更新され、今後、異なるロ
ケーションでの現場サービス接続用に技術者のラップトップからの MAC アドレスが使用可能に
なります。このコマンドを使用する前は、最初の（既存の）DHCP CPE デバイスが、ケーブル モ
デムの背後でその DHCP ダイナミック MAC アドレスを維持します。この IP アドレスに SID が割
り当てられます。
ただし、スタティック CPE オーバーライドを有効にすることで、ケーブル モデムの背後にある 2
つの CPE デバイスで次の状態とオプションが得られます。
• 1 番目の CPE デバイスの SID 定義に、別の静的 IP アドレスが割り当てられます。これによ
り、最初に Cisco CMTS から DHCP CPE ホスト エントリをクリアすることなく、既存の（動
的）DHCP IP アドレスを静的 IP アドレスに変更できます。CPE IP の状態が dhcp から staticcpe
に変化します。
• このスタティック オーバーライド機能により、SID1 と同じケーブル モデムの背後にある 2
番目の MAC アドレスを持つ 2 番目の CPE デバイスに、1 番目の CPE デバイスと同じ IP ア
ドレスを割り当てることができます。

（注）

CMTS ホスト テーブルで 2 番目の CPE デバイスが dhcpcpe から staticcpe に変更されます。
DOCSIS 1.1 Subscriber Management MIB（DOCS-SUBMGT-MIB）では、Cisco CMTS で処理される
CM と CPE デバイスに関するサブスクライバ管理状態を記述する多数のテーブルが作成され、維
持されます。CM が CMTS に登録すると、CMTS は CM および CPE デバイスごとの行をこれらの
テーブル内に作成します。このテーブルの属性値が CM によって指定されない場合、CMTS は
cablesubmgmtdefault コマンドによって指定されたデフォルトを使用します。
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ワンポイント アドバイス

DOCS-SUBMGT-MIB MIB には、これらの属性に関する独自のデフォルト値が含まれていま
す。適切な SNMP SET コマンドを指定することで、これらのデフォルト値をオーバーライド
できます。ただし -->cablesubmgmtdefault コマンドでは、新しいデフォルトを Cisco IOS コン
フィギュレーション ファイルに含めることが可能です。これにより、CMTS の再起動時また
はリロード時にデフォルトが自動的に再設定されます。

（注）

cablesubmgmtdefault コマンドは、これらの属性のデフォルト値を設定するだけです。これら
のデフォルト値は、CMTS への登録時に CM で他の値が指定されていない場合にのみ使用され
ます。CM が登録時に異なる値を指定する場合、それらの指定値がデフォルト値の代わりに使
用されます。
DOCS-SUBMGT-MIB の属性は、CM の背後にある CPE デバイスを CMTS がどのように管理する
か、および特定の CM やその CPE デバイスとの間のトラフィックに適用されるフィルタを制御し
ます。これ以降の項では、さまざまな形式の cablesubmgmtdefault コマンドと DOCS-SUBMGT-MIB
の属性との関係について説明します。
CPE 管理
cablesubmgmtdefault コマンドの 1 番目の形式は docsSubMgtCpeControlTable のエントリのデフォ
ルト値を制御します。このテーブルは、各 CM の CPE デバイスを CMTS が管理する方法を制御し
ます。
cablesubmgmtdefault-->active
docsSubMgtCpeActiveDefault 属性を設定します。これは、docsSubMgtCpeControlTable 内の
docsSubMgtCpeControlActive 属性のデフォルト値です。この属性は、CMTS が特定の CM の CPE
管理を実行するかどうかを制御します。
• cablesubmgmtdefault-->active--> コマンドはデフォルトを TRUE に設定します。これは、
MAX-CPE 数および実装されているフィルタを適用して CPE デバイスを管理するよう CMTS
に指示します。
• nocablesubmgmtdefault-->active--> コマンドはデフォルトを FALSE（デフォルト値）に設定
します。これは、特定の CM に関する CPE 管理を行わないよう CMTS に指示します。
cablesubmgmtdefault-->learnable-->
docsSubMgtCpeLearnableDefault 属性を設定します。これは、docsSubMgtCpeControlTable 内の
docsSubMgtCpeControlLearnable 属性のデフォルト値です。この属性は、特定の CM の背後にある
CPE デバイスの IP アドレスを CMTS が学習するかどうかを制御します。
• cablesubmgmtdefault-->learnable--> コマンドはデフォルトを TRUE（デフォルト値）に設定
します。これは、CM の背後にある CPE デバイスの IP アドレスを（MAX-CPE パラメータで
指定される値まで）学習するよう CMTS に指示します。CMTS は CPE デバイスから送信さ
れるトラフィックをモニタすることで IP アドレスを学習します。トラフィックを送信する最
初の CPE デバイスが、学習される最初の CPE デバイスになります。
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• nocablesubmgmtdefault-->learnable--> コマンドはデフォルトを FALSE に設定します。これ
は、特定の CM の背後にある CPE デバイスの IP アドレスを学習しないよう CMTS に指示し
ます。代わりに、アクセスを許可される各 CM の IP アドレスを、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイル内に指定する必要があります。
cablesubmgmtdefault-->max-cpecpe-num
docsSubMgtCpeMaxIpDefault 属性を設定します。これは、docsSubMgtCpeControlTable 内の
docsSubMgtCpeControlMaxCpeIp 属性のデフォルト値を指定します。この属性は、特定の CM 経由
でトラフィックを伝送できる IP アドレスの最大数を指定します。有効範囲は 0 ～ 1024 で、最初
のデフォルトは 16 です。

（注）

MAX-CPE 属性が使用されるのは、CMTS が CM の CPE デバイスをアクティブに管理している
場合だけです。
フィルタ グループ管理
cablesubmgmtdefault コマンドの 2 番目の形式は、docsSubMgtCmFilterTable のエントリのデフォル
ト値を制御します。このテーブルは CM を 1 つ以上のフィルタ グループに割り当てます。フィル
タ グループは、それぞれの特定の CM または CPE デバイスで送受信されるトラフィックに適用さ
れるフィルタを指定します。フィルタ グループに指定できる番号は 0 ～ 1024 です。0 は、その特
定のトラフィック タイプに対してフィルタリングが実行されないことを指定します。

（注）

SNMP SET コマンドを使って DOCS-SUBMGT-MIB MIB で適切な属性を設定することにより、
これらのコマンドで指定される実際のフィルタを作成する必要があります。
cablesubmgmtdefault-->filter-groupcpedownstreamgroup-id
ocsSubMgtSubFilterDownDefault 属性を設定します。これは、docsSubMgtCmFilterTable 内の
docsSubMgtSubFilterDownstream 属性のデフォルト値です。この属性は、特定の CM の背後にある
CPE デバイスに送信されるダウンストリーム トラフィックに適用されます。
cablesubmgmtdefault-->filter-groupcpeupstream-->group-id
docsSubMgtSubFilterUpDefault 属性を設定します。これは、docsSubMgtCmFilterTable 内の
docsSubMgtSubFilterUpstream 属性のデフォルト値です。この属性は、特定の CM の背後にある CPE
デバイスから送信されるアップストリーム トラフィックに適用されます。
cablesubmgmtdefault-->filter-groupcmdownstreamgroup-id
docsSubMgtCmFilterDownDefault 属性を設定します。これは、docsSubMgtCmFilterTable 内の
docsSubMgtCmFilterDownstream 属性のデフォルト値です。この属性は、特定の CM に向かうダウ
ンストリーム トラフィックに適用されます。
cablesubmgmtdefault-->filter-groupcmupstreamgroup-id
docsSubMgtCmFilterUpDefault 属性を設定します。これは、docsSubMgtCmFilterTable 内の
docsSubMgtCmFilterUpstream 属性のデフォルト値です。この属性は、特定の CM から送信される
アップストリーム トラフィックに適用されます。
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（注）

___________________
例

スタティック CPE オーバーライドの使用法の詳細については、Cisco.com に掲載されている
Cisco CMTS スタティック CPE オーバーライド機能を参照してください。

次のコマンドは、登録する各 CM の CPE デバイスをデフォルトでアクティブに管理するよう CMTS
に指示します。その CM の背後にある CPE デバイス用に最大 4 つの IP アドレスを許可し、それ
らを学習します。cable submgmt default max-cpe コマンドは、CM の背後で許可される IPv6 アド
レスの数を指定します。これには、すべての CPE のすべての IPv6 アドレスが含まれます。
Router# configure terminal
Router(config)# cable submgmt default active
Router(config)# cable submgmt default learnable
Router(config)# cable submgmt default max-cpe 4

次のコマンドは、登録する各 CM の CPE デバイスをデフォルトでアクティブに管理するよう CMTS
に指示します。ただし各 CM が独自の MAX-CPE 値を指定する必要があります。指定しない場合、
この値がデフォルトで 0 に設定され、その CM の CPE デバイスで送受信されるすべてのトラフィッ
クがブロックされます。
Router# configure terminal
Router(config)# cable submgmt default active
Router(config)# cable submgmt default max-cpe 0

次のコマンドは、登録する各 CM の CPE デバイスをデフォルトでアクティブに管理しないよう
CMTS に指示します。ただし、登録時に CM が、CMTS による CPE デバイスのアクティブな管理
を行うよう指示している場合には、CMTS がデフォルトで 1 つの CPE デバイスだけを許可しま
す。学習もまた無効になっているため、CM が登録時に使用する DOCSIS コンフィギュレーショ
ン ファイルの中で 1 つの CPE デバイスを指定する必要があります。
Router# configure terminal
Router(config)# no cable submgmt default active
Router(config)# no cable submgmt default learnable
Router(config)# cable submgmt default max-cpe 1

次のコマンドは、登録する各 CM に 3 つのフィルタ グループをデフォルトで割り当てるよう CMTS
に指示します。登録時に CM がこれとは異なる指示をしない限り、CM の背後にある CPE デバイ
スのダウンストリームおよびアップストリーム トラフィックは、それぞれフィルタ グループ 20
と 21 のルールに基づいてフィルタリングされます。フィルタ グループ 1 は、CM に向かうダウン
ストリームトラフィックに適用されます。ただしCMから送信されるアップストリームトラフィッ
クはフィルタリングされません。
Router# configure terminal
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#

cable
cable
cable
cable

submgmt
submgmt
submgmt
submgmt

default
default
default
default

filter-group
filter-group
filter-group
filter-group

cpe downstream 20
cpe upstream 21
cm downstream 1
cm upstream 0
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（注）

___________________
関連コマンド

上記の例では、適切な SNMP コマンドを使用してグループ 1、20、および 21 がすでに CMTS
に作成されていることを前提としています。

コマンド

説明

cablefiltergroup

TCP/IP ヘッダーと UDP/IP ヘッダーに基づいて
パケットをフィルタリングする DOCSIS 1.1 フィ
ルタ グループを作成します。
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cable sync-interval
Cisco CMTS からの連続的な同期メッセージの伝送間隔を指定するには、ケーブル インターフェ
イス コンフィギュレーション モードで cablesync-interval コマンドを使用します。同期メッセー
ジ間隔をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable sync-interval msec
no cable sync-interval
___________________
構文の説明

msec

___________________
コマンド デフォルト

10 ms

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

Cisco CMTS からの連続同期メッセージの伝送
間隔をミリ秒（ms）で指定します。有効な値は
1 ～ 200 ms です。デフォルト値は 10 ms です。

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 同期メッセージ間隔が設定されているかどうかを確認するには、showrunning-config コマンドを
入力し、ケーブルインターフェイスコンフィギュレーション情報を探します。同期メッセージ間
隔が設定されている場合、この出力にそれが示されます。同期メッセージ間隔が非アクティブで
あるか、またはデフォルト値にリセットされている場合、sync interval コマンド ラインは出力に表
示されません。
___________________
例

次に、同期メッセージの伝送間隔を 100 ms に指定する例を示します。
Router (config-if)# cable sync-interval 20

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
807

ケーブル コマンド：cable s
cable sync-interval

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
808

ケーブル コマンド：cable t
• cable tag, 810 ページ
• cable telco-return enable, 813 ページ
• cable telco-return interval, 815 ページ
• cable telco-return registration-ip, 818 ページ
• cable telco-return spd dhcp-authenticate, 821 ページ
• cable telco-return spd dhcp-server, 824 ページ
• cable telco-return spd dial-timer, 827 ページ
• cable telco-return spd factory-default, 830 ページ
• cable telco-return spd manual-dial, 833 ページ
• cable telco-return spd password, 836 ページ
• cable telco-return spd phonenum, 839 ページ
• cable telco-return spd ppp-authenticate, 842 ページ
• cable telco-return spd radius-realm, 845 ページ
• cable telco-return spd service-provider, 848 ページ
• cable telco-return spd threshold, 851 ページ
• cable telco-return spd username, 854 ページ
• cable tftp-enforce, 857 ページ
• cable throttle-modem, 863 ページ
• cable throttle-ranging, 865 ページ
• cable time-server, 866 ページ
• cable trust, 867 ページ
• cable tx-power-headroom, 869 ページ
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cable tag
CMTS 上の DOCSIS ロード バランシング グループのタグを設定するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで cabletag コマンドを使用します。タグを削除してそれを CMTS 設定から
除去するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable tag 1 ～ 1000
no cable tag 1 ～ 1000
___________________
構文の説明

1 ～ 1000

ケーブル タグ番号を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCH

このコマンドが変更されました。TLV タイプを除外するタグが追
加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cabletag コマンドは、指定された番号を使用してタグを作成し、CMTS タグ コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。タグを設定するには、CMTS タグ コンフィギュレーション モードで次
のコマンドを使用します。
• docsis-version
• exclude
• exit
• name
• oui
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• override
• service-class
• service-type-id
• tlv
Cisco CMTS では汎用のタグ付けが次のように使用されます。
• Cisco CMTS は、STID、サービス クラス名、DOCSIS バージョンとケイパビリティ TLV、お
よび MAC 組織固有識別子（OUI）を使用したユーザ定義モデム分類子で一部のモデムを分
類できます。
• 各モデム分類子には固有のタグがあります。Cisco CMTS では、各モデムに 1 つのタグを保
持することができます。複数のタグが 1 つのケーブル モデムに一致する場合、インデックス
の最も小さいタグが CM に適用されます。
• Cisco CMTS は CM を分類してタグを割り当てます。そのタグに RLBG が設定されている場
合、CM がその RLBG に関連付けられます。
• Cisco CMTS は、1 つの RLBG ポリシーと 1 つの DOCSIS ポリシーに複数のタグをマッチング
できます。

（注）

• ダウンストリーム サービス フローの前に、アップストリーム サービス フローでタグを
マッチングするよう試みます。
• 1 番目のアップストリーム/ダウンストリーム サービス フローのサービス クラス名だけを
マッチングします。

___________________
例

次の例では、番号「1」のタグを作成した後、システムが cmts-tag コンフィギュレーション モード
を開始します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable tag 1
Router(config-cmts-tag)# name CSCO
Router(config-cmts-tag)# service-type-id commercial
Router(config-cmts-tag)# service-class work
Router(config-cmts-tag)# docsis-version docsis20
Router(config-cmts-tag)# oui 00.1a.c3
Router(config-cmts-tag)# override

次の例では、DOCSIS バージョン、MAC アドレス、サービス クラス名、またはサービス タイプ
ID を除外するためにタグを設定する方法を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable tag 1
Router(config-cmts-tag)# exclude docsis-version docsis10
Router(config-cmts-tag)# exclude oui 00.1a.c3
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Router(config-cmts-tag)# exclude service-class work
Router(config-cmts-tag)# exclude service-type-id commercial

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH で TLVtype が導入されました。次に、TLVtype を除外するよう
タグを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)# cable tag 1
Router(config-cmts-tag)# exclude tlv mrcs 4

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

docsis-version

ケーブル モデム（CM）に関する指定された
DOCSIS バージョンをタグに設定します。

exclude

DOCSIS バージョン、MAC アドレス、サービス
クラス名、またはサービス タイプ ID を除外す
るためにタグを設定します。

name

タグの名前を指定します。

oui

CMに関する指定された組織固有識別子（OUI）
をタグに設定します。

override

制限付きロード バランシング グループ
（RLBG）を CM に割り当てるときに、タイプ/
長さ/値（TLV）または Simple Network
Management Protocol（SNMP）の設定をオーバー
ライドします。

service-class

指定されたサービス クラス名をタグに設定しま
す。

service-type-id

指定されたサービス タイプ ID をタグに設定し
ます。

tag

ケーブル モデム タグを RLBG に関連付けます。

tlv

TLV タイプ マッチング ルールを設定します。
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cable telco-return enable
Telco リターン サポートを有効にするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabletelco-returnenable コマンドを使用します。この機能を無効にするには、このコマンドの no
形式を使用します。
telco-return enable
no cable telco-return enable
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

Telco リターン サポートは無効になっています。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

次に、Telco リターンを有効にする例を示します。
Router(config-if)# cable telco-return enable

（注）

___________________
関連コマンド

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。

コマンド

説明

cabletelco-returninterval

Telephony Channel Descriptor（TCD）および
Termination System Information（TSI）メッセー
ジを送信する間隔を定義します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
813

ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return enable

コマンド

説明

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の DHCP
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
スで使用するサービス プロバイダー記述子
（SPD）を示します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD メッセージにサービス プロバイダーの名前
を含めます。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return interval

cable telco-return interval
Telephony Channel Descriptor（TCD）および Termination System Information（TSI）メッセージを送
信する間隔を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabletelco-returninterval コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形
式を使用します。
cable telco-return interval seconds
no cable telco-return interval
___________________
構文の説明

seconds

TCD および TSI メッセージの送信間隔（秒数）
を指定します。有効範囲は 2 ～ 60 です。

___________________
コマンド デフォルト

2秒

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

次に、TCD および TSI メッセージの間隔を 40 秒に設定する例を示します。
Router(config-if)# cable telco-return interval 40

（注）

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return interval

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の DHCP
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
スで使用するサービス プロバイダー記述子
（SPD）を示します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD にサービス プロバイダーの名前を含めま
す。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return interval

コマンド

説明

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return registration-ip

cable telco-return registration-ip
Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送信するための別の IP アドレスを選択するには、
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cabletelco-returnregistration-ip コ
マンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable telco-return registration-ip ip-address
no cable telco-return registration-ip
___________________
構文の説明

ip-address

Termination System Information（TSI）メッセー
ジで送信される登録 IP アドレス。値はケーブ
ル インターフェイスの IP アドレスのいずれか
1 つです。

___________________
コマンド デフォルト

Cisco CMTS のダウンストリーム チャネル IP アドレスが使用されます。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(2)EC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、TSI メッセージの登録 IP アドレス パラメータを設定します。デフォルトでは、
Cisco CMTS のダウンストリーム チャネル IP アドレス登録 IP アドレスとしても使用されます。こ
の cabletelco-returnregistration-ip コマンドが設定されると、Telco リターン ケーブル モデムは、
ダウンストリーム チャネル IP アドレスではなくこの IP アドレスに登録要求を送信します。

（注）

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return registration-ip

___________________
例

次に、CM の登録要求を IP アドレス 172.16.1.1 に送信する例を示します。
Router(config-if)# cable telco-return registration-ip 172.16.1.1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returninterval

Telephony Channel Descriptor（TCD）および TSI
メッセージを送信する間隔を定義します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の DHCP
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
スで使用するサービス プロバイダー記述子
（SPD）を示します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return registration-ip

コマンド

説明

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD にサービス プロバイダーの名前を含めま
す。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
820

ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd dhcp-authenticate

cable telco-return spd dhcp-authenticate
特定の Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバを使用するよう Telco リターン ケーブ
ル モデムに要求するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabletelco-returnspddhcp-authenticate コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
cable telco-return spd spd-number dhcp-authenticate
no cable telco-return spd spd-number dhcp-authenticate
___________________
構文の説明

spd-number

このパラメータの設定対象となるサービス プロ
バイダー記述子（SPD）の番号。有効範囲は 1
～ 5 です。

___________________
コマンド デフォルト

CM は使用可能な任意の DHCP サーバを使用できます。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Telephony Channel Descriptor（TCD）メッセージ内の指定された SPD に関して
DHCP Authenticate パラメータを TRUE（1）に設定します。これは、cabletelco-returnspddhcp-server
コマンドで指定される DHCP サーバを CM が使用する必要があること示します。

（注）

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd dhcp-authenticate

___________________
例

次の例では、SPD 2 で、IP アドレス 192.168.255.255 により識別される DHCP サーバを CM が使用
する必要があることを示します。
Router(config-if)# cable telco-return spd 2 dhcp-authenticate
Router(config-if)# cable telco-return spd 2 dhcp-server 192.168.255.255

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returninterval

TCD および Termination System Information
（TSI）メッセージを送信する間隔を定義しま
す。

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
ス中に使用する SPD を示します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
822

ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd dhcp-authenticate

コマンド

説明

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD にサービス プロバイダーの名前を含めま
す。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd dhcp-server

cable telco-return spd dhcp-server
Telco リターン ケーブル モデムがアクセスする必要のある Dynamic Host Configuration Protocol
（DHCP）サーバの IP アドレスを指定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで cabletelco-returnspddhcp-server コマンドを使用します。デフォルト値に戻すに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
cable telco-return spd spd-number dhcp-server ip-address
no cable telco-return spd spd-number dhcp-server
___________________
構文の説明

spd-number

このパラメータの設定対象となるサービス プロ
バイダー記述子（SPD）の番号。有効範囲は 1
～ 5 です。

ip-address

CM で使用する必要のある DHCP サーバの IP ア
ドレス。

___________________
コマンド デフォルト

IP アドレスは 0 に設定されます。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Telephony Channel Descriptor（TCD）メッセージ内の指定された SPD の DHCP
Server パラメータを設定します。cabletelco-returnspddhcp-authenticate コマンドが設定されている
場合、Telco リターン ケーブル モデムは、この IP アドレスによって識別される DHCP サーバを使
用します。cabletelco-returnspddhcp-authenticate コマンドが設定されていない場合、CM は使用可
能な任意の DHCP サーバを使用します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd dhcp-server

（注）

___________________
例

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。

次の例では、SPD 2 で、IP アドレス 192.168.255.255 により識別される DHCP サーバを CM が使用
する必要があることを示します。
Router(config-if)# cable telco-return spd 2 dhcp-authenticate
Router(config-if)# cable telco-return spd 2 dhcp-server 192.168.255.255

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returninterval

TCD および Termination System Information
（TSI）メッセージを送信する間隔を定義しま
す。

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の DHCP
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
ス中に使用する SPD を示します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd dhcp-server

コマンド

説明

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD にサービス プロバイダーの名前を含めま
す。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd dial-timer

cable telco-return spd dial-timer
Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断する条件となる、電話接続のアイドル期間（秒数）
を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabletelco-returnspddial-timer--> コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンド
の no 形式を使用します。
cable telco-return spd spd-number dial-timer seconds
no cable telco-return spd spd-number dial-timer
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

spd-number

このパラメータの設定対象となるサービス プロ
バイダー記述子（SPD）の番号。有効範囲は 1
～ 5 です。

seconds

CM がコールを切断する条件となる、接続のア
イドル期間（秒数）。有効範囲は 0 ～
4,294,967,295 です。デフォルト値 0 は、ダイヤ
ル タイマーが使用されないことを意味します。

ダイヤル タイマーは 0 に設定されています。つまり、非アクティブな電話接続は切断されませ
ん。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Telephony Channel Descriptor（TCD）メッセージ内の指定された SPD の Demand
Dial Timer パラメータを設定します。これにより、非アクティブなネットワーク時間をモニタし、
タイマーを超える電話接続をすべて切断できるようになるため、CM は実際のダイヤルオンデマ
ンド機能をエミュレートできます。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd dial-timer

（注）

___________________
例

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。

次に、タイマーを 2 時間に設定する例を示します。
Router(config-if)# cable telco-return spd 2 dial-timer 7200

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returninterval

TCD および Termination System Information
（TSI）メッセージを送信する間隔を定義しま
す。

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の DHCP
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
ス中に使用する SPD を示します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd dial-timer

コマンド

説明

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD にサービス プロバイダーの名前を含めま
す。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd factory-default

cable telco-return spd factory-default
Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセスで使用するサービス プロバイダー記述子（SPD）
を指定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabletelco-returnspdfactory-default コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
cable telco-return spd spd-number factory-default
no cable telco-return spd spd-number factory-default
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

spd-number

初期化中に CM で使われるテレフォニー属性
セットを含むサービス プロバイダー記述子
（SPD）。有効範囲は 1 ～ 5 です。

SPD の Factory Default Flag が 0 に設定されています。つまり、この SPD は初期化プロセスで使用
されません。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Telephony Channel Descriptor（TCD）メッセージ内の指定された SPD の Factory
Default パラメータを設定します。これにより、CM の電源がオンになるか工場出荷時設定にリセッ
トされたときに初期化プロセスで使用される、SPD で定義されるテレフォニー属性セットが決ま
ります。

（注）

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
830

ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd factory-default

___________________
例

次の例では、初期化手順で SPD 2 を使用するよう Telco リターン ケーブル モデムを設定します。
Router(config-if)# cable telco-return spd 2 factory-default

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returninterval

TCD および Termination System Information
（TSI）メッセージを送信する間隔を定義しま
す。

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd factory-default

コマンド

説明

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD にサービス プロバイダーの名前を含めま
す。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd manual-dial

cable telco-return spd manual-dial
Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル モードで動作できるようにするには、ケーブル イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードで cabletelco-returnspdmanual-dial コマンドを使
用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable telco-return spd spd-number manual-dial
no cable telco-return spd spd-number manual-dial
___________________
構文の説明

spd-number

このパラメータの設定対象となるサービス プロ
バイダー記述子（SPD）の番号。有効範囲は 1
～ 5 です。

___________________
コマンド デフォルト

手動ダイヤル モードは無効になっています。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Telephony Channel Descriptor（TCD）メッセージ内の指定された SPD のベンダー
固有パラメータ Manual Dial を設定します。

（注）

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd manual-dial

___________________
例

次に、SPD 1 の手動ダイヤル モードを設定する例を示します。
Router(config-if)# cable telco-return spd 1 manual-dial

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returninterval

TCD および Termination System Information
（TSI）メッセージを送信する間隔を定義しま
す。

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の DHCP
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
ス中に使用する SPD を示します。

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd manual-dial

コマンド

説明

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD にサービス プロバイダーの名前を含めま
す。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd password

cable telco-return spd password
Telco リターン ケーブル モデムがアクセス サーバとの PPP 接続を確立するときに認証に使用する
パスワードを設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabletelco-returnspdpassword コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの
no 形式を使用します。
cable telco-return spd spd-number password password-string
no cable telco-return spd spd-number password
___________________
構文の説明

spd-number

このパラメータの設定対象となるサービス プロ
バイダー記述子（SPD）の番号。有効範囲は 1
～ 5 です。

password-string

CM が初期化中に認証に使用するログイン パス
ワード。

___________________
コマンド デフォルト

パスワードは使用されません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Telephony Channel Descriptor（TCD）メッセージ内の指定された SPD の Login
Password パラメータを設定します。

（注）

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd password

___________________
例

次に、サービス プロバイダー記述子 2 でパスワードを 9JwoKd7 に設定する例を示します。
Router(config-if)# cable telco-return spd 2 password 9JwoKd7

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returninterval

TCD および Termination System Information
（TSI）メッセージを送信する間隔を定義しま
す。

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の DHCP
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
ス中に使用する SPD を示します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd password

コマンド

説明

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD にサービス プロバイダーの名前を含めま
す。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd phonenum

cable telco-return spd phonenum
Telco リターン ケーブル モデムがヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバに接続するときに
使用する電話番号を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モード
で cabletelco-returnspdphonenum コマンドを使用します。過去に入力された電話番号を削除する
には、このコマンドの no 形式を使用します。
cable telco-return spd spd-number phonenum dial-string
no cable telco-return spd spd-number phonenum dial-string
___________________
構文の説明

spd-number

このパラメータの設定対象となるサービス プロ
バイダー記述子（SPD）の番号。有効な範囲は
1 ～ 5 です。

dial-string

CM がヘッドエンドのネットワーク アクセス
サーバに接続するために使用する電話番号。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Telephony Channel Descriptor（TCD）メッセージ内の指定された SPD の Phone
Number パラメータを設定します。このコマンドを繰り返して、CM がネットワーク アクセス サー
バとの PPP 接続を確立するときに使用する電話番号を 3 つまで入力することができます。電話番
号は、入力した順にパラメータの Phone Number1、Phone Number2、Phone Number3 にマッピング
されます。CM は最初に Phone Number1 を使用して接続を試みます。接続に失敗し、再試行回数
が cabletelco-returnspdthreshold コマンドで設定された上限を超えた場合、CM はリスト内の次の
番号をダイヤルします。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd phonenum

（注）

___________________
例

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。

次に、プライマリ電話番号を 9255551212 に設定する例を示します。CM がこの番号を使用して接
続できなかった場合は、次の番号の 9255551234 を試します。
Router(config-if)# cable telco-return spd 2 phonenum 9255551212
Router(config-if)# cable telco-return spd 2 phonenum 9255551234

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returninterval

TCD および Termination System Information
（TSI）メッセージを送信する間隔を定義しま
す。

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の DHCP
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
ス中に使用する SPD を示します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd phonenum

コマンド

説明

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD にサービス プロバイダーの名前を含めま
す。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd ppp-authenticate

cable telco-return spd ppp-authenticate
Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続を確立するときに使用する認証方法を選択するには、
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cabletelco-returnspdppp-authenticate
コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable telco-return spd spd-number ppp-authenticate [both| chap| pap]
no cable telco-return spd spd-number ppp-authenticate
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

spd-number

このパラメータの設定対象となるサービス プロ
バイダー記述子（SPD）の番号。有効な範囲は
1 ～ 5 です。

both

ネットワーク アクセス サーバが Challenge
Handshake Authentication Protocol（CHAP）をサ
ポートしている場合は、CHAP が使用されま
す。ネットワーク アクセス サーバが CHAP を
サポートしていない場合にのみ、Password
Authentication Protocol（PAP）が使用されます。

chap

CHAP 認証が使用されます。

pap

PAP 認証が使用されます。

デフォルトは both です。ネットワーク アクセス サーバがサポートしている方法に応じて、CHAP
または PAP のどちらかが使用されます。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd ppp-authenticate

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Telephony Channel Descriptor（TCD）メッセージ内の指定された SPD の PPP
Authentication パラメータを設定します。

（注）

___________________
例

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。

次に、CM に CHAP 認証を実行するように要求する例を示します。
Router(config-if)# cable telco-return spd 2 ppp-authenticate chap

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returninterval

TCD および Termination System Information
（TSI）メッセージを送信する間隔を定義しま
す。

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の DHCP
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
ス中に使用する SPD を示します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd ppp-authenticate

コマンド

説明

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD にサービス プロバイダーの名前を含めま
す。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd radius-realm

cable telco-return spd radius-realm
ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ ドメインを選択するには、ケーブル インターフェ
イス コンフィギュレーション モードで cabletelco-returnspdradius-realm コマンドを使用します。
デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable telco-return spd spd-number radius-realm string
no cable telco-return spd spd-number radius-realm
___________________
構文の説明

spd-number

このパラメータの設定対象となるサービス プロ
バイダー記述子（SPD）の番号。有効な範囲は
1 ～ 5 です。

string

RADIUS サーバ ドメインを識別する英数字文字
列。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルト値はヌル ストリングです。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Telephony Channel Descriptor（TCD）メッセージ内の指定された SPD の RADIUS
Realm パラメータを設定します。このコマンドが設定された場合、Telco リターン ケーブル モデ
ムは、このレルム文字列を使用して、PPP ログイン クエリに応答するときのログイン ユーザ名の
ドメイン名を構築します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd radius-realm

（注）

___________________
例

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。

次に、「sandy@sunol」のログイン応答文字列を示します。
Router(config-if)# cable telco-return spd 3 radius-realm sunol
Router(config-if)# cable telco-return spd 3 username sandy

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returninterval

TCD および Termination System Information
（TSI）メッセージを送信する間隔を定義しま
す。

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の DHCP
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
ス中に使用する SPD を示します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd radius-realm

コマンド

説明

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD にサービス プロバイダーの名前を含めま
す。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd service-provider

cable telco-return spd service-provider
SPD にサービス プロバイダー名を含めるには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードで cabletelco-returnservice-provider コマンドを使用します。SPD からパラメータを削除
するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable telco-return spd spd-number service-provider spd-string
no cable telco-return spd spd-number service-provider
___________________
構文の説明

spd-number

このパラメータの設定対象となるサービス プロ
バイダー記述子の番号。有効な範囲は 1 ～ 5 で
す。

spd-string

サービス プロバイダーを識別する英数字文字
列。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Telephony Channel Descriptor（TCD）メッセージ内の指定された SPD の Service
Provider Name パラメータを設定します。

（注）

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd service-provider

___________________
例

次に、SPD 2 のサービス プロバイダー名を "san_jose" に設定する例を示します。
Router(config-if)# cable telco-return spd 2 service-provider san_jose

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returninterval

TCD および Termination System Information
（TSI）メッセージを送信する間隔を定義しま
す。

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の DHCP
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
ス中に使用する SPD を示します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd service-provider

コマンド

説明

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
850

ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd threshold

cable telco-return spd threshold
CM が接続障害を示すまでのダイヤルアップ接続の失敗回数を設定するには、ケーブル インター
フェイス コンフィギュレーション モードで cabletelco-returnspdthreshold コマンドを使用します。
デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable telco-return spd spd-number threshold threshold-number
no cable telco-return spd spd-number threshold
___________________
構文の説明

spd-number

このパラメータの設定対象となるサービス プロ
バイダー記述子（SPD）の番号。有効な範囲は
1 ～ 5 です。

threshold-number

CM が接続障害を宣言するまでの、失敗するダ
イヤルアップ試行回数。有効範囲は 1 ～ 255 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルト値は 1 です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Telephony Channel Descriptor（TCD）メッセージ内の指定された SPD の Connection
Threshold パラメータを設定します。ダイヤルアップは、10 回試行しても応答がなかった場合に接
続障害と見なされます。CM は接続しきい値に達するまで接続を繰り返します。
cabletelco-returnspdphonenum コマンドを使用して複数の電話番号が設定された場合、CM は、接
続が確立するか、設定されたしきい値を超えるまで、各電話番号をダイヤルします。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd threshold

（注）

___________________
例

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。

次に、接続しきい値を 20 に設定する例を示します。
Router(config-if)# cable telco-return spd 2 threshold 20

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returninterval

TCD および Termination System Information
（TSI）メッセージを送信する間隔を定義しま
す。

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の DHCP
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
ス中に使用する SPD を示します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd threshold

コマンド

説明

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD にサービス プロバイダーの名前を含めま
す。

cabletelco-returnspdusername

PPP 接続の確立時に Telco リターン ケーブル モ
デムが認証に使用するユーザ名を設定します。
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ケーブル コマンド：cable t
cable telco-return spd username

cable telco-return spd username
Telco リターン ケーブル モデムがアクセス サーバとの PPP 接続を確立するときの認証に使用する
ユーザ名を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cabletelco-returnspdusername コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの
no 形式を使用します。
cable telco-return spd spd-number username login-string
no cable telco-return spd spd-number username login-string
___________________
構文の説明

spd-number

このパラメータの設定対象となるサービス プロ
バイダー記述子（SPD）の番号。有効な範囲は
1 ～ 5 です。

login-string

CM が初期化プロセス中に認証に使用するユー
ザ名。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルト値は guest です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Telephony Channel Descriptor（TCD）メッセージ内の指定された SPD の Login
Username パラメータを設定します。

（注）

このコマンドは、Telco リターンをサポートするイメージでのみ使用できます。これらのイメー
ジの名前には「t」が含まれています。
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___________________
例

次に、SPD 3 のユーザ名を "sandy" に設定する例を示します。
Router(config-if)# cable telco-return spd 3 username sandy

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletelco-returnenable

Telco リターン機能を有効にします。

cabletelco-returninterval

TCD および Termination System Information
（TSI）メッセージを送信する間隔を定義しま
す。

cabletelco-returnregistration-ip

Telco リターン ケーブル モデムが登録要求を送
信するための別の IP アドレスを選択します。

cabletelco-returnspddhcp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが特定の DHCP
サーバを使用する必要があることを示します。

cabletelco-returnspddhcp-server

Telco リターン ケーブル モデムで使用する必要
のある DHCP サーバの IP アドレスを特定しま
す。

cabletelco-returnspddial-timer

Telco リターン ケーブル モデムがコールを切断
する条件となる、電話接続がアイドルである期
間（秒数）を設定します。

cabletelco-returnspdfactory-default

Telco リターン ケーブル モデムが初期化プロセ
ス中に使用する SPD を示します。

cabletelco-returnspdmanual-dial

Telco リターン ケーブル モデムが手動ダイヤル
モードで動作できるようにします。

cabletelco-returnspdpassword

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に認証に使用するパスワードを設定しま
す。

cabletelco-returnspdphonenum

ヘッドエンドのネットワーク アクセス サーバ
への接続時に Telco リターン ケーブル モデムが
ダイヤルする電話番号を設定します。

cabletelco-returnspdppp-authenticate

Telco リターン ケーブル モデムが PPP 接続の確
立時に使用する認証手順を選択します。
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コマンド

説明

cabletelco-returnspdradius-realm

ログイン応答文字列に使用する RADIUS サーバ
ドメインを選択します。

cabletelco-returnspdservice-provider

SPD にサービス プロバイダーの名前を含めま
す。

cabletelco-returnspdthreshold

CMが接続障害を示す条件となる、ダイヤルアッ
プ接続失敗回数を設定します。
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cable tftp-enforce
ケーブル インターフェイス上のすべてのケーブル モデムに対して、ケーブル インターフェイス
経由で Trivial File Transfer Protocol（TFTP）を使用して DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
をダウンロードしてからでなければ登録とオンライン化を許可しない場合は、ケーブル インター
フェイス コンフィギュレーション モードで cabletftp-enforce コマンドを使用します。この機能を
無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable tftp-enforce [mark-only]
no cable tftp-enforce [mark-only]
___________________
構文の説明

（オプション）ケーブルモデムに対して、Cisco
CMTS ケーブル インターフェイス経由で
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルをダ
ウンロードしなくてもオンライン化を許可しま
すが、警告メッセージを出力し、
showcablemodem コマンドではそれらのケーブ
ルモデムにシャープ記号（#）が付加されます。

mark-only

___________________
コマンド デフォルト

Cisco CMTS 経由の TFTP ダウンロードは不要です（nocabletftp-enforce）。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(11b)EC1

このコマンドが、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ユニバーサル ブロードバンド ルータに導入されました。

12.1(19)EC

リリース 12.2 BC トレインの動作と一貫性を持たせるために、TFTP チェッ
クに失敗したケーブル モデムは showcablemodem コマンドで、元の reject(m)
エラーではなく、reject(c) エラーとしてマークされるようになりました。

12.2(8)BC2

このコマンドのサポートは、Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シ
リーズ、および Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ用の
12.2 BC リリース トレインに追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(15)BC1

Cisco uBR10012 ルータ上で、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを
正しくダウンロードしたケーブル モデムを拒否しないようにコマンドが拡
張されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン cabletftp-enforce ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、ケーブル イン
ターフェイス上のすべてのケーブル モデムに対して、Cisco CMTS ルータとのケーブル インター
フェイス経由で DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを TFTP 要求しなければ、登録とオン
ライン化を許可しません。これにより、次の状況が起きるのを防ぐことができます。
• ローカル TFTP サーバからの不正な DOCSIS コンフィギュレーション ファイルのダウンロー
ドを許可するようにローカル ネットワークを設定し直すことによってサービスの窃盗を試み
るユーザ。通常は、より高い保証された帯域幅やより優先順位の高い Quality of Service（QoS）
プロファイルなどのサービスを無料で利用するためにこの不正行為が行われます。
• ケーブル モデムのブランドやモデルによっては、DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
をキャッシュして、登録プロセスで TFTP サーバから実際のファイルをダウンロードせずに、
キャッシュされたバージョンを使用する古いソフトウェア リリースを実行している場合があ
ります。これにより、登録プロセスは多少迅速化されますが、DOCSIS 要件に違反している
ため、ケーブル モデムが適切な DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを使用していな
いという状況が起きます。この場合は、ケーブル モデムが DOCSIS に準拠していないことが
問題なのに、ユーザにサービスの窃盗の嫌疑がかけられる可能性があります。
cabletftp-enforce コマンドは、このような状況を特定して、ケーブル モデムの登録とオンライン
化を阻止することができます。このコマンドには、このようなケーブル モデムのオンライン化を
許可しつつ、このようなケーブル モデムの識別も行う mark-only オプションも用意されているた
め、ネットワーク管理者は状況をより詳しく調査してから対処できます。
mark-only オプションなしでコマンドが使用された場合、ケーブル インターフェイス経由で TFTP
ファイルをダウンロードしなかったケーブル モデムは登録とオンライン化をブロックされます。
このようなケーブル モデムが登録しようとすると、次のメッセージがコンソールに表示されま
す。
06:53:57: %UBR7200-4-REGISTRATION_BEFORE_TFTP: Registration request unexpected:
Cable Modem did not attempt TFTP. Registration Rejected. CM Mac Addr <00ff.ff66.12fb>

mark-only オプションは、TFTP ファイルをダウンロードしなかったケーブル モデムのオンライン
化を許可しますが、コンソールに警告メッセージを出力し、showcablemodem コマンドではケー
ブル モデムにシャープ記号（#）が付加されます。このようなケーブル モデムが Cisco CMTS に
登録しようとすると、次のメッセージがコンソールに表示されます。
06:53:57: %UBR7200-4-REGISTRATION_BEFORE_TFTP: Registration request unexpected:
Cable Modem did not attempt TFTP. Modem marked with #. CM Mac Addr <00ff.ff66.12fb>
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ヒント

最初に mark-only オプションでケーブル インターフェイスを設定することをお勧めします。
そうすれば、すぐにユーザのオンライン化能力が妨げられることなく、潜在的問題が特定され
ます。これらの初期問題を特定して解決したら、mark-only オプションを使用せずにケーブル
インターフェイスを設定し直し、OCSIS コンフィギュレーション ファイルをダウンロードせ
ずにオンライン化しようとする問題のケーブル モデムをブロックするようにします。
デフォルトの動作は、Cisco CMTS ルータとのケーブル インターフェイス経由の TFTP ダウンロー
ドを要求しません。このコマンドを使用して、すべてのケーブル インターフェイスを TFTP ダウ
ンロードを必要とするように設定する必要があります。

（注）

cabletftp-enforce コマンドは、サブインターフェイスまたは非ケーブル インターフェイスでは
使用できません。
Cisco uBR10012 ルータ上の動作
Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以降のリリースでは、Cisco uBR10012 ルータが、ケーブル モデム
が適切な DOCSIS コンフィギュレーション ファイルをダウンロードしたという確認をシステムが
受信する前にケーブル モデムの一時的なオンライン化を許可する場合があります。この状況は、
ケーブル モデムが TFTP サーバから適切なファイルをダウンロードしたかどうかを PRE1 モジュー
ルがケーブル インターフェイス ライン カードに通知する前に、ライン カードがモデムから登録
要求（REG-REQ）メッセージを受信した場合に発生する可能性があります。
以前の Cisco IOS リリースでは、このようなケーブル モデムが適切な DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルを正常にダウンロードした場合でも、オンライン化が許可されませんでした（ま
たは TFTP 違反としてマークされました）。しかし、Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以降のリリー
スでは、PRE1 モジュールがモデムの TFTP ステータスの判定を終えるまで、Cisco uBR10012 ルー
タがこのようなケーブル モデムの一時的なオンライン化を許可します。モデムが適切な DOCSIS
コンフィギュレーション ファイルをダウンロードしなかったとシステムが判断した場合、そのモ
デムはオフライン化されます（または TFTP 違反としてマークされます）。

（注）

___________________
例

このような状況では、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルをダウンロードしなかった
ケーブル モデムは showcablemodem コマンドによって、「reject(c)」ではなく「offline」とし
てマークされます。依然として、コンソールには %UBR10000-4-REGISTRATION_BEFORE_TFTP
エラー メッセージが表示されますが、このようなケーブル モデムを TFTP 違反として識別で
きるようになります。

次に、ケーブル インターフェイス 3/0 上のすべてのケーブル モデムに対して TFTP ダウンロード
を強制する例を示します。これらのケーブル モデムは、Cisco CMTS とのケーブル インターフェ
イス経由で DOCSIS コンフィギュレーション ファイルの TFTP ダウンロードを試行する必要があ
ります。そうしなかった場合は、登録またはオンライン化が許可されず、showcablemodem コマ
ンドで登録エラー（reject(c)）としてマークされます。
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（注）

この機能の初期バージョンは、TFTP チェックに失敗したケーブル モデムをメッセージ整合性
チェック（MIC）障害（reject(m)）としてマークしていました。Cisco IOS リリース 12.2(8)BC2
およびリリース 12.1(19)EC で、reject(c) と表示するようにコマンドが変更されました。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable tftp-enforce
Router(config-if)# exit
Router(config)#
Router# show cable modems
Interface
Cable3/0/U1
Cable3/0/U0
Cable3/0/U0
Cable3/0/U1
Cable3/0/U1
Router#

（注）

Prim
Sid
1
2
3
4
5

Online
Timing Rec
QoS CPE IP address
State
Offset Power
online(pt) 2734
0.50 5
0
10.1.1.38
online(pt) 2729
0.25 5
0
10.1.1.50
init(i)
2732
0.25 2
0
10.1.1.48
online(pt) 2737
0.75 5
0
10.1.1.34
reject(m)
2215
0.25 2
0
10.1.1.47

MAC address
00ff.fffa.0a35
00ff.ff07.382f
00ff.ff03.307d
00ff.ff59.4477
00ff.ff66.12fb

MIC 障害で拒否された DOCSIS 準拠のケーブル モデムは、少しの間だけオフライン状態に移
行してから、登録プロセスを再試行します。
debugcableregistration コマンドを使用して、追加情報を表示することができます。
Router# debug cable interface c3/0 verbose
Router# debug cable registration--> CMTS registration debugging is on
Jun 6 23:27:15.859: Registration request from 00ff.ff66.12fb, SID 7 on Cable3/0/U1
Jun 6 23:27:15.859: Found a network access control parameter: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found a class of service block: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found Baseline Privacy config: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found Max CPE: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found CM MIC: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found CMTS MIC: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found modem ip: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found modem capabilities: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Finished parsing REG Request
Jun 6 23:27:15.859: Cable Modem sent Registration Request without attempting required TFTP
22:33:21 %UBR7200-4-REGISTRATION_BEFORE_TFTP: Registration request unexpected:
Cable Modem did not attempt TFTP. Registration Rejected. CM Mac Addr <00ff.ff66.12fb>
Registration failed for Cable Modem 00ff.ff66.12fb on interface Cable3/0/U0:
CoS/Sflow/Cfr/PHS failed in REG-REQ
Jun 6 23:27:15.859: REG-RSP Status : failure (2)
Jun 6 23:27:15.859: Registration Response:
Jun 6 23:27:15.859: 0x0000: C2 00 00 1B 00 00 00 50 73 4E B4 19 00 05 00 E0
Jun 6 23:27:15.859: 0x0010: 56 AC 00 09 00 00 03 01 07 00 00 02 02
Jun 6 23:27:15.859: Registration Response Transmitted

次の mark-only オプションの例は、Cisco CMTS 経由の TFTP ダウンロードを試みなかったケーブ
ル モデムが登録とオンライン化を許可されるものの、showcablemodem コマンドを使用した場合
にシャープ記号（#）が付加されるところを示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable tftp-enforce mark-only
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Router(config-if)# exit
Router(config)#
Router# show cable modems
Interface
Cable3/0/U1
Cable3/0/U0
Cable3/0/U0
Cable3/0/U1
Cable3/0/U1
Router#

Prim Online
Timing Rec
QoS CPE IP address
Sid
State
Offset Power
1
online(pt) 2734
0.50 5
0
10.1.1.38
2
online(pt) 2729
0.25 5
0
10.1.1.50
3
init(i)
2732
0.25 2
0
10.1.1.48
4
online(pt) 2737
0.75 5
0
10.1.1.34
5
#online
2213
0.25 6
0
10.1.1.47

MAC address
00ff.fffa.0a35
00ff.ff07.382f
00ff.ff03.307d
00ff.ff59.4477
00ff.ff66.12fb

debugcableregistration コマンドを使用して、追加情報を表示することができます。
Jun 6 23:27:15.859: Registration request from 00ff.ff66.12fb, SID 7 on Cable3/0/U1
Jun 6 23:27:15.859: Found a network access control parameter: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found a class of service block: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found Baseline Privacy config: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found Max CPE: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found CM MIC: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found CMTS MIC: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found modem ip: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Found modem capabilities: Ok
Jun 6 23:27:15.859: Finished parsing REG Request
Jun 6 23:27:15.859: Cable Modem sent Registration Request without attempting required TFTP
23:27:15: %UBR7200-4-REGISTRATION_BEFORE_TFTP: Registration request unexpected:
Cable Modem did not attempt TFTP. Modem marked with #. CM Mac Addr <00ff.ff66.12fb>
Jun 6 23:27:15.859: Sec sids obtained for all requested classes of service
Jun 6 23:27:15.859: Performing connection admission control (CAC) for each Sid
Jun 6 23:27:15.859: CAC Status for ClassID:1 is CAC_SUCCESS
Jun 6 23:27:15.859: Registration Status: ok (0)
Jun 6 23:27:15.859: Registration Response Transmitted

ヒント

___________________
関連コマンド

また、showinterfacecablesid コマンドと showcableqosprofile コマンドを使用して、使用されて
いる SID とサービス クラスを調べて、ケーブル モデムが不正な QoS パラメータを使用して登
録したかどうかを調べることもできます。

コマンド

説明

cabledynamic-secret

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルが動
的に生成され共有秘密を使って検証されるよう
に、動的共有秘密機能を有効にします。

cableshared-secondary-secret

ケーブル モデムが DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルを処理して CMTS に正常に登
録するために使用可能な 1 つ以上のセカンダリ
共有秘密キーを設定します。

cableshared-secret

ケーブル モデムが DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルを処理して CMTS に正常に登
録するために使用する必要のある認証共有秘密
キーを設定します。
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コマンド

説明

debugcableregistration

CM 登録プロセスのデバッグ メッセージを表示
します。

showcablemodem

登録済み CM および未登録の CM の情報を表示
します。
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cable throttle-modem
CPU 使用率を下げることによって初期範囲指定ステージでのケーブル モデムのオンライン速度を
上げるケーブルモデム登録スロットリング機能を有効にするには、グローバルコンフィギュレー
ション モードで cablethrottle-modem コマンドを使用します。この機能を無効にするには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
cable throttle-modem init-rate value holdoff-time value flush-rate value
no cable throttle-modem
___________________
構文の説明

init-ratevalue

1 秒間に初期化ステップの通過を許可するモデ
ムの最大数を指定します。有効な範囲は 1 ～
1000 です。デフォルト値は 32 です。

holdoff-timevalue

ケーブル モデムがスロットリング キューで待
機する最大秒数を指定します。有効な範囲は 5
～ 100 です。デフォルト値は 45 です。

flush-ratevalue

ホールドオフ時間の経過後に 1 秒間にスロット
リング キューからフラッシュするモデムの最大
数を指定します。有効な範囲は 100 ～ 1000 で
す。デフォルト値は 300 です。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでは無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF3

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン cablethrottle-modem コマンドは、登録キュー内のケーブル モデムの台数の動的調整を可能にして
CPU 使用率を低減します。
cablethrottle-modem コマンド設定を有効にするためには、cablethrottle-ranging コマンド（Cisco
uBR10K シリーズ ルータにのみ適用可能）設定を手動で無効にする必要があります。

（注）

___________________
例

cablethrottle-modem コマンドは、Cisco uBR10012 CMTS 上でのみ使用できます。

次に、Cisco CMTS でケーブル モデム登録スロットリング機能を有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable throttle-modem init-rate 1 holdoff-time 5 flush-rate 100

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

（Cisco uBR10K シリーズ ルータの場合）
cablethrottle-ranging

ケーブル モデム登録時間の短縮を有効にしま
す。

showcablethrottle-modem

Displayscablethrottleconfigurationinformation.
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ケーブル コマンド：cable t
cable throttle-ranging

cable throttle-ranging
ケーブル モデム登録時間の短縮を有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モード
で cablethrottle-ranging コマンドを使用します。ケーブル モデム登録時間の短縮を無効にするに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
cable throttle-ranging
no cable throttle-ranging
___________________
構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでは無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cablethrottle-ranging コマンドは、CMTS のケーブル モデム登録時間の短縮を有効にします。
Cisco IOS リリース 12.3(21)BC イメージを含む Cisco CMTS をリロードし、CMTS 上で
cablethrottle-ranging コマンドを設定します。cablethrottle-ranging を設定したら、新しい設定を
保存し、再度 Cisco CMTS をリロードします。ケーブル モデム登録時間の短縮が Cisco CMTS 上
で有効になるようになります。

（注）

___________________
例

cablethrottle-ranging コマンドは、uBR10k CMTS 上でのみ使用できます。

次に、Cisco CMTS 上で高速ケーブル モデム登録機能を有効にする例を示します。
Router(config)# cable throttle-ranging
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ケーブル コマンド：cable t
cable time-server

cable time-server
Cisco CMTS シリーズ上で統合 Time-of-Day（ToD）サーバを有効にするには、グローバル--> コン
フィギュレーション モードで cabletime-server コマンドを入力します。Time-of-Day サーバ機能を
無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable time-server
no cable time-server
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

統合 Time-of-Day（ToD）サーバは無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 仕様に従って、ToD サーバは UDP プロトコルを使用するため、
serviceudp-small-serversmax-serversno-limit コマンドを使用して UDP マイナー サーバを有効にす
る必要もあります。
___________________
例

次に、Time-of-Day サーバを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# service udp-small-servers max-servers no-limit
Router(config)# cable time-server
Router(config)#
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ケーブル コマンド：cable t
cable trust

cable trust
DHCP で信頼できる送信元 MAC アドレスからのパケットを有効にするには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで cabletrust コマンドを使用します。MAC 除外リストから信頼できる MAC
アドレスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。除外リストから MAC アドレス
を削除すると、その送信元からのすべてのパケットが標準の DHCP 送信元検証の対象になります。
cable trust mac-address
no cable trust mac-address
___________________
構文の説明

mac-address

___________________
コマンド デフォルト

ディセーブル

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

信頼できる DHCP 送信元の MAC アドレスと、
パケットが標準の DHCP 送信元検証の対象にな
らない送信元の MAC アドレス。

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 仕様に従って、ToD サーバは UDP プロトコルを使用するため、
serviceudp-small-serversmax-serversno-limit コマンドを使用して UDP マイナー サーバを有効にす
る必要もあります。
このコマンドと機能は、ケーブル送信元検証機能が Cisco CMTS 上で最初に有効になる環境での
みサポートされます。
ケーブル送信元検証に加えてこの機能が有効になっている場合は、パケットの送信元がCiscoCMTS
上の MAC 除外リストに属している必要があります。パケットの送信元が除外リストに属してい
る場合は、以前サポートされていた標準の送信元検証チェックに基づいて送信元 IP アドレスが
Address Resolution Protocol（ARP）テーブルに照らして検証されます。サービス ID（SID）とパ
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ケーブル コマンド：cable t
cable trust

ケットの送信元 IP アドレスは、Cisco CMTS 上の ARP ホスト データベース内のものと一致する必
要があります。このパケット チェックに合格すると、パケットの通過が許可されます。拒否され
るパケットはどちらかのチェックで破棄されます。
オプションの除外リスト内の信頼できる送信元 MAC アドレスはいつでも削除できます。MAC ア
ドレスを削除すると、信頼されていたパケットが信頼されない状態に戻り、そのアドレスのすべ
てのパケットが Cisco CMTS の標準の送信元検証チェックの対象になります。

（注）

___________________
例

cablesource-verifydhcp 機能が有効になっており、このデバイスの cablesource-verifydhcp チェッ
クをオーバーライドする cabletrust コマンドを使用してケーブル モデムの静的に定義された
IP アドレスが CMTS に追加されている場合は、このケーブル モデムのエントリが CMTS の
ARP データベースに追加されるまで、このケーブル モデムからのパケットがドロップされま
す。これを実現するには、cablesource-verifydhcp 機能を無効にし、ケーブル モデムから CMTS
を ping してエントリを ARP データベースに追加し、再度 cablesource-verifydhcp 機能を有効に
します。

次に、Time-of-Day サーバを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable trust 0007.0e03.69f9
Router(config)# Ctrl^Z
Router#
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ケーブル コマンド：cable t
cable tx-power-headroom

cable tx-power-headroom
組織固有識別子（OUI）に基づいて送信電力機能が拡張されたケーブル モデムを設定するには、
グローバル コンフィギュレーション モードで cabletx-power-headroom コマンドを使用します。
この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable tx-power-headroom OUI dB-value
no cable tx-power-headroom OUI dB-value
___________________
構文の説明

OUI

ケーブル モデム ベンダーに固有の MAC アドレ
スの最初の 24 ビット。

dB-value

アップストリーム チャネルの送信電力のデシベ
ル値。有効な範囲は 1 ～ 6 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE3

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 一意の OUI ごとに cabletx-power-headroom コマンドを使用できます。このコマンドを使用して
MAC アドレスまたは OUI 値のどちらかを指定できます。MAC アドレスを指定した場合は、その
OUI 値だけが保存されます。
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ケーブル コマンド：cable t
cable tx-power-headroom

___________________
例

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE3 で、Cisco CMTS ルータ上の拡張送信電力を設定する例を
示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable tx-power-headroom 0025.2ed0.8cba 3

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreammax-channel-power-off

チャネルセット割り当てを削減するためのCisco
CMTS ルータの電力バジェット オフセット値を
指定します。

showcablemodem

ケーブル モデムの詳細とともに、割り当てられ
たアップストリーム チャネルごとの送信電力値
を表示します。
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ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
• cable udc-capability, 874 ページ
• cable upstream active-codes, 876 ページ
• cable upstream admission-control, 878 ページ
• cable upstream admission-control max-reserved-bandwidth, 882 ページ
• cable upstream attribute-mask, 884 ページ
• cable upstream balance-scheduling, 886 ページ
• cable upstream bonding-group, 888 ページ
• cable upstream chan-class-id, 890 ページ
• cable upstream channel-width, 892 ページ
• cable upstream codes-per-minislot, 898 ページ
• cable upstream concatenation, 900 ページ
• cable upstream connector, 902 ページ
• cable upstream data-backoff, 908 ページ
• cable upstream description, 910 ページ
• cable upstream differential-encoding, 912 ページ
• cable upstream docsis-mode, 914 ページ
• cable upstream dpon, 920 ページ
• cable upstream equalization-coefficient, 922 ページ
• cable upstream equalization-error-recovery, 927 ページ
• cable upstream ext-power, 929 ページ
• cable upstream fec, 931 ページ
• cable upstream fec-strength, 933 ページ
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ケーブル コマンド：cable u ～ cable w

• cable upstream fragmentation, 935 ページ
• cable upstream fragment-force, 937 ページ
• cable upstream freq-adj averaging, 941 ページ
• cable upstream frequency, 943 ページ
• cable upstream hopping blind, 947 ページ
• cable upstream hop-priority, 949 ページ
• cable upstream ingress-noise-cancellation, 952 ページ
• cable upstream load-balance group, 956 ページ
• cable upstream maintain-psd, 959 ページ
• cable upstream max-channel-power-offset, 962 ページ
• cable upstream max-codes-per-subframe, 964 ページ
• cable upstream max-interleave-step, 966 ページ
• cable upstream max-logical-chans, 968 ページ
• cable upstream max-ports, 973 ページ
• cable upstream minislot-size, 976 ページ
• cable upstream modulation-profile, 981 ページ
• cable upstream power-adjust, 988 ページ
• cable upstream power-level, 993 ページ
• cable upstream qos wfq, 996 ページ
• cable upstream range-backoff, 998 ページ
• cable upstream ranging-init-technique, 1001 ページ
• cable upstream ranging-poll, 1003 ページ
• cable upstream rate-adapt（グローバル）, 1005 ページ
• cable upstream rate-adapt（インターフェイス）, 1007 ページ
• cable upstream rate-limit, 1009 ページ
• cable upstream rate-limit-bwreq exempted-priority, 1011 ページ
• cable upstream rate-limit-ccf, 1013 ページ
• cable upstream resiliency, 1015 ページ
• cable upstream rf-adapt（論理チャネル）, 1019 ページ
• cable upstream rf-adapt, 1022 ページ
• cable upstream rng-holdoff, 1024 ページ
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ケーブル コマンド：cable u ～ cable w

• cable upstream scheduling type, 1026 ページ
• cable upstream scrambler, 1028 ページ
• cable upstream shutdown, 1030 ページ
• cable upstream spectrum-group, 1032 ページ
• cable upstream spreading-interval, 1035 ページ
• cable upstream threshold, 1037 ページ
• cable upstream threshold hysteresis, 1044 ページ
• cable upstream threshold rf-adapt, 1047 ページ
• cable upstream timing-adjust, 1049 ページ
• cable upstream unfrag-slot-jitter, 1051 ページ
• cable util-interval, 1053 ページ
• cable vc-map, 1055 ページ
• cable vrf-steering cable-modem, 1058 ページ
• cable wideband auto-reset, 1060 ページ
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ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable udc-capability

cable udc-capability
ケーブル モデム上の Upstream Drop Classifier（UDC）機能を有効にするには、インターフェイス
コンフィギュレーション モードで cableudc-capability コマンドを使用します。UDC 機能を無効に
するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable udc-capability
no cable udc-capability
___________________
構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

ディセーブル

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG5

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、MAC ドメイン内で使用されます。このコマンドが特定のインターフェイス上で
使用された場合は、そのインターフェイス上のすべてのケーブル モデムの UDC 機能が有効にな
ります。
___________________
例

次に、cableudc-capability コマンドを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 7/0/0
Router(config-if)# cable udc-capability

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ上で cableudc-capability コマンド
を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0/0
Router(config-if)# cable udc-capability
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ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable udc-capability

cableudc-capability コマンドは、Cisco CMTS 上の Upstream Drop Classifier（UDC）機能の設定に使
用します。UDC 機能の詳細については、『Configuring Upstream Cable Interface Features on the Cisco
CMTS Routers』ガイドを参照してください。
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodem

登録されたケーブル モデムと登録されていない
ケーブル モデムに関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream active-codes

cable upstream active-codes
アップストリーム チャネルで設定可能なアクティブ コードの数を指定するには、ケーブル イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamactive-codes コマンドを使用しま
す。アクティブ コードを、そのデフォルト値である、イングレス ノイズ キャンセルが有効な場
合の 112、無効な場合の 128 に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n active-codes active-code
no cable upstream n active-codes
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

n

アップストリーム ポートを指定します。有効値
は、ケーブル インターフェイス ライン カード
上の最初のアップストリーム ポートに対応する
0 から始まります。

active-code

アクティブ コードの数を指定します。有効値は
64 ～ 128 で、イングレス ノイズ キャンセルが
有効な場合のデフォルト値は 112、イングレス
ノイズ キャンセルが無効な場合のデフォルト値
は 128 です。

Synchronous Code Division Multiple Access（S-CDMA）が設定されていない場合は、アクティブ コー
ド設定を適用できません。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは S-CDMA チャネルに対してのみ適用できます。アクティブ コード設定を適用する
ように S-CDMA を設定する必要があります。
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ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream active-codes

___________________
例

次に、アップストリーム ポート 0 でアクティブ コードを 128 に設定する例を示します。
Router(config)# interface cable 7/0/4
Router(config-if)# cable upstream 0 active-codes 128
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamcodes-per-minislot

アップストリーム チャネルで許可されるミニス
ロットあたりのコード数を指定します。

cableupstreamspreading-interval

アップストリーム チャネル上の S-CDMA チャ
ネルの展開間隔を指定します。
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ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream admission-control

cable upstream admission-control
アップストリーム チャネルで許可されるオーバーブッキング率（%）を指定するには、ケーブル
インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamadmission-control コマンドを
使用します。オーバーブッキング率をそのデフォルトである 100% に設定するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
cable upstream n admission-control percentage
no cable upstream n admission-control
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポートを指定します。有効値
は、ケーブル インターフェイス ライン カード
上の最初のアップストリーム ポートに対応する
0 から始まります。

percentage

オーバーブッキングを制限するオーバーブッキ
ング率（%）を指定します。有効値は 10 ～
1000% で、デフォルトは 100% です。

___________________
コマンド デフォルト

100%

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3(6) NA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ケーブル モデムごとに割り当てられた最小保証アップストリーム帯域を調査す
ることによって、特定のアップストリームポートのケーブルモデムの最大数を制限します。家庭
用サービスと商用接続を提供するケーブルモデムには、トラフィックニーズに応じて異なる重み
を付けることができます。このコマンドは、ケーブル モデムが CMTS に登録できるかどうかにの
み影響します。すでにオンライン化しているケーブル モデムには影響しません。
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cable upstream admission-control

CMTS は、ケーブル モデムの DOCSIS コンフィギュレーション ファイルからの最小保証アップス
トリーム帯域フィールドを使用して、ケーブル モデムがオンライン化できるかどうかを判断しま
す。ケーブル モデムの最小保証アップストリーム帯域が、このコマンドで指定されたオーバー
ブッキング率が掛けられた合計アップストリーム帯域を超えている場合、そのケーブル モデムは
アップストリーム上でオンライン化できません。ケーブル モデムは、別のアップストリームを探
して、どのアップストリームでも登録できなかった場合は、新しいダウンストリームにロックオ
ンしようとします。

（注）

アップストリーム帯域が保証されたケーブル モデムは、アクティブなトラフィックがなけれ
ば、その帯域幅を消費しません。ケーブル モデムの最小アップストリーム帯域を保証するこ
とにより、トラフィックが非常に高い状況でもすべてのユーザがネットワーク アクセスから
完全に締め出されないことが保証されます。
次の表に、100% のアドミッション コントロールが使用されている場合の、チャネル幅、シンボ
ルレート、および変調方式に基づく、アップストリームチャネルごとの概算帯域幅を示します。
アドミッション コントロールが他の値に設定されている場合は、それに応じて下の表の帯域幅値
をスケールし、アップストリームポートごとに効率的に許可するケーブルモデムの最大数を算出
します。
表 15：アドミッション コントロール帯域幅表

チャネル幅（KHz）

シンボルレート（キロ QPSK 仮想チャネル帯域 16 QAM 仮想チャネル帯
シンボル/秒）
幅：100% の制限（ビッ 域幅：100% の制限
ト/秒）
（ビット/秒）

200

160

320,000

640,000

400

320

640,000

1,280,000

800

640

1,280,000

2,560,000

1600

1280

2,560,000

5,120,000

3200

2560

5,120,000

10,240,000

たとえば、3.2 MHz のチャネル幅と QPSK 変調を使用した場合は、合計帯域幅が約 5 Mbps になり
ます。これは、デフォルトの 100% のアドミッション レートでケーブル モデムに割り当てること
ができる最大許容帯域幅です。各ケーブル モデムに 128 Kbps の最小アップストリーム帯域が割り
当てられている場合は、最大 40 台のケーブル モデムをオンライン化できます。
アップストリームアドミッションコントロールが設定され、有効化されているかどうかを確認す
るには、ケーブル アップストリーム用の showinterface コマンドを使用して、その設定情報を表示
します。アップストリームアドミッションコントロールが設定され、有効になっている場合は、
出力に「CIR admission control enforced」というエントリが表示されます。アップストリーム アド
ミッション コントロールが無効になっている場合は、アドミッション コントロール エントリが
出力に表示されません。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
879
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cable upstream admission-control

（注）

アドミッション コントロール リミットを現在のチャネルの合計予約帯域幅未満に設定すると、
すぐにケーブル モデムがオフラインになるわけではありませんが、ケーブル モデムがオフラ
インでドロップした場合は二度と再接続できなくなります。アドミッション コントロール リ
ミットを増やすと、接続できるケーブル モデムの台数が増えます。
アップストリームがオーバーブッキングになっている場合は、testcableucc コマンドを使用して、
現在オンラインになっているケーブルモデムを別のアップストリームポートに移動します。たと
えば、IP アドレスが 10.128.1.128 のケーブル モデムをポート C3/0/U0 から C3/0/U1 に移動する例
を次に示します。
Router# show cable modem 10.128.1.128
Interface

Prim Online
Timing Rec
Sid State
Offset Power
Cable3/0/U0 101 online
1919
5.25
Router# test cable ucc c3/0 101 1
Router# show cable modem 10.128.1.128

QoS CPE IP address

MAC address

7

0030.1976.7067

Interface

QoS CPE IP address

MAC address

7

0030.1976.7067

Prim Online
Sid State
Cable3/0/U1 101 online

___________________
例

Timing Rec
Offset Power
1920
5.25

0

0

10.128.1.128

10.128.1.128

次に、アップストリーム ポート 4 上のオーバーブッキングを 125% に制限する例を示します。
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable upstream 4 admission-control 125
Router(config-if)#

インターフェイス上の現在のアドミッション コントロールのステータスを表示するには、
showinterfacecableupstream コマンドを使用します。たとえば、次のコマンド出力は、このアップ
ストリームが、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルで保証アップストリーム帯域が割り当
てられたオンラインケーブル モデムに 2.5 Mbit/秒の合計帯域幅を割り当てたことを示していま
す。
この画面は、アドミッション コントロールが 125% のサブスクリプション レベルで適用されてい
ることも示しています。仮想チャネル BW フィールドは、チャネル帯域幅にアドミッション コン
トロール リミットを掛けて計算されます。アドミッション要求拒否カウンタは、登録しようとし
たものの、アドミッション コントロール ポリシーによって拒否されたケーブル モデムの数を示
します。
Router# show interface c3/0 u4
Cable3/0: Upstream 4 is up
Received 11585 broadcasts, 11854 multicasts, 3222651 unicasts
0 discards, 829 errors, 0 unknown protocol
3246090 packets input, 5 uncorrectable
557 noise, 0 microreflections
Total Modems On This Upstream Channel : 69 (68 active)
Default MAC scheduler
Queue[Rng Polls] 0/64, fifo queueing, 0 drops
Queue[Cont Mslots] 0/52, fifo queueing, 0 drops
Queue[CIR Grants] 0/64, fair queueing, 0 drops
Queue[BE Grants] 0/64, fair queueing, 0 drops
Queue[Grant Shpr]
0/64, calendar queueing, 0 drops
Reserved slot table currently has 0 CBR entries
Req IEs 205196036, Req/Data IEs 0
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Init Mtn IEs 7604617, Stn Mtn IEs 422496
Long Grant IEs 4848, Short Grant IEs 1646196
Avg upstream channel utilization : 1%
Avg percent contention slots : 94%
Avg percent initial ranging slots : 1%
Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%
Total channel bw reserved 2500000 bps
CIR admission control enforced
Subscribtion level 125%
Virtual channel bw 6400000 bps
Admission requests rejected 32
Current minislot count
: 5200298
Flag: 0
Scheduled minislot count : 5200420
Flag: 0
Router#

ケーブル モデムがアドミッション コントロール ポリシーによってアクセスを拒否された場合は、
showcablemodem コマンド出力に "reject(c)" が表示されます。
Router# show cable modem
Interface

Prim
Sid
Cable2/0/U0 1
Cable2/0/U0 2
Cable2/0/U0 3
. . .
Cable3/0/U1 113
Cable3/0/U1 114
Cable3/0/U0 115
Cable3/0/U0 116

___________________
関連コマンド

Online
State
online
online
init(i)

Timing Rec
Offset Power
2288
0.50
2288
0.50
2280
0.00

QoS CPE IP address

MAC address

4
4
2

0
0
0

10.16.30.66
10.16.30.68
10.16.30.69

0010.7bb3.fb45
0010.7bb3.fb7b
0010.9500.05e

online
online
reject(c)
online

3921
3920
3922
3919

5
6
2
5

0
0
0
0

10.128.1.108
10.128.1.87
10.128.1.75
10.128.1.57

0030.9433.c38b
0030.1976.6ebf
0030.1976.703b
0030.1976.6fa1

0.00
0.25
0.25
0.75

コマンド

説明

debugcablemac-scheduler

MAC レイヤのスケジューラとアドミッション
コントロール アクティビティに関する情報を表
示します。

debugcableus-adm-ctrl

アップストリーム アドミッション コントロー
ル アクティビティに関するデバッグ メッセー
ジを表示します。

showcablemodem

アップストリーム ポートとプライマリ SID を含
むケーブル モデムに関する統計情報を表示しま
す。

showinterfacecableupstream

アップストリームのインターフェイス設定を表
示します。現在のアドミッション コントロール
ポリシーがあれば、それも含めて表示します。
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cable upstream admission-control max-reserved-bandwidth

cable upstream admission-control max-reserved-bandwidth
Cisco CMTS で許可されるすべてのサービス フローに対し、ボンディング グループごとの最大予
約帯域幅を定義するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreamadmission-controlmax-reserved-bandwidth コマンドを使用します。最大予約帯域幅
の値をリセットまたは無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstreamnadmission-control max-reserved-bandwidth bw-in-kbps
no cable upstreamnadmission-control max-reserved-bandwidth
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

bw-in-kbps

アドミッション コントロールの最大予約帯域
幅。この値は、kBps 単位で、ボンディング グ
ループに定義されている RF 帯域幅の割合とし
て指定します。有効な範囲は 0 ～ 30720 です。

max-reserved-bandwidth の値は、US または DS ボンディング グループに設定されている RF チャネ
ルの集約帯域幅の 80 % になります。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ボンディング グループごとの最大予約帯域幅を定義できます。デフォ
ルトの最大予約帯域幅の値は 80 % です。ただし、これより大きい帯域幅（最大 96 % ）を設定し
たり、 ゼロ設定情報レート（CIR）ベスト エフォート型トラフィックに帯域幅が割り当てられる
よう帯域幅を減らしたりすることもできます。
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___________________
例

以下に、最大予約帯域幅の値を定義する例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface c5/0/1
Router(config-if)# cable upstream 0 admission-control max-reserved-bandwidth 6344

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableadmission-control

Cisco CMTS ルータとサポート Broadband
Processing Engine（BPE）の CPU およびメモリ
しきい値を設定します。

cableadmission-controlevent

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのイベント タイプを設定して有効にします。

cableadmission-controlds-bandwidth

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのダウンストリーム帯域幅しきい値を設定し
ます。

cableadmission-controlus-bandwidth

Cisco CMTS ルータにアドミッション コントロー
ルのアップストリーム帯域幅しきい値を設定し
ます。

debugcableadmission-control

Cisco CMTS ルータで自動アドミッション コン
トロール トラブルシューティング プロセスを
有効にします。

showcableadmission-control

Cisco CMTS ルータまたは指定したインター
フェースでの現在のアドミッション コントロー
ルの設定とステータスを表示します。
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cable upstream attribute-mask
16 進数形式でアップストリーム属性マスクを指定するには、ケーブル インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードで cableupstreamattribute-mask コマンドを使用します。デフォルト値を
アップストリーム チャネル属性マスクに設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream attribute-mask attribute-mask
no cable upstream upstream attribute-mask attribute-mask
___________________
構文の説明

upstream

アップストリーム ポートを指定します。

attribute-maskattribute-mask

属性マスク ビットマップを 16 進数形式で指定
します。
例：0-FFFFFFFF

___________________
コマンド デフォルト

ルータが高可用性（HA）をサポートしておらず、アップストリームがボンディングされていない
場合、ケーブル アップストリーム属性マスクのデフォルト値は 0x00 になります。
ルータが HA をサポートしている場合、デフォルト値は 0x20000000 になります。
アップストリーム チャネルがボンディング グループの一部の場合、デフォルト値は 0x80000000
になります。
ルータが HA をサポートしており、アップストリーム チャネルがボンディング グループの一部の
場合、デフォルト値は 0xA0000000 になります。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、アップストリーム チャネルの属性マスクを設定します。
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cable upstream attribute-mask

___________________
例

次に、アップストリーム属性マスクを 16 進数形式で設定する例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 0 attribute-mask ffff

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearcablemodemattribute-masks

このコマンドは、ケーブル モデム属性マスクを
クリアします。
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cable upstream balance-scheduling
USCB バランシング スケジューラを有効にするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュ
レーション モードで cableupstreambalance-scheduling コマンドを使用します。無効にするには、
このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream balance-scheduling
no cable upstream balance-scheduling
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

ディセーブル

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCH2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、MAC ドメイン内のアップストリーム チャネル全体でサービス フローのバラン
スをとるために使用します。このコマンドは、UB オンライン ケーブル モデムにのみ使用します。
___________________
例

次に、cableupstreambalance-scheduling コマンドの設定例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 8/1/2
Router(config-if)# cable upstream balance-scheduling

次に、バランシング スケジューラが有効になったステータスを示す showcableinterface コマンド
の出力例を示します。
Router# show interface cable 8/1/2 mac-scheduler 0
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 2%; five minutes: 2%
Time source is hardware calendar, *07:29:34.137 CST Wed Feb 5 2014
DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable8/1/2/U0: rate 7680000
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cable upstream balance-scheduling

wfq:None balance-scheduling: on
Queue[Rng Polls] 0/128, 0/0 drops, flows 0 max 0/0/0
Queue[CIR Grants] 0/256, 0/0 drops, flows 0 max 0/0/0
Queue[BE(7) Grants] 0/96, 0/0 drops, flows 0 max 0/0/0
Queue[BE(6) Grants] 0/96, 0/0 drops, flows 0 max 0/0/0
Queue[BE(5) Grants] 0/96, 0/0 drops, flows 0 max 0/0/0
Queue[BE(4) Grants] 0/96, 0/0 drops, flows 0 max 0/0/0
Queue[BE(3) Grants] 0/96, 0/0 drops, flows 0 max 0/0/0
Queue[BE(2) Grants] 0/96, 0/0 drops, flows 0 max 0/0/0
Queue[BE(1) Grants] 0/96, 0/0 drops, flows 0 max 0/0/0
Queue[BE(0) Grants] 0/96, 0/0 drops, flows 0 max 0/0/0
BG pending grant list entries: 0
BG delay list entries: 0
Req Slots 0, Req/Data Slots 0
Init Mtn Slots 0, Stn Mtn Slots 0
Short Grant Slots 0, Long Grant Slots 0
Adv Phy Short Grant Slots 0, Adv Phy Long Grant Slots 0
Adv Phy UGS Grant Slots 0
Awacs Slots 0
Fragmentation count 0
Fragmentation test disabled
Avg upstream channel utilization : 0%
Avg percent contention slots : 0%
Avg percent initial ranging slots : 0%
Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%
Sched Table Rsv-state: Grants 0, Reqpolls 0
Sched Table Adm-State: Grants 0, Reqpolls 0, Util 0%
UGS
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
UGS-AD : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
RTPS
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
NRTPS : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
BE
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
MAP TSS: lch_state 1, init_retries 0
late_initial_maps 0, late_ucd_maps 0
mac-phy tss errors 0, missed ccc 0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamschedulingtype

さまざまなスケジューラ モードを有効にしま
す。

show interface cable

ケーブル インターフェイスの現在の設定とス
テータスを表示します。
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cable upstream bonding-group
ケーブル インターフェイス上で静的アップストリーム ボンディング グループを作成するには、
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreambonding-group コマ
ンドを使用します。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream bonding-group id
no cable upstream bonding-group id
___________________
構文の説明

id

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

ケーブル インターフェイス上のボンディング
グループ ID。有効値は 1 ～ 65535 です。

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン Media Access Control（MAC）ドメインごとに最大 32 の静的アップストリーム ボンディング グ
ループを設定できます。コマンドの no 形式を使用してアップストリーム ボンディング グループ
を削除した場合は、Cisco CMTS ルータがその削除されたアップストリーム ボンディング グルー
プに関連付けられたボンディング先のアップストリームサービスフローの再認証を強制します。
アップストリーム ボンディング コンフィギュレーション サブモードでは、アップストリーム ボ
ンディング グループの次の項目を指定できます。
• アップストリーム チャネル
• 帯域予約
• プロビジョニングされた属性マスク
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（注）

___________________
例

現用ライン カードで、アップストリーム ボンディング コンフィギュレーション サブモードで
属性コマンドを使用して変更した設定は、コンフィギュレーション モードの終了後にのみ保
護ライン カード上の設定と同期されます。show running コンフィギュレーション コマンドを
使用する前に、end コマンドを使用して特権 EXEC モードに戻ります。

次に、Cisco uBR10012 ルータのスロット 7、サブスロット 1、およびポート 0 のケーブル インター
フェイス上でアップストリーム ボンディング グループを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 7/1/0
Router(config-if)# cable upstream bonding-group 235

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

upstreamcableconnector

光ファイバ ノード用のアップストリーム チャ
ネル ポートを指定します。

cablefiber-node

光ファイバ ノードを作成し、ケーブル光ファイ
バ ノード コンフィギュレーション モードを開
始します。
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cable upstream chan-class-id
CMTS ルータ上で論理アップストリーム チャネルのチャネル クラス ID を設定するには、ケーブ
ル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cable upstream chan-class-id コマンドを使
用します。チャネル クラス ID 設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream port-number chan-class-id id
no cable upstream port-number chan-class-id id
___________________
構文の説明

port-number

ケーブル アップストリーム ポート番号。有効
範囲は、MAC ドメイン内で設定されたアップ
ストリーム チャネルの数によって異なります。
たとえば、設定されたアップストリーム チャネ
ルの総数が 4 の場合、アップストリーム ポート
番号の有効範囲は 0 ～ 3 になります。

id

16 進数形式の論理アップストリーム チャネル
のチャネル クラス ID。有効範囲は 0 ～ ffffffff
です。デフォルト値は 0 です

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCH

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cable upstream chan-class-id コマンドは、Cisco CMTS ルータ上のケーブル モデム ステアリング機
能に関連付けられます。
アップストリーム チャネル記述子（UCD）メッセージには、チャネル クラス ID と範囲指定保留
優先順位設定に基づくアップストリーム論理チャネルのタイプ、長さ、値（TLV）18 および 19 が
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含まれます。チャネル クラス ID が設定されていない場合は、範囲指定保留優先順位設定に関係
なく、UCD に TLV18 と TLV19 が含まれません。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェイス ライン カード上の論理アップストリー
ム チャネルのチャネル クラス ID を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/0/0
Router(config-if)# cable upstream 0 chan-class-id ff

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable load-balance exclude

DOCSIS ロード バランスからケーブル モデムま
たはケーブル モデムのグループを除外します。

cable upstream rng-holdoff

CMTS ルータ上のアップストリーム論理チャネ
ルのアップストリーム範囲指定保留優先順位値
を設定します。

show cable modem verbose

CMTS ルータに接続された、登録されている
ケーブル モデムと登録されていないケーブル
モデムに関する情報を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
891

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream channel-width

cable upstream channel-width
アップストリーム ポートのアップストリーム チャネル幅を指定するには、ケーブル インターフェ
イス コンフィギュレーション モードで cableupstreamchannel-width コマンドを使用します。チャ
ネル幅を 1,600,000 Hz のデフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n channel-width first-choice-width [ last-choice-width ]
no cable upstream n channel-width
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

first-choice-width

ヘルツ（Hz）単位でアップストリーム チャネ
ル幅を指定します。

last-choice-width

（Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、
および Cisco uBR-MC5X20S/U/H のみ）
ヘルツ単位のアップストリーム チャネル幅。有
効値は、first-choice-width パラメータと同じです
が、正しく動作させるためには、
last-choice-width 値を first-choice-width 値以下に
する必要があります。このパラメータは、サ
ポート対象カードでシンボル レート管理アルゴ
リズムを有効にするために使用します。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

first-choice-width 値と last-choice-width 値はデフォルトで 1,600,000 Hz に設定されます。アップス
トリーム チャネルが DOCSIS 2.0 A-TDMA または DOCSIS 3.0 S-CDMA モードで動作するように
設定されている場合は、3 つのチャネル幅オプション（1.6 MHz、3.2 MHz、および 6.4 MHz）しか
使用できません。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

11.3(5)NA

このコマンドが導入されました。
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リリース

変更内容

12.0(4)XI

last-choice-width 引数が追加されました。

12.2(11)CY、12.2(11)BC3 Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェ
イス ライン カードのサポートが追加されました。
12.2(15)CX

6.4 MHz のチャネル幅を使用した DOCSIS 2.0 A-TDMA および混合変調
プロファイルを含め、Cisco uBR-MC16U/X および Cisco uBR-MC28U/X
ケーブル インターフェイス ライン カードに対するサポートが追加さ
れました。

12.2(15)BC2

Cisco uBR-MC5X20S/U ケーブル インターフェイス ライン カード上の
6.4 MHz のチャネル幅を使用した DOCSIS 2.0 A-TDMA および混合変調
プロファイルに対するサポートが追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCC

Cisco UBR10-MC20X20V ケーブル インターフェイス ライン カードに
対するサポートが追加されました。

12.2(33)SCG2

TDMA から A-TDMA へのアップグレード機能用のコピー アンド ペー
ストに対するサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは削除されました。このコマンドは、us-channel
channel-width コマンドに置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン last-choice-width パラメータは、Cisco uBR-MC16S、Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、
および Cisco uBR-MC5X20S/U ケーブル インターフェイス ライン カード上でのみサポートされま
す。これらの特定のカードの 1 つが実装されている場合は、システムがチャネル幅を最小のチャ
ネル幅値から最大のチャネル幅値に増やそうとします。
両方のチャネル幅値を指定した場合は、小さい方の値が last-choice-width パラメータとして取得さ
れ、大きい方の値が first-choice-width パラメータとして取得されます。チャネルでノイズが発生し
た場合、シンボル レートは自動的に first-choice-width より小さく、かつ last-choice-width 以上の値
まで減少し、安定したチャネルが維持されます。
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表 16：ケーブル インターフェイスのサポートされているチャネル幅と DOCSIS モード

混合 DOCSIS
1.X/2.0

DOCSIS 2.0
（A-TDMA）

DOCSIS 2.0
（S-CDMA）

DOCSIS 3.0
（S-CDMA）

6.4 MHz 3.2
41 ～ 50（デ
MHz 1.6 MHz
フォルトは
800 kHz 400 kHz 41）
200 kHz

141 ～ 150（デ
フォルトは
141）

241 ～ 250（デ
フォルトは
241）

該当なし

該当なし

Cisco
6.4 MHz 3.2
21 ～ 30（デ
uBR-MC5X20S/U/H MHz 1.6 MHz
フォルトは
800 kHz 400 kHz 21）
200 kHz

121 ～ 130（デ
フォルトは
121）

221 ～ 230（デ
フォルトは
221）

該当なし

該当なし

Cisco
6.4 MHz 3.2
21 ～ 30（デ
uBR-MC20X205 MHz 1.6 MHz
フォルトは
800 kHz 400 kHz 21）
200 kHz

121 ～ 130（デ
フォルトは
121）

221 ～ 230（デ
フォルトは
221）

321 ～ 330（デ
フォルトは
321）

1 ～ 400（デ
フォルトは
381）

6.4 MHz 3.2
21 ～ 30（デ
MHz 1.6 MHz
フォルトは
800 kHz 400 kHz 21）
200 kHz

121 ～ 130（デ
フォルトは
121）

221 ～ 230（デ
フォルトは
221）

321 ～ 330（デ
フォルトは
321）

1 ～ 400（デ
フォルトは
381）

Cisco
6.4 MHz 3.2
21 ～ 30（デ
uBR-MC3GX60V MHz 1.6 MHz
フォルトは
800 kHz 400 kHz 21）
200 kHz

121 ～ 130（デ
フォルトは
121）

221 ～ 230（デ
フォルトは
221）

321 ～ 330（デ
フォルトは
321）

1 ～ 400（デ
フォルトは
381）

ケーブル イン
ターフェイス

チャネル幅

Cisco
uBR-MC16U/X
4
、Cisco
uBR-MC28U/X

Cisco
uBR-MC88U

DOCSIS 1.X
（TDMA）

4
DOCSIS 2.0（A-TDMA-only）モードで動作しながら、6,400,000 Hz（5,120,000 シンボル/秒）をサポートします。
5
DOCSIS 3.0 S-CDMA 変調プロファイルは 200 kHz、400 kHz、および 800 kHz チャネル幅をサポートしません。これは、Cisco uBR-MC88U と
Cisco uBR-MC3GX60V に適用されます。

（注）

UBR-MC20X20V ケーブル インターフェイス ライン カードには、3 つのバリエーション
（UBR-MC20X20V-0D、UBR-MC20X20V-5D、および UBR-MC20X20V-20D）があります。
UBR-MC20X20V-0D ライン カードは、20 のアップストリームと 0（ない）のダウンストリー
ムをサポートします。UBR-MC20X20V-5D ライン カードは、20 のアップストリームと 5 つの
ダウンストリームをサポートし、UBR-MC20X20V-20D ライン カードは、20 のアップストリー
ムと 20 のダウンストリームをサポートします。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以降のリリースでは、チャネル幅を変更すると、現在の周波数
が新しいチャネル幅パラメータに収まらない場合またはシステムが新しいチャネル幅に合わせ
て固定周波数パラメータまたは共有周波数グループ パラメータをリセットする必要がある場
合に、周波数ホップが強制されます。
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注意

DOCSIS 1.X ネットワークでは、ケーブル モデムが現在オンラインになっているインターフェ
イス上でチャネル幅を一度に複数段階変更しないでください。DOCSIS 1.X 仕様では、チャネ
ル幅が 1 段階分変更された場合（800,000 Hz から 1,600,000 Hz に変更された場合など）はケー
ブル モデムをオンラインのままにするように規定されていますが、チャネル幅をそれ以上の
段階分変更した場合（800,000 Hz から 3,200,000 Hz に変更した場合など）はケーブル モデムが
オフラインになる可能性があります。DOCSIS 2.0 ケーブル モデムが 2 段階のチャネル幅の変
更をサポートしているかどうかを確認するために、稼働中のネットワークでそれを試す前に各
ブランドのモデムをテストしてください。また、チャネル幅を変更したら、すべてのケーブル
モデムが新しい幅に対する範囲指定調整を完了するまで（ケーブル モデムの台数によっては
最大 1 分かかる）、再度チャネル幅を変更しないでください。

（注）

Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、または Cisco uBR-MC5X20S/U/H カードに 1 つの
チャネル幅だけを指定するには、first-choice-width と last-choice-width の両方のパラメータに同
じ値を指定します。次に例を示します。cableupstream0channel-width800000800000
このコマンドを使用して Cisco uBR-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライン カードのアップ
ストリームインターフェイスのチャネル幅を変更した場合は、ミニスロットサイズを対応する値
に変更しなければ、一部の DOCSIS 1.1 ケーブル モデムがオフラインになります。チャネル幅と
ミニスロットの正しい組み合わせについては、次の例を参照してください。
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#

cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable

upstream
upstream
upstream
upstream
upstream
upstream
upstream
upstream
upstream
upstream

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

channel-width
minislot 4
channel-width
minislot 8
channel-width
minislot 16
channel-width
minislot 32
channel-width
minislot 64

3200000
1600000
800000
400000
200000

（注）

この制限は DOCSIS 1.1 準拠のケーブル モデムには影響しません。また、Cisco IOS リリース
12.2(15)CX、Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2、およびそれ以降のリリースでは、Cisco
uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28C、および Cisco uBR-MC28U/X カードのミニスロット サイズ
を手動で変更する必要がありません。これらのカードは、チャネル幅が変更されたときに、自
動的に、ミニスロットあたり 32 シンボルを生成するようにミニスロット サイズを変更しま
す。

（注）

Cisco IOS 12.2(33)SCG2 以降では、TDMA または混合 TDMA/A-TDMA モードで
cableupstreamchannel-width コマンド内の channel-width 値が 6.4 MHz として指定された場合
は、DOCSIS モードが自動的に A-TDMA-only（DOCSIS 2.0）モードに変更されます。
PacketCable の制限
200,000 Hz のチャネル幅が使用できないものを以下に示します。
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• PacketCable 音声コールをサポートするアップストリーム
• Unsolicited Grant Service（UGS）または UGS with Activity Detection（UGS-AD）サービス フ
ローを使用するアップストリーム
音声やその他の UGS/UGS-AD サービス フローでこの狭いチャネル幅を使用すると、"DSA
MULTIPLE ERRORS" が原因でコールが拒否されます。
___________________
例

次に、Cisco uBR-MCXXC カードのアップストリーム ポート 2 を 200,000 Hz のチャネル幅（160
キロシンボル/秒のシンボル レートに相当する）に設定する例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 2 channel-width 200000
Router(config-if)#

次に、Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、または Cisco uBR-MC5X20S カードのアップス
トリーム ポート 2 を 200,000 Hz のチャネル幅（160 キロシンボル/秒のシンボル レートに相当す
る）に設定する例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 2 channel-width 200000 200000
Router(config-if)#

次に、アップストリーム ポート 3 を 1,600,000 Hz のチャネル幅から 3,200,000 Hz のチャネル幅ま
での 200,000 Hz 刻みに設定する例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 3 channel-width 1600000 3200000
Router(config-if)#

次に、Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、Cisco uBR-MC5X20S、Cisco uBR-MC20X20V、
Cisco uBR-MC88U、または Cisco uBR-MC3GX60V カードのアップストリーム ポートを DOCSIS
2.0 A-TDMA-only モードでのみサポートされる 6.4 MHz のチャネル幅に設定する例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 0 channel-width 6400000
Router(config-if)#

次に、Cisco uBR-MC5X20H、Cisco uBR-MC20X20V、Cisco uBR-MC88U、または Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードのアップストリーム ポートを DOCSIS 3.0 S-CDMA モードで 6.4
MHz のチャネル幅に設定する例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 0 channel-width 6400000
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamhoppingblind

Cisco uBR-MC16S および Cisco uBR-MC5X20S
ケーブル インターフェイス ライン カード上の
最適周波数ホッピングを無効にします。

cableupstreamminislot-size

特定のアップストリーム インターフェイスのミ
ニスロット サイズを指定します。
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コマンド

説明

cableupstreammodulation-profile

指定されたアップストリーム チャネルの変調プ
ロファイルで指定された変調タイプをオーバー
ライドします。

cableupstreamdocsis-mode

DOCSIS 1.x または DOCSIS 2.0 変調プロファイ
ルを使用するようにアップストリームを設定し
ます。
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cable upstream codes-per-minislot
アップストリーム チャネル上で許可されるミニスロットあたりのコード数を指定するには、ケー
ブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamcodes-per-minislot コマン
ドを使用します。ミニスロットあたりのコード数をデフォルト値（cableupstreamspreading-interval
コマンドの設定に依存する）に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n codes-per-minislot code
no cable upstream n codes-per-minislot
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

n

アップストリーム ポートを指定します。有効値
は、ケーブル インターフェイス ライン カード
上の最初のアップストリーム ポートに対応する
0 から始まります。

code

ミニスロットあたりのコード数を指定します。
有効値の範囲は 2 ～ 32 です。

Synchronous Code Division Multiple Access（S-CDMA）が設定されていない場合は、ミニスロット
あたりのコード設定を適用できません。ミニスロットあたりのコード数のデフォルト値は、
cableupstreamspreading-interval コマンドの設定によって異なります。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、特定のアップストリーム ポートのミニスロットあたりの最大コード数を制限し
ます。アクティブ コード設定を適用するように S-CDMA を設定する必要があります。
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___________________
例

次に、アップストリーム ポート 0 上でミニスロットあたりのコード数を 8 に設定する例を示しま
す。
Router(config)# interface cable 7/1/0
Router(config-if)# cable upstream 0 codes-per-minislot 8
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamactive-codes

アップストリーム チャネル上で設定可能なアク
ティブ コード数を指定します。

cableupstreamspreading-interval

アップストリーム チャネル上の SCDMA の展開
間隔を指定します。
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cable upstream concatenation
CMTS での DOCSIS 連結を有効にするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション
モードで cableupstreamconcatenation コマンドを使用します。連結をオフにするには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
cable upstream n concatenation
no cable upstream n concatenation
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。cBR シリーズ コンバージ
ド ブロードバンド ルータの場合、有効範囲は
0 ～ 7 です。

___________________
コマンド デフォルト

連結は有効になっています。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(7)XR2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 連結は DOCSIS 1.0 拡張サポートの一部です。連結は、帯域効率を改善しますが、ヘッドエンド
CMTS とケーブル モデムの両方でサポートする必要があります。
DOCSIS 連結は、複数のアップストリーム パケットを 1 つのパケットにまとめることによってパ
ケットオーバーヘッドと全体的な遅延を削減し、伝送効率を高めます。連結を使用すると、DOCSIS
ケーブル モデムは、パケットごとに帯域幅要求を発行するのではなく、1 つの連結パケットの帯
域幅要求を発行するだけで済みます。このテクニックは、特に、音声コールなどのバースト性の
リアルタイム トラフィックに有効です。
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連結のサポートは、ケーブルモデムあたりのアップストリームのデータスループットを向上させ
ます。Cisco CMTS 無線周波数（RF）ライン カード ドライバは、1 つのデータ バーストで 1 つの
MAC フレームしか受信できません。そのため、ケーブル モデムは、アップストリームを送信す
るすべてのパケットに対して明示的な帯域幅要求を発行する必要があります。これにより、パケッ
トごとに発生する光同軸ハイブリッド（HFC）ケーブル システムに固有の要求と許可間のラウン
ドトリップ遅延が原因で、ケーブル モデムで受信される最大アップストリーム データ スループッ
トが制限されます。このケーブルモデム単位のアップストリームスループットを上げるために、
Cisco CMTS ドライバは、同じケーブル モデムから複数の MAC フレームの連結バーストを受信す
るように拡張されました。

（注）

___________________
例

連結は、Cisco uBR-MC11 FPGA および Cisco uBR-MC16B ケーブル インターフェイス ライン
カードではサポートされません。

次に、スロット 3/0 内のケーブル インターフェイスのアップストリーム ポート 2 でケーブル モデ
ムの連結を有効にする例を示します。
Router(config)# interface c3/0
Router(config-if)# cable upstream 2 concatenation
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cable upstream connector

cable upstream connector
Cisco ケーブル インターフェイス ライン カード（Cisco uBR-MC5X20U/H、Cisco uBR-MC20X20V、
Cisco uBR-MC88V、Cisco uBR-MC28U、または Cisco uBR-MC3GX60V）の物理ポートに MAC ド
メイン アップストリーム ポートをマップするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで cableupstreamconnector コマンドを使用します。マッピングを削除するには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream port connector physical-port shared
no cable upstream port connector physical-port shared
___________________
構文の説明

port

MAC ドメイン アップストリームのインデック
ス。インデックス範囲は、
cableupstreammax-portsn コマンドを使用して
設定され、有効範囲は 0 ～ n-1 です。

physical-port

マップする実際の物理ポートのインデックス。
Cisco uBR-MC520U/H、Cisco uBR-MC20X20V、
および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル ライン
カードの有効範囲は 0 ～ 19 です。Cisco
uBR-MC28U および Cisco uBR-MC88V ケーブル
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 7 です。

shared

コネクタが複数のアップストリーム ポートで共
有されていることを示します。
（注）

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトで、MAC ドメインごとに 4 つのアップストリーム ポートが割り当てられます。現在
サポートされているすべてのケーブル ライン カード（Cisco uBR-MC5X20U/H、Cisco
uBR-MC20X20V、Cisco uBR-MC88V、Cisco uBR-MC28U、および Cisco uBR-MC3GX60V）のデ
フォルト マッピングは MAC ドメインごとに 4 つのアップストリームです。
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このオプションは、Cisco IOS リリー
ス 12.2(33)SCE 以降のリリースの Cisco
uBR-MC3GX60V ケーブル インター
フェイス ライン カードでは使用でき
ません。コネクタは、複数のアップス
トリーム ポートがマップされた時点
で自動的に共有されます。

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream connector

Cisco uBR-MC5X20U/H および Cisco uBR-MC28U ケーブル ライン カードでは、MAC ドメインご
とに 1 つのダウンストリームと 4 つのアップストリームが割り当てられます。その他のカードで
は、MAC ドメインごとに複数のダウンストリームを割り当てることができます。
___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドは、Cisco uBR-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライ
ン カードをサポートするために導入されました。

12.2(15)BC2

Cisco uBR-MC5X20U カードに対するサポートが追加されました。また、
ENTITY-MIB 内の entAliasMappingTable が物理アップストリーム コネク
タと論理アップストリーム コネクタ間のマッピングを表示するように
更新されました。

12.2(33)SCE

shared キーワードに対するサポートが削除されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cableupstreamconnector コマンドは、MAC ドメイン アップストリーム ポートをケーブル ライン
カードの前面パネルに付いている特定の物理 RF ポートにマップします。Cisco uBR-MC3GX60V
を除くすべてのケーブル ライン カードでは、デフォルト マッピングによって、1 つのアップスト
リーム ポートが 1 つの物理ポートに割り当てられます。Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル ライン
カードのデフォルト マッピングでは、4 つのアップストリーム ポートが 1 つの物理ポートに割り
当てられます。物理ポートは前面パネルに表示された順にマップされます。
このコマンドの no バージョンは、アップストリーム ポート マッピングを削除し、アップストリー
ム ポートをシャットダウンします。ポートは、別の物理ポートに再マップされるまで、オンライ
ンに戻ることができません。

ヒント

cableupstreammax-ports コマンドを使用して MAC ドメインあたりの最大アップストリーム
ポート数を設定してから、cableupstreamconnector コマンドを使用します。
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cable upstream connector

表 17：Cisco uBR-MC5X20U/H ケーブル インターフェイス ライン カードのデフォルト アップストリーム ポート割り当て

物理ポート（アップストリーム、カード上のラベルと同じ）
物理アッ
プスト
リーム
ポート

0

1

2

3

MAC ドメ 0
イン 0
アップス
トリーム

1

2

3

MAC ドメ
イン 1
アップス
トリーム

4

5

6

7

0

1

2

3

MAC ドメ
イン 2
アップス
トリーム

8

9

10

11

0

1

2

3

MAC ドメ
イン 3
アップス
トリーム

12

13

14

15

0

1

2

3

MAC ドメ
イン 4
アップス
トリーム

16

17

18

19

0

1

2

3

表 18：Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス ライン カードのデフォルト アップストリーム ポート割り当て

物理ポート（アップストリーム、カード上のラベルと同じ）
物理アッ
プスト
リーム
ポート

0

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

11

12 13

14 15 16

17 18 19
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物理ポート（アップストリーム、カード上のラベルと同じ）
MAC ドメ 0-3
イン 0
アップス
トリーム
MAC ドメ
イン 1
アップス
トリーム
MAC ドメ
イン 2
アップス
トリーム
MAC ドメ
イン 3
アップス
トリーム
MAC ドメ
イン 4
アップス
トリーム
MAC ドメ
イン 5
アップス
トリーム
MAC ドメ
イン 6
アップス
トリーム
MAC ドメ
イン 7
アップス
トリーム
MAC ドメ
イン 8
アップス
トリーム

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3
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物理ポート（アップストリーム、カード上のラベルと同じ）
MAC ドメ
イン 9
アップス
トリーム

0-3

MAC ドメ
イン 10
アップス
トリーム

0-3

MAC ドメ
イン 11
アップス
トリーム

0-3

MAC ドメ
イン 12
アップス
トリーム

0-3

MAC ドメ
イン 13
アップス
トリーム

0-3

MAC ドメ
イン 14
アップス
トリーム

0-3

MAC ドメインごとに最大 8 つのアップストリーム ポートを割り当てることができます。アップ
ストリーム ポートごとに 1 つの物理ポートにマップすることができます。
___________________
例

次に、1 つの MAC ドメインに 8 つのアップストリーム ポートを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 8/1/0
Router(config-if)# cable upstream max-ports 8
Router(config-if)# cable upstream 0 connector
Router(config-if)# cable upstream 1 connector
Router(config-if)# cable upstream 2 connector
Router(config-if)# cable upstream 3 connector
Router(config-if)# cable upstream 4 connector
Router(config-if)# cable upstream 5 connector
Router(config-if)# cable upstream 6 connector

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
906

16
17
18
12
13
14
15

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream connector

Router(config-if)# cable upstream 7 connector 11
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router#

（注）

nocableupstreamconnector コマンドを設定すると、「WARNING: This upstream will be removed
from all the upstream channel bonding groups in the MAC Domain」という警告メッセージが表示さ
れます。
アップストリームが物理アップストリーム ポート（コネクタ）にマップされた場合は、それが内
部アップストリーム PHY レシーバにもマップされます。Cisco uBR-MC5X20U/H、Cisco
uBR-MC20X20V、および Cisco uBR-MC88V ケーブル ライン カードでは、アップストリーム PHY
チップごとに 2 つのコネクタと 2 つのレシーバが割り当てられており、2 つのアップストリーム
をサポートできます。2 つのアップストリームは次の 4 つの方法でマップできます。
• ストレート マッピング：upstream1 =>connector1 =>receiver1; upstream2 =>connector2 =>receiver2;
• 共有 A マッピング：upstream1 =>connector1 =>receiver1; upstream2 =>connector1 =>receiver2;
• 共有 B マッピング：upstream1 =>connector2 =>receiver1; upstream2 =>connector2 =>receiver2;
• クロス マッピング：upstream1 =>connector2 =>receiver1; upstream2 =>connector1 =>receiver2;
カードのハードウェアは、最初の 3 つのマッピングだけをサポートし、クロス マッピングはサ
ポートしません。通常の設定中に、特定の設定順序でクロス マッピングが発生する可能性があり
ます。これが発生した場合は、コネクタ コマンドが失敗し、CNNR-NOXC エラー メッセージが表
示されます。クロス マッピングを修正するには、この 2 つのコネクタ内の既存のアップストリー
ム コネクタ設定のすべてを削除してプロビジョニングし直します。

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreammax-ports

Cisco uBR-MC5X20S ケーブル インターフェイ
ス ライン カード上のダウンストリーム（MAC
ドメイン）に対するアップストリームの最大数
を設定します。
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cable upstream data-backoff

cable upstream data-backoff
データバックオフの自動または固定の開始値と終了値を指定するには、ケーブルインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードで cableupstreamdata-backoff コマンドを使用します。デフォ
ルトのデータ バックオフ値を使用するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n data-backoff {automatic| start end}
no cable upstream n data-backoff
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

automatic

自動データ バックオフ開始値および終了値を指
定します。start 値と end 値の動的変動が可能に
なります。

start

バイナリ指数アルゴリズム。データ バックオフ
の開始値を設定します。有効値は 0 ～ 15 です。
デフォルト値は 3 です。

end

バイナリ指数アルゴリズム。データ バックオフ
の終了値を設定します。有効値は 0 ～ 15 です。
デフォルト値は 5 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトのケーブル アップストリーム バックオフ値は 3 と 5 です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。

12.1(5)EC1

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン ケーブルモデムがアップストリームチャネルでデータまたは要求を送信するために使用する競合
解決の DOCSIS 指定の方法は、初期バックオフ ウィンドウで切り捨てられる二進指数バックオフ
と CMTS によって制御される最大バックオフ ウィンドウです。Cisco CMTS ルータは、データと
初期範囲指定の両方のバックオフ ウィンドウ値を指定し、これらの値を帯域幅割り当てマップ
（MAP）MAC メッセージの一部として、ダウンストリームで送信します。
このコマンドで指定する値は 2 のべき乗指数値です。たとえば、4 の値は 0 から 15 までのウィン
ドウを示し、10 の値は 0 から 1023 までのウィンドウを示します。
データ バックオフ値を手動で指定するには、start 二進指数と end 二進指数のガイドラインとして
次の式を使用します。
0.33 = (2**stop- 2**start)/n

ここで、n はアップストリーム上のケーブル モデムの数です。0.33 の値（競合ベースのシステム
で送信される最適確率）に最も近くなる start 値と stop 値を選択します。
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableinsertion-interval

アップストリームの連続した初期範囲設定ス
ロットの間隔を設定します。

cableupstreamrange-backoff

自動または設定済みの初期範囲設定バックオフ
計算を指定します。

showcontrollerscable

設定されたアップストリーム ポートのバックオ
フ ウィンドウ設定を表示します。
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cable upstream description
アップストリームにラベルを割り当てるには、ケーブルインターフェイスコンフィギュレーショ
ン モードで cableupstreamdescription コマンドを使用します。アップストリームからラベルを削
除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n description label
no cable upstream n description
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

label

管理や追跡のためにこのアップストリームを説
明する最大 80 文字の任意の文字列。文字列に
スペースが含まれている場合は、その文字列を
引用符で囲みます。

___________________
コマンド デフォルト

アップストリームに割り当てられる説明はありません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ で、この
コマンドが us-channel description コマンドに置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン ケーブル インターフェイス上のアップストリームにラベルを割り当てるには、
cableupstreamdescription コマンドを使用します。このラベルには、アップストリームを識別し、
ネットワーク管理やトラブルシューティングに役立つ情報を含めることができます。
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cable upstream description

ヒント

___________________
例

特定のアップストリームに割り当てられたラベルを表示するには、showinterfacecableupstream
コマンドを使用します。

次に、スロット 3 内のケーブル インターフェイス上の最初の 2 つのアップストリームに説明を割
り当てる例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable upstream 0 description "SJ-Node1-Upstream 0"
Router(config-if)# cable upstream 1 description "SJ-Node1-Upstream 1 (Unused)"
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacecable

ケーブル インターフェイスの現在の設定とス
テータスを表示します。
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cable upstream differential-encoding

cable upstream differential-encoding
指定されたケーブルインターフェイス上のアップストリームトラフィックに対する差分符号化を
有効にするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreamdifferential-encoding コマンドを使用します。この機能を無効にするには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
cable upstream n differential-encoding
no cable upstream n differential-encoding
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

___________________
コマンド デフォルト

イネーブル

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン アップストリーム差分符号化が有効化されているかどうかを確認するには、showrunning-config
コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調査します。アップストリーム差分
符号化が有効になっている場合は、差分符号化エントリが showrunning-config コマンドの出力に
表示されます。アップストリーム差分符号化が無効になっている場合は、差分符号化エントリが
出力に表示されません。
問題が発生した場合は、ケーブル接続が緩んでいたり、外れたりしていないこと、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードがシャーシ スロットにしっかり取り付けられていること、非脱落型
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ネジが緩んでいないこと、正しいスロット番号とポート番号が入力されていること、およびルー
タに適切な周波数が選択されていることを確認します。
___________________
例

次に、アップストリーム ポート 2 に対する差分符号化を有効にする例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 2 differential-encoding
Router(config-if)#
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cable upstream docsis-mode
DOCSIS 1.x、DOCSIS 2.0、または DOCSIS 3.0 変調プロファイルを使用するようにアップストリー
ムを設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreamdocsis-mode コマンドを使用します。アップストリームをデフォルト値にリセット
するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n docsis-mode {atdma| scdma| scdma-d3| tdma| tdma-atdma}
no cable upstream n docsis-mode {atdma| scdma| scdma-d3| tdma| tdma-atdma}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト
___________________
コマンド モード

n

アップストリーム ポートを指定します。有効値
は、ケーブル インターフェイス ライン カード
上の最初のアップストリーム ポートに対応する
0 から始まります。

atdma

DOCSIS 2.0 Advanced Time Division（A-TDMA）
変調プロファイル専用にアップストリームを設
定します。

scdma

DOCSIS 2.0 Synchronous Code Division Multiple
Access（S-CDMA）変調プロファイル専用にアッ
プストリームを設定します。

scdma-d3

DOCSIS 3.0 S-CDMA 変調プロファイル用にアッ
プストリームを設定します。scdma-d3 オプショ
ンはチャネル タイプ 4SR モードを使用します。

tdma

DOCSIS 1.0/DOCSIS 1.1 Time Division Multiple
Access（TDMA）変調プロファイル専用にアッ
プストリームを設定します（デフォルト）。

tdma-atdma

A-TDMA と TDMA の両方の動作用にアップス
トリームを設定します（混合モード）。コマン
ドラインで省略形を使用する場合は、少なくと
も tdma を指定して混合モードを選択します。
より短い省略形を選択した場合は、TDMA-only
モードが選択されます。

すべてのアップストリームが ATDMA-only モードに設定されます。
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)CX

このコマンドは、Cisco uBR7246VXR ルータの Cisco uBR-MC16U/X およ
び Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インターフェイス ライン カード上で
DOCSIS 2.0 A-TDMA および混合変調プロファイルをサポートするために
導入されました。

12.2(15)BC2

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-MC5X20S/U ケーブル インターフェ
イス ライン カードに対するサポートが追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCC

このコマンドは scdma と scdma-d3 のキーワード オプションが追加され、
Cisco uBR10012 ルータの Cisco UBR-MC20X20V ケーブル インターフェ
イス ライン カードに対するサポートが追加されました。

12.2(33)SCG

コマンド デフォルトが TDMA から ATDMA に変更されました。

12.2(33)SCG2

TDMA から A-TDMA へのアップグレード機能用のコピー アンド ペース
トに対するサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。このコマンドは、us-channel docsis-mode
コマンドに置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 2.0 仕様は、潜在的なアップストリーム帯域を増やす高度な変調プロファイルをサポート
するために既存の TDMA に基づいて構築されています。A-TDMA プロファイルは、64-QAM まで
のより高い QAM レートと 6.4 MHz（5.12 メガシンボル）までのより広いチャネル幅をサポートし
ます。

（注）

Cisco uBR-MC16S/U/X、Cisco uBR-MC28U/X、および Cisco uBR-MC5X20S/U カードの高度な
ハードウェア ベースのスペクトル管理機能は、DOCSIS 1.0/1.1 TDMA-only モードでのみサポー
トされます。これらは混合モードまたは A-TDMA-only モードでは使用できません。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG 以降では、デフォルトのアップストリーム DOCSIS モードが
A-TDMA-only になります。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
915

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream docsis-mode

DOCSIS 2.0 仕様では、次の 3 つのモードのいずれかでのアップストリームの設定が許可されま
す。
• A-TDMA-only モード：アップストリームは、A-TDMA 変調プロファイルを使用して登録さ
れたケーブル モデムのみをサポートします。CMTS では、これらのアップストリームでの
DOCSIS 1.0 および DOCSIS 1.1 ケーブル モデムの登録とオンライン化が許可されません。
Cisco uBR-MC5X20S/U、Cisco uBR-MC16U/X、および Cisco uBR-MC28U/X カードは、DOCSIS
2.0（A-TDMA-only）モードで動作中に、6,400,000 Hz（5,120,000 シンボル/秒）もサポートし
ます。
DOCSIS モードを A-TDMA-only モードに変更すると、自動的に、シンボル レートが 5.12 メガシ
ンボル/秒に、チャネル幅が 6.4 MHz に変更されます。また、自動的にダイナミック アップスト
リーム変調が無効にされます。

（注）

Cisco IOS 12.2(33)SCG2 以降では、TDMA または混合 TDMA/A-TDMA モードで
cableupstreamchannel-width コマンド内の channel-width 値が 6.4 MHz として指定された場合
は、DOCSIS モードが自動的に A-TDMA-only（DOCSIS 2.0）モードに変更されます。DOCSIS
モードを A-TDMA-only モードに変更した場合は、自動的に、シンボル レートが 5.12 メガシン
ボル/秒に、チャネル幅が 6.4 MHz に変更されません。DOCSIS モードの変更前のシンボル レー
トとチャネル幅が変更後も維持されます。
加えて、DOCSIS 2.0 A-TDMA 機能をサポートするには、次の要件を満たす必要があります。
•

◦ ケーブル モデムは DOCSIS 2.0 に準拠している必要があります。
◦ ケーブル モデム用の DOCSIS コンフィギュレーション ファイルで、DOCSIS 2.0 Enable
フィールド（TLV 39）を除外するか、TLV 39 を 1（有効）に設定する必要があります。
TLV 39 が 0（無効）に設定された場合、DOCSIS 2.0 ケーブル モデムは TDMA モードを
使用します。
◦ アップストリームは、A-TDMA-only モードまたは混合 TDMA/A-TDMA モードのどちら
かに設定する必要があります。

• TDMA-only モード：アップストリームは、TDMA 変調プロファイルを使用して登録された
ケーブル モデムのみをサポートします。DOCSIS 2.0 ケーブル モデムは、DOCSIS 1.0/DOCSIS
1.1 変調プロファイルを使用しなければこれらのアップストリーム上で登録することができ
ません（通常、この現象は DOCSIS 2.0 ケーブル モデムがその DOCSIS ドメイン内の A-TDMA
チャネルを検出できない場合にのみ発生します）。
DOCSIS モードを TDMA-only モードに変更すると、自動的に、シンボル レートが 1.28 メガシン
ボル/秒に、チャネル幅が 3.2 MHz に変更されます。また、自動的にダイナミック アップストリー
ム変調が無効にされます。
• 混合モード：アップストリームは、TDMA 変調プロファイルを使用した DOCSIS 1.0/DOCSIS
1.1 ケーブル モデムと A-TDMA 変調プロファイルを使用した DOCSIS 2.0 ケーブル モデムの
両方をサポートします。（混合モードでの最大チャネル幅は 3.2 MHz です）。
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DOCSIS モードを混合モードに変更した場合も、自動的に、シンボル レートが 1.28 メガシンボル/
秒に、チャネル幅が 3.2 MHz に変更されます。ダイナミック アップストリーム変調が自動的に無
効にされます。

（注）

混合モードのアップストリームは 6.4 MHz のチャネル幅をサポートしません。
DOCSIS 3.0 仕様では、アップストリームを次のいずれかのモードで設定できます。
• SCDMA-d3 モード：アップストリームは、DOCSIS 3.0 S-CDMA 変調プロファイルを使用し
て登録されたケーブル モデムのみをサポートします。
• SCDMA モード：アップストリームは、DOCSIS 2.0 S-CDMA 変調プロファイルを使用して登
録されたケーブル モデムのみをサポートします。

（注）

DOCSIS 3.0 オプションscdma-d3（4SR）は、CMTS がグローバル変調プロファイル形式で動作
するように設定されている場合にのみ使用でき、デフォルト モードでは使用できません。こ
のオプションは、Cisco UBR-MC20X20V ケーブル インターフェイス ライン カードに対しての
み使用でき、他のレガシー ライン カードに対しては使用できません。
ケーブル インターフェイスに対してサポートされているチャネル幅と DOCSIS モードの有効値に
ついては、cableupstreamchannel-width コマンドを参照してください。

（注）

アップストリーム ポートの DOCSIS モードを変更すると、そのアップストリーム上のケーブ
ル モデムがオフラインになり、再登録される
アップストリームの DOCSIS モードを TDMA-only モードと混合 TDMA/A-TDMA モードの間で切
り替えると、そのアップストリーム上で現在オンラインになっているケーブル モデムがオフライ
ンになり、再登録が強制されます。これは、CMTS が新しいチャネル上のケーブル モデムの機能
を確認するのに役立ちます。
アップストリーム ポートを A-TDMA-only モードに変更すると、DOCSIS 1.x ケーブル モデムがそ
のアップストリーム上でオンライン化できなくなります。アップストリームを TDMA-only モード
に変更すると、DOCSIS 2.0 準拠のケーブル モデムは A-TDMA モードまたは混合モードに設定さ
れた別のアップストリーム上でオンラインになろうとします。このようなアップストリームが設
定されていない場合、または、ケーブル モデムがこの特定のアップストリームのみを使用するよ
うに設定されている場合は、DOCSIS 1.x モードでオンラインになります。

（注）

TDMA-only アップストリーム上ですでにオンラインになっている DOCSIS 2.0 準拠のケーブル
モデムは、混合モード動作用に設定された別のアップストリーム上では自動的に再登録されま
せん。ケーブル モデムをリセットするか、CMTS がケーブル モデムに新しいチャネルへの移
行を指示するアップストリーム チャネル変更（UCC）メッセージを送信する必要があります。
アップストリーム ポートを混合 TDMA/A-TDMA モードに変更し、一部のケーブル モデムがオフ
ラインになっているか、オンラインのように見えるもののトラフィックを通過させることができ
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ない場合は、モデム ソフトウェアを DOCSIS 準拠のソフトウェア バージョンにアップグレードし
ます。

（注）

___________________
例

ケーブル物理設備は、A-TDMA または混合モード変調プロファイルを使用できるように、よ
り高いアップストリーム帯域とシンボル レートをサポートする必要があります。

次に、スロット 5/0 内の Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インターフェイス ライン カード上で最初
の 4 つのアップストリームを最初のダウンストリーム用に設定する例を示します。最初の 2 つの
アップストリームが A-TDMA モード用に設定され、最後の 2 つのアップストリームが混合
TDMA/A-TDMA モード用に設定されます。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/0/0
Router(config-if)# cable upstream 0 docsis-mode atdma
%%Docsis mode set to ATDMA only, 1.x CMs will go offline.
%%The following defaults will be set:
%%Channel Width 6.4MHz
%%Minislot Size 1 tick
%%Modulation Profile 241
Router(config-if)# cable upstream 1 docsis-mode atdma
%%Docsis mode set to ATDMA only, 1.x CMs will go offline.
%%The following defaults will be set:
%%Channel Width 6.4MHz
%%Minislot Size 1 tick
%%Modulation Profile 241
Router(config-if)# cable upstream 2 docsis-mode tdma-atdma
%%Docsis mode set to DOCSIS2.0 Mixed Mode.
Router(config-if)# cable upstream 3 docsis-mode tdma-atdma
%%Docsis mode set to DOCSIS2.0 Mixed Mode.
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router#

次に、TDMA-only モードと混合 TDMA/A-TDMA モードを設定するために必要な省略形の例を示
します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 4/0
Router(config-if)# cable upstream 0 docsis-mode tdm
%%Docsis mode set to DOCSIS1.0 TDMA Mode.
Router(config-if)# cable upstream 1 docsis-mode tdma%%Docsis mode set to DOCSIS2.0 Mixed Mode.
Router(config-if)#

次の例では、SCDMA モードと SCDMA-d3 モードを設定します。
Router# configure terminal
Router(config-if)# cable upstream 0 docsis-mode scdma
%interface Cable7/1/0 U0 Docsis mode set to DOCSIS2.0 SCDMA
%modulation profile set to 321
Router(config-if)#
Router# configure terminal
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Router(config-if)# cable upstream 0 docsis-mode scdma
-d3
%interface Cable7/1/0 U0 Docsis mode set to DOCSIS3.0 SCDMA (1.x and 2.0 CMs wi)
%modulation profile set to 381
Router(config-if)#
SLOT 7/1: Jul 10 22:04:24.356: %UBR10000-6-PREAMLENADJUST: initial burst's prea.
SLOT 7/1: Jul 10 22:04:24.356: %UBR10000-6-PREAMLENADJUST: station burst's prea.
Router(config-if)# end

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodulation-profile

ルータ上で使用する変調プロファイルを定義し
ます。

cablemodulation-profileglobal-scheme

ルータ上で使用するグローバル変調プロファイ
ルを定義します。

cableupstreamchannel-width

アップストリーム ポートのアップストリーム
チャネル幅を指定します。

cableupstreamequalization-coefficient

アップストリームでの DOCSIS 1.1 プレイコラ
イゼーション係数の使用を有効にします。

cableupstreammaintain-psd

A-TDMA-only アップストリーム上の DOCSIS
2.0 ケーブル モデムに対して、変調速度変更後
にパワー スペクトル密度を一定に保つように要
求します。

cableupstreammodulation-profile

1 つのアップストリーム ポートに 1 つまたは 2
つの変調プロファイルを割り当てます。

showcablemodulation-profile

Cisco CMTS に関する変調プロファイル情報を
表示します。

showinterfacecablemac-scheduler

現在のタイム スロット スケジューリングの状
態と統計情報を表示します。
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cable upstream dpon
Cisco CMTS ルータ上の MAC ドメインの DOCSIS 受動光ネットワーク（DPON）を有効にするに
は、インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamdpon コマンドを使用しま
す。MAC ドメインの 1 つ以上の DPON を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
cable upstream dpon
no cable upstream dpon
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

D-PON は有効になっていません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

IOS-XE 3.17.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン MAC ドメインの D-PON を設定すると、そのライン カード上のすべての MAC ドメインの D-PON
が有効になります。ただし、D-PON 光ファイバ ノードでは単一の MAC ドメインしか使用できま
せん。これは、アップストリームの適切なスケジューリングを保証し、複数の光ネットワーク端
末（ONT）が同時にアップストリーム データを送信しないようにするためです。

（注）

cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ上では、cableupstreamdpon コマンドが特
定の MAC ドメインまたはインターフェイス用に設定された場合に、その MAC ドメインまた
はインターフェイスにのみローカライズされます。
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cableupstreamranging-init-technique2 コマンドは、非 DPON 参照アップストリーム チャネルの追
加のブロードキャスト初期範囲指定機会の使用を阻止するように設定する必要があります。
アップストリーム チャネルをシャットダウンした場合は、その MAC ドメインに関連付けられた
D-PON が動作しなくなります。D-PON を再度有効にするには、shutdown コマンドと noshutdown
コマンドを使用して、手動で MAC ドメインをシャットダウンして有効にする必要があります。
___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータ上で D-PON を有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 7/0/1
Router(config-if)# cable upstream dpon
Router(config-if)# shutdown
Router(config-if)# no shutdown

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamranging-init-technique

MTC モードでモデムの初期範囲指定テクニッ
クを設定します。

interfacecable

ケーブル インターフェイスを指定します。

showinterfacecablemac-scheduler

現在のタイム スロット スケジューリングの状
態と統計情報を表示します。
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cable upstream equalization-coefficient
アップストリーム ポート上での DOCSIS 1.1 または 2.0 プレイコライゼーション係数の使用を有効
にするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreamequalization-coefficient コマンドを使用します。プレイコライゼーション係数の使用
を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n equalization-coefficient
no cable upstream n equalization-coefficient
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。
ケーブル インターフェイス ライン カード内の
アップストリーム ポートの有効範囲は 0 ～ 7 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

プレイコライゼーション係数は無効になっています。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(4)BC1

このコマンドが導入されました。

12.2(15)CX

DOCSIS 2.0 A-TDMA および混合変調プロファイルを含め、Cisco
uBR-MC16U/X および Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インターフェイス ラ
イン カードに対するサポートが追加されました。

12.2(15)BC2

Cisco uBR-MC5X20S/U ケーブル インターフェイス ライン カード上の
DOCSIS 2.0 A-TDMA および混合変調プロファイルに対するサポートが追
加されました。

12.3(23)BC6

Cisco uBR-MC5X20S/U/H ケーブル インターフェイス ライン カード上で
プレイコライゼーションを使用するためのデフォルト変調プロファイル
の更新に対するサポートが追加されました。

12.2(33)SCB

Cisco uBR-MC5X20S/U/H ケーブル インターフェイス ライン カード上で
プレイコライゼーションを使用するためのデフォルト変調プロファイル
の更新に対するサポートが追加されました。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
922

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream equalization-coefficient

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、us-channel equalization-coefficient コマンドに置き換え
られました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 1.1 および 2.0 仕様では、CMTS がケーブル モデム（CM）に転送する DOCSIS 範囲指定
応答（RNG-RSP）MAC 管理メッセージでプレイコライゼーション係数を指定できます。これが
有効になっている場合は、ケーブル モデムがチャネル内傾斜やグループ遅延などのケーブル設備
内の特定の障害の影響を軽減する送信側イコライゼーション（プレイコライゼーション）に参加
できます。
このような障害は、64-QAM や 16-QAM などの高次変調フォーマットでより顕著であり、ダイプ
レックス フィルタ（34 ～ 38 MHz）の最初のオクターブ ブレークポイントに近いです。このブ
レークポイントは、主に、時間ドメイン グループ遅延の問題として存在しており、より長い増幅
器カスケードの場合に深刻化します。
それぞれの増幅器が 2 つのダイプレックス フィルタを通過する DOCSIS アップストリーム信号を
発生させます。すべてのダイプレックス フィルタの周波数分割（5-42 MHz、5-65 MHz、または
5-88 MHz）がこの特性を備えており、周波数応答測定やスイープ テストでは見つかりません。
プレイコライゼーションの使用方法については、DOCSIS 2.0 RFI 仕様の第 6.2.15 項「Transmit
Pre-Equalizer」と第 8.3.6 項「Ranging Response (RNG-RSP) MAC Management Messages」を参照し
てください。
DOCSIS 1.1 では、タイプ 4 Type Length Value（TLV）と 8 タップ イコライザが規定されていま
す。DOCSIS 2.0 では、タイプ 9 TLV が追加され、より複雑な障害を補償するために 24 タップを
サポートするようにイコライザが強化されています。
cableupstreamequalization-coefficient コマンドは、DOCSIS RNG-RSP MAC 管理メッセージでタイ
プ 4 TLV またはタイプ 9 TLV をケーブル モデムに送信するように CMTS を設定します。
このコマンドの no 形式は、CMTS が DOCSIS RNG-RSP MAC 管理メッセージでタイプ 4 TLV ま
たはタイプ 9 TLV をケーブル モデムに送信できないようにします。
CMTS がケーブル モデムへのプレイコライゼーション TLV の送信を停止したあとは、ケーブル
モデムがそのケーブル インターフェイスがリセットされるまでそれらの値を保存する必要があり
ます。そうしなかった場合は、アップストリーム チャネル記述子（UCD）が変更され、保存され
たイコライゼーション係数が無効になります。
ケーブル モデムのインターフェイスは次の方法でリセットできます。
• ケーブル モデムの電源を入れ直す
• clearcablemodem コマンドを使用して CMTS からケーブル モデムをリセットする
Router# clear cable modem aaaa.bbbb.cccc reset

アップストリーム上のすべてのケーブルモデムイコライザ係数は次の方法でリセットできます。
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• アップストリーム中心周波数を変更する。16 kHz または 32 kHz の変更で十分であり、多く
のケーブル モデムがオフラインになることはありません。
• 変調プロファイル内の定期範囲指定メッセージを 16-QAM と 4 位相偏移変調（QPSK）間ま
たは 64-QAM と 16-QAM 間で一時的に変更する。
純粋な DOCSIS 2.0 アップストリーム モードで動作している CMTS は、初期範囲指定期間に 24
タップをサポートするイコライザ データをすべてのモデムに送信します。
cableup0docsis-modeatdma コマンドは、CMTS 上の DOCSIS 2.0-only アップストリーム モードを
設定します。
DOCSIS 1.1 または混合 TDMA-ATDMA アップストリーム モードで動作している CMTS は、初期
範囲指定期間に 8 タップをサポートするイコライザ データをすべてのモデムに送信します。CMTS
は、オンライン状態の直前に、登録要求（REG-REQ）メッセージでケーブル モデムが DOCSIS
2.0 に準拠していることをケーブル モデムから通知されるまで、24 タップをサポートするデータ
を送信できません。
これは、cableup0docsis-modetdma-atdma コマンドを使用して CMTS 上で設定できます。
ケーブル モデムが CMTS から RNG-RSP MAC 管理メッセージでタイプ 4 TLV を受信したら、保
存されていた値と CMTS から受信した新しい値を結合する必要があります。特定の HFC 設備条件
下では、ケーブルモデムが主要なイコライザタップを調整しなければならない動的障害が発生し
ます。DOCSIS 標準では、動的障害用に調整できないことがある畳込関数が規定されています。
結果は、CMTS で受信された信号対雑音比（SNR）値が同じアップストリーム上の他のケーブル
モデムと比べてかなり低いケーブル モデムになります。
ステーション メンテナンスがデータ グラントより低次の変調フォーマットである混合変調プロ
ファイルでは、モデムが SNR 見積もりが次のような定常状態に入る可能性があります。
• CMTS で処理されるデータ グラントに必要な見積もりより低い
• ステーション メンテナンスに関する要件より高い
その結果、モデムは DOCSIS レイヤ 2 ping には応答するものの、レイヤ 3 トラフィックには応答
しません。次のコマンドを使用してステータスをチェックできます。
• pingdocsis{cm-macaddress | cmipaddress}—succeeds
• pingip {cmIPaddress | CPEIPaddress}—fails
SNR 見積もりがこの状態になっているケーブル モデムは、ベースライン プライバシー インター
フェイス プラス（BPI+）が有効になっている場合に期限切れ（pt）の状態になる可能性がありま
す。ステーションメンテナンスとデータグラントが同次変調である変調プロファイルは、この状
態を阻止します。
CMTS は、アップストリーム ポート単位のケーブル アップストリーム プレイコライゼーション
を有効にするように設定することも、関連する global exclude コマンドを使用してモデムの MAC
アドレスまたは組織固有識別子（OUI）単位でアップストリーム イコライゼーション係数の送信
を無効にするように設定することもできます。
一部の DOCSIS 2.0 準拠のケーブル モデム/内蔵メディア ターミナル アダプタ（EMTA）は、DOCSIS
2.0 フォーマットのアップストリームに接続されていない場合に、DOCSIS 1.1 準拠として CMTS
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に報告するように認識されていました。このようなケーブル モデムは、CMTS によって DOCSIS
1.1 として扱われ、8 タップ イコライザ係数だけを送信します。ファームウェアまたは SNMP セッ
トは、これらのケーブル モデム上で DOCSIS 1.1 スタイルのアップストリーム（3.2 MHz、16-QAM、
TDMA フォーマットなど）に基づく DOCSIS 2.0 コンプライアンスの適切な報告を有効にするた
めに使用できます。
古い DOCSIS ケーブル モデムのファームウェア バージョンでは、混合 TDMA-ATDMA モードの
ときに 8 タップから 24 タップへの移行が正しく処理されない場合があり、
showcablemodemphycommand で表示されるように性能や SNR MER の低下が見られます。ケーブ
ル モデムのファームウェアをアップグレードし、これらのモデムを一時的に純粋な DOCSIS 1.1
または 2.0 チャネルに移動するか、exclude コマンドを使用してこれらのデバイスのプレイコライ
ゼーションを無効にします。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータのスロット 5/1 内のケーブル インターフェイス ライン カードのアッ
プストリーム ポート 0 でプレイコライゼーション係数の使用を有効にし、MAC アドレスが
aaaa.bbbb.cccc のモデムと OUI が 00aa.bb のすべてのモデムへのイコライゼーション係数メッセー
ジを除外する例を示します。
Router# configure terminal
Router# cable pre-equalization exclude aaaa.bbbb.cccc
Router# cable pre-equalization exclude 00aa.bb
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# cable upstream 0 equalization-coefficient
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodemphy

USSNR 見積もり（MER）などのケーブル モデ
ムの物理層 RF パラメータを表示します。

showcablemodemdocsisversion

ケーブル モデムの DOCSIS バージョンとアップ
ストリーム DOCSIS モード（TDMA または
ATDMA）を表示します。

showcablemodem [verbose]

ケーブル モデムに関する詳細情報を表示しま
す。文字列の Equalizer を含む行はモデム固有の
イコライザ データを意味します。

debugcablerange

CMTS がケーブル モデムに DOCSIS RNG-RSP
MAC 管理メッセージで送信するイコライザ係
数を表示するデバッグ用コマンド。
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コマンド

説明

debugcableinterface{interface}-->{cm-mac-address}[verbose] CMTS がケーブル モデムに DOCSIS RNG-RSP
MAC 管理メッセージで送信するイコライザ係
数を表示するデバッグ用コマンド。
注意
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特定のデバッグ設定は、実稼働ルータ
上で大量のデータを生成する可能性が
あるため、慎重に使用する必要があり
ます。ケーブル モデムの MAC アドレ
スを指定すると、生成されるデータ量
が大幅に減少します。
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cable upstream equalization-error-recovery
アップストリーム ポート上のプレイコライザ ダイレクト ロード メカニズムを有効にするには、
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreamequalization-error-recovery コマンドを使用します。
cable upstream port number equalization-error-recovery
no cable upstream port number equalization-error-recovery
___________________
構文の説明

portnumber

ケーブル インターフェイス上のアップストリー
ム ポート番号を指定します。有効な範囲は 0 ～
7 です。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでイネーブルになっています。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC7

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCB4

このコマンドは、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB4 に統合されま
した。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン プレイコライザ ダイレクト ロード メカニズムはデフォルトで有効になります。ただし、このダ
イレクト ロード メカニズムを使用するには、cableupstreamequalization-coefficient コマンドを使
用して、アップストリーム ポートでプレイコライゼーション係数を有効にする必要があります。
cableupstreamequalization-error-recovery コマンドは、CMTS が DOCSIS RNG-RSP MAC 管理メッ
セージで Type-Length-Value（TLV）タイプ 9 を送信できるようにします。このメカニズムは、TLV
タイプ 4 折畳方式がケーブル モデムをオフラインにしたときに、ケーブル モデムがオンラインに
戻るようにします。
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（注）

___________________
例

プレイコライザ ダイレクト ロードと呼ばれる TLV タイプ 9 は、DOCSIS 2.0 または 3.0 認定モ
デムのみをサポートします。ケーブル モデムは TLV タイプ 9 を受信すると、そのデータを
DOCSIS RNG-RSP MAC 管理メッセージで提供される新しいデータに置き換えます。

次に、Cisco uBR10012 ルータのスロット 8/0 内のケーブル インターフェイス ライン カードでプレ
イコライザ ダイレクト ロード メカニズムを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 8/0/0
Router(config-if)# cable upstream 0 equalization-error-recovery

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodem

登録済み CM および未登録の CM の情報を表示
します。

cableupstreamequalization-coefficient

アップストリーム ポートでの DOCSIS 1.1 また
は 2.0 プレイコライゼーション係数の使用を有
効にします。

showcablemodemcalls

IP アドレスまたは MAC アドレスのどちらかで
識別される、特定のケーブル モデムに関する音
声コール情報を表示します。
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cable upstream ext-power
Cisco CMTS 上の DOCSIS 拡張送信電力サポートを有効にするには、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードで cableupstreamext-power コマンドを送信します。DOCSIS 拡張送信電力
サポートを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream ext-power
no cable upstream ext-power
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

DOCSIS 拡張送信電力サポートは有効になっています。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 次の機能を設定するには、cableupstreamext-power コマンドを使用します。
• アップストリーム チャネル ボンディング

___________________
例

次に、Cisco CMTS 上で DOCSIS 拡張送信電力サポートを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 7/0/0
Router(config-if)# cable upstream ext-power
Router(config-if)# end
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodemextended-power

拡張電力レベルで送信しているケーブル モデム
のリストを表示します。
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cable upstream fec
アップストリーム前方誤り訂正（FEC）を有効にするには、ケーブル インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードで cableupstreamfec コマンドを使用します。FEC を無効にするには、この
コマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n fec
no cable upstream n fec
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

___________________
コマンド デフォルト

イネーブル

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS は、FEC を使用して、破損した可能性のあるアップストリーム データを修復しよう
とします。この機能を使用するには、アップストリーム RF 搬送波上で FEC を有効化する必要が
あります。FEC が有効化されると、Cisco CMTS がネットワーク上のすべてのケーブル モデムに
FEC を有効化するように指示します。
___________________
例

次に、アップストリーム前方誤り訂正を有効化する例を示します。
Router (config-if)# cable upstream 0 fec
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamfrequency

アップストリーム ポートのアップストリーム
RF 搬送波の固定周波数を入力します。

cableupstreampower-level

デシベル/ミリボルト（dBmV）単位でアップス
トリーム RF 搬送波の入力電力レベルを設定し
ます。

cableupstreamscrambler

ケーブル アップストリーム スクランブラを有
効にします。

cableupstreamshutdown

アップストリーム ポートを無効にします。
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cable upstream fec-strength
このアップストリーム チャネルの変調プロファイルで指定された前方誤り訂正（FEC）の設定を
オーバーライドするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreamfec-strength コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。
cable upstream n fec-strength t-bytes
no cable upstream n fec-strength
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

t-bytes

このアップストリーム チャネルの変調プロファ
イルで指定された FEC 強度をオーバーライドし
ます。有効値は 0 ～ 10 です。ここで、
• 0 は FEC を無効にします。
• 1 は最低の FEC 強度です。
• 10 は最高の FEC 強度です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

12.1T

このコマンドは廃止され、削除されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。
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___________________
例

次に、cableupstreamfec-strength コマンドを設定する例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 2 fec-strength 3

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamchannel-width

ヘッドエンド ケーブル ルータのアップストリー
ム チャネル幅を指定します。

cableupstreamfec

アップストリーム FEC を有効にします。

cableupstreamhoppingblind

Cisco uBR-MC16S および Cisco uBR-MC5X20S/U
ケーブル インターフェイス ライン カード上の
最適周波数ホッピングを無効にします。

cableupstreammodulation-profile

指定されたアップストリーム チャネルの変調プ
ロファイルで指定された変調タイプをオーバー
ライドします。
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cable upstream fragmentation
特定のアップストリーム上の DOCSIS フレームのフラグメンテーションを有効にするには、ケー
ブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamfragmentation コマンドを
使用します。フラグメンテーションを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n fragmentation
no cable upstream n fragmentation
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

（注）

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。Cisco cBR シリーズ コン
バージド ブロードバンド ルータの場合の有効
範囲は 0 ～ 7 です。

デフォルトで、フラグメンテーションは ASIC ライン カード（Cisco uBR-MC11C、Cisco
uBR-MC12C、Cisco uBR-MC14C、Cisco uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、および Cisco uBR-MC28C）
上のすべてのアップストリーム ポートに対して有効になっており、古い FPGA ライン カード上の
すべてのアップストリーム ポートに対して無効になっています。

Cisco IOS リリース 12.1 CX は、DOCSIS 1.1 フラグメンテーションの多重グラント モードをサ
ポートします。

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

リリース

変更内容

12.1(4)CX

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

このコマンドのサポートがリリース 12.2 BC トレインに追加され
ました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
935

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream fragmentation

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、DOCSIS レイヤ 2 フラグメンテーションを有効または無効にします。このフラ
グメンテーションによって、対応するアップストリーム上の固定ビット レート（CBR）スロット
で発生するランタイム ジッターが削減されます。フラグメンテーションを無効にすると、ランタ
イム ジッターが増加しますが、フラグメント化された MAC フレームのフラグメンテーション リ
アセンブリ オーバーヘッドが削減されます。CBRトラフィックを実行しているポートでは、フラ
グメンテーションを有効にする（デフォルト）必要があります。

（注）

___________________
例

IP レイヤ 3 フラグメンテーションと DOCSIS レイヤ 2 フラグメンテーションを混同しないでく
ださい。

次に、スロット 2/0 内のケーブル インターフェイス上でアップストリーム 0 に対する DOCSIS フ
ラグメンテーションを有効にするコマンドの例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface c2/0
Router(config-if)# cable upstream 0 fragmentation
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledefault-phy-burst

個別の値が指定されていないケーブル モデムの
アップストリーム最大トラフィック バースト
パラメータの値を指定します。

cableupstreamfragment-force

フレームが特定のサイズを超えたときにケーブ
ル インターフェイス ライン カードがアップス
トリーム上の DOCSIS フレームをフラグメント
化する必要があることを指定します。
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cable upstream fragment-force
フレームが特定のサイズを超えたときにケーブル インターフェイス ライン カードでアップスト
リーム上の DOCSIS フレームをフラグメント化する必要があることを指定するには、ケーブル イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamfragment-force コマンドを使用
します。フラグメンテーションの適用を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n fragment-force [fragment-threshold [ number-of-fragments ]]
no cable upstream n fragment-force
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。Cisco cBR シリーズ コン
バージド ブロードバンド ルータの場合の有効
範囲は 0 ～ 7 です。

fragment-threshold

（オプション）DOCSIS フレームをフラグメン
ト化するしきい値のバイト数。有効な値の範囲
は 1,500 ～ 3,500 バイトで、デフォルト値は
2,000 バイトです。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC1 を実行している
Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェ
イス ライン カードの場合、有効な値の範囲は
0 ～ 1,987 バイトで、デフォルト値は 1,600 バイ
トです。

number-of-fragments

（オプション）DOCSIS フレームをフラグメン
ト化するときにケーブル インターフェイス ラ
イン カードが作成するフラグメントの数。カー
ドは、フラグメント化するときに同じサイズの
フラグメントをこの数だけ作成しようとしま
す。有効な値の範囲は 1 ～ 10 フラグメントで、
デフォルト値は 3 フラグメントです。
number-of-fragments オプションは廃止されまし
た。詳細については、「使用上のガイドライ
ン」を参照してください。

___________________
コマンド モード
デフォルト

フラグメンテーションは有効になっています。
インターフェイス
コンフィギュレーション（config-if）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドが導入されました。

12.3(21a)BC

このコマンドは変更され、number-of-fragments オプションが廃止
されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 1.1 では、CMTS が、特に、音声などのリアルタイム トラフィックとデータ トラフィッ
クが混在するネットワークで、DOCSIS フレームをフラグメント化してパフォーマンスを向上さ
せることができます。cableupstreamfragment-force コマンドを使用すれば、フラグメント化する
フレームのサイズと、フラグメント化するときに作成するフラグメントの数を指定することがで
きます。

ヒント

このコマンドは、-->cableupstreamfragmentation コマンドを使用してアップストリーム上でフ
ラグメンテーションが有効になっている（デフォルト設定）場合にだけ効果があります。
デフォルト設定では、Cisco CMTS は、サイズが 2,000 バイト以上の DOCSIS フレームを同じサイ
ズのフラグメントにフラグメント化します。Cisco IOS リリース 12.2(21a)BC、12.2(33)SCB、およ
びそれ以降のリリースでは、大きなフレームがしきい値に基づいてフラグメント化されます。以
前のようにフレームが同じ数のフラグメントに分割される代わりに、連結フレームがしきい値サ
イズに基づいて最後のフラグメントが最も短くなるように複数のフラグメントに分断されます。
たとえば、以前の形式の cableupstreamfragment-force コマンドは、9000 の連結フレームを 1800
の 5 フレームにフラグメント化します。新しい形式の cableupstreamfragment-force コマンドは、
9000 の連結フレームを 2000、2000、2000、2000、および 1000 のフレームにフラグメント化しま
す。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC1 を実行している Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェイ
ス ライン カードでは 1,600 バイトを超えるフラグメント サイズを使用しないでください。Cisco
TAC エンジニアから指示されない限り、Cisco uBR10-MC5X20U ケーブル インターフェイス ライ
ン カードでは 2,000 バイトを超えるフラグメント サイズを、その他のケーブル インターフェイス
ライン カードでは 3,500 バイトを超えるフラグメント サイズを使用しないでください。
DOCSIS 連結を使用している場合は、複数のフレームを最大サイズのバーストに連結できるよう
に、-->cabledefault-phy-burst コマンドをデフォルト サイズから変更する必要があります。
cabledefault-phy-burst コマンドを 0 に設定すると、最大バーストが、最小の 255 のミニスロット、
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DOCSIS コンフィギュレーション ファイル内の最大連結バースト設定、またはアップストリーム
のプロファイルで指定されたロング データ グラント バーストの値になります。
cabledefault-phy-burst コマンドを 0 に設定すると、CMTS が大きな要求を大きな塊にフラグメン
ト化し、フラグメント サイズが大きいためにケーブル モデムがアップストリーム インターフェ
イスの特定のグループに登録できなくなります。cabledefault-phy-burst コマンドを 0 に設定して
アップストリーム速度を 5 Mbps 以上にしたい場合は、2,000 バイトのフラグメント サイズを使用
することをお勧めします。

注意

number-of-fragments パラメータが、上で指定した 1,600 バイト、2,000 バイト、または 3,500 バ
イトよりも小さい最大サイズのバーストの各フラグメントのサイズを保持するのに十分な大き
さであることを確認します。フラグメントが大きすぎると、ケーブル モデムがオンライン化
できなかったり、トラフィックを転送できなかったりします。

（注）

number-of-fragments オプションは、Cisco IOS リリース 12.2(21a)BC、12.2(33)SCB、およびそれ
以降のリリースで廃止されました。

（注）

IP レイヤ 3 フラグメンテーションと DOCSIS レイヤ 2 フラグメンテーションを混同しないでく
ださい。

___________________
例

次に、フレームあたり 4 つのフラグメントを使用した、1,500 バイト以上のフレームに対する
DOCSIS フラグメンテーションを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface c2/0
Router(config-if)# cable upstream 0 fragment-force 1500 4
Router(config-if)#

次に、アップストリーム上の DOCSIS フレームの強制フラグメンテーションを無効にする例を示
します。この場合も、fragment-threshold パラメータがデフォルト値にリセットされます。
Router# configure terminal
Router(config)# interface c5/1/0
Router(config-if)# no cable upstream 0 fragment-force
Router(config-if)#

___________________
例

次に、2,000 バイト以上のフレームに対する DOCSIS フラグメンテーションを有効にする例を示し
ます。
Router# configure terminal
Router(config)# interface c2/0
Router(config-if)# cable upstream 0 fragment-force 2000
Router(config-if)#
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledefault-phy-burst

個別の値が指定されていないケーブル モデムの
アップストリーム最大トラフィック バースト
パラメータの値を指定します。

cableupstreamfragmentation

特定のアップストリームで DOCSIS フレームの
フラグメンテーションを有効にします。
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cable upstream freq-adj averaging
調整方式を標準電力調整方式からノイズ電力調整方式に変更するために必要な周波数調整パケッ
トの割合を指定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreamfreq-adjaveraging コマンドを使用します。電力調整を無効にするには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
cable upstream n freq-adj averaging % of frequency adjustment
no cable upstream n freq-adj averaging
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。Cisco cBR シリーズ コン
バージド ブロードバンド ルータの場合の有効
範囲は 0 ～ 7 です。

% of frequency adjustment

標準電力調整方式からノイズ電力調整方式に切
り替えるために必要な周波数調整パケットの割
合を指定します。有効範囲は 10 ～ 100% です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(7)T

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。
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___________________
例

次に、周波数調整パケット カウントが 50% に達したときに電力調整方式を変更する例を示しま
す。
Router(config-if)# cable upstream 0 freq-adj averaging 50

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreampower-adjust

Cisco CMTS 上の電力調整方式を制御します。

showcableflap-list

電力調整のしきい値を超えた CM の一覧を表示
します。

showcablemodem

CM 構成設定を表示します。
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cable upstream frequency
アップストリーム ポートのアップストリーム無線周波数（RF）搬送波の固定周波数を入力するに
は、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamfrequency コマ
ンドを使用します。このコマンドのデフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
cable upstream n frequency up-freq-hz
no cable upstream n frequency up-freq-hz
___________________
構文の説明

n

アップストリーム周波数を割り当てるケーブル
インターフェイス ライン カードのアップスト
リーム ポート番号を指定します。有効値は、
ケーブル インターフェイス ライン カード上の
最初のアップストリーム ポートに対応する 0 か
ら始まります。

up-freq-hz

アップストリーム中心周波数は固定ヘルツ
（Hz）値に設定されます。アップストリーム周
波数の有効範囲は、使用するケーブル インター
フェイス ライン カードに応じて、5 MHz
（5000000 Hz）～ 42 MHz（42000000 Hz）、55
MHz（55000000 Hz）、または 65 MHz
（65000000 Hz）です。Cisco CMTS に特定の
アップストリーム インターフェイスの中心周波
数を動的に指定させる場合は、周波数値を入力
しないでください。

___________________
コマンド デフォルト

ダイナミック（非固定周波数）

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。
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リリース

変更内容

12.0(13)SC

より高い EuroDOCSIS アップストリーム範囲（5 ～ 65 MHz）に対する
サポートが Cisco uBR-MC16E ケーブル インターフェイス ライン カー
ドで導入されました。

12.1(4)EC、12.2(4)BC1

より高い EuroDOCSIS アップストリーム範囲（5 ～ 65 MHz）に対する
サポートが Cisco uBR7111E および Cisco uBR7114E ルータで導入され
ました。

12.2(15)BC2

このコマンドで選択可能な周波数の許容範囲は、upstreamfreq-range コ
マンドの設定によって決まります。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。このコマンドは、us-channel frequency
コマンドに置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン RF 出力のアップストリーム チャネル周波数は、ケーブル インターフェイス ライン カードの予想
入力周波数に合わせて設定する必要があります。アップストリーム チャネル周波数を設定するに
は、次の操作を実行します。
• 許容範囲に収まる固定周波数を設定し、アップストリーム ポートを有効にするか、
• グローバル スペクトル グループを作成し、それにインターフェイスを割り当て、アップス
トリーム ポートを有効にします。
アップストリーム チャネル周波数の許容範囲は、使用するケーブル インターフェイス ライン カー
ドと Cisco IOS ソフトウェア リリースによって異なります。次の表に、現在サポートされている
値を示します。
表 19：cable upstream frequency コマンドで許容される周波数範囲

周波数範囲

サポートされるケーブル イン
ターフェイス

最小 Cisco IOS リリース

5 ～ 42 MHz

サポートされているすべての
ケーブル インターフェイス

Cisco CMTS でサポートされる
すべてのリリース

5 ～ 55 MHz

Cisco uBR-MC16U/X、Cisco
uBR-MC28U/X、Cisco
uBR-MC5X20U

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2
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周波数範囲

サポートされるケーブル イン
ターフェイス

最小 Cisco IOS リリース

5 ～ 65 MHz

Cisco uBR-MC16E、Cisco
uBR-MC16U/X、Cisco
uBR-MC28U/X、Cisco
uBR-MC5X20U、Cisco
uBR7111E、および Cisco
uBR7114E ルータ

Cisco IOS リリース 12.0(13)SC、
12.1(4)EC、および 12.2(4)BC1

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 以降のリリースでは、cableupstreamfrequency コマンドで選択
可能な周波数の許容範囲が upstreamfreq-range コマンドの設定によって決まります。

ヒント

Cisco uBR-MC16E ケーブル インターフェイス ライン カードと Cisco uBR-MC16C または Cisco
uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードの両方がシャーシ内に存在する場合は、
42 ～ 65 MHz の範囲のスペクトル グループを割り当てないようにする必要があります。
デフォルトのアップストリーム周波数（固定周波数ではない）を設定するには、中心周波数を指
定せずに cableupstream-->n>frequency コマンドを入力します。

___________________
例

次に、スロット 6 に配置されたポート 0 のアップストリーム中心周波数を 5,700,000 Hz に設定す
る例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 0 frequency 5700000
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router# show running-config | include frequency
cable upstream 0 frequency 5696000
Router#

（注）

Cisco ケーブル インターフェイス ライン カードは、常に、16 KHz 刻みでアップストリームの
中心周波数をプログラムします。これは、ルータの設定に追加された行と
showcontrollerscableupstream コマンドに表示される周波数です。たとえば
cableupstreamfrequency コマンドを使用して中心周波数 27 MHz
（cableupstreamxfrequency27000000）を指定すると、実際の中心周波数は 27.008 MHz（次に
高い 16 KHz 境界）になります。そのため、コンフィギュレーション ファイルには
「cableupstream0frequency27008000」という行が表示されます。
次に、アップストリーム中心周波数を拡張された日本の周波数帯域に収まる周波数（54,700,000
Hz）に設定する例を示します。
Router# configure terminal
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Router(config)# upstream freq-range japanese
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable upstream 0 frequency 54000000
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router#

次に、Cisco CMTS がアップストリーム ポート 0 の中心周波数を動的に指定できるようにする例
を示します。
Router(config-if)# no cable upstream 0 frequency

Cisco IOS リリース 12.3 BC からの次のコマンド例は、許容可能なアップストリーム周波数範囲を
Hz 単位で示します。
Router(config-if)# cable upstream 3 frequency ?
<5000000-55000000> Upstream Frequency in Hz

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablespectrum-group(globalconfiguration)

1 つ以上のアップストリーム周波数を含むスペ
クトル グループを作成します。

showcontrollerscable

ケーブル インターフェイスに関する情報（アッ
プストリーム中心周波数を含む）を表示しま
す。

upstreamfreq-range

アップストリーム上で許容される周波数の範囲
に Cisco CMTS ルータを設定します。
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cable upstream hopping blind
ホップ決定をオーバーライドするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドで cableupstreamhoppingblind コマンドを使用します。ブラインド ホッピングを停止するには、
このコマンドの no 形式を入力します。
cable upstream n hopping blind
no cable upstream n hopping blind
___________________
構文の説明

n

ブラインド周波数ホッピングを有効化するアッ
プストリーム ポートを指定します。有効値は、
ケーブル インターフェイス ライン カード上の
最初のアップストリーム ポートに対応する 0 か
ら始まります。

___________________
コマンド デフォルト

無効（ホッピングは最適化されます）

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(7)XR2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン ホッピングを最適化するハードウェアスペクトルマネージャの決定をオーバーライドするには、
このコマンドを入力します。

（注）

最適なホッピング設定を無効にする特別な理由がない限り、このコマンドは使用しないでくだ
さい。たとえば、Cisco uBR-MC16S または Cisco uBR-MC5X20S/U カードを試用している場合
は、このコマンドを使用して、個別のアップストリーム チャネルにブラインド ホッピングを
適用できます。
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___________________
例

次に、アップストリーム ポート 0 上でブラインド ホッピングを指定する例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 0 hopping blind

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemonitor

スペクトル グループを識別して設定するときに
1 つ以上のアップストリーム ケーブル インター
フェイスに適用できるプリセット変調プロファ
イルを設定します。

cablespectrum-group(globalconfiguration)

特定のスペクトル グループのスペクトル管理特
性を設定します。

cableupstreamchannel-width

特定のアップストリーム ケーブル インターフェ
イスのチャネル幅を指定します。

cableupstreamfrequency

特定のアップストリーム ケーブル インターフェ
イスの中心周波数を指定します。

cableupstreampower-level

アップストリーム ケーブル インターフェイス
受信電力レベルを dBmv 単位で指定します。

cableupstreamshutdown

指定したアップストリーム ケーブル インター
フェイスをアクティブにするか、シャットダウ
ンします。
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cable upstream hop-priority
アップストリーム上のイングレス ノイズが原因で周波数ホップが必要な場合に実行する是正措置
の優先順位を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで適切
な cableupstreamhop-priority コマンドを使用します。
cable upstream n hop-priority frequency modulation channel-width
cable upstream n hop-priority modulation frequency channel-width
cable upstream n hop-priority frequency channel-width modulation
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポートを指定します。有効値
は、ケーブル インターフェイス ライン カード
上の最初のアップストリーム ポートに対応する
0 から始まります。

frequency,modulation,channel-width

イングレス ノイズがダウンストリームで発生し
た場合に実行する是正措置の優先順位を指定し
ます。
（注）

channel-width オプションは、上の例
に示すように、frequency オプション
の直後か、その後ろの modulation オ
プションの後ろに配置する必要があ
ります。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの優先順位は frequency、modulation、および channel-width の順です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(7)CX1

このコマンドは、Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン
カードを使用した Cisco uBR7200 シリーズ ルータで導入されました。

12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータと Cisco uBR-LCP2-MC16S ケーブル インターフェ
イス ライン カードに対するサポートが追加されました。

12.2(11)CY、
12.2(11)BC3

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェ
イス ライン カードのサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(15)BC2

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR10-MC5X20U ケーブル インターフェ
イス ライン カードに対するサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。このコマンドは、us-channel
hop-priority コマンドに置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、アップストリーム上の過剰なイングレス ノイズを修正するために周波数ホップ
が必要な場合に実行する是正措置の優先順位を指定します。たとえば、Cisco uBR-MC16S カード
上のアップストリームがデフォルト設定（frequency、modulation、および channel-width）に設定
されている場合は、アップストリーム ノイズが現在の変調プロファイルの CNR しきい値を超え
たときに次の現象が発生します。
1 Cisco uBR-MC16S は、スペクトル グループ内の空き周波数が使用可能であれば、新しい周波
数に切り替えます。
2 空き周波数が使用できない場合は、Cisco uBR-MC16S がダイナミック アップストリーム変調
機能を使用して、アップストリームをセカンダリ変調プロファイルに切り替えます。
3 ノイズ レベルがまだセカンダリ変調プロファイルの CNR しきい値を超えており、かつアップ
ストリームがチャネル幅の範囲に設定されている場合は、Cisco uBR-MC16S がアップストリー
ムのチャネル幅を半分に減らします。ノイズ レベルがまだ過剰な場合は、チャネル幅がさらに
半分にカットされます。このプロセスは、空きアップストリームが見つかるまで、または、帯
域幅が cableupstreamchannel-width コマンドを使用して設定された最小チャネル幅に削減され
るまで続きます。
許容可能な DOCSIS チャネル幅は 3.2 MHz、1.6 MHz、800 KHz、400 KHz、および 200 KHz です。
チャネル幅が 200 KHz に下がっても、ノイズがまだ SNR しきい値を超えている場合は、ケーブル
モデムがオフラインになります。

（注）

デフォルトでは、1.6 MHz の単一のチャネル幅だけが指定されます。これが許容チャネル幅の
範囲を指定（cableupstreamchannel-width--> コマンドを使用）するように変更されなかった場
合は、Cisco uBR-MC16S がチャネル幅を変更しようとしません。
ダイナミック アップストリーム変調機能を使用するには、2 つの変調プロファイルを作成
（cablemodulation-profile コマンドを使用）してから、それらをアップストリームに割り当てます
（cableupstreammodulation-profile--> コマンドを使用して）。

___________________
例

次に、アップストリーム上のイングレス ノイズがプライマリ変調プロファイルで許可されたしき
い値を超えた場合に、Cisco uBR-MC16S ライン カードがセカンダリ変調プロファイルに切り替え
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てから、周波数ホッピングを試し、それでも問題が解決されなかった場合に、最終手段としてチャ
ネル幅を減らす例を示します。
Router(config)#interface cable 3/0
Router(config-if)#cable upstream 0 hop-priority modulation frequency channel-width
Router(config-if)#exit
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodulation-profile

ケーブル変調プロファイルを作成します。

cableupstreamchannel-width

許容可能なチャネル幅の範囲でアップストリー
ムを設定します。

cableupstreammodulation-profile

1 つの変調プロファイル（静的プロファイル）
または 2 つの変調プロファイル（ダイナミック
アップストリーム変調）にアップストリームを
設定します。

showcablehop

アップストリームの現行のホップ期間としきい
値を、その他の統計情報と共に表示します。

showcablemodulation-profile

作成されたケーブル変調プロファイルを表示し
ます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
951

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream ingress-noise-cancellation

cable upstream ingress-noise-cancellation
ケーブル インターフェイス ライン カードでノイズ キャンセル回路がアップストリーム上のノイ
ズ レベルに合わせて調整する頻度を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで cableupstreamingress-noise-cancellation コマンドを使用します。イングレス ノイ
ズ キャンセル機能を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n ingress-noise-cancellation interval
no cable upstream n ingress-noise-cancellation
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号。有効値は、ケー
ブル インターフェイス ライン カード上の最初
のアップストリーム ポートに対応する 0 から始
まります。

interval

ミリ秒単位のトリガー間隔。有効範囲は 10 ～
3000 ミリ秒で、デフォルト値は 100 ミリ秒で
す。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの間隔は 100 ミリ秒です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)CX

このコマンドは、Cisco uBR7246VXR ルータの Cisco
uBR-MC16U/X および Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インター
フェイス ライン カードで導入されました。

12.3(17b)BC4

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR10-MC5X20H Broadband
Processing Engine に対するサポートが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(23)BC10 以降

デフォルト間隔が 100 ミリ秒に変更されました。

12.2(33)SCB11 以降
12.2(33)SCC6 以降
12.2(33)SCD6 以降
12.2(33)SCE 以降
12.2(33)SCF 以降
IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。このコマンドは、
us-channel ingress-noise-cancellation コマンドに置き換えられま
した。

___________________
使用上のガイドライン
（注）

このコマンドは、Cisco uBR10-MC5X20H BPE、Cisco uBR-MC16U/X、および Cisco uBR-MC28U/X
ケーブル インターフェイス ライン カード上でのみ使用できます。その他のケーブル インター
フェイス ライン カードでは使用できません。
Cisco uBR-MC28U/X カードなどのケーブル インターフェイス ライン カードには、イングレス、
共通パス歪み、特定のタイプのインパルス ノイズなどのチャネル内障害をデジタル的に取り除く
高度なハードウェア ベースのノイズ キャンセル回路が組み込まれています。これらのライン カー
ドでノイズ キャンセル回路がノイズのタイプとレベルの変化に対応する頻度を設定するには、
cableupstreamingress-noise-cancellation コマンドを使用します。
アップストリーム上のイングレス ノイズ キャンセルを有効化した場合は、Cisco CMTS が定期的
にアップストリーム チャネル上の 256 シンボル アイドル スロットをスケジュールします。
cableupstreamingress-noise-cancellation コマンドで指定された interval オプションは、このアイド
ル スロットが生成される頻度を決定します。
BPE カードのデフォルトでは、カードは回路に 100 ミリ秒ごとに調整させます。トリガー間隔が
短いほど、カードはより速くイングレス ノイズの変化に対処できます。その結果、アップスト
リームはノイズ問題に対してより堅牢になりますが、代わりにアップストリーム チャネル上の帯
域幅が削減されます。実際の帯域幅のパーセンテージで帯域幅コストを決定するには、次の式を
使用します。
(256/interval)/channel-symbol-rate

ここで、interval は cableupstreamingress-noise-cancellation コマンドで指定されたミリ秒単位の期
間、channel-symbol-rate はキロヘルツ単位のシンボル レートです。たとえば、アップストリーム
が 2.56 MHz のチャネル レートと 10 ミリ秒のノイズ キャンセル間隔を使用している場合、帯域幅
コストは実際の総帯域幅の 1% になります。
(256/10)/2560 = 0.01 (1% of bandwidth)
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Broadband Processing Engine のサポート
cableupstreamingress-noise-cancellation コマンドは、Cisco uBR10-MC5X20H Broadband Processing
Engine（BPE）上でイングレス ノイズ キャンセルを有効にする場合に必要です。
Cisco uBR10-MCX520S/U BPE では、デフォルトで、イングレス ノイズ キャンセル機能が有効に
なっているため、イングレス ノイズ キャンセルの設定はこれらのカードの Cisco IOS ソフトウェ
アでは使用できません。
ただし、Cisco uBR10-MC5X20S/U/H カード間の高可用性のサポートの設定互換性を確保するため
に、Cisco IOS ソフトウェアは、設定を同期するときに警告やエラーを生成することなく、これら
の BPE 用の cableupstreamingress-noise-cancellation コマンドの設定を受け入れます。
___________________
例

次に、Cisco uBR-MC16U/X または Cisco uBR-MC28U/X カード上の最初のアップストリームで 300
ミリ秒ごとにイングレス ノイズ キャンセルを実行するように設定する例を示します。
interface cable 5/0
cable upstream 0 ingress-noise-cancellation 300

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodulation-profile

ルータ上で使用する変調プロファイルを定義し
ます。

cableupstreamchannel-width

アップストリーム ポートのアップストリーム
チャネル幅を指定します。

cableupstreamdocsis-mode

DOCSIS 1.x または DOCSIS 2.0 変調プロファイ
ルを使用するようにアップストリームを設定し
ます。

cableupstreamfrequency

アップストリーム ポートのアップストリーム
RF 搬送波の固定周波数を入力します。

cableupstreamminislot-size

特定のアップストリーム インターフェイスのミ
ニスロット サイズ（ティック単位）を指定しま
す。

cableupstreammodulation-profile

1 つのアップストリーム ポートに 1 つまたは 2
つの変調プロファイルを割り当てます。

cableupstreampower-level

デシベル/ミリボルト（dBmV）単位でアップス
トリーム RF 搬送波の入力電力レベルを設定し
ます。

showcablehop

CM 構成設定を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
954

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream ingress-noise-cancellation

コマンド

説明

showcablemodulation-profile

Cisco CMTS に関する変調プロファイル情報を
表示します。

showinterfacecablemac-schedule

現在のタイム スロット スケジューリングの状
態と統計情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイス情報を表示します。
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cable upstream load-balance group
ロード バランス グループにアップストリームを割り当てるには、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードで cableupstreamload-balancegroup コマンドを使用します。ロード バランス グ
ループからアップストリームを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream uport load-balance group n
no cable upstream uport load-balance group n
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

uport

ロード バランス グループに割り当てるアップ
ストリーム ポートを指定します。アップスト
リーム ポートの値は、0 から始まり、ケーブル
インターフェイス ライン カードのアップスト
リーム ポート数に対応する値で終わります。

n

アップストリームが割り当てられるロード バラ
ンス グループの番号を指定します。Cisco IOS
リリース 12.2(33)SCE3 以前では、有効範囲が 1
～ 80 です。Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE4 以
降では、有効範囲が 1 ～ 256 です。

アップストリームは、ロード バランス グループに割り当てられません。
cableload-balancegroup(interface configuration) コマンドを使用してダウンストリーム インターフェ
イスをロード バランス グループに割り当てた場合は、cableupstreamload-balancegroup コマンド
を使用してアップストリームを別のグループに再割り当てするまで、すべてのアップストリーム
が自動的に同じグループに割り当てられます。

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ルータ
に導入されました。

12.2(33)SCE4

ロード バランス グループの有効範囲が変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。
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___________________
使用上のガイドライン 次の機能を設定するには、cableupstreamload-balancegroup コマンドを使用します。
Cisco CMTS ルータ上でのロード バランシングと動的チャネル変更
cableload-balancegroup(global configuration) コマンドを使用して初めてロード バランス グループ
を作成して設定したら、-->cableupstreamload-balancegroup--> コマンドを使用してそのロード バ
ランスグループをアップストリームに割り当てます。これにより、ケーブルインターフェイスが
ロード バランシング動作に参加するようになります。

ヒント

このロード バランス グループをダウンストリームに割り当てるには、
cableload-balancegroup(interface configuration) コマンドを使用します。
ロード バランス グループを作成して割り当てるときに、次のルールが適用されます。
• ダウンストリームまたはアップストリームは 1 つのロード バランス グループにしか属する
ことができません。
• ロード バランス グループ内のすべてのダウンストリームとアップストリームが、ケーブル
モデムの同じグループに対する物理無線周波数（RF）接続を共有する必要があります。ダウ
ンストリームはアップストリームとは別のロード バランス グループに入れることができま
すが、同じ RF 物理接続を使用しているすべてのダウンストリームまたはすべてのアップス
トリームは同じロード バランス グループのメンバーにする必要があります。物理接続を共
有しているダウンストリームまたはアップストリームを複数のロード バランス グループに
分散させることはできません。
• ロード バランシングは、シャーシ単位でのみ実行されます。ロード バランス グループ内の
すべてのインターフェイスが同じシャーシ内に存在する必要があります。

___________________
例

次に、ケーブル インターフェイス 5/1 の最初の 4 つのアップストリームをロード バランス グルー
プ 14 に割り当てる例を示します。
Router# config terminal
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# cable upstream 0 load-balance
Router(config-if)# cable upstream 1 load-balance
Router(config-if)# cable upstream 2 load-balance
Router(config-if)# cable upstream 3 load-balance
Router(config-if)#

group
group
group
group

14
14
14
14
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balanceexclude

1 つ以上のタイプのロード バランシング動作か
ら、特定のケーブル モデムまたは特定のベン
ダー製のすべてのケーブル モデムを除外しま
す。

cableload-balancegroup(globalconfiguration)

ロード バランス グループを作成して設定しま
す。

cableload-balancegroup(interfaceconfiguration)

ダウンストリームをロード バランス グループ
に割り当てます。

cableload-balancegroupinterval

ロード バランシング ポリシーの更新頻度を設
定します。

cableload-balancegrouppolicyugs

Cisco CMTS が、アクティブな Unsolicited Grant
Service（UGS）サービス フローが割り当てられ
ているケーブル モデムのロード バランス方法
を設定します。

cableload-balancegroupthreshold

ロード バランス グループがロード バランシン
グ動作に使用するしきい値を設定します。

clearcableload-balance

ロード バランシング動作の追跡に使用されるカ
ウンタまたはステート マシンをクリアします。

showcableload-balance

ロード バランシング動作に関するリアルタイム
統計情報と動作情報を表示します。
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cable upstream maintain-psd
A-TDMA-only アップストリーム上の DOCSIS 2.0 ケーブル モデムに対して変調速度の変更後にパ
ワー スペクトル密度（PSD）を一定に保つように要求するには、ケーブル インターフェイス コン
フィギュレーション モードで cableupstreammaintain-psd--> コマンドを使用します。ケーブル モ
デムがパワー スペクトル密度を維持する必要がないようにデフォルトの動作に戻すには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
cable upstream uport maintain-psd
no cable upstream uport maintain-psd
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

（注）

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

uport

設定するアップストリーム ポートを指定しま
す。アップストリーム ポートの値は、0 から始
まり、ケーブル インターフェイス ライン カー
ドのアップストリーム ポート数に対応する値で
終わります。

ケーブル モデムは、変調速度の変更後にパワー スペクトル密度を維持する必要がありません
（nocableupstreammaintain-psd）。

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 以降のリリースでは、アップストリームを TDMA-only または
混合 TDMA/A-TDMA 設定用に構成すると、このコマンドが自動的に設定から削除されます。

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

リリース

変更内容

12.2(15)CX

このコマンドは、Cisco uBR-MC16U/X および Cisco uBR-MC28U/X ケーブ
ル インターフェイス ライン カード上の DOCSIS 2.0 動作をサポートする
ために導入されました。

12.2(15)BC2

Cisco uBR-MC5X20S/U ケーブル インターフェイス ライン カード上の
DOCSIS 2.0 動作に対するサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。このコマンドは、us-channel maintain-psd
コマンドに置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS がアップストリーム チャネル記述子（UCD）メッセージでアップストリーム変調速
度を変更したときに、DOCSIS 2.0 ケーブル モデムがパワー スペクトル密度を維持する必要があ
るかどうかを指定するには、このコマンドを使用します。cableupstreammaintain-psd コマンドで
アップストリームを設定すると、Cisco CMTS がそのアップストリームでケーブル モデムに送信
する UCD メッセージで TLV 15（パワー スペクトル密度の維持）を ON に設定します。
TLV 15 が ON で、新しい UCD がケーブル モデムの新しいアップストリーム変調速度を指定して
いる場合は、変調速度の変更前とほぼ同じパワースペクトル密度を維持するようにケーブルモデ
ムが送信電力レベルを変更する必要があります。ケーブル モデムは、CMTS が Ranging-Response
（RNG-RSP）メッセージで電力調整コマンドを送信するまで、このパワー スペクトル密度を維持
する必要があります。
デフォルト設定（nocableupstreammaintain-psd）では、TLV 15 が OFF に設定され、ケーブル モ
デムは変調速度の変更後にパワー スペクトル密度を維持する必要がありません。ただし、DOCSIS
仕様に従って、ケーブル モデムはアップストリーム上の総入力電力を一定に保ちます。

（注）

___________________
例

このコマンドは、DOCSIS 2.0 A-TDMA-only モード用に設定されたアップストリームでオンラ
インになっている DOCSIS 2.0 ケーブル モデムにのみ影響します。このコマンドは、DOCSIS
1.x 仕様に従って、アップストリーム上の総入力電力を一定に保つ DOCSIS 1.0 および DOCSIS
1.1 ケーブル モデムには影響しません。

次に、ケーブルモデムに対して変調速度の変更後にパワースペクトル密度を維持するように要求
するようにケーブル インターフェイス ライン カード上の 4 つのアップストリームを設定する例
を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable c6/1/0
Router(config-if)# cable upstream 0 maintain-psd
Router(config-if)# cable upstream 1 maintain-psd
Router(config-if)# cable upstream 2 maintain-psd
Router(config-if)# cable upstream 3 maintain-psd
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router#

次に、ケーブルモデムが変調速度の変更後にパワースペクトル密度を一定に保つ必要はないもの
の、アップストリーム上の総入力電力レベルを一定に保つデフォルト動作用にアップストリーム
を設定する例を示します。
Router# configure terminal
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Router(config)# interface cable c5/1/0
Router(config-if)# no cable upstream 0 maintain-psd
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamdocsis-mode

DOCSIS 1.x または DOCSIS 2.0 変調プロファイ
ルを使用するようにアップストリームを設定し
ます。
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cable upstream max-channel-power-offset
アップストリーム チャネル セット割り当てを削減するための Cisco CMTS ルータの電力バジェッ
ト オフセット値を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreammax-channel-power-offset コマンドを使用します。この設定を無効にするには、この
コマンドの no 形式を使用します。
cable upstream max-channel-power-offset dB-value
no cable upstream max-channel-power-offset dB-value
___________________
構文の説明

dB-value

アップストリーム チャネルの送信電力のデシベ
ル値。有効な範囲は 1 ～ 6 です。デフォルトは
3 です。
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH1 と
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG5 で有
効な範囲は 0 ～ 6 です。

___________________
コマンド デフォルト

電力バジェット オフセットは、デフォルト値の 3 dB に設定されます。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE3

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン 電力バジェット オフセット（max-channel-power-offset）に指定するしきい値は、Cisco CMTS ルー
タからケーブル モデムに送信される範囲指定応答（RNG-RSP）メッセージ内の Ranging Status
フィールドの値を決定する電力しきい値（power-adjust continue）未満にする必要があります。電
力しきい値は、cableupstreampower-adjust コマンドを使用して指定できます。
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___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE3 でケーブル モデムの総電力バジェッ
トに基づいてチャネル セット割り当てを削減できるようにする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 7/0/0
Router (config-if)# cable upstream max-channel-power-offset 5

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabletx-power-headroom

Cisco CMTS ルータの拡張送信電力を指定しま
す。

showcablemodem

ケーブル モデムの詳細とともに、割り当てられ
たアップストリーム チャネルごとの送信電力値
を表示します。
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cable upstream max-codes-per-subframe
アップストリーム チャネルの個別の変調プロファイル設定で定義されたサブフレームあたりの
コード数の最大値をオーバーライドする上限を指定するには、ケーブル インターフェイス コン
フィギュレーション モードで cableupstreammax-codes-per-subframe コマンドを使用します。デ
フォルト値である 2 をサブフレームあたりの最大コード数に指定するには、このコマンドの no 形
式を使用します。
cable upstream n max-codes-per-subframe code
no cable upstream n max-codes-per-subframe
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

n

アップストリーム ポートを指定します。有効値
は、ケーブル インターフェイス ライン カード
上の最初のアップストリーム ポートに対応する
0 から始まります。

code

サブフレームあたりのコード数を指定します。
有効値の範囲は 1 ～ 128 で、デフォルト値は 2
です。

Synchronous Code Division Multiple Access（S-CDMA）が設定されていない場合は、サブフレーム
あたりの最大コード数設定を適用できません。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは S-CDMA チャネルに対してのみ適用できます。サブフレームあたりの最大コード
数設定を適用するように S-CDMA を設定する必要があります。サブフレームあたりのコード数
は、アクティブ コードの数を超えないようにする必要があります。
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___________________
例

次に、アップストリーム ポート 0 上でサブフレームあたりのコード数を 128 に設定する例を示し
ます。
Router(config)# interface cable 7/0/4
Router(config-if)# cable upstream 0 max-codes-per-subframe 128
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamactive-codes

アップストリーム チャネルで許可されるアク
ティブ コード数を指定します。

cableupstreamcodes-per-minislot

アップストリーム チャネルで許可されるミニス
ロットあたりのコード数を指定します。

cableupstreamspreading-interval

アップストリーム チャネル上の S-CDMA の展
開間隔を指定します。
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cable upstream max-interleave-step
アップストリーム チャネルの変調プロファイルで定義されたバーストごとの最大インターリーブ
ステップをオーバーライドする上限を指定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュ
レーション モードで cableupstreammax-interleave-step コマンドを使用します。デフォルト イン
ターリーブ ステップ サイズの 1 を指定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n max-interleave-step max-interleave-step
no cable upstream n max-interleave-step
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

n

アップストリーム ポートを指定します。有効値
は、ケーブル インターフェイス ライン カード
上の最初のアップストリーム ポートに対応する
0 から始まります。

max-interleave-step

インターリーブ ステップの最大数を指定しま
す。有効値の範囲は 1 ～ 31 で、デフォルト値
は 1 です。

Synchronous Code Division Multiple Access（S-CDMA）機能が設定されていない場合は、最大イン
ターリーブ ステップ設定を適用できません。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、S-CDMA チャネルにのみ適用可能であり、特定のアップストリーム ポートのイ
ンターリーブ ステップの最大数を制限します。max-interleave-step 値は、
cableupstreamspreading-interval コマンドを使用して指定される spreading-interval 値未満にする必
要があります。
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___________________
例

次に、アップストリーム ポート 0 上でインターリーブ ステップ数を 31 に設定する例を示します。
Router(config)# interface cable 7/0/4
Router(config-if)# cable upstream 0 max-interleave-steps 31
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamactive-codes

アップストリーム チャネル上で設定可能なアク
ティブ コード数を指定します。

cableupstreamcodes-perminislot

アップストリーム チャネルで許可されるミニス
ロットあたりのコード数を指定します。

cableupstreammax-codes-per-subframe

アップストリーム チャネルの個別の変調プロ
ファイル設定で定義されたサブフレームあたり
のコード数の上限と最大値を指定します。

cableupstreamspreading-interval

アップストリーム チャネル上の SCDMA の展開
間隔を指定します。
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cable upstream max-logical-chans
物理ポート上の論理チャネル数を指定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで cableupstreammax-logical-chans コマンドを使用します。複数の論理チャネルの
使用を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n max-logical-chans code
no cable upstream n max-logical-chans
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

n

アップストリーム ポートを指定します。有効値
は、ケーブル インターフェイス ライン カード
上の最初のアップストリーム ポートに対応する
0 から始まります。

code

ポートあたりの論理チャネル数を指定します。
有効値は 1 と 2 です。

Synchronous Code Division Multiple Access（S-CDMA）が設定されていない場合は、最大論理チャ
ネル数設定を適用できません。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cableupstreammax-logical-chans コマンドは、アップストリーム チャネルのポートあたりの論理
チャネル数を制限します。デフォルト値は 1 です。
cableupstreammax-logical-chans コマンドで 2 つの論理チャネルを設定した場合は、両方の論理
チャネルが指定された同じ物理ポートにマップされ、物理アップストリーム帯域が 2 つの論理チャ
ネルで共有されます。ただし、ケーブル モデムの観点では、それぞれの論理チャネルが独立した
アップストリーム チャネルとして扱われます。
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複数の論理チャネルを設定した場合は、アップストリーム関連のコマンドが 2 つのグループ（物
理ポート レベルと論理チャネル レベル）に分類されます。
物理ポート レベル
物理ポート レベル コマンドは、cableupstream-->n の形式を使用します。ここで、n は物理ポート
番号を示します。
論理チャネル レベル
論理チャネル レベル コマンドは、cableupstream-->nm の形式を使用します。ここで、n は物理
ポート番号、m は 0 または 1 の論理チャネル インデックス番号を示します。

（注）

同じアップストリーム ポートで複数の論理チャネルとスペクトル グループを設定することは
できません。
次のコマンドは論理チャネル レベルでサポートされます。
• cableupstreamactive-codes
• cableupstreamattribute-mask
• cableupstreamcodes-per-minislot
• cableupstreamconcatenation
• cableupstreamdata-backoff
• cableupstreamdescription
• cableupstreamdifferential-encoding
• cableupstreamdocsis-mode
• cableupstreamequalization-coefficient
• cableupstreamfec
• cableupstreamfragment-force
• cableupstreamfragmentation
• cableupstreamfreq-adjust
• cableupstreammax-codes-per-subframe
• cableupstreammax-interleave-step
• cableupstreammodulation-profile
• cableupstreampower-adjust
• cableupstreamrange-backoff
• cableupstreamrate-adapt
• cableupstreamrate-limit
• cableupstreamschedulingtype
• cableupstreamscrambler

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
969

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream max-logical-chans

• cableupstreamshutdown
• cableupstreamspreading-interval
• cableupstreamthreshold
• cableupstreamunfrag-slot-jitter

（注）

上の論理チャネル レベル コマンドは、論理チャネルが設定されているときに物理ポート レベ
ルでは使用できません。ただし、cableupstreamshutdown と cableupstreamthresholdcommand
は、物理ポート レベルと論理チャネル レベルの両方で動作します。
cableupstreamfrequency や cableupstreamchannel-width などの物理アップストリーム ポート レベ
ル コマンドは、物理ポートに設定されたすべての論理チャネルに影響します。

___________________
例

次に、アップストリーム ポート 0 上の 2 つの論理チャネルを設定する例を示します。
Router(config)# interface cable 7/0/4
Router(config-if)# cable upstream 0 max-logical-chans 2
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamattribute-mask

アップストリーム属性マスクを 16 進数形式で
指定します。

cableupstreamcodes-per-minislot

アップストリーム チャネルで許可されるミニス
ロットあたりのコード数を指定します。

cableupstreamconcatenation

CMTS での DOCSIS 連結を有効にします。

cableupstreamdata-backoff

データ バックオフについて、自動または固定の
開始値および終了値を指定します。

cableupstreamdescription

ケーブル インターフェイス上のアップストリー
ムに任意のラベルを割り当てます。

cableupstreamdifferential-encoding

指定されたケーブル インターフェイスへのアッ
プストリーム トラフィックに対する差分符号化
を有効にします。

cableupstreamdocsis-mode

DOCSIS 1.x、DOCSIS 2.0、または DOCSIS 3.0
変調プロファイルを使用するようにアップスト
リームを設定します。
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コマンド

説明

cableupstreamequalization-coefficient

アップストリーム ポートでの DOCSIS 1.x、
DOCSIS 2.0、または DOCSIS 3.0 プレイコライ
ゼーション係数の使用を有効にします。

cableupstreamfec

アップストリーム前方誤り訂正を有効にしま
す。

cableupstreamfragment-force

フレームが特定のサイズを超えたときにケーブ
ル インターフェイス ライン カードがアップス
トリーム上の DOCSIS フレームをフラグメント
化する必要があることを指定します。

cableupstreamfragmentation

特定のアップストリームで DOCSIS フレームの
フラグメンテーションを有効にします。

cableupstreamfreq-adjust

調整方式を標準電力調整方式からノイズ電力調
整方式に切り替えるために必要な周波数調整パ
ケットの割合を指定します。

cableupstreammax-codes-per-subframe

アップストリーム チャネルの個別の変調プロ
ファイル設定で定義されたサブフレームあたり
のコード数の最大値をオーバーライドする上限
を指定します。

cableupstreammax-interleave-step

アップストリーム チャネルの変調プロファイル
で定義されたバーストごとの最大インターリー
ブ ステップをオーバーライドする上限を指定し
ます。

cableupstreammodulation-profile

1 つのアップストリーム ポートに最大 3 つの変
調プロファイルを割り当てます。

cableupstreampower-adjust

Cisco CMTS 上の電力調整方式を制御します。

cableupstreamrange-backoff

自動または設定済みの初期範囲設定バックオフ
計算を指定します。

cableupstreamrate-adapt

アップストリーム使用率の最適化を有効にして
設定します。

cableupstreamrate-limit

ケーブルインターフェイスラインカードのアッ
プストリーム ポートの DOCSIS レート制限を指
定します。
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コマンド

説明

cableupstreamschedulingtype

さまざまなスケジューラ モードを有効にしま
す。

cableupstreamscrambler

ケーブル アップストリーム スクランブラを有
効にします。

cableupstreamshutdown

アップストリーム ポートを無効にします。

cableupstreamspreading-interval

アップストリーム チャネル上の S-CDMA の展
開間隔を指定します。

cableupstreamthreshold

許容可能なノイズ レベルの決定に使用される
CNR または SNR および FEC しきい値にアップ
ストリームを設定します。

cableupstreamunfrag-slot-jitter

フラグメント化できないスロットが原因で発生
する、対応するアップストリーム上のジッター
の許容量を指定します。
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cable upstream max-ports
ケーブル インターフェイス ライン カードの MAC ドメイン上のアップストリームの最大数を設定
するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreammax-ports
コマンドを使用します。カードを MAC ドメインあたり 4 つのアップストリームのデフォルト値
にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream max-ports n
no cable upstream max-ports
___________________
構文の説明

n

有効範囲は 0 ～ 8、デフォルトは 4 です。

___________________
コマンド デフォルト

4

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド モード

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドは、Cisco uBR-MC5X20S ケーブル
インターフェイス ライン カードをサポートす
るために導入されました。

12.2(15)BC2

Cisco uBR-MC5X20U ケーブル インターフェイ
ス ライン カードのサポートが追加されました。

12.2(33)SCE

サポートされる最大ポート数の最小値が 1 から
0 に変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバー
ジド ブロードバンド ルータ ではサポートされ
ません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してケーブル インターフェイス ライン カードの MAC ドメインでサポートす
るアップストリーム数を指定してから、cableupstreamconnector コマンドを使用してカードの物
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理ポートにアップストリームを割り当てます。カードの MAC ドメインごとに最大アップストリー
ム値を変えることができます。
このコマンドを使用した後のケーブル インターフェイス上のアップストリーム数の有効範囲は 0
～最大ポート値 - 1 になります。たとえば、cableupstreammax-ports6 コマンドを使用して MAC
ドメインのアップストリーム数を最大 6 に指定した場合は、アップストリーム数の有効範囲が 0
～ 5 になります。
各インターフェイスの最大ポート数の合計がラインカードのアップストリームチャネルの総数を
超えないようにする必要があります。たとえば、アップストリーム チャネルの合計が 60 の Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードは最大ポート数を最大 60 にすることができ、アップストリーム
チャネルの合計が 20 の Cisco UBR-MC20X20V ライン カードは最大ポート数を最大 20 にすること
ができます。
最大ポート数がラインカードのアップストリームチャネル数を超えている場合は、シャットダウ
ンしないようにできるポートの総数がライン カードで実際に使用可能なチャネル数に制限され、
残りのポートはシャットダウンのままになります。
すべてのアップストリーム チャネルがマップされている場合は、cableupstreamconnector コマン
ドが失敗します。たとえば、Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードでは、60 のアップストリーム
ポートをコネクタにマップしたら、それ以上のアップストリーム ポートをコネクタに追加できな
くなります。全部で 120 ポートを設定して、前半の 60 ポートをシャットダウンせずに後半の 60
ポートをコネクタにマップした場合は、ポートがシャットダウンしているか、コネクタがマップ
されていないかのどちらかのため、どのポートも動作しません。
___________________
例

次に、Cisco uBR-MC5X20S カード上のすべての MAC ドメインを最大数が 6 のアップストリーム
用に設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable c6/1/0
Router(config-if)# cable upstream max-ports
Router(config-if)# interface cable c6/1/1
Router(config-if)# cable upstream max-ports
Router(config-if)# interface cable c6/1/2
Router(config-if)# cable upstream max-ports
Router(config-if)# interface cable c6/1/3
Router(config-if)# cable upstream max-ports
Router(config-if)# interface cable c6/1/4
Router(config-if)# cable upstream max-ports
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router#

___________________
関連コマンド

2
3
6
8

コマンド

説明

cableupstreamconnector

特定のダウンストリームで使用するためのケー
ブル インターフェイス ライン カード上の物理
ポートにアップストリーム ポートをマップしま
す。
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cable upstream minislot-size
特定のアップストリームインターフェイスのミニスロットサイズ（ティック単位）を指定するに
は、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamminislot-size コ
マンドを使用します。ミニスロット サイズを現在のチャネル幅設定のデフォルトにリセットする
には、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n minislot-size size
no cable upstream n minislot-size
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

size

ミニスロット サイズをタイム ティック単位で
指定します。有効なミニスロット サイズは次の
とおりです。
• 1—（6.4 MHz のチャネル幅で 32 シンボ
ル）Advanced TDMA（A-TDMA）DOCSIS
2.0 only モードで動作している Cisco
uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、お
よび Cisco uBR-MC5X20S/U ケーブル イン
ターフェイス ライン カードでサポートさ
れます。
• 2 （3.2 MHz のチャネル幅で 32 シンボル）
• 4 （3.2 MHz のチャネル幅で 64 シンボル）
• 8 （3.2 MHz のチャネル幅で 128 シンボル）
• 16 （3.2 MHz のチャネル幅で 256 シンボ
ル）
• 32 （3.2 MHz のチャネル幅で 512 シンボ
ル）
• 64 （3.2 MHz のチャネル幅で 1024 シンボ
ル）
• 128 （3.2 MHz のチャネル幅で 2048 シンボ
ル）
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___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

デフォルト設定は、アップストリームのチャネル幅によって異なります。デフォルト値は、Cisco
IOS リリース 12.2(15)BC1 以降のリリースで、アップストリーム上のデータと音声トラフィックを
より最適化するように変更されました。

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

リリース

変更内容

11.3(6) NA

このコマンドが導入されました。

12.2(15)CX

DOCSIS 2.0 A-TDMA および混合変調プロファイルをサポートするミニス
ロット サイズ 1 のサポートを含む、Cisco uBR-MC16U/X および Cisco
uBR-MC28U/X ケーブル インターフェイス ライン カードに対するサポート
が追加されました。

12.2(15)BC1

デフォルト ミニスロット サイズは、アップストリームをデータおよび VoIP
（Voice-over-IP）トラフィック用に最適化するために削減されました。以前
のデフォルトでは、QPSK 変調と 1.6 MHz チャネル幅を使用した場合に、ミ
ニスロットあたり 16 バイトが生成されていましたが、新しいデフォルトで
は同じ設定でミニスロットあたり 8 バイトが生成されます。

12.2(15)BC2

Cisco uBR-MC5X20S/U ケーブル インターフェイス ライン カード上の DOCSIS
2.0 A-TDMA および混合変調プロファイルをサポートするミニスロット サ
イズ 1 のサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
ではサポートされていません。このコマンドは us-channel minslot-size コマ
ンドです。

___________________
使用上のガイドライン ミニスロット サイズは、アップストリームで送信可能な情報の最小量を決定します。特定のミニ
スロット サイズに含めることが可能な量は、使用する変調プロファイルとチャネル幅によって異
なり、帯域幅設定が高いほど、データ量を増やすことができます。
DOCSIS 仕様では、ミニスロット サイズに少なくとも 32 シンボルを含める必要があるため、アッ
プストリームのチャネル幅または変調を変更するたびに、DOCSIS 要件を満たすようにミニスロッ
ト サイズを変更する必要があります。
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（注）

Cisco IOS リリース 12.2(15)CX、Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2、およびそれ以降のリリース
では、Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28C、および Cisco uBR-MC28U/X カードのミニス
ロット サイズを手動で変更する必要がありません。これは、チャネル幅が変更されると、
DOCSIS 仕様の要件に従って、ミニスロットあたり 32 シンボルを生成するようにカードがミ
ニスロット サイズを自動的に変更するためです。
次の表に、Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 前後の Cisco IOS リリースのチャネル幅ごとのデフォ
ルト ミニスロット サイズを示します。
表 20：デフォルト ミニスロット サイズ

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 より前のリリース Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以降のリリース
（ミニスロットあたり 64 シンボルと 16 バイト （ミニスロットあたり 32 シンボルと 8 バイトを
を生成）
生成）

6

チャネル幅

デフォルト ミニスロッ チャネル幅
ト サイズ（ティック単
位）

デフォルト ミニスロッ
ト サイズ（ティック単
位）

0.2 MHz

64

0.2 MHz

32

0.4 MHz

32

0.4 MHz

16

0.8 MHz

16

0.8 MHz

8

1.6 MHz

8

1.6 MHz

4

3.2 MHz

4

3.2 MHz

2

6.4 MHz（DOCSIS 2.0
のみ）

16

ミニスロット サイズに 1 ティックを使用している場合は、6.4 MHz のチャネル幅を使用する必要があります。そうしなかった場合は、ミニス
ロットごとに 32 シンボルを含めなければならない DOCSIS 要件に違反します。

高帯域幅ユーザのためのミニスロット サイズの増加
DOCSIS 仕様ではバーストの上限が 255 ミニスロットまで許可されているため、2 Mbps 以上のアッ
プストリーム速度の保証を規定したサービス レベル契約（SLA）を提示している場合や 2000 バイ
トを超える最大連結バーストを許可している場合は、ミニスロット サイズをデフォルト値から増
やすことができます。これは、デフォルトミニスロットサイズではこのような設定で可能な最大
バーストに対応できないためです。
Cisco IOS リリースに応じて、デフォルト ミニスロット サイズはミニスロットあたり 8 または 16
バイトを提供します。デフォルト設定がミニスロットあたり 8 バイトを提供する場合は、最大可
能バーストが 8 バイト X 255 ミニスロット、つまり全部で 2040 バイトになります。これは、高い
アップストリーム速度が保証された特定のユーザにとっては不十分です。予想される最大バース
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ト伝送に適合するようにミニスロット サイズを増やす必要があります。これにより、オーバー
ヘッドが約 10% 増加します。

注意

___________________
例

1280 キロシンボル/秒や 2560 キロシンボル/秒などのシンボル レートの高い 64 や 128 の値を使
用すると、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。現在の設定のシンボル レー
トに応じて、32 または 64 シンボルのミニスロット サイズを実現するミニスロット サイズ
（ティック単位）を選択する必要があります。

次に、アップストリーム ポート 4 のミニスロット サイズを 16 に設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0
Router(config-if)# cable upstream 4 minislot-size 16
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodulation-profile

ルータ上で使用する変調プロファイルを定義し
ます。

cableupstreamchannel-width

アップストリーム ポートのアップストリーム
チャネル幅を指定します。

cableupstreamdocsis-mode

DOCSIS 1.x または DOCSIS 2.0 変調プロファイ
ルを使用するようにアップストリームを設定し
ます。

cableupstreamequalization-coefficient

アップストリームでの DOCSIS 1.1 プレイコラ
イゼーション係数の使用を有効にします。

cableupstreammodulation-profile

1 つのアップストリーム ポートに 1 つまたは 2
つの変調プロファイルを割り当てます。

showcablehop

CM 構成設定を表示します。

showcablemodulation-profile

Cisco CMTS に関する変調プロファイル情報を
表示します。

showinterfacecablemac-schedule

現在のタイム スロット スケジューリングの状
態と統計情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイス情報を表示します。
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cable upstream modulation-profile
1 つのアップストリーム ポートに最大 3 つの変調プロファイルを割り当てるには、ケーブル イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreammodulation-profile コマンドを使用
します。アップストリーム変調プロファイルをアップストリームの DOCSIS モードの設定に基づ
いた単一のデフォルト プロファイルに設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n modulation-profile primary-profile-number [ secondary-profile-number ]
[ tertiary-profile-number ]
no cable upstream n modulation-profile primary-profile-number [ secondary-profile-number ]
[ tertiary-profile-number ]
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

primary-profilenumber

アップストリーム ポートのプライマリ変調プロ
ファイルを識別する番号を指定します。プライ
マリ変調プロファイルは、アップストリームが
公称ノイズ状態で動作している場合に使用しま
す。有効値は、使用するケーブル インターフェ
イスと動作モードによって異なります。

secondary-profile-number

（オプション）アップストリーム ポートのセカ
ンダリ変調プロファイルを指定します。アップ
ストリーム上のノイズがプライマリ変調プロ
ファイルが使用できないポイントまで上昇した
ときに使用します。有効値の範囲は、プライマ
リ変調プロファイルと同じです。
セカンダリ変調プロファイルは、プライマリ プ
ロファイルより（ノイズの対処に関して）堅牢
なパフォーマンス プロファイルを指定する必要
があります。セカンダリ プロファイルは、基本
ダイナミック変調と高度ダイナミック変調の両
方に使用されます。
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tertiary-profile-number

（オプション）アップストリーム ポートの第 3
変調プロファイルを指定します。アップスト
リーム上のノイズがセカンダリ変調プロファイ
ルが使用できないポイントまで上昇したときに
使用します。
第 3 変調プロファイルは、基本ダイナミック変
調にのみ使用できます。スペクトル グループが
アップストリーム用に定義されている場合は、
第 3 変調プロファイルを使用できません。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

デフォルトの変調プロファイルは、使用されている DOCSIS モードとケーブル インターフェイス
ライン カードに応じて、プロファイル番号の 1、21、41、101、121、201、221、241、321、およ
び 381 を使用して作成されます。個々のケーブル インターフェイス カードの有効範囲のリストに
ついては、表を参照してください。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが初めて導入されました。

12.0(7)XR2 と
12.1(1a)T1

このコマンドは、Cisco IOS リリース 12.0 とリリース 12.1 トレインに導
入され、以前のバージョンの cableupstreammodulation-profile コマンド
を置き換えるものです。

12.1(3a)EC1

このコマンドは、ダイナミック アップストリーム変調機能を有効にする
ためのオプション secondary-profile-number パラメータを追加するように
変更されました。

12.1(5)EC

このコマンドは、Cisco uBR7100 シリーズ ユニバーサル ブロードバンド
ルータ用に導入されました。

12.1(7)CX1

このコマンドは、Cisco uBR-MC16S ライン カード用に拡張されました。

12.2(4)BC1

このコマンドに対するサポートが Cisco IOS リリース 12.2 BC トレインで
追加されました。

12.2(8)BC2

このコマンドに対するサポートが Cisco uBR-LCP2-MC16S および Cisco
uBR-MC16S ライン カードで追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(11)CY、
12.2(11)BC3

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェ
イス ライン カードのサポートが追加されました。

12.2(15)CX

DOCSIS 2.0 ATDMA および混合変調プロファイルを含む Cisco
uBR-MC16U/X と Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インターフェイス ライ
ン カードに対するサポートが追加されました。

12.2(15)BC2

Cisco uBR-MC5X20S/U ケーブル インターフェイス ライン カード上の
DOCSIS 2.0 ATDMA および混合変調プロファイルに対するサポートが追
加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.3(23)BC7

このコマンドは、3 ステップ ダイナミック アップストリーム変調機能を
有効にするためのオプション tertiary-profile-number パラメータを追加す
るように変更されました。

12.2(33)SCC

Cisco UBR-MC20X20V ケーブル インターフェイス ライン カード上で 1.6
MHz、3.2 MHz、および 6.4 MHz のチャネル幅を使用した DOCSIS 2.0
S-CDMA および DOCSIS 3.0 S-CDMA 変調プロファイルに対するサポー
トが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。このコマンドは、us-channel
modulation-profile コマンドに置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン cableupstreammodulation-profile コマンドは、使用されているケーブル インターフェイスと Cisco
IOS ソフトウェア リリースのタイプに応じて、最大 3 つの変調プロファイルをアップストリーム
ポートに割り当てます。3 つ目の変調プロファイルは、基本ダイナミック変調にのみ使用でき、
スペクトル グループがアップストリーム用に定義されている場合は使用できません。
スタティック変調プロファイル（単一のプロファイル）
cableupstreammodulation-profile コマンドは、Cisco uBR7100 シリーズ ルータ上と Cisco CMTS ルー
タに使用可能なすべてのケーブル インターフェイス ライン カード上のアップストリーム ポート
に単一の変調プロファイルを割り当てます。この変調プロファイルは、アップストリーム ポート
を使用しているすべてのケーブル モデムとセットトップ ボックスに影響します。
ダイナミック アップストリーム変調（最大 3 つのプロファイル）
cableupstreammodulation-profile コマンドは、ダイナミック アップストリーム変調機能を使用す
るためにアップストリーム ポートに最大 3 つの変調プロファイルを割り当てます。ダイナミック
アップストリーム変調機能を有効化するには、少なくとも 2 つのプロファイルを割り当てる必要

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
983

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream modulation-profile

があります。この機能は、Cisco IOS ソフトウェア リリースとアップストリーム ポートを提供し
ているケーブル インターフェイス ライン カードに応じて異なる動作をします。
• アップストリーム ポートは、Cisco uBR7100 シリーズ ルータ、または、Cisco IOS リリース
12.3(23)BC7 以降のリリースを実行している Cisco CMTS ルータに使用されている Cisco
uBR-MC28U/X または Cisco uBR-MC16U/X ライン カード上に設置されます。
ダイナミック アップストリーム変調機能が使用されている場合は、プライマリ変調プロファイル
がデフォルト プロファイルです。ライン カードは、アップストリームの信号対雑音比（SNR）値
と前方誤り訂正（FEC）カウンタを監視することによって、アップストリームの信号品質を追跡
します。デュアル変調プロファイルでは、ライン カードが SNR 値、搬送波対雑音比（CNR）値、
および FEC カウンタを監視し、アップストリームの信号品質を追跡します。
アップストリーム上のノイズがプライマリ プロファイルのしきい値を超えると、アップストリー
ムがデュアル変調プロファイルのセカンダリ プロファイルに切り替わります。一方、3 変調プロ
ファイル セットアップでは、アップストリームが SNR と FEC カウンタのしきい値に基づいて、
プライマリ プロファイルをセカンダリ プロファイルに切り替えることも、直接、第 3 プロファイ
ルに切り替えることもできます。プライマリプロファイルとセカンダリプロファイルの間で切り
替える場合とセカンダリ プロファイルから第 3 プロファイルに切り替える場合で異なる 2 つのし
きい値が使用されます。
ノイズ状態が改善されたら（SNR 値がしきい値を 3 dB 上回り、FEC カウンタがしきい値を下回っ
たら）、アップストリームは自動的にプライマリ変調プロファイルに戻ります。3 ステップ ダイ
ナミック アップストリーム変調では、アップグレードするしきい値と FEC カウンタをユーザが設
定できます。ただし、第 3 プロファイルからプライマリ プロファイルへの直接アップグレードは
ありません。アップグレードは、第 3 プロファイルからセカンダリ プロファイルを経てプライマ
リ プロファイルへの順に行われます。
たとえば、デュアル変調プロファイルでは、プライマリ変調プロファイルを 16-QAM（または混
合 16-QAM および QPSK）動作用に設定し、セカンダリ プロファイルを QPSK 動作用に設定でき
ます。アップストリーム上のノイズ状態が悪化してケーブル モデムがオフラインになりそうにな
ると、アップストリームがセカンダリ プロファイルに切り替えて QPSK 動作を実行します。ノイ
ズ イングレス状態が解決されると、アップストリームが 16-QAM 動作に戻ります。
3 ステップ ダイナミック アップストリーム変調では、プライマリ変調プロファイルを 64-QAM 動
作用に設定し、セカンダリ変調プロファイルを16-QAM動作（または混合64-QAMおよび16-QAM）
用に設定し、第 3 変調プロファイルを QPSK 用に設定できます。ノイズ状態が悪化すると、アッ
プストリームがセカンダリ プロファイルに切り替えて 16-QAM（または混合プロファイル）動作
を実行してから、第 3 変調プロファイルに切り替えて QPSK 動作を実行します。ノイズ イングレ
ス状態が改善されると、アップストリームが 16-QAM 動作（または混合 64-QAM および 16-QAM）
に戻り、ノイズ状態がさらに改善されたら、64-QAM 動作に戻ります。

（注）

この形態のダイナミック アップストリーム変調機能の詳細については、「Spectrum Management
for the Cisco Cable Modem Termination System」の章を参照してください。
ダイナミック アップストリーム変調が有効になっており、同じインターフェイス上でスペクトル
グループが設定されている場合は、ライン カードが、まず、セカンダリ変調プロファイルに切り
替えることによって過剰なノイズに対処します。ノイズ状態が悪化すると、ライン カードは変調
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または周波数ホッピングを変更して新しいアップストリーム チャネルを見つけようとしますが、
それに失敗した場合は、チャネル幅を削減します。

（注）

変調プロファイルを切り替えるデフォルトの優先順位は、周波数（F）、変調（M）、および
チャネル幅（C）の順です。ただし、これはユーザが設定可能であり、MFC または FCM に変
更できます。
• アップストリーム ポートは、Cisco IOS リリース 12.1(7)CX1 以降のリリースを使用している
Cisco CMTS ルータで使用されている Cisco uBR-MC16U/X ライン カードまたは Cisco
uBR-MC5X20S/U/H ライン カード上に設置されます。
Cisco uBR-MC16U/X ライン カード上のダイナミック アップストリーム変調機能は、Cisco
uBR-MC16U/X または Cisco uBR-MC5X20S/U/H ライン カードに搭載されたスペクトル管理ハード
ウェアが CNR 値と SNR 値の組み合わせを使用する（デュアル プロファイル設定では CNR 値し
か使用できない）ことを除いて、他のライン カードと同じです。CNR 値は、アップストリーム上
のノイズ状態をより正確に表します。そのため、これらのライン カードは、CNR 値がしきい値を
3 dB しか上回っていない（かつ FEC カウンタがしきい値を下回っている）ノイズ状態にまで改善
されたら、プライマリ変調プロファイルに戻します。

（注）

Cisco CMTS ルータが Cisco IOS リリース 12.1(3a)EC1 以降の Cisco IOS リリースを実行してい
る場合は、Cisco uBR-MC16U/X ライン カード上のダイナミック アップストリーム変調機能が
他のライン カードと同様に動作します。
ダイナミック アップストリーム変調が有効になっており、同じインターフェイス上でスペクトル
グループが設定されている場合は、ライン カードが過剰なノイズに対して cableupstreamhop-priority
コマンドで決定された是正措置（周波数ホッピングまたはセカンダリ変調プロファイルへの切り
替えのどちらか）を実行します。ノイズ状態が悪化すると、ライン カードは定義された 2 つ目の
是正措置を実行し、それに失敗した場合は、最後の是正措置を実行します。

（注）

ダイナミック アップストリーム変調機能は、64-QAM、16-QAM、および QPSK 動作用の SNR、
CNR、および FEC のしきい値を使用して、変調プロファイルを切り替えるタイミングを決定
します。3 ステップ ダイナミック アップストリーム変調のプライマリ、セカンダリ、および
第 3 プロファイルで 64-QAM、16-QAM、および QPSK を使用することをお勧めします。デュ
アル プロファイル設定では、プライマリ プロファイルで 16-QAM または混合 16-QAM および
QPSK 変調を使用し、セカンダリ プロファイルで QPSK 変調を使用することをお勧めします。
ただし、これはオプションです。両方の変調プロファイルを QPSK または QAM のどちらかに
することができます。必ずしも、一方を QAM にしてもう一方を QPSK にする必要はありませ
んが、変調プロファイルの切り替えは QAM しきい値と QPSK しきい値によって制御されま
す。
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ヒント

変調プロファイルは、cablemodulation-profile コマンドを使用して作成してから、
cableupstreammodulation-profile コマンドを使用して割り当てる必要があります。
変調プロファイルの範囲
変調プロファイルの有効範囲は、使用されているケーブル インターフェイスと作成された変調プ
ロファイルのタイプによって異なります。
次の表に、ケーブル インターフェイスと変調タイプに基づく有効範囲を示します。

表 21：ケーブル インターフェイスのサポートされているチャネル幅と DOCSIS モード

ケーブルインターフェ DOCSIS 1.X（TDMA）
イス

混合 DOCSIS 1.X/2.0

DOCSIS 2.0（A-TDMA） DOCSIS 3.0（S-CDMA）

Cisco uBR-MC16U/X
7
、Cisco
uBR-MC28U/X

41 ～ 50（デフォルト
は 41）

141 ～ 150（デフォル
トは 141）

241 ～ 250（デフォル
トは 241）

該当なし

Cisco
uBR10-MC5X20S/U/H

21 ～ 30（デフォルト
は 21）

121 ～ 130（デフォル
トは 121）

221 ～ 230（デフォル
トは 221）

該当なし

Cisco
UBR-MC20X20V8

21 ～ 30（デフォルト
は 21）

121 ～ 130（デフォル
トは 121）

221 ～ 230（デフォル
トは 221）

1 ～ 400（デフォルト
は 381）

7
DOCSIS 2.0（A-TDMA-only）モードで動作しながら、6,400,000 Hz（5,120,000 シンボル/秒）をサポートします。
8
UBR-MC20X20V ケーブル インターフェイス ライン カードには、3 つのバリエーション（UBR-MC20X20V-0D、UBR-MC20X20V-5D、および
UBR-MC20X20V-20D）があります。UBR-MC20X20V-0D ライン カードは、20 のアップストリームと 0（ない）のダウンストリームをサポー
トします。UBR-MC20X20V-5D ライン カードは、20 のアップストリームと 5 つのダウンストリームをサポートし、UBR-MC20X20V-20D ラ
イン カードは、20 のアップストリームと 20 のダウンストリームをサポートします。

従来の変調プロファイル番号スキームに加えて、新しいグローバル変調プロファイル スキームが
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入され、制限なしで、どの DOCSIS モードにも 400 までの変
調プロファイル番号を割り当てることができます。
グローバル変調プロファイル モードでは、DOCSIS 3.0 チャネル タイプ 4SR（scdma-d3）を作成し
て設定することができます。アップストリームの DOCSIS モードが scdma-d3 に変更されると、表
に示すように、最初に、システムによって作成されたデフォルト変調プロファイルに割り当てら
れます。

（注）

1 ～ 400 の任意の番号を任意の変調プロファイルに割り当てることができますが、特定のチャ
ネル タイプのアップストリーム チャネルに割り当てられるデフォルト変調プロファイル番号
は固定です。つまり、変調プロファイル番号の 21、121、221、321、および 381 が TDMA、混
合、A-TDMA、S-CDMA、および DOCSIS 3.0 S-CDMA のチャネル タイプに適用されます。
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既存の変調プロファイルと事前に定義された変調プロファイルのすべてが新しい形式に変換され
ます。ただし、従来の番号空間の範囲に収まらない新しく作成された変調プロファイルは、従来
の変調プロファイルに復元すると消失します。
新しいグローバル変調プロファイル スキームの詳細については、
cablemodulation-profileglobal-scheme コマンドを参照してください。
___________________
例

次に、スロット 3 内のケーブル インターフェイス ライン カードのアップストリーム ポート 0 に
プライマリ変調プロファイル 2、セカンダリ変調プロファイル 1、および第 3 変調プロファイル 4
を割り当てる例を示します。これにより、そのアップストリームを使用するすべてのケーブル モ
デムのダイナミック アップストリーム変調機能が自動的に有効になります。
Router(config)#interface cable 3/0
Router(config-if)#cable upstream 0 modulation-profile 2 1 4
Router(config-if)#

次に、スロット 3 内のケーブル インターフェイス ライン カードのアップストリーム ポート 0 に
プライマリ変調プロファイル 2 とセカンダリ変調プロファイル 1 を割り当てる例を示します。こ
れにより、そのアップストリームを使用するすべてのケーブルモデムのダイナミックアップスト
リーム変調機能が自動的に有効になります。
Router(config)#interface cable 3/0
Router(config-if)#cable upstream 0 modulation-profile 2 1
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodulation-profile

ケーブル変調プロファイルを作成します。

cablemodulation-profileglobal-scheme

ルータ上で使用するグローバル変調プロファイ
ルを定義します。

cableupstreamhop-priority

イングレス ノイズがアップストリームの許容値
を超えた場合に実行する是正措置の順序を指定
します。
このコマンドは、高度ダイナミック変調設定が
使用されている場合、つまり、スペクトル グ
ループがアップストリーム チャネルに定義され
ている場合にのみ、
cableupstreammodulation-profile コマンドに関
係します。

showcablemodulation-profile

作成されたケーブル変調プロファイルを表示し
ます。
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cable upstream power-adjust
Cisco CMTS の電力調整方法を制御するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードで cableupstreampower-adjust コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
cable upstream n power-adjust {continue pwr-level| noise perc-pwr-adj| threshold value}
no cable upstream n power-adjust {continue| noise| threshold}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

continuepwr-level

電力しきい値を指定し、CMTS が CM に送信す
る範囲設定応答（RNG-RSP）メッセージの
[Ranging Status] フィールドの値を定義します。
有効な範囲は、2 ～ 15 dB で、デフォルト値は
4 dB です。

thresholdvalue

電力調整のしきい値を指定します。しきい値の
範囲は、0 ～ 10 dB で、デフォルト値は 1 dB で
す。

noiseperc-pwr-adj

通常の電力調整法からノイズ電力調整法（平均
化アルゴリズムを使って電力レベルの大幅な変
化を平滑化する方法）に変更するために必要
な、電力調整パケットのパーセンテージを指定
します。有効な範囲は 10 ～ 100 % で、デフォ
ルト値は 30 % です。

continue オプションのデフォルトは 4 dB、noise オプションのデフォルトは 30 %、また threshold
オプションのデフォルトは 1 dB に設定されます。

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(7)T

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン CM はオンラインになると、最適な電力レベルになるよう、CMTS の定義に従って設定されます。
CMTS は定期的に各 CM をポーリングして CM の電力レベルを調査し、CM/CMTS 間の現在の総
減衰量に合わせて電力レベルを調整するように CM に指示を出します。温度の変化、アップスト
リームの周波数ホッピング、意図的または意図せず追加された減衰量増大の際に、これらの電力
調整が必要になる場合があります。cableupstreampower-adjust コマンドで、CMTS の電力調整方
法を制御します。

（注）

CMTS のアップストリーム電力レベルを設定するには、cableupstreampower-level コマンドを
参照してください。
threshold オプションを設定する
threshold オプションは、CM のターゲット アップストリーム電力と、実際に CM が受け取る電力
（CMTS による測定値）の差の許容範囲を指定します。CM が受け取る電力レベルとターゲット
電力レベルの差が、threshold オプションの値を超えると、CMTS は CM にコマンドを送信してそ
の電力レベルを変更します。CM に関して CMTS が受け取る電力レベルとターゲット電力レベル
の差が threshold の範囲内に収まると、CMTS は電力レベルの変更を求める CM へのコマンド送信
を停止します。
たとえば、デフォルトの threshold の値が 1 dB の場合、CM とターゲット電力レベルの差が 1 dB
を超えると、CMTS は CM にコマンドを送信してその電力レベルを変更させます。CM とターゲッ
ト電力レベルの差が 1 dB 以内であれば、CMTS は CM の電力レベルを調整しません。

（注）

threshold パラメータは 0 ～ 10 dB の範囲で設定でき、デフォルト値は 1 dB です。ただし、
threshold を 0 dB には設定しないでください。CMTS の測定する電力レベルが 正確に 0 dBmV
になるまで電力レベルを変更し続けるよう、CMTS がすべての CM にコマンドを送信してしま
います。シスコでは、threshold パラメータを最小でもデフォルト値の 1 dB に設定することを
推奨します。この設定であれば、CM は RF プラントのわずかな変化に応じて電力レベルを変
更し続けることはありません。
continue オプションを設定する
continue オプションでは、CM のターゲット電力レベルと関連して、CM の電力レベルの最大許容
範囲を指定します。continue の範囲内にある限り、たとえ最大送信電力レベルであっても CM は
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動作します。continue パラメータは 2 ～ 15 dB の範囲で設定でき、デフォルト値は 4 dB です。た
とえば、値が 2 dB の場合、ターゲット電力レベルから 2 dB の範囲内であれば、最大電力レベル
で送信中であっても CM は動作します。
continue オプションと threshold オプションを組み合わせて、CM の動作を制御します。CM が
threshold の範囲内にあれば、CMTS は RNG-RSP メッセージの [Ranging Status] フィールドを
[SUCCESS] に設定します。CM が threshold の範囲外かつ continue の範囲内にある場合、CMTS
は [Ranging Status] フィールド を [CONTINUE] に設定します。

（注）

シスコでは、CM がその最大送信電力レベルより少なくとも 6 dB 低い状態となるように、ネッ
トワークを設計することを推奨します。これにより、新しいサービス、変調方式の変更、異な
るチャネル幅、お客様のインストールする受動部品、温度の変化、その他の非線形要素に対応
することができます。DOCSIS では、16-QAM 動作用の最小電力範囲を +8 ～ +55 dBmV に、
QPSK 操作用の最大電力レベル範囲を +8 ～ +58 dBmV に、それぞれ指定します。通常、Cisco
CM の最大電力レベルは、DOCSIS 標準を超える +60 dBmV です。

ヒント

多くの CM での電力送信がその最大送信電力に近い場合は、CMTS が CM の電力レベルを調整
し続けられるように、continue の範囲を増やしてみてください。この状況は、プラント設計で
システムが高い値のタップ（たとえば 29 dB タップ）を使用している場合に発生することがあ
ります。

（注）

CM が continue オプションの値より大きい電力調整を連続して 16 回要求した場合、CMTS は
DOCSIS の仕様に従い、CM を再初期化してダウンストリーム キャリアの再スキャンを開始し
ます。
CM がその最大電力レベルに達しているかどうかを判断する
DOCSIS の仕様により、CMTS が CM の電力レベルを調整する場合、CM にコマンドを送信してそ
の絶対電力レベルを設定することはありません。代わりに、CMTS が CM の電力レベルを変更す
る場合、0.25 dB（またはその倍数）の増分/減分を使って、相対的な電力調整を行うように CM に
コマンドを送信します。
CMTS が特定の量だけ電力レベルを調整するように CM にコマンドを送信したにもかかわらず、
その後に測定した電力レベルによると、CM が行った調整が要求より少ないことが分かった場合、
showcableflap-list コマンドおよび showcablemodem コマンドを実行すると、その特定の CM には
感嘆符（!）が表示されます。これは通常、CM がその最大電力レベルに達していることを意味し
ます。
CM はその最大電力レベルに達していないのに、showcableflap-list コマンドおよび showcablemodem
コマンドを実行するとその CM に感嘆符（!）が表示される場合は、ケーブル ネットワークのアッ
プストリーム パスに問題がある可能性があります。通常この障害は、アンプのアンバランス（1
つのアップストリームアンプの入力減衰が大きすぎ、次のアップストリームアンプの入力減衰が
小さすぎる状況）により生じます。減衰が小さすぎるアンプは非線形動作を開始し、深刻な相互
変調を起こします。
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考えられるもう 1 つの原因は、CM の故障または CM とケーブル ネットワーク間の接続不良です。
たとえば、正常に動作しない同軸ケーブルや不良の F コネクタが、ノイズの問題を起こす可能性
もあります。

（注）

一般に、showcableflap-list および showcablemodem による表示で感嘆符（!）が付く CM は、
他の CM よりパケット損失を起こす傾向があります。
noise オプションを設定する
noise オプションは、しきい値を超える電力調整の回数が CM の合計範囲設定リクエスト回数の何
パーセントを超えると、CMTS がノイズ電力調整法に切り変わるかを指定します。ノイズ電力調
整法では、平均化アルゴリズムを使って特定の CM の電力調整を行います。その結果、モデムの
電力レベルに大きな変動が生じた場合に（「バウンシング」と呼ばれる）、CMTS は CM に電力
調整のコマンドを送信する前に電力レベルを平均化します。電力調整がしきい値を下回る、範囲
設定リクエスト メッセージを 10 回受け取ると、CMTS は通常の電力調整法に戻ります。
たとえば、cableupstreampower-adjustnoise30 コマンドでは、特定の CM の範囲設定応答の 30 %
（直近 10 回中 3 回）が、しきい値レベルを超える電力調整となった場合、CMTS はその CM の電
力レベルを調整するために電力の平均化を使い始めます。

ヒント

一般に、cableupstreampower-adjustnoise コマンドは、通常の動作時には必要ありません。た
だし、ケーブル設備でイングレス ノイズやその他の干渉が起こり、その結果、多くの CM で
頻繁に強制的な再範囲設定が発生している状況では役立ちます。showcableflap-list コマンドお
よび showcablemodem コマンドを実行して多くの CM にアスタリスク（*）が表示される場合
は、CMTS が CM に電力調整のコマンドを送信する前に CM 電力の読み値を平均化するよう
に、noise オプションを試みます。

（注）

CM が電力平均化モードにあるときに showcableflap-list コマンドおよび showcablemodem コマ
ンドを実行すると、その特定の CM にアスタリスク（*）が表示されます。

___________________
例

次の例は、範囲設定リクエストの 50 % がしきい値レベルの 2 dB を超える電力調整となった場合
に、CMTS が電力平均化調整法を使い始めるために必要なコマンドを示しています。
Router(config)# interface c6/0
Router(config-if)# cable upstream 0 power-adjust threshold 2
Router(config-if)# cable upstream 0 power-adjust noise 50
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamfrequency

アップストリーム ポートのアップストリーム
RF キャリアの固定周波数を設定します。
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コマンド

説明

cableupstreampower-level

アップストリーム無線周波数（RF）キャリアの
入力電力レベルを設定します。

showcableflap-list

電力調整のしきい値を超えた CM の一覧を表示
します。

showcablemodem

CM 構成設定を表示します。
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cable upstream power-level
アップストリーム無線周波数（RF）キャリアの入力電力レベルを 1 ミリボルトあたりのデシベル
（dBmV）単位で設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreampower-level コマンドを使用します。このコマンドのデフォルト値に戻すには、この
コマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n power-level dbmv
no cable upstream n power-level dbmv
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

dbmv

アップストリーム信号の入力電力レベルを指定
する 1 ミリボルトあたりデシベル数。有効な範
囲は –16 ～ +26 dBmV で、ケーブル インター
フェイスおよびアップストリームのシンボル
レート（チャネル幅）によって値は変わりま
す。

___________________
コマンド デフォルト

0 dBmV

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

12.2(15)BC1

アップストリームのチャネル幅に応じて値を変えられるように、電
力レベルの許容範囲が変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ で、このコ
マンドが us-channel power-level コマンドに置き換えられました。
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___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS は、所定のアップストリーム入力電力レベルを満たすように、CM の送出電力レベル
を制御します。アップストリーム RF キャリアの公称入力電力レベルは、1 ミリボルトあたりのデ
シベル（dBmV）単位で指定します。デフォルト設定の 0 dBmV が、アップストリーム電力レベル
にとって最適な設定です。
入力電力レベルの有効範囲は、シンボルレートとチャネル幅で表されるデータレートによって変
わります。次の表に、可能な各レートにおける有効な電力レベル（DOCSIS 仕様に基づく）を示
します。値が高いほど（正の値が大きいほど）CM の送信電力が増大し、より優れたキャリア対
ノイズ比（CNR）が得られます。
表 22：許容 DOCSIS 電力レベル

9

シンボル レート（シンボル/
秒）

チャネル幅（Hz）

許容電力範囲（dBmV）

160,000

200,000

-16 ～ +14

320,000

400,000

-13 ～ +17

640,000

800,000

-10 ～ +20

1,280,000

1,600,000

-7 ～ +23

2,560,000

3,200,000

-4 ～ +26

5,120,0009

6,400,000

–1 ～ +29（DOCSIS での有効な
値は最大で +26 です）

5.12 MSymbols/秒のシンボル レートおよび 6.4 MHz のチャネル幅は、DOCSIS 2.0 A-TDMA-only 動作用に設定されたアップストリームでのみ
サポートされます。

（注）

一部のケーブル インターフェイスでは、より狭い範囲（–10 ～ +10 dBmV または –10 ～ +25
dBmV のいずれか）が許容される場合があります。

ヒント

インライン減衰器を使って強制的に CM に高い電力レベルで送信させ、ネットワークの CNR
値を高くすることができます。
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注意

入力電力レベルを増やすか、CMTS の前にインライン減衰器を追加すると、HFC ネットワーク
の CM は送信電力レベルを増大させます。このパラメータを調整する場合は、慎重に行ってく
ださい。アップストリームの戻りレーザーの設計パラメータに違反する可能性や、CM の最大
送信電力レベルを超える可能性があります。

（注）

5 dB/30 秒を超える入力電力レベルを調整しないでください。5 dB/30 秒より多く電力レベルを
増やすと、ネットワークの CM サービスが中断されます。5 dB/30 秒より多く電力レベルを減
らすと、ネットワークの CM で強制的に再範囲設定が発生します。

ヒント

アップストリーム電力レベルを設定する際は、同じ帯域幅の隣接チャネル間に大きな差を設け
ないことを推奨します。入力電力の差は、最大でも 5 ～ 6 dB とすることを推奨します。

___________________
例

次の例は、アップストリーム ポート 0 の入力電力レベルを -5 dBmV に設定する方法を示していま
す。
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# cable upstream 0 power-level -5
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamfec

アップストリーム FEC を有効にします。

cableupstreamfrequency

アップストリーム ポートのアップストリーム
RF 搬送波の固定周波数を入力します。

cableupstreampower-adjust

CM が所定の送信電力設定に達するように、
CMTS が CM の電力レベルを調整する方法を制
御します。

cableupstreamshutdown

アップストリーム ポートを無効にします。
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cable upstream qos wfq
重み付け均等化キューイング（WFQ）パラメータを設定して、ケーブル インターフェイスのアッ
プストリーム サービス フローに対する帯域幅利用を最適化するには、ケーブル インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードで cableupstreamqoswfq コマンドを使用します。この設定を無
効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream qos wfq {class| activity| weights priority0-priority7}
no cable upstream qos wfq {class| activity| weights priority0-priority7}
___________________
構文の説明

class

クラスベース均等化キューイングを有効化しま
す。

activity

アクティビティベース均等化キューイングを有
効化します。

weightspriority0-priority7

サービス クラスの 8 つすべてのサービス フロー
プライオリティについて、カスタム ウェイト値
を指定します。デフォルトでは、プライオリ
ティのウェイトは「プライオリティ + 1」です。
たとえば、プライオリティ 0 のウェイトは 1
で、プライオリティ 1 のウェイトは 2 になりま
す。
プライオリティのデフォルト ウェイトを変更す
る場合は、8 つすべてのサービス フロー プライ
オリティ（0 ～ 7）について、カスタム ウェイ
ト値を指定する必要があります。有効な範囲は
1 ～ 255 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCD2

このコマンドが導入されました。
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___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

次の例は、Cisco uBR10012 ルータのスロット 7、サブスロット 1、ポート 0 のケーブル インター
フェイスに WFQ パラメータを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 7/1/0
Router(config-if)# cable upstream qos wfq class
Router(config-if)# cable upstream qos wfq activity
Router(config-if)# cable upstream qos wfq weights 10 20 30 40 50 60 70 80

次の例は、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのスロット 3、サブスロット
0、ポート 0 のケーブル インターフェイスに WFQ パラメータを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 3/0/0
Router(config-if)# cable upstream qos wfq class
Router(config-if)# cable upstream qos wfq activity
Router(config-if)# cable upstream qos wfq weights 10 20 30 40 50 60 70 80

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacecablemac-scheduler

現在のスケジュールの状況、統計およびケーブ
ル インターフェイスに設定された WFQ パラ
メータを表示します。
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cable upstream range-backoff
自動または設定された初期範囲設定バックオフの計算を指定するには、ケーブル インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードで cableupstreamrange-backoff コマンドを使用します。デフォ
ルト値を設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n range-backoff {automatic| start end}
no cable upstream n range-backoff
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
cable upstream n range-backoff start end
no cable upstream n range-backoff
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

automatic

データ バックオフの固定開始値および終了値を
指定します。
（注）

Cisco uBR-MC5X20S/U ケーブル イン
ターフェイス ライン カードでは、
automatic 設定はサポートされていま
せん。この場合、手動で設定した範
囲設定バックオフを使用する必要が
あります。

start

バイナリ指数アルゴリズム。初期範囲設定バッ
クオフの開始値を設定します。有効値は 0 ～ 15
です。

end

バイナリ指数アルゴリズム。初期範囲設定バッ
クオフの終了値を設定します。有効値は 0 ～ 15
です。

___________________
コマンド デフォルト

範囲設定バックオフは、automatic 設定で有効化されます

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）
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cable upstream range-backoff

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされていません。automatic キーワードは削除
されました。

___________________
使用上のガイドライン アップストリーム チャネルのデータまたはリクエスト送信に使用される CM 間の競合を解消する
方法として、DOCSIS は切り捨て型バイナリ指数バックオフを指定し、CMTS が初期バックオフ
ウィンドウおよび最大バックオフ ウィンドウを制御します。Cisco CMTS ルータは、データと初
期範囲設定両方のバックオフ ウィンドウの値を指定し、帯域幅割り当てマップ（MAP）MAC メッ
セージの一部として、これらの値をダウンストリームに送信します。値は、2 の累乗の形をとり
ます。たとえば、4 の値は 0 から 15 までのウィンドウを示し、10 の値は 0 から 1023 までのウィ
ンドウを示します。
automatic 設定は、アップストリーム ポート 1 つにつき最大 250 の CM に対して最適化されます。
各アップストリーム ポートあたり 250 を超える CM を運用している場合に限り、データ バックオ
フ ウィンドウの値を手動で設定します。（Cisco uBR-MC5X20S/U ケーブル インターフェイス ラ
イン カードでは、automatic 設定がサポートされていません。この場合、手動で設定した範囲設
定バックオフを使用する必要があります）。

ヒント

___________________
例

現在の範囲設定バックオフ設定を表示するには、showcontrollerscableupstream コマンドを使
用します。

次の例は、Cisco uBR10012 ルータのアップストリーム ポート 2 のレンジ バックオフを automatic
に設定する方法を示しています。
Router(config)# interface cable 4/0
Router(config-if)# cable upstream 2 range-backoff automatic
Router(config-if)#

次の例は、Cisco cBR-8 ルータのアップストリーム ポート 2 にレンジ バックオフを設定する方法
を示しています。
Router(config)# interface cable 3/0/1
Router(config-if)# cable upstream 2 range-backoff 0 10
Router(config-if)#
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableinsertion-interval

アップストリームの連続した初期範囲設定ス
ロットの間隔を設定します。

cableupstreamdata-backoff

データ バックオフについて、自動または固定の
開始値および終了値を指定します。
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cable upstream ranging-init-technique

cable upstream ranging-init-technique
複数送信チャネル（MTC）モードのモデムに初期範囲設定手法を設定するには、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードで cableupstreamranging-init-technique コマンドを使用します。
範囲設定初期化手法を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream ranging-init-technique 1-4
no cable upstream ranging-init-technique
___________________
構文の説明

1-4

範囲設定のタイプ。
• 1：ブロードキャスト
• 2：ユニキャスト
• 3：ブロードキャストまたはユニキャスト
• 4：直接使用

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトのオプションは 1 のブロードキャストです

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 範囲設定初期化手法は、モデムがシングル チャネル モードから複数送信チャネル モード（MTC
モード）に移行する際に使用され、登録中に新たに加えられたチャネルの初期範囲設定を行いま
す。
初期範囲設定には、デフォルト値の 1 を使用します。
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___________________
例

次の例は、MTC モードのモデムに初期範囲設定を設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 7/0/1
Router(config-if)# cable upstream ranging-init-technique 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemtc-mode

MAC インターフェイスの MTC モードを有効化
します。

interfacecable

ケーブル インターフェイスを指定します。
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cable upstream ranging-poll
アップストリーム チャネルのデフォルトの範囲設定ポーリング間隔（20 秒）を変更するには、
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamranging-poll コマン
ドを使用します。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream ranging-poll [interval value| t4-multiplier timeout-value]
no cable upstream ranging-poll [interval value| t4-multiplier timeout-value]
___________________
構文の説明

intervalvalue

（オプション）範囲設定ポーリング間隔をミリ
秒単位で指定します。有効値は 20000 ～ 30000
です。デフォルト値は 20000 です。

t4-multipliertimeout-value

（オプション）MTC モードのケーブル モデム
に T4 タイムアウト乗数値を指定します。有効
な範囲は 1 ～ 10 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン T4 乗数は、MTC モードのケーブル モデムの T4 タイムアウト乗数値です。デフォルト値は、モデ
ムの送信チャネル セットのチャネル数から取得されます。ケーブル インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードで cableupstreamranging-poll コマンドを使って、デフォルトの T4 乗数値
を変更できます。たとえば、DOCSIS 2.0 では、モデムの T4 タイムアウトは 30 秒に設定されてい
ます。T4 乗数値が 1 の場合、ケーブル モデムは 30 秒ごとに T4 タイムアウトします。T4 乗数を
4 に変更すると、新しい T4 タイムアウト値は 120 秒（4 X 30 = 120）になります。
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MTC モードでは、T4 タイムアウト値を大きくして、範囲設定リクエスト（RNG-REQ）スロット
および範囲設定応答（RNG-RSP）メッセージの処理に関連するルータ オーバーヘッドを減らすこ
とができます。RNG-RSP メッセージに T4 タイムアウト乗数値が含まれない場合、ケーブル モデ
ムはデフォルトの T4 タイムアウト値を使用します。

（注）

___________________
例

必要がなければ、デフォルトの範囲設定ポーリング間隔を変更しないことを推奨します。デ
フォルト設定では、MTC モードでない DOCSIS 2.0 ケーブル モデムは、1 つのアップストリー
ム チャネルで 20 秒ごとに範囲設定を実施します。

次の例は、ケーブル インターフェイス ライン カードで、デフォルトの範囲設定ポーリング間隔
および T4 タイムアウト乗数値を変更する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 7/1/0
Router(config-if)# cable upstream ranging-poll interval 24000 t4-multiplier 4

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemtc-mode

MACインターフェイスの複数送信チャネルモー
ド（MTC）を有効化します。
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cable upstream rate-adapt（グローバル）

cable upstream rate-adapt（グローバル）
すべてのケーブルモデムのアップストリームフローについて、アップストリーム使用率の最適化
をグローバルに有効化するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cableupstreamrate-adapt コマンドを使用します。グローバルなアップストリーム使用率の最適化
を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream rate-adapt [local| priority value| rate number]
no cable upstream rate-adapt [local| priority value| rate number]
___________________
構文の説明

local

（オプション）アップストリーム使用率の最適
化が、特定のアップストリームで有効化される
ことを指定します。

priorityvalue

（オプション）アップストリーム フローが指定
のプライオリティに等しいか、それを超える場
合に、アップストリーム使用率の最適化が有効
化されることを指定します。有効な範囲は 0 ～
7 です。

ratenumber

（オプション）アップストリームのフローが指
定された最小の最大レートを満たすか、それを
超える場合に、アップストリーム使用率の最適
化が有効化されることを指定します。有効な範
囲は 0 ～ 30000000 です。

___________________
コマンド デフォルト

アップストリーム使用率の最適化は、グローバルに無効となっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC2

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン アップストリーム使用率の最適化がグローバルに有効化されると、アクティブなサービス フロー
にアップストリーム使用率の最適化が設定されます。このコマンドは、ローカルなアップストリー
ム使用率の最適化も有効にするので、特定のローカル アップストリームのレート適応を有効化で
きます。priority オプションまたは rate オプションを使用すると、アップストリーム使用率の最
適化を適用する対象を、指定のプライオリティレベルまたはレートレベルに等しいか、それを超
えるサービス フローに制限できます。
___________________
例

次の例では、すべてのアップストリーム フローについて、アップストリーム使用率の最適化をグ
ローバルに有効化します。
Router(config)# cable upstream rate-adapt

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamrate-adapt(interface)

アップストリーム使用率の最適化をローカルに
有効化して設定します。

showcablerate-adapt

グローバルおよびローカルなアップストリーム
使用率の最適化設定パラメータを表示します。
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ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream rate-adapt（インターフェイス）

cable upstream rate-adapt（インターフェイス）
アップストリーム使用率の最適化をローカルに有効化および設定するには、ケーブル インター
フェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamrate-adapt コマンドを使用します。特
定のアップストリーム フローについて、アップストリーム使用率の最適化を無効にするには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream port rate-adapt [bcs slots| duration millisecs| fcms-off| priority value| rate number]
no cable upstream port rate-adapt [bcs slots| duration millisecs| fcms-off| priority value| rate number]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
デフォルト

port

最適化および設定する特定のアップストリーム
フローを識別します。

bcsスロット

（オプション）ブロードキャスト競合ミニス
ロット（BCS）の数を指定します。MAP 間の
ギャップは BCS で埋められます。bcs オプショ
ンを使用して、デフォルトの 10 を大きな値ま
たは小さな値に上書きできます。有効な範囲は
0 ～ 80 です。デフォルトは 10 BCS です。

durationmillisecs

（オプション）フローでのレート適応の時間を
ミリ秒単位で指定します。このキーワードは、
デフォルトの時間間隔を上書きします。デフォ
ルトは 1 です。有効な範囲は 0 ～ 2000 です。

fcms-off

（オプション）MAP のギャップが埋められる
と、強制ブロードキャスト競合ミニスロットを
無効にします。

priorityvalue

（オプション）フローでレート適応を有効化す
るのに必要な最低プライオリティを指定しま
す。このキーワードは、グローバルに設定され
るレート適応のプライオリティをすべて上書き
します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。

ratenumber

（オプション）フローでレート適応を有効化す
るのに必要な最小の最大レートを指定します。
このキーワードは、グローバルに設定される
レート適応のレートをすべて上書きします。有
効な範囲は 0 ～ 30000000 です。

ローカルなアップストリームでは、アップストリーム使用率の最適化は有効化されません。
インターフェイス
コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC2

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 条件を満たせば、ローカルなアップストリーム フローはアップストリーム使用率の最適化を利用
できます。
___________________
例

次の例では、プライオリティが 6 でレートが 200 のアップストリーム 0 について、レート適応を
有効にして設定します。
Router(config-if)# cable upstream 0 rate-adapt priority 6 rate 200

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamrate-adapt(global)

すべてのケーブル モデム アップストリーム フ
ローについて、アップストリーム使用率の最適
化をグローバルに有効化します。

showcablerate-adapt

グローバルおよびローカルなアップストリーム
使用率の最適化設定パラメータを表示します。
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cable upstream rate-limit
ケーブル インターフェイス ライン カードのアップストリーム ポートに DOCSIS レート制限を設
定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamrate-limit
コマンドを使用します。アップストリーム ポートの DOCSIS レート制限を無効にするには、この
コマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n rate-limit [token-bucket [shaping]]
no cable upstream n rate-limit
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

token-bucketshaping

（オプション）トークン バケット ポリシング
アルゴリズムを使用して、特定のアップスト
リーム ケーブル インターフェイスのレート制
限を有効化します。shaping オプションは、トー
クン バケット シェーピングを有効化します。
（注）
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブ
ロードバンド ルータでは、レート制
限は常に有効になっています。

___________________
コマンド デフォルト

トラフィック シェーピングを使用するトークン バケット アルゴリズム

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3(6)NA

このコマンドが Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド
ルータで導入されました。

11.3(9)NA

shaping キーワードが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン アップストリーム レート制限により、TCP に関連するタイムアウトや再送信を発生させることな
く、レートを超過した CM からのアップストリーム帯域リクエストをバッファできます。これに
より、Cisco MTS は、サブスクライバ CPE デバイスの全体的な TCP パフォーマンスを低下させる
ことなく、各 CM のピーク アップストリーム レートを適用できます。アップストリーム グラン
ト シェーピングは、ケーブル モデム（SID）ごとに実行されます。
token-bucket アルゴリズムを設定すると、Cisco CMTS は許容アップストリーム帯域を超えるパ
ケットを自動的に破棄します。
デフォルト値（アップストリーム ポートのレート制限）を使うことで、DOCSIS に準拠したレー
ト制限が厳密に適用されます。シスコでは、デフォルト設定である、-->shaping オプションを指
定した token-bucket を使用することを強く推奨します。
これは、uBR7225VXR ルータに固有のコマンドです。
___________________
例

次の例は、アップストリーム ポート 4 に対して、トラフィック シェーピングを使用したトークン
バケット フィルタ アルゴリズムを設定する方法を示しています。
Router(config-if)# cable upstream 4 rate-limit token-bucket shaping

___________________
関連コマンド

Command

Description

cabledownstreamrate-limit

ダウンストリーム トラフィックの DOCSIS レー
ト制限を有効化します。
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cable upstream rate-limit-bwreq exempted-priority

cable upstream rate-limit-bwreq exempted-priority
アップストリーム（US）帯域幅リクエスト レート制限（BRRL）機能によるスロットリングの対
象から除外される、帯域幅リクエストのサービスフロープライオリティを設定するには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで cableupstreamrate-limit-bwreqexempted-priority コマンド
を使用します。除外されるプライオリティをデフォルト値にリセットするには、このコマンドの
no 形式を使用します。
cable upstream rate-limit-bwreq exempted-priority priority
no cable upstream rate-limit-bwreq
___________________
構文の説明

priority

サービス フローのプライオリティ。
このサービス フロー プライオリティの値以上
の帯域幅リクエストが、BRRL機能によるスロッ
トリングの対象から除外されます。たとえば、
プライオリティの値を 3 に設定すると、プライ
オリティが 3、4、5、6 および 7 の帯域幅リク
エストが除外されます。有効な範囲は 0 ～ 7 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

すべての帯域幅リクエストが BRRL 機能によってスロットリングされます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン US スケジューラによる CPU 消費量を制御するため、アップストリーム BRRL 機能は受け取った
帯域幅リクエストをスロットリングします。
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cableupstreamrate-limit-bwreqexempted-priority コマンドにより、除外するプライオリティを設定
できます。設定されたプライオリティ以上のベスト エフォート型（BE）サービス フロー帯域幅
リクエストを受け取ると、BRRL から除外されます。したがって、US スケジューラによる高い
CPU 消費量が見られても、このリクエストは破棄されません。たとえば、除外されるプライオリ
ティを 4 に設定すると、プライオリティが 4、5、6 または 7 の帯域幅リクエストは、高い CPU 消
費量が見られても破棄されません。
除外されるサービスフローのプライオリティはプラットフォームレベルの設定であり、すべての
ライン カードに適用されます。除外されるプライオリティの値が 0 に設定されると、すべての BE
帯域幅リクエストは BRRL 機能によるスロットリング対象から除外されます。
___________________
例

次の例は、BRRL から除外されるサービス フローのプライオリティの値を 5 に設定する方法を示
しています。
Router# configure terminal
Router(config)# cable upstream rate-limit-bwreq exempted-priority 5
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cable upstream rate-limit-ccf
Cisco uBR10-MC5X20H ケーブル インターフェイス ライン カードでアップストリーム ボンディン
グ サービス フローのレート制限パラメータを設定するには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで cableupstreamrate-limit-ccf コマンドを使用します。この設定を無効にするには、この
コマンドの no 形式を使用します。
cable upstream rate-limit-ccf [aggregated-burst value| aggregated-throughput value| cpu-burst value|
cpu-threshold value]
no cable upstream rate-limit-ccf [aggregated-burst value| aggregated-throughput value| cpu-burst value|
cpu-threshold value]
___________________
構文の説明

aggregated-burstvalue

（オプション）集約されたスループットベース
のレート制限に対するバースト レートを、ビッ
ト単位で指定します。有効な範囲は 0 ～
250000000 です。デフォルト値は 8000000 です。

aggregated-throughputvalue

（オプション）スループットベースのレート制
限に対するスループット値を、1秒あたりのビッ
ト数（bps）で指定します。有効な範囲は 0 ～
540000000 です。デフォルト値は 115000000 で
す。

cpu-burstvalue

（オプション）連続連結およびフラグメンテー
ション（CCF）に対する CPU バーストを、パー
セント単位で指定します。有効範囲は 0 ～ 100
です。デフォルト値は 10 です。

cpu-thresholdvalue

（オプション）CCF に対する CPU のしきい値
を、パーセント単位で指定します。有効範囲は
0 ～ 100 です。デフォルト値は 50 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
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___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

次の例は、Cisco uBR10012 ルータのアップストリーム ボンディング サービス フローにレート制
限パラメータを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# cable upstream
Router(config)# cable upstream
Router(config)# cable upstream
Router(config)# cable upstream
Router(config)# cable upstream

___________________
関連コマンド

aggregated-burst 25000
aggregated-throughput 540000
cpu-burst 30
cpu-threshold 60

コマンド

説明

showcablerate-limit-ccf

Cisco uBR10-MC5X20H ケーブル インターフェ
イス ライン カードに設定されたレート制限の
条件に関する情報を表示します。
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rate-limit-ccf
rate-limit-ccf
rate-limit-ccf
rate-limit-ccf
rate-limit-ccf

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream resiliency

cable upstream resiliency
ケーブル インターフェイス ライン カードにケーブル アップストリーム復元力を設定するには、
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamresiliency コマンドを
使用します。設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream resiliency {channel-down-detect number | data-burst snr number ufec number cfec number
hysteresis number | modem-offline-detect number | on-failure {disable-channel | extended-ranging |
reset-modem}| sf-move {NRTPS | RTPS | UGS | UGS-AD}}
no cable upstream resiliency {channel-down-detect number| data-burst snr number ufec number cfec
number hysteresis number| modem-offline-detect number| on-failure {disable-channel | extended-ranging
| reset-modem}| sf-move {NRTPS | RTPS | UGS | UGS-AD}}
データバースト復元力を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
cableupstreamresiliency コマンドを使用します。設定を無効にするには、このコマンドの no 形式
を使用します。
cable upstream resiliency data-burst polling-interval number
no cable upstream resiliency data-burst polling-interval number
___________________
構文の説明

channel-down-detectnumber

チャネルが停止しているかどうかを判断するた
めのしきい値（連続して範囲設定に失敗する回
数）を指定します。有効値の範囲は、8 ～ 64 で
す。
Cisco IOS-XE 3.15.0S 以降、有効な値は 32 ～ 128
です。

data-burst snr numberufec numbercfec
numberhysteresis number

アップストリーム チャネルのデータバースト復
元力を指定します。
• snrnumber：SNR のしきい値を設定しま
す。有効値の範囲は、10 ～ 40 です。
• ufecnumber：修正不可能な前方誤り訂正
（uFEC）エラーのしきい値を設定します。
有効値の範囲は、0 ～ 100 です。
• cfecnumber：修正可能な前方誤り訂正
（cFEC）エラーのしきい値を設定します。
有効値の範囲は、0 ～ 100 です。
• hysteresisnumber：ヒステリシスのしきい
値を設定します。有効値の範囲は、0 ～ 15
です。
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modem-offline-detectnumber

CM がオフラインかどうかを判断するためのし
きい値（連続して範囲設定に失敗する回数）を
指定します。有効値の範囲は、4 ～ 16 です。

on-failure

チャネルが停止している場合、および CM がオ
フラインの場合に、どう対応するかを指定でき
ます。

disable-channel

障害が検出されたときに、CMTS は使用不能と
してそのチャネルをマークできます。

extended-ranging

障害が検出されたときに、CMTS は範囲設定を
続行できます。

reset-modem

障害が検出されたときに、CM をオフラインに
します。

sf-move

ケーブル モデムをリセットすることなく、障害
が発生しているアップストリーム チャネルの
アップストリーム サービス フローを、ケーブ
ル モデムの送信チャネル セットの別の正常な
アップストリーム チャネルに移行させます。
Cisco IOS-XE 3.15.0S 以降、このオプションはシ
ングル チャネル ボンディング グループ
（RTPS、NRTPS、UGS および UGS-AD）のす
べてのサービス フローに拡張されています。

NRTPS

NRTPS タイプのサービス フローを移行させま
す。

RTPS

リアルタイム ポーリング サービス（RTPS）タ
イプのサービス フローを移行させます。

UGS

非要請グラント サービス（UGS）タイプのサー
ビス フローを移行させます。

UGS-AD

UGS-AD タイプのサービス フローを移行させま
す。

polling-intervalnumber

（注）

polling-interval キーワードはグローバ
ル コンフィギュレーション モード用
です。

データバースト復元力のポーリング間隔を、秒
単位で指定します。有効値の範囲は、5 ～ 3600
です。
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___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

___________________
コマンド履歴

デフォルトでは、チャネルが停止しているかどうかを判断するためのしきい値は有効化されてい
ません。CMTS は、障害が検出された場合に範囲設定を続行するよう設定されています。CM が
オフラインかどうかを判断するためのしきい値は、8 に設定されています。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）およびグローバル コンフィギュレーショ
ン（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されました。

12.2(33)SCG

このコマンドが変更されました。sf-moveRTPS キーワードが追加されま
した。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S に統合されました。Cisco
cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのサポートが追加さ
れました。

IOS-XE 3.18.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
用に変更されました。data-burst snr numberufec numbercfec numberhysteresis
number キーワードがインターフェイス コンフィギュレーション モード
用に追加され、data-burst polling-interval number キーワードがグローバ
ル コンフィギュレーション モード用に追加されました。

___________________
使用上のガイドライン アップストリーム チャネル ボンディング機能を設定するには cableupstreamresiliency コマンドを
使用します。
___________________
例

次の例は、Cisco uBR10012 ルータのスロット 5、サブスロット 1、ポート 0 のケーブル インター
フェイスに、異なるキーワードを使用してアップストリーム復元力を設定する方法を示していま
す。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# cable upstream resiliency
Router(config-if)# cable upstream resiliency
Router(config-if)# cable upstream resiliency
Router(config-if)# cable upstream resiliency
Router(config-if)# cable upstream resiliency
Router(config-if)# cable upstream resiliency
Router(config-if)# cable upstream resiliency

channel-down-detect 30
modem-offline-detect 16
on-failure disable-channel
sf-move NRTPS
sf-move RTPS
sf-move UGS
sf-move UGS-AD
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次の例は、Cisco IOS Release 12.2(33)SCG のスロット 7、サブスロット 0、ポート 0 のケーブル イ
ンターフェイスに、RTPS タイプのサービス フローの移行を設定する方法を示しています。
Router#show run all | i sf-move
no cable upstream resiliency sf-move RTPS
Router#configure terminal
Router(config)#interface cable 7/0/0
Router(config-if)#cable upstream resiliency sf-move RTPS
Router(config-if)#end
Router#
Router#show run interface cable 7/0/0 | i sf-move
cable upstream resiliency sf-move RTPS

次の例は、アップストリーム チャネルのデータバースト復元力を設定する方法を示しています。
Router#configure terminal
Router(config)#interface cable 0/0/1
Router(config-if)#cable upstream resiliency data-burst snr 24 ufec 1 cfec 0 hysteresis 3
Router(config-if)#end

次の例は、すべてのアップストリームボンディングモデムをループするためのグローバル時間間
隔を設定する方法を示しています。
Router#configure terminal
Router(config)#cable upstream resiliency data-burst polling-interval 60
Router(config)#end

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

interfacecable

ケーブル インターフェイスを設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1018

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream rf-adapt（論理チャネル）

cable upstream rf-adapt（論理チャネル）
プライマリアップストリームの論理チャネルとセカンダリアップストリームの論理チャネルを指
定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreamportlogical-channel-indexrf-adapt [primary | secondary] コマンドを使用します。デフォ
ルトの設定にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream port logical-channel-index rf-adapt [primary| secondary]
no cable upstream port logical-channel-index rf-adapt [primary| secondary]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

port

アップストリーム ポート番号。ケーブル イン
ターフェイス ライン カードの最初のアップス
トリーム ポートでは、有効な値は 0 で始まりま
す。また、終わりの値は、ケーブル インター
フェイス ライン カードがサポートするアップ
ストリーム ポートの数によって異なります。

logical-channel-index

論理チャネル インデックス。有効な値は 0 また
は 1 です。

primary

（オプション）論理チャネルを RF 適応のプラ
イマリ チャネルに割り当てます。デフォルトで
は、論理チャネル 0 がプライマリ チャネルに設
定されています。

secondary

（オプション）論理チャネルを RF 適応のセカ
ンダリ チャネルに割り当てます。デフォルトで
は、論理チャネル 1 がセカンダリ チャネルに設
定されています。

デフォルト設定を使用します。論理チャネル 0 がプライマリ チャネルで、論理チャネル 1 はセカ
ンダリ チャネルです。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン 論理チャネル 0 をプライマリ チャネルに設定し、論理チャネル 1 をセカンダリ チャネルに設定す
ることを推奨します。
___________________
例

次の例は、プライマリ論理チャネルおよびセカンダリ論理チャネルを設定する方法を示していま
す。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 8/0/0
Router(config-if)# cable upstream 0 max-logical-chans 2
Router(config-if)# cable upstream 0 rf-adapt
Router(config-if)# cable upstream 0 1 rf-adapt primary
Router(config-if)# cable upstream 0 0 rf-adapt secondary

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablerf-adapttimer

RF 適応のタイマーを設定します。

cableupstreamrf-adapt

物理アップストリーム チャネルの RF 適応を有
効化します。

cableupstreamthreshold

許容ノイズ レベルの決定に使用される、信号対
雑音比（SNR）および前方誤り訂正（FEC）の
しきい値に対するアップストリームを設定しま
す。

cableupstreamthresholdhysteresis

ヒステリシス値を、ダイナミック変調アップグ
レードのしきい値と共に使用するように設定し
ます。
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コマンド

説明

cableupstreamthresholdrf-adapt

アップストリーム RF 適応のしきい値を設定し
ます。これにより、プライマリ アップストリー
ム チャネルからセカンダリ アップストリーム
チャネルに、モデムが過度に再配置されるのを
防ぎます。

showcablemodemrf-adapt

RF 適応の履歴を表示します。

showcablerf-adapt

ダウングレードおよびアップグレードの候補リ
ストを表示します。
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cable upstream rf-adapt
物理アップストリーム チャネルの RF 適応を有効化するには、ケーブル インターフェイス コン
フィギュレーション モードで cableupstreamrf-adapt コマンドを使用します。RF 適応を無効にす
るには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream port rf-adapt
no cable upstream port rf-adapt
___________________
構文の説明

port

アップストリーム ポート番号。ケーブル イン
ターフェイス ライン カードの最初のアップス
トリーム ポートでは、有効な値は 0 で始まりま
す。また、終わりの値は、ケーブル インター
フェイス ライン カードがサポートするアップ
ストリーム ポートの数によって異なります。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、RF 適応は無効になっています。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cableupstreamportrf-adapt コマンドは、cableupstreammax-logical-chans コマンドを使って設定さ
れる論理チャネルの最大数が 1 より大きい場合に限り利用可能です。
___________________
例

次の例は、ケーブル インターフェイス 8/0/0 の RF 適応を有効化する方法を示しています:
Router(config)# interface cable 8/0/0
Router(config-if)# cable upstream 0 max-logical-chans 2
Router(config-if)# cable upstream 0 rf-adapt
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablerf-adapttimer

RF 適応のタイマーを設定します。

cableupstreamrf-adapt(logicalchannel)

プライマリ アップストリームの論理チャネルと
セカンダリ アップストリームの論理チャネルを
設定します。

cableupstreamthreshold

許容ノイズ レベルの決定に使用される、信号対
雑音比（SNR）および前方誤り訂正（FEC）の
しきい値に対するアップストリームを設定しま
す。

cableupstreamthresholdhysteresis

ヒステリシス値を、ダイナミック変調アップグ
レードのしきい値と共に使用するように設定し
ます。

cableupstreamthresholdrf-adapt

アップストリーム RF 適応のしきい値を設定し
ます。これにより、プライマリ アップストリー
ム チャネルからセカンダリ アップストリーム
チャネルに、モデムが過度に再配置されるのを
防ぎます。

showcablemodemrf-adapt

RF 適応の履歴を表示します。

showcablerf-adapt

ダウングレードおよびアップグレードの候補リ
ストを表示します。
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cable upstream rng-holdoff
CMTS ルータの論理アップストリーム チャネルに対する初期範囲設定（init rl）からケーブル モデ
ムを保留にするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreamrng-holdoff コマンドを使用します。範囲設定保留を無効にするには、このコマンド
の no 形式を使用します。
cable upstream port-number rng-holdoff priority
no cable upstream port-number rng-holdoff priority
___________________
構文の説明

port-number

ケーブル アップストリームのポート番号。有効
範囲は MAC ドメインに設定されているアップ
ストリーム チャネルの数によって異なります。
たとえば、設定されているアップストリーム
チャネルの合計数が 4 の場合、アップストリー
ム ポート番号の有効範囲は 0 ～ 3 です。

rng-holdoffpriority

保留のプライオリティ値を 16 進数形式で指定
します。有効範囲は 0 ～ ffffffff です。デフォル
ト値は 0 です

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCH

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン cableupstreamrng-holdoff コマンドは、Cisco CMTS ルータの CM ステアリング機能に関連付けら
れています。
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アップストリーム チャネル記述子（UCD）メッセージには、チャネル クラス ID と範囲設定保留
プライオリティの設定に基づくアップストリーム論理チャネルのタイプ、長さ、値（TLV）18 お
よび 19 が含まれています。保留のプライオリティ値が設定されていない場合、TLV 18 の値は 0
になります。アップストリーム チャネルのクラス ID が設定され、保留のプライオリティ値が設
定されていない場合、UCD メッセージには TLV 18 および 19 が含まれ、TLV 18 の値は 0 になり
ます。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェイス ライン カードの論理アップストリー
ム チャネルに範囲設定保留のプライオリティ値を指定する例を示します。
Router# config terminal
Router(config)# interface cable 5/0/0
Router(config-if)# cable upstream 0 rng-holdoff ff

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balanceexclude

DOCSIS のロード バランスから 1 つのケーブル
モデムまたはケーブル モデムのグループを除外
します。

cableupstreamchan-class-id

CMTS ルータの論理アップストリーム チャネル
のチャネル クラス ID を設定します。

showcablemodemverbose

CMTS ルータに接続された登録済みおよび未登
録のケーブル モデムに関する情報を表示しま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1025

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream scheduling type

cable upstream scheduling type
各種のスケジューラ モードを有効にするには、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドで cableupstreamschedulingtype コマンドを使用します（ケーブル インターフェイスのみ）。こ
のコマンドの no 形式は、スケジューラをデフォルトの「docsis」スタイルのスケジューリング
モードに戻します。
cable upstream n scheduling type [ugs| rtps| nrtps] mode [llq| docsis]
no cable upstream n scheduling type [ugs| rtps| nrtps] mode [llq| docsis]
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポートを指定します。有効値
は、ケーブル インターフェイス ライン カード
上の最初のアップストリーム ポートに対応する
0 から始まります。Cisco cBR シリーズ コンバー
ジド ブロードバンド ルータの場合、有効範囲
は 0 ～ 7 です。

ugs

（任意）UGS のスケジューリングを選択しま
す。

rtps

（任意）rtPS のスケジューリングを選択しま
す。

nrtps

（任意）nrtPS のスケジューリングを選択しま
す。

mode

パケットベースの低レベル キューイング
（LLQ）または TDM ベースの DOCSIS スケ
ジューリングを選択できます。

llq

（任意）LLQ のスケジューリングを選択しま
す。

docsis

（任意）DOCSIS のスケジューリングを選択し
ます。

___________________
コマンド デフォルト

唯一のデフォルトは docsis です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン ugs,rtps,rtps,nrtps,llq,、および docsis は任意に組み合わせることができます。
制限事項：
• 適切に動作させるには、コール アドミッション制御（CAC）を有効にする必要があります。
低遅延キューイング（LLQ）オプションを有効にすると、アップストリーム パスが多数の
コールでいっぱいになり、音声品質が許容できないレベルまで低下する可能性があります。
許容できる音声品質を確保しながら、音声トラフィック以外のトラフィックを保証するに
は、CAC を使用してコール数を制限する必要があります。
• CAC が有効でない場合でも、デフォルトの（DOCSIS）スケジューリング モードでは一定数
のコールの後でトラフィックがブロックされます。

___________________
例

次に、Cisco CMTS インターフェイスのアップストリーム ポート 4 で UGS サービスの LLQ タイプ
（パケット ベース）スケジューリングを有効にする例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 4 scheduling type ugs mode llq

次に、Cisco CMTS インターフェイスのアップストリーム ポート 4 で rtPS サービスの標準 DOCSIS
（TDM ベース）スケジューリングを有効にする例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 4 scheduling type rtps mode docsis

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacecablemac-scheduler

LLQ スケジューリングが有効かどうかを確認す
るには、このコマンドを使用します。
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cable upstream scrambler
ケーブル アップストリーム スクランブラを有効にするには、ケーブル インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードで cableupstreamscrambler コマンドを使用します。このコマンドのデフォ
ルト設定値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n scrambler
no cable upstream n scrambler
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

___________________
コマンド デフォルト

ディセーブル

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドにより、CM の擬似ランダム スクランブラ回路が有効になり、ライン カードのアッ
プストリーム レシーバの堅牢性が向上します。
アップストリーム無線周波数（RF）キャリアのスクランブラにより、HFC ネットワーク上の CM
はアップストリームのデータ転送に組み込みのスクランブラ回路を使用できるようになります。
スクランブラ回路により、ケーブル インターフェイス ライン カード上のアップストリーム レシー
バの信頼性が向上します。アップストリーム スクランブラは、デフォルトで有効になっていま
す。通常は無効にしないでください。
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注意

___________________
例

通常の動作状態では、スクランブラを有効にする必要があります。スクランブラをサポートし
ないプロトタイプの CM でのみ、無効化します。

次に、アップストリーム スクランブラを有効化する例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 0 scrambler#

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableupstreamfec

アップストリーム FEC を有効にします。

cableupstreamfrequency

アップストリーム ポートのアップストリーム
RF 搬送波の固定周波数を入力します。

cableupstreampower-level

アップストリーム RF キャリアの入力電力レベ
ルをデジベル/ミリボルト（dBmV）単位で設定
します。

cableupstreamshutdown

アップストリーム ポートを無効にします。
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cable upstream shutdown
1 つのアップストリーム物理または論理チャネル ポートを無効にするには、ケーブル インター
フェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamshutdown コマンドを使用します。アッ
プストリーム ポートを有効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
物理チャネル
cable upstream n shutdown
no cable upstream n shutdown
論理チャネル
cable upstream n m shutdown
no cable upstream n m shutdown
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

m

論理チャネルのインデックス（0 または 1）を
指定します。

___________________
コマンド デフォルト

アップストリーム ポートは有効です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCC

このコマンドが変更され、論理チャネルのインデックスが追加され
ました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン cableupstreamshutdown コマンドは、ケーブル インターフェイスの他のアップストリームまたは
ダウンストリーム ポートに影響を与えずに、1 つのアップストリーム物理または論理ポートを
シャットダウンします。

（注）

cableupstreamshutdown コマンドは物理チャネル レベルと論理チャネル レベルの両方に存在
し、コマンド構文に若干の差異があります。
複数の論理チャネルが設定されている場合、アップストリーム関連の CLI は物理ポート レベルと
論理チャネル レベルの 2 つのグループに分類されます。論理チャネル レベルのコマンドでは
cableupstream-->nmshutdown という形式を使用します。ここで、n は物理ポート番号を表し、m
は論理チャネルのインデックス番号を表します。
複数の論理チャネルが設定されている場合、物理レベルの cableupstreamshutdown コマンドはアッ
プストリーム物理ポートとその物理ポートに設定されているすべての論理チャネルをシャットダ
ウンします。インターフェイス全体をシャットダウンするには、ケーブルインターフェイスコン
フィギュレーション モードで shutdown コマンドを使用します。

___________________
例

次に、物理チャネルのアップストリーム ポートを無効にする例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 0 shutdown

次に、論理チャネルのアップストリーム ポートを無効にする例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 0 0 shutdown

___________________
関連コマンド

Command

Description

shutdown-->

インターフェイスとそのすべてのポートを
シャットダウン（無効化）します。
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cable upstream spectrum-group
ケーブル インターフェイス ライン カード上の 1 つのアップストリームにスペクトル グループを
割り当てるには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreamspectrum-group--> コマンドを使用します。スペクトル グループをアップストリー
ムから削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n spectrum-group group-number
no cable upstream n spectrum-group group-number
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

group-number

パラメータ値を指定するスペクトル グループを
指定するか、ルータ コンフィギュレーションか
ら削除するスペクトル グループの番号を指定し
ます。有効範囲は、Cisco IOS ソフトウェア リ
リースに応じて 1 ～ 32 または 1 ～ 40 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.2(15)BC2

スペクトル グループの最大数が、ルータあたり 32 から 40 に増やさ
れました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。このコマンドは us-channel
spectrum-group コマンドに置き換えられています。
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ケーブル インターフェイス ライン カード上の 1 つのアップストリームにスペ
クトル グループを割り当てます。スペクトル グループを設定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで cablespectrum-group コマンドのセットを使用します。

（注）

___________________
例

cablespectrum-group(interfaceconfiguration) コマンドを使用して、ケーブル インターフェイス
上のすべてのアップストリームにスペクトル グループを割り当てることもできます。

次に、スロット 5/0 のケーブル インターフェイス ライン カード上の最初のアップストリームにス
ペクトル グループ 12 を割り当てる例を示します。
Router(config)# interface cable 5/0
Router(config-if)# cable upstream 0 spectrum-group 12
Router(config-if)# exit
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodulation-profile

スペクトル グループを識別して設定するときに
1 つ以上のアップストリーム ケーブル インター
フェイスに適用できるプリセット変調プロファ
イルを設定します。

cablespectrum-group(globalconfiguration)

スペクトル グループを作成して設定します。

cablespectrum-group(interfaceconfiguration)

ケーブル インターフェイス ライン カード上の
すべてのアップストリームにスペクトル グルー
プを割り当てます。

cablespectrum-grouphopperiod

ケーブル スペクトル グループの周波数ホップ
の最小間隔を設定します。

cablespectrum-grouphopthreshold

ケーブル スペクトル グループのホップしきい
値を指定します。

cablespectrum-groupshared

スペクトル グループ内のアップストリーム ポー
トが同じアップストリーム周波数を共有できる
ことを指定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1033

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream spectrum-group

コマンド

説明

cableupstreamhoppingblind

ブラインド周波数ホッピング動作を有効にし
て、Cisco uBR-MC16S および Cisco
uBR-MC5X20S/U ケーブル インターフェイス ラ
イン カードの高度なスペクトル管理機能を解除
します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1034

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable upstream spreading-interval

cable upstream spreading-interval
アップストリーム チャネルの同期式符号分割多重接続（S-CDMA）チャネルの拡散間隔を指定す
るには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
-->cableupstreamspreading-interval コマンドを使用します。拡散間隔の値をデフォルト設定に戻す
には、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n spreading-interval spreading-interval
no cable upstream n spreading-interval
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポートを指定します。有効値
は、ケーブル インターフェイス ライン カード
上の最初のアップストリーム ポートに対応する
0 から始まります。

spreading-interval

S-CDMA チャネルの拡散間隔を指定します。有
効範囲は 1 ～ 32 です。デフォルト値は 16 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

S-CDMA が設定されていない場合、拡散間隔の設定は適用できません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは S-CDMA チャネルだけに適用されます。拡散間隔を適用するには、S-CDMA を設
定する必要があります。
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___________________
例

次に、アップストリーム ポート 0 の拡散間隔を 32 に設定する例を示します。
Router(config)# interface cable 7/0/4
Router(config-if)# cable upstream 0 spreading-interval 32
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamactive-codes

アップストリーム チャネルに設定できるアク
ティブな符号の数を指定します。

cableupstreamcodes-per-minislot

アップストリーム チャネルで許可されるミニス
ロットあたりの符号の数を指定します。
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cable upstream threshold
アップストリームの許容されるノイズ レベルの決定に使用される搬送波対雑音比（CNR）または
信号対雑音比（SNR）と前方誤り訂正（FEC）のしきい値を設定するには、ケーブル インターフェ
イス コンフィギュレーション モードで cableupstreamthreshold コマンドを使用します。デフォル
ト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
Cisco IOS リリース 12.2(8)BC2 以前
cable upstream n threshold cnr-profile1 cnr-threshold1 cnr-profile2 cnr-threshold2 corr-fec fec-corrected
uncorr-fec fec-uncorrected
no cable upstream n threshold cnr-profile1 cnr-threshold1 cnr-profile2 cnr-threshold2 corr-fec fec-corrected
uncorr-fec fec-uncorrected
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC、12.2(33)SCA、およびそれ以降
物理チャネル
lcable upstream n threshold {cnr-profiles cnr-threshold1 cnr-threshold2| snr-profiles snr-threshold1
snr-threshold2| hysteresis hysteresis-value| corr-fec fec-corrected| uncorr-fec fec-uncorrected}
no cable upstream n threshold {cnr-profiles| snr-profiles| hysteresis| corr-fec| uncorr-fec}
論理チャネル
cable upstream n m threshold {snr-profiles snr-threshold1 snr-threshold2| corr-fec fec-corrected| uncorr-fec
fec-uncorrected}
no cable upstream n m threshold {snr-profiles| corr-fec| uncorr-fec}
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号。有効な値の範囲
は 0 ～ 3 です。

m

論理チャネルのインデックス（0 または 1）。

cnr-profiles

CNR しきい値を dB 単位で指定します。
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cnr-threshold1

アップストリームに指定されたプライマリ変調
プロファイルの CNR しきい値。
有効な値の範囲は 5 ～ 35 dB です。デフォルト
値は 25 dB です。
プライマリとセカンダリの両方の CNR しきい
値をバイパスするには、1 つ目のパラメータ
（cnr-threshold1）を 0 に設定します。これによ
り、2 つ目のパラメータ（cnr-threshold2）が無
効になり、両方の CNR しきい値をバイパスで
きるようになります。

cnr-threshold2

アップストリームに指定されたセカンダリ変調
プロファイルの CNR しきい値。
有効な値の範囲は 5 ～ 35 dB です。デフォルト
値は 15 dB です。セカンダリしきい値には、プ
ライマリしきい値より小さな値を指定する必要
があります。
1 つ目のパラメータ（cnr-threshold1）を 0 に設
定すると、2 つ目のパラメータ（cnr-threshold2）
を使用できなくなります。

snr-profiles

SNR しきい値を dB 単位で指定します。

snr-threshold1

アップストリームに指定されたプライマリ変調
プロファイルの SNR しきい値。この値は、ケー
ブル モデムのアップストリーム RF 適応機能で
も使用されます。
有効な値の範囲は 5 ～ 35 dB です。デフォルト
値は 25 dB です。
これを 0 に設定することで、プライマリ SNR
しきい値（snr-threshold1）をバイパスできま
す。
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snr-threshold2

アップストリームに指定されたセカンダリ変調
プロファイルの SNR しきい値。
有効な値の範囲は 5 ～ 35 dB です。デフォルト
値は 15 dB です。セカンダリしきい値には、プ
ライマリしきい値より小さな値を指定する必要
があります。
これを 0 に設定することでプライマリ SNR し
きい値（snr-threshold1）をバイパスできます
が、2 つ目のパラメータ（snr-threshold2）は入
力する必要があります。

hysteresishysteresis-value

ダイナミック変調アップグレードのしきい値と
組み合わせて使用されるヒステリシス値を指定
します。
このしきい値は dB 単位で指定します。有効範
囲は 0 ～ 10 dB、デフォルト値は 3 dB です。
この値を 0 に設定することで、hysteresis しき
い値をバイパスできます。

corr-fecfec-corrected

アップストリームで許可される修正可能な FEC
エラーの数を指定します。
fec-corrected パラメータは、ポーリング期間中
にアップストリームで受信したパケットの合計
数に対する割合で指定します。有効範囲は 1 ～
30、デフォルトは 3 です。
この値を 0 に設定することで、corr-fec しきい
値をバイパスできます。

uncorr-fecfec-uncorrected

アップストリームで許可される修正不可能な
FEC エラーの数を指定します。
fec-uncorrected パラメータは、ポーリング期間
中にアップストリームで受信したパケットの合
計数に対する割合で指定します。有効範囲は 1
～ 30、デフォルトは 1 です。
この値を 0 に設定することで、uncorr-fec しき
い値をバイパスできます。

___________________
コマンド デフォルト
___________________
コマンド モード

デフォルト値を使用します。
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(7)CX1

このコマンドが Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カー
ドを使用する Cisco CMTS ルータに導入されました。

12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータと Cisco uBR-LCP2-MC16S ケーブル インターフェ
イス ライン カードのサポートが追加されました。また、修正可能および
修正不可能な FEC エラーのしきい値の範囲とデフォルトが変更されまし
た。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCC

このコマンドが snr-profiles キーワード オプションの追加によって変更さ
れ、Cisco uBR-MC5X20H ケーブル インターフェイス ライン カードのサ
ポートが追加されました。また、uBR10012 ルータでは、このコマンドは
物理チャネルと論理チャネルの両方のレベルで使用され、コマンド構文に
若干の差異があります。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは us-channel threshold コマンドに置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン プライマリ変調プロファイルとセカンダリ変調プロファイルには、別個の CNR または SNR しき
い値が割り当てられます。しかし、両方のプロファイルに同じ修正可能および修正不可能な FEC
の値が割り当てられます。

（注）

修正不可能な FEC エラー カウントには、ヘッダー チェックサム エラーと「固有ワード未検
出」エラーが発生したパケットが含まれます。
cableupstreamthreshold コマンドの hysteresis キーワードは、アップストリーム チャネルが不安定
になって変調プロファイルを連続的に変更しないようにするためのヒステリシス値を設定します。
• ヒステリシス値は、ダイナミック変調、周波数ホッピング、およびチャネル幅の動的な変更
に使用されます。
• ヒステリシス値を CNR または SNR しきい値と組み合わせて使用することで、高度と基本の
両方のスペクトル管理機能でチャネル設定のアップグレード基準が決定されます。
修正可能および修正不可能な FEC エラーのしきい値の範囲とデフォルトは、Cisco IOS リリース
12.2(8)BC2 で変更されました。
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Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC 以降では、uBR10012 ルータの 1 つの物理ポートに対して 2 つの
論理チャネルを設定できます。論理チャネルを設定する場合、アップストリーム関連のコマンド
は物理ポート レベルと論理チャネル レベルの 2 つのグループに分類されます。
物理ポート レベル
物理ポート レベルのコマンドでは、cableupstreamn という形式を使用します。ここで、n は物理
ポート番号を表します。
論理チャネル レベル
論理チャネル レベルのコマンドでは、cableupstreamnm という形式を使用します。ここで、n は
物理ポート番号を表し、m は論理チャネルのインデックス番号（0 または 1）を表します。
次の制限事項と条件が、物理チャネル設定と論理チャネル設定の両方に適用されます。
• 1 つ目のパラメータを 0 に設定することで、プライマリとセカンダリの両方の CNR しきい値
をバイパスできます。これにより、2 つ目のパラメータが無効になり、両方の CNR しきい値
をバイパスできるようになります。
• プライマリ CNR しきい値を入力した場合は、セカンダリ CNR しきい値も入力する必要があ
ります。
• これを 0 に設定することで、プライマリ SNR しきい値をバイパスできます。ただし、2 つ目
のパラメータを入力する必要があります。これは、それぞれのしきい値が 3 段階のダイナ
ミック アップストリーム変調機能で別個に使用されるためです。
• これらの値を 0 に設定することで、hysteresis,、corr-fec,、および uncorr-fec しきい値をバイ
パスできます。
• 通常のプラントの使用では、チャネルに許容できない数のエラーが発生しないように、修正
不可能な FEC のしきい値をデフォルトの 1 % のままにしておくことを推奨します。

___________________
例

次に、プライマリ変調プロファイルの CNR しきい値を 20 dB に設定し、セカンダリ変調プロファ
イルの CNR しきい値を 10 dB に設定し、アップストリームで受信したパケットの合計数に対する
修正可能な FEC エラー率を 5 % に設定し、アップストリームで受信したパケットの合計数に対す
る修正不可能な FEC エラー率を 1 % に設定したアップストリーム 5 の設定例を示します。
Router(config)#interface cable 3/0
Router(config-if)# cable upstream 5 threshold cnr-profile1 20 cnr-profile2 10 corr-fec 5
uncorr-fec 1
Router(config-if)#

___________________
例

次に、プライマリ変調プロファイルの CNR しきい値を 20 dB に設定し、セカンダリ変調プロファ
イルの CNR しきい値を 10 dB に設定し、アップストリームで受信したパケットの合計数に対する
修正可能な FEC エラー率を 5 % に設定し、アップストリームで受信したパケットの合計数に対す
る修正不可能な FEC エラー率を 1 % に設定したアップストリーム 5 の設定例を示します。
Router(config)#interface cable 3/0
Router(config-if)# cable upstream 5 threshold cnr-profiles 20 10
Router(config-if)# cable upstream 5 threshold corr-fec 5
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Router(config-if)# cable upstream 5 threshold uncorr-fec 1
Router(config-if)#

次に、プライマリ変調プロファイルの SNR しきい値を 20 dB に設定し、セカンダリ変調プロファ
イルの SNR しきい値を 10 dB に設定し、アップストリームで受信したパケットの合計数に対する
修正可能な FEC エラー率を 5 % に設定し、アップストリームで受信したパケットの合計数に対す
る修正不可能な FEC エラー率を 1 % に設定したアップストリーム 5 の設定例を示します。
Router(config)#-->
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#

___________________
例

interface cable 3/0
cable upstream 5 threshold snr-profiles 20 10
cable upstream 5 threshold corr-fec 5
cable upstream 5 threshold uncorr-fec 1

次に、プライマリ変調プロファイルの SNR しきい値を 20 dB に設定し、セカンダリ変調プロファ
イルの SNR しきい値を 10 dB に設定し、アップストリームで受信したパケットの合計数に対する
修正可能な FEC エラー率を 5 % に設定し、アップストリームで受信したパケットの合計数に対す
る修正不可能な FEC エラー率を 1 % に設定したアップストリーム 5 および論理チャネル 1 の設定
例を示します。
Router(config)#interface
Router(config-if)# cable
Router(config-if)# cable
Router(config-if)# cable
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodulation-profile

ケーブル変調プロファイルを作成します。

cablemodulation-profileglobal-system

DOCSIS モードに関係なく、1 ～ 400 の任意の
番号を変調プロファイルに割り当てることがで
きるグローバル ケーブル変調プロファイルを作
成します。

cableupstreamhop-priority

イングレス ノイズがアップストリームの許容可
能な値を超えたときに実行される修正措置の順
序を決定します。

cableupstreammodulation-profile

アップストリームに 1 つの変調プロファイル
（スタティック プロファイル）または 2 つの変
調プロファイル（ダイナミック アップストリー
ム変調）を設定します。
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コマンド

説明

cableupstreamthresholdrf-adapt

アップストリーム RF 適応のしきい値を設定し
ます。これにより、プライマリ アップストリー
ム チャネルからセカンダリ アップストリーム
チャネルに、モデムが過度に再配置されるのを
防ぎます。

showcablehop

アップストリームの現行のホップ期間としきい
値を、その他の統計情報と共に表示します。

showcablemodulation-profile

作成済みのケーブル変調プロファイルを表示し
ます。
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cable upstream threshold hysteresis
ダイナミック変調アップグレードのしきい値と組み合わせて使用されるヒステリシス値を設定す
るには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreamthresholdhysteresis コマンドを使用します。デフォルトのヒステリシス値を使用す
るには、このコマンドの no--> 形式を使用します。
cable upstream n threshold hysteresis hysteresis-in-dB
no cable upstream n threshold hysteresis
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

hysteresis-in-dB

ダイナミック変調アップグレードのしきい値と
組み合わせて使用されるヒステリシス値を指定
します。
有効な値は 0 ～ 10 dB です。

___________________
コマンド デフォルト

ヒステリシスのデフォルト値は 3 dB です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC7

このコマンドが初めて導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは us-channel threshold hysteresis コマンドに置
き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン cableupstreamthresholdhysteresis コマンドは、アップストリーム（US）チャネルが不安定になっ
て変調プロファイルを連続的に変更しないようにするためのヒステリシス値を設定するために使
用できます。
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• ヒステリシス値は、ダイナミック変調、周波数ホッピング、およびチャネル幅の動的な変更
に使用されます。
• ヒステリシス値を搬送波対雑音比（CNR）または信号対雑音比（SNR）しきい値と組み合わ
せて使用することで、高度と基本の両方のスペクトル管理機能でチャネル設定のアップグ
レード基準が決定されます。
• ヒステリシス値は、ケーブル モデムのセカンダリ アップストリーム チャネルからプライマ
リ アップストリーム チャネルへのアップストリーム RF 適用アップグレードに使用されま
す。

___________________
例

次に、ヒステリシス値をダイナミック変調アップグレードの SNR および CNR しきい値と組み合
わせて使用するように設定する例を示します。
Router(config)#interface cable 3/0
Router(config-if)#cable upstream 0 threshold hysteresis 5
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodulation-profile

ケーブル変調プロファイルを作成します。

cableupstreamhop-priority

イングレス ノイズがアップストリームの許容可
能な値を超えたときに実行される修正措置の順
序を決定します。
（注）

このコマンドが cable upstream threshold
hysteresis コマンドに関連するのは、
高度なダイナミック変調の設定を使
用している（つまり、アップストリー
ム チャネルにスペクトル グループが
定義されている）場合だけです。

cableupstreamthreshold

アップストリームの許容されるノイズ レベルの
決定に使用される搬送波対雑音比（CNR）また
は信号対雑音比（SNR）と前方誤り訂正（FEC）
のしきい値を設定します。

cableupstreamthresholdrf-adapt

アップストリーム RF 適応のしきい値を設定し
ます。これにより、プライマリ アップストリー
ム チャネルからセカンダリ アップストリーム
チャネルに、モデムが過度に再配置されるのを
防ぎます。

showcablemodulation-profile

作成済みのケーブル変調プロファイルを表示し
ます。
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cable upstream threshold rf-adapt
プライマリ アップストリーム チャネルからセカンダリ アップストリーム チャネルへのモデムの
過剰な再配置を防ぐアップストリーム RF 適応のしきい値を設定するには、ケーブル インターフェ
イス コンフィギュレーション モードで cableupstreamthresholdrf-adapt コマンドを使用します。
デフォルトの rf-adapt 値を使用するには、このコマンドの no--> 形式を使用します。
cable upstream port threshold rf-adapt threshold1-in-percent
no cable upstream port threshold rf-adapt
___________________
構文の説明

port

アップストリーム ポート番号。有効な値は、
ケーブル インターフェイス ライン カードの最
初のアップストリーム ポートを表す 0 から、
ケーブル インターフェイス ライン カードでサ
ポートされるアップストリーム ポートの数に応
じた値までです。

threshold1-in-percent

RF 適応のしきい値を割合で指定します。有効
範囲は 1 ～ 50 です。値 0 は、RF 適応のしきい
値がバイパスされることを示します。デフォル
ト値は 10% です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルト値は 10% です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン rf-adapt しきい値は、特定のアップストリーム チャネルに配置されたモデムの合計数に対する影響
を受けるモデムの割合を表します。rf-adapt しきい値がバイパスされる場合は、ダウングレード候
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補を再配置する必要があるかどうかを判断するときに、この値が無視されます。rf-adapt しきい値
は、物理チャネルにのみ適用され、ダウングレード候補であるモデムの再配置を防ぐために使用
されます。
rf-adapt の値は、PHY レイヤの障害時に、アップストリーム RF 適応アプリケーションがそのアッ
プストリーム チャネルに配置されたモデムの合計数の x% を超えるモデムが再配置されるのを防
ぐために使用します。
___________________
例

次に、ケーブル モデムのアップストリーム RF 適応の rf-adapt しきい値を設定する例を示します。
Router(config)# interface cable 8/0/0
Router(config-if)# cable upstream 0 threshold rf-adapt 25

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablerf-adapttimer

RF 適応のタイマーを設定します。

cableupstreamrf-adapt

物理アップストリーム チャネルでの RF 適応を
有効にします。

cableupstreamrf-adapt(logicalchannel)

プライマリ アップストリームの論理チャネルと
セカンダリ アップストリームの論理チャネルを
設定します。

cableupstreamthreshold

許容ノイズ レベルの決定に使用される、信号対
雑音比（SNR）および前方誤り訂正（FEC）の
しきい値に対するアップストリームを設定しま
す。

cableupstreamthresholdhysteresis

ヒステリシス値を、ダイナミック変調アップグ
レードのしきい値と共に使用するように設定し
ます。

showcablemodemrf-adapt

RF 適応の履歴を表示します。

showcablerf-adapt

ダウングレードおよびアップグレードの候補リ
ストを表示します。
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cable upstream timing-adjust
指定したケーブルインターフェイスのアップストリームタイミング調整を有効にするには、ケー
ブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで cableupstreamtiming-adjust コマンドを
使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable upstream n timing-adjust {continue sec| threshold sec}
no cable upstream n timing-adjust {continue sec| threshold sec}
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。

continuesec

-->continue の範囲設定ステータスを設定する最
小のタイミング調整を秒単位で設定します。sec
の範囲は 2 ～ 64 秒です。デフォルト値は 2 秒
です。

thresholdsec-->

タイミング調整のしきい値を秒単位で設定しま
す。有効なしきい値は 1 ～ 32 秒です。デフォ
ルトは 1 秒です。

___________________
コマンド デフォルト

continue の場合は2 秒, threshold の場合は1 秒

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.0(12)SC

このコマンドが 12.0 SC リリースでサポートされました。

12.1(3)T

このコマンドが 12.1 T リリースでサポートされました。

12.1(3a)EC

このコマンドが 12.1 EC 以降のリリース（12.1 EC トレインに基づく
12.1 CX などのリリースを含む）で削除され、サポートされなくなり
ました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン アップストリーム タイミング調整が設定され、有効になっているかどうかを確認するには、
showrunning-config コマンドを入力してケーブル インターフェイスの設定情報を探します。アッ
プストリーム タイミング調整が有効になっている場合は、タイミング調整エントリ continue と
threshold のいずれかまたは両方が showrunning-config の出力に表示されます。continue と threshold
の両方のアップストリーム タイミング調整が無効になっている場合、showrunning-config の出力
にタイミング調整エントリは表示されません。
問題がある場合は、ケーブル接続が緩んだり切断したりしていないこと、ケーブル インターフェ
イス ライン カードがシャーシ スロットにしっかり取り付けられていること、非脱落型ネジが締
まっていること、および正確なスロット番号とポート番号を入力したことを確認してください。

（注）

___________________
例

cabletiming-adjust コマンドは、Cisco IOS リリース 12.0(12)SC および Cisco IOS リリース 12.1(3)T
にのみ適用されます。Cisco IOS リリース 12.1(3a)EC、12.1(4)CX、およびそれ以降では廃止さ
れ、削除されています。

次に、アップストリーム タイミング調整範囲設定の値を 5 秒に設定する例を示します。
CMTS01(config-if)# cable upstream 0 time-adjust continue 5

次に、しきい値をデフォルトの 12 秒に設定する例を示します。
CMTS01(config-if)# cable upstream 0 time-adjust threshold 12
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cable upstream unfrag-slot-jitter
フラグメント化不能スロットによるジッタを対応するアップストリームでどの程度許容できるか
を制御するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
cableupstreamunfrag-slot-jitter コマンドを使用します。すべてのジッタを禁止するには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
cable upstream n unfrag-slot-jitter [limit jitter| cac-enforce]
no cable upstream n unfrag-slot-jitter [limit jitter| cac-enforce]
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ド上の最初のアップストリーム ポートに対応す
る 0 から始まります。Cisco cBR シリーズ コン
バージド ブロードバンド ルータの場合、有効
範囲は 0 ～ 7 です。

limitjitter

フラグメント化不能スロットによって発生する
許容可能なジッタの制限をマイクロ秒単位（0
～ 4,294,967,295）で指定します。

cac-enforce

フラグメント化可能スロットのジッタより少な
いジッタを要求するサービス フローを拒否しま
す。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、この制限は 0 マイクロ秒であり、cac-enforce オプションが有効になります。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(4)CX

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインにサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、フラグメント化されていないスロットによるジッタを各ポートでどの程度許容
するかを制御します。許容される制限として指定された値が最大のフラグメント化不能スロット
のサイズより小さい場合、MAC スケジューラはスケジューリング テーブル内のスロットを自動
的にブロックすることで、フラグメント化不能スロットをブロックされたスペースに収容できる
ようにして、CBR スロットに過度のジッタが発生しないようにします。
cac-enforce オプションは、フラグメント化不能スロットのジッタより小さいランタイム ジッタを
要求するサービス フローを拒否するルールを適用します。
___________________
例

次に、ケーブル インターフェイス 2/0 のアップストリーム ポート 0 に 10 ミリ秒（10,000 マイク
ロ秒）のジッタを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface c2/0
Router(config-if)# cable upstream 0 unfrag-slot-jitter limit 10000
Router(config-if)#
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cable util-interval
アップストリームおよびダウンストリーム物理チャネルの負荷と使用率の間隔を設定するには、
グローバル コンフィギュレーション モードで cableutil-interval コマンドを使用します。使用率の
間隔を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable util-interval interval
no cable util-interval interval
___________________
構文の説明

interval

アップストリームおよびダウンストリーム チャ
ネルの使用率の間隔。有効範囲は 1 ～ 86400 秒
です。

___________________
コマンド デフォルト

使用率の間隔は、デフォルトでは設定されていません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCD2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cableutil-interval コマンドは、docsIfCmtsChannelUtilizationInterval および ccwbRFChanUtilInterval
オブジェクトと同じ値を設定します。
interval の単位は秒です。小さな値を設定することは、使用率の計算が頻繁に発生し、PRE とケー
ブル ライン カードの両方でより多くのリソースが消費されるため、推奨されません。
60 ～ 300 秒またはそれ以上の値が推奨されます。
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___________________
例

次に、アップストリームおよびダウンストリーム チャネルの使用率の間隔を設定する例を示しま
す。
Router# configure terminal
Router(config)# cable util-interval 22
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showrunning-config

各ケーブル インターフェイスの実行コンフィ
ギュレーションを表示します。
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cable vc-map
非同期転送モード（ATM）インターフェイス上の特定の相手先固定接続（PVC）にケーブル モデ
ムをマッピングするには、グローバル コンフィギュレーション モードで cablevc-map コマンドを
使用します。このマッピングを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable vc-map mac-address atm-interface vpi/vci [ cust-name ]
no cable vc-map mac-address
no cable vc-map customer cust-name
___________________
構文の説明

mac-address

トラフィックをマッピングするケーブル モデム
のハードウェア（MAC）アドレスを指定しま
す。

atm-interface

このケーブル モデムのマッピング先となる発信
ATM インターフェイスを指定します。

vpi/vci

このケーブルモデムのマッピング先となるATM
インターフェイスの仮想パス識別子（VPI）と
仮想チャネル識別子（VCI）を指定します。

cust-name

（任意）この PVC の顧客を指定します。
cust-name には最大 127 文字の任意の英数字を使
用できます。

customercust-name

（任意）この顧客に属するすべての PVC を削
除します。cust-name には最大 127 文字の任意の
英数字を使用できます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(11)BC3

このコマンドが Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7246VXR
ユニバーサル ブロードバンド ルータに導入されました。
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リリース

変更内容

12.2(15)BC2

customer オプションのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ケーブル モデムのハードウェア（MAC）アドレスに基づいて、ケーブル モデ
ムを ATM インターフェイス上の特定の PVC にマッピングします。

（注）

___________________
例

このコマンドを使用するには、最初に cablel2-vpn-serviceatm-vc コマンドを使用してレイヤ 2
トンネルの使用を有効にする必要があります。次に、cablevc-map コマンドを使用して、特定
の PVC に対する個々のケーブル モデムのマッピングを有効にします。

次に、レイヤ 2 トンネルの使用を有効にし、特定の CM を特定の PVCS にマッピングする例を示
します。
Router# config terminal
Router(config)# cable l2-vpn-service atm-vc
Router(config)# cable vc-map 0007.0e03.69f9 ATM2/0 1/1
Router(config)# cable vc-map 0010.7bed.9c95 ATM2/0 1/2
Router(config)# exit
Router#

次に、上記と同じ設定に加えて、特定の PVC を使用している顧客を識別する顧客名を追加した例
を示します。
Router# config terminal
Router(config)# cable l2-vpn-service atm-vc
Router(config)# cable vc-map 0007.0e03.69f9 ATM2/0 1/1 ENTERPRISE-CO1
Router(config)# cable vc-map 0010.7bed.9c95 ATM2/0 1/2 ENTERPRISE-CO2
Router(config)# exit
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablel2-vpn-serviceatm-vc

ケーブル モデムの背後にある顧客宅内機器
（CPE）トラフィックのレイヤ 2 トンネルの使
用を有効にして、個々の CPE トラフィックを
ATM インターフェイス上の特定の PVC にルー
ティングできるようにします。
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コマンド

説明

debugcablel2-vpn

ATM インターフェイス上の特定の PVC への
ケーブル モデムのレイヤ 2 マッピングに関する
デバッグ メッセージを表示します。

showcablel2-vpnvc-map

ATM インターフェイス上の PVC への 1 つまた
はすべてのケーブル モデムのマッピングを表示
します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1057

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable vrf-steering cable-modem

cable vrf-steering cable-modem
Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスを使用するように設定された最初のサブバン
ドル インターフェイスにケーブル モデムをステアリング（誘導）するには、ケーブル サブイン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで cablevrf-steeringcable-modem コマンドを使用し
ます。この機能を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable vrf-steering cable-modem vrf-name
no cable vrf-steering cable-modem vrf-name
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

（注）

vrf-name

VRF インスタンス名。

このコマンドを有効にするには、最初に -->ipvrfforwarding コマンドを使用してサブバンドルを設
定します。

サブインターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

次に、指定した VRF にケーブル モデムを誘導する例を示します。

CM を最初のサブバンドル インターフェイスにステアリングする前に、CPE を CM インター
フェイスからグローバル インターフェイスにステアリングするための ACL とルートマップを
作成します。Cisco uBR10012 ルータ上に ACL とルートマップを作成するには、それぞれ、
ipaccess-listextendedaccess-listname および route-maproutemapnamepermit コマンドを使用しま
す。ルート マップを CM のサブバンドル インターフェイスに接続するには、
ippolicyroute-maproutemapname コマンドを使用します。
Router(config-if)#cable vrf-steering cable-modem vrfa
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablesource-route

ケーブル モデムのサブインターフェイス コン
フィギュレーション モードで VRF のソース
ルートを設定します。

ipvrf

VRF インスタンスを定義し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

showiparpvrf

ARP テーブル内で特定のケーブル モデムがど
の VRF に含まれているかを表示します。
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cable wideband auto-reset
CMTS のワイドバンド自動リセット モードを有効にするには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで cablewidebandauto-reset コマンドを使用します。ワイドバンド自動リセット モードを
無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable wideband auto-reset
no cable wideband auto-reset
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

ワイドバンド自動リセット モードは無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが uBR10012 ルータに導入されました。

12.3(23)BC

このコマンドが更新されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン CMTS のワイドバンド自動リセット モードを有効にするには、このコマンドを使用します。ワイ
ドバンド自動リセット モードが有効になっている場合、従来型 DOCSIS モデム（DOCSIS 1.x/2.0
モデム）としてケーブル インターフェイスに登録されているワイドバンド ケーブル モデムは、
ケーブル インターフェイスがワイドバンド対応になったときに自動リセットされます。ワイドバ
ンド ケーブル モデムが自動リセットされると、CMTS で従来型 DOCSIS ケーブル モデムとして
の登録が解除され、ただちにワイドバンド ケーブル モデムとしての登録が試行されます。
ケーブル インターフェイスがワイドバンド対応と見なされるのは、1 つ以上の完全に設定された
稼動中のワイドバンド チャネルがインターフェイスの従来型 DOCSIS（ナローバンド）チャネル
に関連付けられている場合です。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1060

ケーブル コマンド：cable u ～ cable w
cable wideband auto-reset

完全に設定されたワイドバンド CMTS では、さまざまな理由（ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのブート順序やライン カードの活性挿抜（OIR）など）でワイドバンド ケーブル モデ
ムが従来型 DOCSIS モデムとして登録される場合があります。ワイドバンド ケーブル モデムの登
録を延期せずに、ワイドバンド ケーブル モデムを従来型 DOCSIS モデムとして登録することが許
可されます。
ワイドバンド対応モデムが従来型 DOCSIS モデムとして登録され、ファイバ ノードが設定されて
いる場合、このモデムは downstreamcable--> コマンドでモデムのファイバ ノードに割り当てられ
ているプライマリ ダウンストリーム チャネルに登録されます。モデムのファイバ ノードが設定
されていない場合、ワイドバンド対応モデムは（従来型ケーブル モデムと同様に）参照可能な任
意のダウンストリーム チャネルに登録できます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.3(21)BC では、ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネ
ルは従来型 DOCSIS ダウンストリーム チャネルです。Cisco IOS リリース 12.3(23)BC 以降で
は、SPA からの RF チャネルまたは Cisco uBR10-MC5X20 のダウンストリーム チャネルがファ
イバ ノードのプライマリ チャネルとして機能します。Cisco IOS リリース 12.3(23)BC 以降で
は、このファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネルが SPA ダウンストリームか
ら割り当てられている場合、downstreamcable コマンドは必要はありません。
ケーブルインターフェイスがワイドバンド対応になると、ワイドバンド自動リセットモードが有
効になっている CMTS ルータで従来型 DOCSIS モデムとして登録されたワイドバンド ケーブル
モデムがリセットされます。これらのモデムは、インターフェイスが最初にワイドバンド対応に
なったときだけリセットされ、その後にワイドバンドケーブルモデムとしての登録に失敗した場
合は再度リセットされません。

___________________
例

次に、ワイドバンド自動リセット モードを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable wideband auto-reset

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablebundle

仮想バンドル インターフェイスに属するように
ケーブル インターフェイスを設定します。

downstreamcable

ファイバ ノードにプライマリ ダウンストリー
ム チャネルを割り当てます。
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• channel-group, 1065 ページ
• channel-id（ケーブル コンフィギュレーション ファイル）, 1068 ページ
• class , 1071 ページ
• clear cable admission control counters, 1073 ページ
• clear cable arp-filter, 1075 ページ
• clear cable bgsync counters, 1078 ページ
• clear cable cmc, 1080 ページ
• clear cable dsg, 1082 ページ
• clear cable flap-list, 1084 ページ
• clear cable hop, 1087 ページ
• clear cable host, 1091 ページ
• clear cable ipc-stats, 1094 ページ
• clear cable load-balance, 1096 ページ
• clear cable load-balance error-statistics, 1098 ページ
• clear cable logging, 1100 ページ
• clear cable modem attribute-masks, 1103 ページ
• clear cable modem cm-status, 1106 ページ
• clear cable modem counters, 1109 ページ
• clear cable modem delete, 1113 ページ
• clear cable modem flap-counters, 1118 ページ
• clear cable modem lock, 1122 ページ
• clear cable modem name, 1126 ページ
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• clear cable modem rcs-counts, 1128 ページ
• clear cable modem reset, 1130 ページ
• clear cable modem rf-adapt, 1136 ページ
• clear cable modem service-type-id, 1139 ページ
• clear cable modem voice, 1142 ページ
• clear cable multicast ses-cache, 1145 ページ
• clear cable multicast statistics counter, 1150 ページ
• clear cable resil-rf-status, 1151 ページ
• clear cable rf-status, 1153 ページ
• clear cable secondary-ip, 1155 ページ
• clear hccp counters, 1158 ページ
• clear hccp linecard, 1160 ページ
• clear packetcable gate counter commit, 1162 ページ
• clear packetcable rks, 1164 ページ
• clear pxf, 1166 ページ
• clear pxf statistics drl all , 1169 ページ
• clear pxf statistics drl cable-wan-ip, 1170 ページ
• clear pxf statistics drl wan-non-ip, 1171 ページ
• clear pxf statistics drl max-rate , 1172 ページ
• clear redundancy, 1174 ページ
• cmc, 1176 ページ
• controller integrated-cable, 1178 ページ
• controller modular-cable, 1181 ページ
• controller upstream-cable , 1184 ページ
• cops ip dscp, 1186 ページ
• cops listeners access-list, 1191 ページ
• cops tcp window-size, 1193 ページ
• cpd, 1195 ページ
• cpd cr-id, 1196 ページ
• cpe max, 1197 ページ
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channel-group

channel-group
EtherChannel グループにインターフェイス（ギガビット イーサネットまたはファスト イーサネッ
ト）を追加し、そのインターフェイスを EtherChannel リンクに関連付けるには、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードで channel-group コマンドを使用します。
EtherChannel グループから EtherChannel インターフェイスを削除するには、このコマンドの no 形
式を使用します。
channel-group n
no channel-group n
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
channel-group n link link-id| mode {active| passive} [ link| link-id]
no channel-group n
___________________
構文の説明

n

このインターフェイスを関連付ける EtherChannel
グループの識別番号。EtherChannel グループを
1 ～ 64 の範囲で識別できます。
各グループには Cisco uBR10012 および Cisco
uBR7200 シリーズ ルータの最大 4 つのインター
フェイスを含めることができ、そのうち 1 つだ
けがマスターになります。
各グループには Cisco cBR シリーズ ルータの最
大 8 つのインターフェイスを含めることがで
き、そのうち 1 つだけがマスターになります。

link link-id

ロード バランシングに使用されるリンク ID を
割り当てます。
• link-id：ロード バランシングのリンク ID。
範囲は 1 ～ 8 です。

mode

インターフェイスの EtherChannel モードを指定
します。

active

リンク アグリゲーション コントロール プロト
コル（LACP）を無条件で有効にします。

passive

LACP デバイスが検出された場合にかぎり、
LACP をイネーブルにします。
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channel-group

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、channel-group コマンドは次のように動作します。
• EtherChannel グループおよびポートは定義されません。
• 設定後の EtherChannel グループおよびポートは無効（off モード）になっており、有効にする
必要があります。
• EtherChannel グループに最初に割り当てられたポートがバンドル マスターになります。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(11)BC3

このコマンドが Cisco uBR7246VXR ルータに導入されました。

12.2(9a)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドの no 形式を使用して、EtherChannel グループ内の関連する EtherChannel ポートを削
除することもできます。詳細については、Cisco.com の「EtherChannel on the Cisco CMTS Routers」
を参照してください。
Cisco cBR シリーズ ルータは、10 ギガビット イーサネット インターフェイスのチャネル グルー
プ設定をサポートします。
___________________
例

次に、指定したポートにチャネル グループ ID が 1 の EtherChannel リンクを作成する例を示しま
す。これが EtherChannel グループ 1 に最初に割り当てられたポートである場合は、その EtherChannel
グループのマスターになります。
Router(config-if)# channel-group etherchannel 1
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channel-group

次に、Cisco cBR-8 ルータの指定したポートにチャネル グループ ID が 3 の EtherChannel リンクを
作成する例を示します。
Router(config)# interface port-channel 3
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface TenGigabitEthernet 5/1/0
Router(config-if)# channel-group 3 mode active

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfaceport-channel

EtherChannel インターフェイスとチャネル ID
を、それらのモードおよび動作ステータスとと
もに表示します。
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channel-id（ケーブル コンフィギュレーション ファイル）

channel-id（ケーブルコンフィギュレーションファイル）
CM コンフィギュレーション ファイルのアップストリーム チャネル ID を指定する DOCSIS コン
フィギュレーション ファイルを作成するには、ケーブル コンフィギュレーション ファイル コン
フィギュレーション モードで channel-id コマンドを使用します。チャネル ID の指定を削除する
には、このコマンドの no 形式を使用します。
channel-id upstreamchan-id
no channel-id
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

upstreamchan-id

アップストリーム チャネル ID を指定します。
有効範囲は、使用しているケーブル インター
フェイス上の実際のアップストリーム ポートの
数に応じて 0 ～ 255 です。

アップストリーム チャネル ID を指定しない場合、CM はダウンストリーム チャネルで受信した
アップストリーム チャネル記述子（UCD）メッセージに指定されているアップストリーム チャネ
ルを使用します。

ケーブル コンフィギュレーション ファイル（config-file）

リリース

変更内容

12.1(2)EC1

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルのアップストリーム チャネル ID 設
定フィールドを設定します。通常、CM は登録プロセスで CMTS によって指定されたアップスト
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リーム チャネル ID を使用しますが、このコマンドはその設定を上書きし、DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルに指定されたアップストリーム チャネルの使用を CM に強制します。その
アップストリームが存在しない場合、または何らかの理由でアップストリームを取得できない場
合、CM はオンラインになることができません。

（注）

___________________
例

Telco リターン ケーブル モデムを使用する場合は、アップストリーム チャネルを 0 にする必
要があります。

次に、コンフィギュレーション ファイルのアップストリーム チャネル ID を 3 に設定する例を示
します。CM がこのアップストリーム チャネルを取得できない場合、その CM はオンラインにな
りません。
Router(config)# cable config-file channeloverride.cm
Router(config-file)# channel-id 3
Router(config-file)# exit

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableconfig-file

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作
成し、コンフィギュレーション ファイル モー
ドを開始します。

access-denied

ネットワークへのアクセスを無効にします。

cpemax

CPE 情報を指定します。

download

コンフィギュレーション ファイルのダウンロー
ド情報を指定します。

frequency

ダウンストリーム周波数を指定します。

option

コンフィギュレーション ファイルのオプション
を提供します。

privacy

ベースライン プライバシー イメージのプライ
バシー オプションを指定します。

service-class

コンフィギュレーション ファイルのサービス
クラス定義を指定します。

snmpmanager

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）の
オプションを指定します。
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コマンド

説明

timestamp

タイムスタンプの生成を有効にします。
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class

class
冗長グループの冗長クラスを設定するには、ラインカードの冗長コンフィギュレーションモード
で class コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
class 1:N
no class
___________________
構文の説明

冗長グループに N+1 冗長クラスを指定します。

1:N

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

ライン カードの冗長コンフィギュレーション（config-red-lc）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE リリース 3.16.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン グループにメンバーが含まれている間は、クラスを変更できません。クラスを変更するには、す
べてのメンバーを削除してください。
___________________
例

次に、Cisco cBR-8 シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータに 1:N 冗長クラスを設定する例
を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# linecard-group 0 internal-switch
Router(config-red-lc)# class 1:N
Class set to 1:N for Redundancy group (0)
Router(config-red-lc)#
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class

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

description

ライン カード グループに説明を追加します。

linecard-groupinternal-switch

ライン カードのライン カード グループを作成
します。

member slot

冗長グループにスロットを追加します。

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

show redundancy linecard

ライン カードまたはライン カード グループに
関する情報を表示します。
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clear cable admission control counters
Cisco CMTS のすべてのリソース カウンタを 0 にリセットするには、特権 EXEC モードで
clearcableadmissioncontrolcounters コマンドを使用します。
clear cable admission control counters
___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 特定のリソースが再設定されたときも、これらのカウンタが 0 に設定されます。カウンタは、
showcableadmission-control コマンドを使用して表示できます。
詳細については、Cisco.com の「Admission Control for the Cisco CMTS」を参照してください。
___________________
例

次に、グローバルとインターフェイスのどちらのコンフィギュレーション モードで設定されたか
に関係なく、設定されたアドミッション制御カウンタを 0 にリセットする例を示します。
Router# clear cable admission control counters

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableadmission-control

Cisco CMTS とサポートする Broadband Processing
Engine（BPE）の CPU およびメモリしきい値を
設定します。
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コマンド

説明

cableadmission-controlevent

Cisco CMTS のアドミッション制御イベントの
タイプを設定して有効にします。

cableadmission-controlds-bandwidth

Cisco CMTS のアドミッション制御のダウンス
トリーム帯域幅しきい値を設定します。

cableadmission-controlus-bandwidth

Cisco CMTS のアドミッション制御のアップス
トリーム帯域幅しきい値を設定します。

debugcableadmission-control

Cisco CMTS の自動アドミッション制御トラブ
ルシューティング プロセスを有効にします。

showcableadmission-control

Cisco CMTS または指定したインターフェイス
の現在のアドミッション制御の設定とステータ
スを表示します。
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clear cable arp-filter
showcablearp-filter コマンドによって表示される Address Resolution Protocol（ARP）フィルタの統
計情報をリセットするには、特権 EXEC モードで clearcablearp-filter コマンドを使用します。
clear cable arp-filter {bundle number cable slot/port| slot/subslot/port}
___________________
構文の説明

bundlenumber

指定した仮想バンドル インターフェイスの ARP
フィルタの統計情報をリセットします。ここ
で、number は 1 ～ 255 の値です。

cableslot/port

（Cisco uBR7100 および Cisco uBR7200 シリー
ズ ルータ）指定したケーブル インターフェイ
スとダウンストリーム ポートの CM の削除を指
定します。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。
これらの引数の有効値は、CMTS ルータとケー
ブル インターフェイス ライン カードによって
異なります。サポートされるスロットとポート
番号については、ルータ シャーシおよびケーブ
ルインターフェイスラインカードのハードウェ
ア ドキュメントを参照してください。
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clear cable arp-filter

（Cisco uBR10012 ルータ）指定したケーブル イ
ンターフェイスの CM の削除を指定します。こ
こで、

cableslot/subslot/port

• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。
（Cisco cBR シリーズ ルータ）指定したケーブ
ル インターフェイスの CM の削除を指定しま
す。ここで、

cableslot/subslot/port

• slot：カードのスロット番号。Cisco cBR-8
ルータでは、有効なスロットは 0 ～ 3 およ
び 6 ～ 9 です。
• subslot：カードのサブスロット番号。Cisco
cBR-8 ルータでは、有効な値は 0 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号。Cisco
cBR-8 ルータでは、有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(17a)BC

このコマンドが導入されました。
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リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン showcablearp-filter コマンドを使用して表示される ARP フィルタ統計情報をクリアするには、
clearcablearp-filter コマンドを使用します。
___________________
例

次に、仮想バンドル インターフェイス番号 10 のケーブル ARP フィルタ統計情報、そのバンドル
の ARP フィルタ統計情報のクリア、およびクリアされた後の統計情報を示します。
Router# show cable arp-filter bundle 10
ARP Filter statistics for Bundle10:
Replies Rcvd: 3069 total. 3062 unfiltered, 7 filtered
Requests Forwarded: 1175 total. 1175 unfiltered, 0 filtered
Requests Sent For IP: 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Router# clear cable arp-filter bundle 10
Router# show cable arp-filter bundle 10
ARP Filter statistics for Bundle10:
Replies Rcvd: 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Requests Forwarded: 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Requests Sent For IP: 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablearpfilter

ケーブル インターフェイスの各 SID で許可され
る ARP パケットの数を制御します。

cleararp-cache

ARP キャッシュから動的に作成されたエントリ
を更新します。

showcablearp-filter

送受信された ARP の応答と要求の合計数を表
示します。これには、フィルタリングされた要
求の数も含まれます。
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clear cable bgsync counters
Cisco CMTS のバックグラウンド同期情報をクリアするには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで clearcablebgsynccounters コマンドを使用します。
clear cable bgsync counters
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS のバックグラウンド同期に関する統計情報をクリアするには、clearcablebgsynccounters
コマンドを使用します。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータのバックグラウンド同期カウンタをクリアする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# clear cable bgsync counters
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablebgsync

Cisco CMTS のバックグラウンド同期のデータ
間隔を設定します。

cablebgsyncactive

Cisco CMTS のバックグラウンド同期プロセス
をアクティブにします。

showcablebgsync

バックグラウンド同期プロセスに関する情報を
表示します。
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clear cable cmc
Cisco CMC の情報をクリアするには、特権 EXEC モードで clear cable cmc コマンドを使用しま
す。
clear cable cmc {all | mac-address}
___________________
構文の説明

all

すべての Cisco CMC に関する情報をクリアする必要があることを指定し
ます。

mac-address

情報をクリアする必要がある Cisco CMC の MAC アドレス。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)CX

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン clear cable cmc は、Cisco CMC をクリアします。このコマンドを使用すると、Cisco CMTS は現在
のデータベースから Cisco CMC の実行中のデータをすべてクリアし、Generic Control Protocol
（GCP）の接続を切断します。この結果、Cisco CMC はリブートします。
___________________
例

次に、すべての Cisco CMC の情報をクリアする例を示します。
Router# clear cable cmc all

次に、MAC アドレスが 0010.2024.7035 の Cisco CMC に関する情報をクリアする例を示します。
Router# clear cable cmc 0010.2024.7035
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable cmc

Cisco CMC のダウンストリーム RF 電力および
FRx を設定します。

show cable cmc

Cisco CMC の情報を表示します。
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clear cable dsg
DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）トンネルに関連するカウンタをリセットするには、
特権 EXEC モードで clearcabledsg コマンドを使用します。
clear cable dsg
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドは Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7246VXR
ルータに導入されました。

12.3(13a)BC

このコマンドは廃止されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン nocabledsg コマンドを使用すると DSG 操作が無効になりますが、DSG 操作を再開する場合に備
えて値を保持できるように、DSG 関連のカウンタ（「mapping entry is used」）はクリアされませ
ん。しかし、これらのカウンタを 0 にリセットする必要がある場合は、clearcabledsg コマンドを
使用します。

（注）

___________________
例

このコマンドは、ルータ上のすべての DSG トンネルおよびインターフェイスの「mapping entry
is used」カウンタをリセットします。

次に、ルータ上のすべてのケーブル インターフェイスの DSG カウンタをクリアする例と、クリ
ア後のカウンタを表示する showcabledsg--> コマンドの例を示します。
Router# show cable dsg stats
DSG statistics information
DSG keepalive is set
Vendor: DDD, Tunnel count: 1
Vendor: BBB, Tunnel count: 2
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Vendor name is DDD, tunnel MAC is 0001.0002.0003
Group address is 226.2.2.2, source address is *
Interface is Cable5/1,
mapping entry is used 2
Received 5968 packets, forwarded 5289 packets
Dropped 679 packets, last second rate 16878 bits/sec
Router# clear cable dsg
Router# show cable dsg stats
DSG statistics information
Vendor: DDD, Tunnel count: 1
Vendor: BBB, Tunnel count: 2
Vendor name is DDD, tunnel MAC is 0001.0002.0003
Group address is 226.2.2.2, source address is *
Interface is Cable5/1,
mapping entry is used 0
Received 5968 packets, forwarded 5289 packets
Dropped 679 packets, last second rate 16878 bits/sec

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledsg

ケーブル インターフェイスの DOCSIS セット
トップ ゲートウェイ（DSG）を有効にし、その
トンネル マッピング パラメータを設定します。

cabledsgkeepalive

ケーブル インターフェイスの DOCSIS セット
トップ ゲートウェイ（DSG）トンネル経由の
キープアライブ メッセージを有効にします。

debugcabledsg

DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）機
能の動作に関するデバッグ メッセージの表示を
有効にします。

showcabledsg

現在の DOCSIS セットトップ ゲートウェイ
（DSG）トンネリング パラメータを表示しま
す。
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clear cable flap-list
Cisco CMTS ルータに接続された特定の CM またはすべての CM のフラップリスト テーブルをリ
セットするには、特権 EXEC モードで clearcableflap-list コマンドを使用します。
clear cable flap-list {mac-addr| all} [save-counters]
___________________
構文の説明

mac-addr

フラップリスト テーブルから削除する各 CM の
48 ビット MAC アドレス（ハードウェア アドレ
ス）を指定します。

all

フラップリスト テーブルからすべての CM を削
除します。

save-counters

（任意）showcableflap-list コマンドおよび
CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB にアクセスす
るための SNMP 要求を使用して表示されるフ
ラップリスト カウンタを保持します。

___________________
コマンド デフォルト

フラップリスト カウンタをクリアします。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

11.3(7)NA

save-counters オプションが Cisco uBR7200 シリーズ ルータでサポー
トされました。

12.1(5)EC1

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

このコマンド（save-counters オプションを除く）のサポートが Cisco
uBR10012 ルータに追加されました。

12.2(15)BC2

save-counters オプションが Cisco uBR10012 ルータでサポートされま
した。
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リリース

変更内容

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cableflap-listaging グローバル コンフィギュレーション コマンドで指定された日数（1 ～ 60）が経
過すると、フラップリスト テーブルからケーブル モデムが削除されます。他の CM のフラッピン
グ アクティビティを保持しながら、フラップリストから個々の CM を削除する場合や、フラップ
リスト テーブル全体をクリアする場合は、clearcableflap-list コマンドを使用します。
___________________
例

次に、フラップリスト テーブルからすべての CM を削除する例を示します。
Router# clear cable flap-list all

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableflap-listaging

フラップ リスト テーブルの CM をテーブルか
らエージング アウトするまでに保持する日数を
指定します。

cableflap-listinsertion-time

CM がフラップ リストに配置されるかどうかを
決定する挿入時間間隔を設定します。

cableflap-listmiss-threshold

フラップ リスト イベントを記録するミスしき
い値を指定します。

cableflap-listpower-adjustthreshold

CM のフラップ リスト イベントを記録する電力
調整のしきい値を指定します。

cableflap-listsize

フラップ リスト テーブルに表示できる CM の
最大数を指定します。

clearcablemodemcounters

フラップリスト カウンタを含む CM のカウンタ
を 0 に設定します。

clearcablemodemreset

ステーション メンテナンス リストから CM を
削除してリセットします。
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Command

Description

debugcableflap

ケーブル インターフェイスで維持される CM フ
ラップ リストの操作に関する情報を表示しま
す。

pingdocsis

CM に DOCSIS ping を送信し、必要に応じてフ
ラップ リスト カウンタをインクリメントしま
す。

showcableflap-list

フラップ リストの現在の内容を表示します。
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clear cable hop
Cisco CMTS の 1 つまたはすべてのケーブル インターフェイスに関する前方誤り訂正（FEC）ホッ
プ カウンタをクリアするには、特権 EXEC モードで clearcablehop コマンドを使用します。
clear cable hop [cable {slot/port| slot/subslot/port} [upstream uport]]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
clear cable hop [upstream-cable {slot/card/port} [us-channel {physical us-channel number}]]
___________________
構文の説明

cableslot/port

（任意：Cisco uBR7100 および Cisco uBR7200
シリーズ ルータ）指定したケーブル インター
フェイスおよびダウンストリーム ポートの CM
の削除を指定します。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。
これらの引数の有効値は、CMTS ルータとケー
ブル インターフェイス ライン カードによって
異なります。サポートされるスロットとポート
番号については、ルータ シャーシおよびケーブ
ルインターフェイスラインカードのハードウェ
ア ドキュメントを参照してください。
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（任意：Cisco uBR10012 ルータ）指定したケー
ブル インターフェイスの CM の削除を指定しま
す。ここで、

cableslot/subslot/port

• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。
upstreamuport

（任意）特定のケーブル インターフェイス上の
特定のアップストリーム ポートに関するホップ
カウンタをクリアします。uport の有効値は、
ケーブル インターフェイス ライン カードの最
初のアップストリーム ポートを表す 0 から始ま
ります。

upstream-cable slot/card/port

（任意）特定のアップストリーム ケーブル コ
ントローラに関するホップ カウンタをクリアし
ます。有効値は、ケーブル インターフェイス
ライン カード上の最初のアップストリーム ポー
トに対応する 0 から始まります。

us-channel physical us-channel number

（任意）アップストリーム チャネルの情報をク
リアします。有効な値の範囲は 0 ～ 11 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1088

ケーブル コマンド：ca ～ cr
clear cable hop

リリース

変更内容

12.3(BC)

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。
• upstream-cable キーワードが追加されました。
• us-channel キーワードが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン clearcablehop コマンドは、showcablehop--> コマンドで表示される修正可能および修正不可能な前
方誤り訂正（FEC）カウンタをクリアします。Cisco CMTS のすべてのインターフェイス、特定の
インターフェイス（1 つのダウンストリームとそれに関連するアップストリーム）、またはケー
ブル インターフェイス上の特定のアップストリームに関するカウンタをクリアできます。
___________________
例

次に、Cisco CMTS のすべてのケーブル インターフェイスに関する周波数ホップ カウンタをクリ
アする例と、クリアされたカウンタを表示する showcablehop コマンドの出力例を示します。
Router# show cable hop
Upstream
Port

Port
Status

Poll
Rate
(ms)
Cable3/0/U0
15.008 Mhz 1000
Cable3/0/U1
admindown 1000
Cable3/0/U2
admindown 1000
Cable3/0/U3
admindown 1000
Router# clear cable hop

Missed Min
Missed Hop
Hop
Poll
Poll
Poll
Thres Period
Count Sample Pcnt
Pcnt (sec)
* * *set to fixed frequency * * *
* * *
frequency not set
* * *
* * *
frequency not set
* * *
* * *
frequency not set
* * *

Corr
FEC
Errors
2238
0
0
0

Uncorr
FEC
Errors
133
0
0
0

Missed Min
Missed Hop
Hop
Poll
Poll
Poll
Thres Period
Count Sample Pcnt
Pcnt (sec)
* * *set to fixed frequency * * *
* * *
frequency not set
* * *
* * *
frequency not set
* * *
* * *
frequency not set
* * *

Corr
FEC
Errors
0
0
0
0

Uncorr
FEC
Errors
0
0
0
0

Router# show cable hop
Upstream
Port
Cable3/0/U0
Cable3/0/U1
Cable3/0/U2
Cable3/0/U3
Router#

Port
Status

Poll
Rate
(ms)
15.008 Mhz 1000
admindown 1000
admindown 1000
admindown 1000

次に、Cisco CMTS の特定のケーブル インターフェイスに関する周波数ホップ カウンタをクリア
する例を示します。
Router# clear cable hop c5/0
Router#

次に、Cisco CMTS の特定のアップストリームに関する周波数ホップ カウンタをクリアする例を
示します。
Router# clear cable hop c5/1/0 upstream 2
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Router#

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータの特定のアップストリームに関す
る周波数ホップ カウンタをクリアする例を示します。
Router# clear cable hop upstream-cable 3/0/3 us-channel 2
Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

showcablehop

Cisco CMTS のケーブル ホップの統計情報を表
示します。

showcablemodem

CM 構成設定を表示します。
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clear cable host
ルータの内部アドレス テーブルからホストをクリアするには、特権 EXEC モードで clearcablehost
コマンドを使用します。
clear cable host {ip-address| mac-address| name fqdn}
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
clear cable host {ip-address| mac-address| vrf {VPN Routing/Forwarding instance nameip-address}}
___________________
構文の説明

ip-address

クリアするデバイスの IPv4 または IPv6 アドレ
ス。

mac-address

クリアするデバイスの MAC アドレス。

namefqdn

表示するケーブル デバイスの完全修飾ドメイン
名（FQDN）を指定します。このオプションは、
CMTS ルータのケーブル DNS キャッシュを更
新するために showcablemodemdomain-name コ
マンドを初めて実行した場合にのみ使用できま
す。

vrf

VPN ルーティング/転送インスタンスを指定し
ます。

VPN Routing/Forwarding instance name

VPN ルーティング/転送インスタンス名。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ユニバーサル ブロードバンド
ルータに導入されました。

12.1(5)EC1

Cisco uBR7100 シリーズ ユニバーサル ブロードバンド ルータのサポート
が追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのサポートが追加さ
れました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が
変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するための
サポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オプ
ションが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。vrf キーワードが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ルータの内部アドレス テーブルからホストの IP アドレス、MAC アドレス、ま
たはドメイン名を削除します。これは、新しいホストが前のホストの CM からオンラインになる
ことを許可する場合などに必要です。

（注）

クリアされたホストがこの CM を介して通信し続ける場合、そのホストは Cisco CMTS の内部
アドレス テーブルに再度追加され、showinterfacecableinterfacemodem コマンドでは「スタ
ティック」アドレスを持つホストとして表示されます。ホストのそれ以上のアクセスをブロッ
クするには、cablesource-verifydhcp コマンドを使用して、ホストが承認された DHCP サーバ
から IP アドレスを取得しないかぎりネットワークにアクセスできないようにします。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンド
（cBR ルータでは未サポート）を実行する必要があります。

___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータの内部アドレス テーブルからホストの MAC アドレスを削除する例を示
します。
Router# clear cable host 0050.7366.17ab
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次に、Cisco CMTS ルータの内部アドレス テーブルからホストのドメイン名を削除する例を示し
ます。
Router# clear cable host cisco

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータの VPN ルーティング/転送インス
タンスを削除する例を示します。
Router# clear cable host vrf cisco 3046:1829:fefb::ddd1

___________________
関連コマンド

Command

Description

cabledevice

CM デバイスまたはホストのアクセス リストを
設定します。

cablehostaccess-group

指定されたホストのアクセス リストを設定しま
す。

showcabledeviceaccess-group

ネットワーク上の CM および CM の背後にある
ホストを表示します。

showcablehostaccess-group

ネットワーク上の CM の背後にあるホストだけ
を表示します。
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clear cable ipc-stats
アクティブ データベースをクリアし、アクティブ データベース内のすべての IPC 統計情報を 0 に
リセットするには、特権 EXEC モードで -->clearcableipc-stats コマンドを使用します。
clear cable ipc-stats
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン clearcableipc-stats コマンドを使用する前に、cableipc-stats コマンドを使用してケーブル IPC 統計
情報収集ツールを有効にする必要があります。
___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータで clearcableipc-stats コマンドを使用してアクティブ データベースをク
リアする例を示します。
Router# clear cable ipc-stats
cr10k ipc stats is cleared at 03:38:54 PDT Fri Oct 9 2009
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableipc-stats

Cisco CMTS ルータのケーブル IPC 統計情報収
集ツールを有効にします。
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コマンド

説明

showcableipc-stats

Cisco CMTS ルータのすべての IPC メッセージ
の統計情報を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1095

ケーブル コマンド：ca ～ cr
clear cable load-balance

clear cable load-balance
ロードバランシング処理の追跡に使用するカウンタまたはステートマシンをクリアするには、特
権 EXEC モードで clearcableload-balance コマンドを使用します。
clear cable load-balance {counters| state}
___________________
構文の説明

counters

すべてのロード バランシング統計情報カウンタ
をクリアします。

state

ロード バランシング ステート マシンのすべて
の状態情報をクリアします。このコマンドは、
さらにすべてのケーブル インターフェイスとそ
のアップストリーム チャネルを、shutdown イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用して明示的にシャットダウンされな
いかぎり、「アップ」状態にします。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ルータに
導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。
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___________________
例

次に、ロードバランシング処理を追跡するすべてのカウンタを 0 にリセットしてクリアする例を
示します。
Router# clear cable load-balance counters

次に、ロード バランシング処理に使用されるステート マシンをクリアする例を示します。
Router# clear cable load-balance state

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balanceexclude

1 つ以上のロード バランシング処理のタイプか
ら、特定のケーブル モデム、または特定のベン
ダーのすべてのケーブル モデムを除外します。

cableload-balancegroup(globalconfiguration)

ロード バランシング グループを作成して設定
します。

cableload-balancegroup(interfaceconfiguration)

ダウンストリームをロード バランス グループ
に割り当てます。

cableload-balancegroupinterval

ロード バランシング ポリシーの更新頻度を設
定します。

cableload-balancegrouppolicyugs

Cisco CMTS が、アクティブな Unsolicited Grant
Service（UGS）サービス フローが割り当てられ
ているケーブル モデムのロード バランス方法
を設定します。

cableload-balancegroupthreshold

ロード バランシング グループがロード バラン
シング処理で使用するしきい値を設定します。

cableupstreamload-balancegroup

ロード バランシング グループにアップストリー
ムを割り当てます。

showcableload-balance

ロードバランシング処理に関するリアルタイム
の統計および動作情報を表示します。
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clear cable load-balance error-statistics
エラー統計情報のすべての障害カウンタをクリアするには、特権 EXEC モードで clear
cableload-balance error-statistics コマンドを使用します。
clear cable load-balance error-statistics
no clear cable load-balance error-statistics
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

次に、エラー統計情報のすべての障害カウンタをクリアする例を示します。
Router# clear cable load-balance error-statistics

___________________
関連コマンド

Command

Description

showcableload-balance

ルータのロードバランシング処理に関するリア
ルタイムの設定、統計、および動作情報を表示
します。

showcableload-balance docsis-group

ルータの DOCSIS グループ処理に関するリアル
タイムの設定、統計、および動作情報を表示し
ます。
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Command

Description

cableload-balance docsis30-dynamic-enable

Cisco CMTS で DOCSIS 3.0 動的ロード バランシ
ングを有効にします。

showcableload-balance statisticserror

DOCSIS 3.0 および DOCSIS 2.0 ロード バランシ
ングの障害情報を表示します。
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clear cable logging
ケーブル インターフェイスの不正な IP 送信元アドレスに関するすべてのエラー メッセージをエ
ラー ログ バッファから削除するか、またはダウンストリーム インデックス バッファをクリアす
るには、特権 EXEC モードで clearcablelogging コマンドを使用します。
clear cable logging {badipsource| downstream-index}
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
clear cable logging{badipsource| downstream-index| layer2events| overlapip}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

badipsource

BADIPSOURCE メッセージのログ バッファを
クリアします。

downstream-index

ダウンストリーム インデックス メッセージの
ログ バッファをクリアします。

layer2events

レイヤ 2 イベント メッセージをクリアします。

overlapip

重複 IP メッセージをクリアします。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.1(13)EC

このコマンドが、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリー
ズ ユニバーサル ブロードバンド ルータに導入されました。

12.2(11)CY

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのサポートが追加
されました。

12.2(11)BC2

Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シリーズ、および Cisco
uBR10012 ルータのサポートがリリース 12.2 BC トレインに追加されま
した。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(33)SCG

downstream-index キーワードが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cableloggingbadipsource コマンドは、Cisco CMTS が不正な IP アドレスを使用する CM または CPE
デバイスを検出したときに生成する BADIPSOURCE エラー メッセージを含む循環バッファを作成
します。バッファがいっぱいになると、新しいメッセージの領域を確保するために、最も古いメッ
セージが削除されます。
現在のバッファのエラー メッセージをすべて確認したら、clearcablelogging コマンドを使用して
バッファをクリアし、新しいメッセージの領域を確保します。
___________________
例

次に、不正な IP 送信元アドレスのエラー メッセージを含むログ バッファをクリアする例を示し
ます。
Router# show cable logging summary
Cable logging: BADIPSOURCE Enabled
Total buffer size (bytes): 1000000
Used buffer size (bytes) : 36968
Logged messages
: 231
Router# clear cable logging badipsource
Router# show cable logging summary
Cable logging: BADIPSOURCE Enabled
Total buffer size (bytes): 1000000
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Router#

次に、ダウンストリーム インデックス メッセージを含むログ バッファをクリアする例を示しま
す。
Router# show cable logging downstream-index
Cable logging: Enabled
Total buffer size (bytes): 1000000
Used buffer size (bytes) : 36968
Logged messages
: 231
Router# clear cable logging downstream-index
Router# show cable logging downstream-index
Cable logging: Enabled
Total buffer size (bytes): 1000000
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Router#
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___________________
関連コマンド

cableloggingbadipsource

ケーブル インターフェイスの不正な IP 発信元
アドレスに関するすべてのエラー メッセージ
を、エラー ログ バッファから削除します。

cable logging layer2events

レイヤ 2 メッセージをログに記録します。

cable logging overlapip

重複 IP メッセージをログに記録します。

cableloggingdownstream-index

ダウンストリーム インデックスに関するバッ
ファ メッセージをログに記録します。

cablesource-verify

アップストリームの CM および CPE デバイス
の IP アドレスの検証を有効にします。

showcablelogging

ケーブル インターフェイスのエラーおよびバッ
ファ メッセージのログを表示します。
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clear cable modem attribute-masks
ケーブル モデム属性マスクをクリアするには、特権 EXEC モードで clearcablemodemattribute-masks
コマンドを使用します。
clear cable modem {mac-addr| ip-addr| cable slot/port {all| oui string| reject}} attribute-masks
clear cable modem {mac-addr| ip-addr| cable slot/subslot/port {all| oui string| reject}} attribute-masks
clear cable modem {mac-addr| ip-addr| cable slot/subslot/cable-interface-index {all| oui string| reject}}
attribute-masks
___________________
構文の説明

mac-addr

CM の MAC アドレスを指定します。

ip-addr

CM の IP アドレスを指定します。

cable-->slot/port

（任意：Cisco uBR7100 および Cisco uBR7200
シリーズ ルータ）指定したケーブル インター
フェイスおよびダウンストリーム ポートの CM
の削除を指定します。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。
これらの引数の有効値は、CMTS ルータとケー
ブル インターフェイス ライン カードによって
異なります。サポートされるスロットとポート
番号については、ルータ シャーシおよびケーブ
ルインターフェイスラインカードのハードウェ
ア ドキュメントを参照してください。
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cableslot/subslot/port

（任意：Cisco uBR10012 ルータ）指定したケー
ブル インターフェイスの CM の削除を指定しま
す。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。

cableslot/subslot/cable-interface-index

（任意：Cisco cBR シリーズ コンバージド ブ
ロードバンド ルータ）指定したケーブル イン
ターフェイスの CM の削除を指定します。ここ
で、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効範囲は 0 ～ 3 および 6 ～ 9 で
す。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 です。
プラットフォームとケーブルインターフェ
イス ライン カードに応じて、サブスロッ
ト 0 ～ 1 を追加できます。
• cable-interface-index：ケーブル ライン カー
ドの MAC ドメインを指定します。有効範
囲は、ケーブル インターフェイス ライン
カードに応じて 0 ～ 15 です。

all

すべての CM のフラッピング カウンタをリセッ
トします。

ouistring

指定した組織固有識別子（OUI）に一致するす
べての CM のフラッピング カウンタをリセット
します。string パラメータには、3 バイトの 16
進数文字列（00.00.0C など）を指定できます。
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reject

現在いずれかの拒否状態になっているすべての
CM のフラッピング カウンタをリセットしま
す。

attribute-masks

属性マスクのビットマップを 16 進数形式で指
定します。
例：0-FFFFFFFF

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ケーブル モデム属性マスクをクリアします。
___________________
例

次に、CM のケーブル モデム属性マスクをクリアする例を示します。
Router# clear cable modem all attribute-masks
Router# clear cable modem oui SA attribute-masks
Router# clear cable modem c5/0/0 offline attribute-masks

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreamattribute-mask

このコマンドは、アップストリーム属性マスク
を 16 進数形式で指定します。
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clear cable modem cm-status
ケーブル モデムのステータス イベントを 0 にリセットするには、特権 EXEC モードで
clearcablemodemcm-status コマンドを使用します。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ
clear cable modem [ip address| mac address| cable slot/port] cm-status
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ
clear cable modem [ip address| mac address| cable slot/subslot/cable-interface-index] cm-status
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
clear cable modem [ip address| mac address| cable slot/subslot/ cable-interface-index] cm-status
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）CM の IP アドレス。

mac-address

（任意）CM の MAC アドレス。

cableslot/ subslot/ cable-interface-index

（任意）Cisco uBR10012 ルータのケーブル イン
ターフェイス。有効な値は次のとおりです。
• slot = 5 ～ 8
• subslot = 0 または 1
• cable-interface-index
◦ Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC5X20 ライン カードの有効範
囲は 0 ～ 4 です。Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 14 です。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの有効な値は次のとおりです。
• slot = 0 ～ 3 および 6 ～ 9
• subslot = 0
• cable-interface-index = 0 ～ 15
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（任意）Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータで、指定したケーブル イ
ンターフェイスおよびダウンストリーム ポート
のすべての CM に関する情報を表示します。こ
こで、

cableslot/port

• slot：ライン カードが設置されているス
ロット。
Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3 ～ 6
です。
Cisco uBR7225VXR ルータ：有効範囲は 1 ～ 2
です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。
指定した CM の CM ステータス イベントを 0 に
リセットします。

cm-status

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCC

このコマンドが、特定の CM または CM のグループに関するすべて
のイベント コード タイプの基本的な受信統計情報をクリアするよう
に変更されました。

12.2(33)SCD

このコマンドが変更されました。Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearcableflap-list

特定の CM またはすべての CM のフラップリス
ト テーブルをリセットします。

clearcablemodemdelete

CMTS ルータの内部のアドレス テーブルおよび
ルーティング テーブルから 1 つ以上の CM を削
除し、DOCSIS ステーション メンテナンス メッ
セージを停止します。

clearcablemodemlock

1 つ以上の CM のロックをリセットします。

clearcablemodemname

ドメイン名で指定した CM を削除またはリセッ
トします。

clearcablemodemreset

ステーション メンテナンス リストから 1 つ以
上の CM を削除し、それらをリセットします。
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clear cable modem counters
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 では、clearcablemodemcounters コマンドは clearcounters コマ
ンドに置き換えられています。詳細については、Cisco IOS ソフトウェア コマンド リファレン
スの clearcounters コマンドを参照してください。
ケーブル モデム（CM）のフラップリスト カウンタを 0 にリセットするには、特権 EXEC モード
で clearcablemodemcounters コマンドを使用します。
clear cable modem {mac-addr| ip-addr| [cable{slot/port| slot/subslot/pot}]{all| oui string| reject}} counters

___________________
構文の説明

mac-addr

各 CM の 48 ビット ハードウェア アドレス
（MAC アドレス）を指定します。

ip-addr

各 CM の IP アドレスを指定します。

cableslot/port

（任意：Cisco uBR7100 および Cisco uBR7200
シリーズ ルータ）指定したケーブル インター
フェイスおよびダウンストリーム ポートの CM
の削除を指定します。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。
これらの引数の有効値は、CMTS ルータとケー
ブル インターフェイス ライン カードによって
異なります。サポートされるスロットとポート
番号については、ルータ シャーシおよびケーブ
ルインターフェイスラインカードのハードウェ
ア ドキュメントを参照してください。
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（任意：Cisco uBR10012 ルータ）指定したケー
ブル インターフェイスの CM の削除を指定しま
す。ここで、

cableslot/subslot/port

• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。
all

すべての CM のフラッピング カウンタをリセッ
トします。

ouistring

指定した組織固有識別子（OUI）に一致するす
べての CM のフラッピング カウンタをリセット
します。string パラメータには、3 バイトの 16
進数文字列（00.00.0C など）または
cablemodemvendor コマンドで定義されたベン
ダー名を指定できます。

reject

現在いずれかの拒否状態になっているすべての
CM のフラッピング カウンタをリセットします
（これらの状態の説明については、
showcablemodem コマンドを参照してくださ
い）。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。
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___________________
例

リリース

変更内容

12.2(11)BC2

oui および reject オプションのサポートが追加されました。

12.2(11)BC3

特定のケーブル インターフェイスのカウンタをクリアするための
サポートが追加されました。

12.2(15)BC1

このコマンドは clearcounters コマンドに置き換えられました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

次に、IP アドレス 172.16.23.45 にある CM のカウンタをクリアする例を示します。
Router# clear cable modem 172.16.23.45 counters

次に、cablemodemvendor コマンドを使用して「Cisco」というベンダー名で定義された OUI を持
つすべての CM のカウンタをクリアする例を示します。
Router# clear cable modem oui Cisco counters

次に、現在いずれかの拒否状態になっているすべての CM のカウンタをクリアする例を示します。
Router# clear cable modem reject counters

（注）

___________________
関連コマンド

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以降を実行している場合は、clearcablemodemflap-counters コ
マンドを使用して CM フラップリスト カウンタをクリアします。

Command

Description

clearcableflap-list

特定の CM またはすべての CM のフラップリス
ト テーブルをリセットします。

clearcablemodemdelete

CMTS ルータの内部のアドレス テーブルおよび
ルーティング テーブルから 1 つ以上の CM を削
除し、DOCSIS ステーション メンテナンス メッ
セージを停止します。

clearcablemodemflap-counters

CM フラップリスト カウンタを 0 にリセットし
ます。

clearcablemodemlock

1 つ以上の CM のロックをリセットします。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1111

ケーブル コマンド：ca ～ cr
clear cable modem counters

Command

Description

clearcablemodemreset

ステーション メンテナンス リストから 1 つ以
上の CM を削除し、それらをリセットします。

clearcounters

インターフェイス カウンタおよび
showcablemodemcounters コマンドに関連付け
られたカウンタをリセットします。
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clear cable modem delete
CMTS ルータの内部のアドレス テーブルおよびルーティング テーブルから 1 つ以上のケーブル
モデム（CM）を削除し、DOCSIS ステーション メンテナンス メッセージを停止するには、特権
EXEC モードで clearcablemodemdelete コマンドを使用します。
clear cable modem {ip-addr| mac-addr} delete
clear cable modem [cable {slot/port| slot/subslot/port}] {all| non-bonding-capable [legacy-ranging] |
offline| oui string| reject| wideband [registered-traditional-docsis] } delete
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
clear cable modem {ip-addr| cable | {slot/subslot/cable interface index}| mac-addr| all | cm-status|
non-bonding-capable| {delete | legacy-ranging | reset }| reject| {attribute-masks| cm-status| delete|
flap-counters| rcs-counts| reset| rf-adapt| service-type-id| voice}| offline | {attribute-masks| cm-status|
delete| flap-counters| rcs-counts| rf-adapt| service-type-id| voice}| online | {attribute-masks| cm-status|
delete| flap-counters| rcs-counts| rf-adapt| service-type-id| voice}| oui| {string}| rcs-counts
[Integrated-Cable] | wideband| {delete| registered-traditional-docsis| reset}}
___________________
構文の説明

ip-addr

IPv4 または IPv6 アドレスで各 CM の削除を指
定します。

mac-addr

48 ビット ハードウェア アドレス（MAC アドレ
ス）で各 CM の削除を指定します。

cableslot/ port

（任意：Cisco uBR7100 および Cisco uBR7200
シリーズ ルータ）指定したケーブル インター
フェイスおよびダウンストリーム ポートの CM
の削除を指定します。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。
これらの引数の有効値は、CMTS ルータとケー
ブル インターフェイス ライン カードによって
異なります。サポートされるスロットとポート
番号については、ルータ シャーシおよびケーブ
ルインターフェイスラインカードのハードウェ
ア ドキュメントを参照してください。
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cableslot/ cable interface index

（任意：Cisco cBR シリーズ コンバージド ブ
ロードバンド ルータ）指定したケーブル イン
ターフェイスの CM の削除を指定します。ここ
で、
• slot：
ケーブル インターフェイス ライン カード
のシャーシ スロット番号を指定します。
有効範囲は 0 ～ 3 および 6 ～ 9 です。
• port：ケーブル インターフェイス ライン
カードのセカンダリ スロット番号を指定
します。有効なサブスロットは 0 です。
• cable-interface-index：ケーブル ライン カー
ドの MAC ドメインを指定します。有効範
囲は、ケーブル インターフェイス ライン
カードに応じて 0 ～ 15 です。

cableslot/subslot/port

（任意：Cisco uBR10012 ルータ）指定したケー
ブル インターフェイスの CM の削除を指定しま
す。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。

all

すべての CM、または指定したケーブル イン
ターフェイスに関連付けられたすべての CM の
削除を指定します。

non-bonding-capable

ダウンストリーム チャネル ボンディングに対
応しないすべてのナローバンド CM、または指
定したインターフェイスに関連付けられたすべ
ての同様の CM の削除を指定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1114

ケーブル コマンド：ca ～ cr
clear cable modem delete

___________________
コマンド デフォルト
___________________
コマンド モード

legacy-ranging

（任意）レガシー初期範囲設定でアクセスされ
るナローバンド CM、または指定したインター
フェイスに関連付けられたすべての同様の CM
の削除を指定します。

offline

すべてのオフライン CM、または指定したイン
ターフェイスに関連付けられたすべての同様の
CM の削除を指定します。

offline

すべてのオンライン CM、または指定したイン
ターフェイスに関連付けられたすべての同様の
CM の削除を指定します。

ouistring

指定した組織固有識別子（OUI）に一致するす
べての CM、または指定したインターフェイス
に関連付けられたすべての同様の CM の削除を
指定します。string パラメータには、3 バイトの
16 進数文字列（00.00.0C など）または
cablemodemvendor コマンドで定義されたベン
ダー名を指定できます。

reject

現在いずれかの拒否状態になっているすべての
CM、または指定したインターフェイスに関連
付けられたすべての同様の CM の削除を指定し
ます。（これらの状態の説明については、
showcablemodem コマンドを参照してくださ
い）。

rcs-counts

MDD と QAM/FEC の障害および回復カウント
の削除を指定します。

wideband

すべてのワイドバンド CM、または指定したイ
ンターフェイスに関連付けられたすべての同様
の CM の削除を指定します。

registered-traditional-docsis

（任意）従来型 DOCSIS として登録されたすべ
てのワイドバンドCM、または指定したインター
フェイスに関連付けられたすべての同様の CM
の削除を指定します。

なし
特権 EXEC（#）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(11)BC3

このコマンドが Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シリーズ、お
よび Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータに導入されま
した。

12.2(15)BC1

cable キーワード オプションが追加されました。

12.3(23)BC

non-bonding-capable, legacy-ranging, wideband、および
-->registered-traditional-docsis--> キーワード オプションのサポートが追
加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点
が変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM の IPv6 アドレスを指定するためのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、CMTS ルータ メモリから 1 つ以上の CM を削除します。これにより、指定され
た CM が初期範囲設定をタイムアウトして再試行するまで、CMTS ルータはそれらの CM に対す
るすべての DOCSIS ステーション メンテナンス メッセージを停止します。

注意

___________________
例

通常、clearcablemodemalldelete コマンドは、テストまたはラボ ネットワークでのみ使用する
必要があります。大規模なネットワークで使用すると、強制的にすべての CM が同時にリセッ
トされ、Cisco CMTS に再登録されるため、長期間にわたってサービスが影響を受ける可能性
があります。さらに、HCCP の N+1 冗長性も設定されている場合は、ケーブル インターフェ
イスにも nokeepalive が設定されていないかぎり、clearcablemodemdelete コマンドを使用する
と 1 つ以上の保護インターフェイスへのスイッチオーバーがトリガーされる可能性がありま
す。

次に、IP アドレス 172.23.45.67 にある CM を削除する例を示します。
Router# clear cable modem 172.23.45.67 delete
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次に、-->cablemodemvendor コマンドを使用して「Cisco」というベンダー名で定義された OUI を
持つすべての CM を削除する例を示します。
Router# clear cable modem oui Cisco delete

次に、現在いずれかの拒否状態になっているすべての CM を削除する例を示します。
Router# clear cable modem reject delete

___________________
関連コマンド

Command

Description

clearcableflap-list

特定の CM またはすべての CM のフラップリス
ト テーブルをリセットします。

clearcablemodemflap-counters

CM フラップリスト カウンタを 0 にリセットし
ます。

clearcablemodemlock

1 つ以上の CM のロックをリセットします。

clearcablemodemname

ドメイン名で指定した CM を削除またはリセッ
トします。

clearcablemodemreset

ステーション メンテナンス リストから 1 つ以
上の CM を削除し、それらをリセットします。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1117

ケーブル コマンド：ca ～ cr
clear cable modem flap-counters

clear cable modem flap-counters
ケーブル モデム（CM）のフラップリスト カウンタを 0 にリセットするには、特権 EXEC モード
で clearcablemodemflap-counters コマンドを使用します。
clear cable modem {ip-addr| mac-addr} flap-counters
clear cable modem [cable {slot/port| slot/subslot/port}]{all| offline| oui string| reject} flap-counters
___________________
構文の説明

ip-addr

IPv4 または IPv6 アドレスで指定した各 CM の
フラップリスト カウンタをリセットします。

mac-addr

48 ビット ハードウェア アドレス（MAC アドレ
ス）で指定した各 CM のフラップリスト カウン
タをリセットします。

cableslot/port

（任意：Cisco uBR7100 および Cisco uBR7200
シリーズ ルータ）指定したケーブル インター
フェイスおよびダウンストリーム ポートのすべ
ての CM のフラップリスト カウンタをリセット
します。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。
これらの引数の有効値は、CMTS ルータとケー
ブル インターフェイス ライン カードによって
異なります。サポートされるスロットとポート
番号については、ルータ シャーシおよびケーブ
ルインターフェイスラインカードのハードウェ
ア ドキュメントを参照してください。
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cableslot/subslot/port

（任意：Cisco uBR10012 ルータ）指定したケー
ブル インターフェイスのすべての CM のフラッ
プリスト カウンタをリセットします。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。

cableslot/subslot/port

（任意：Cisco cBR シリーズ ルータ）指定した
ケーブル インターフェイスのすべての CM のフ
ラップリスト カウンタをリセットします。ここ
で、
• slot：インターフェイス カードのシャーシ
スロット番号を指定します。Cisco cBR-8
ルータでは、有効なスロットは 0 ～ 3 およ
び 6 ～ 9 です。
• subslot：インターフェイス カードのセカン
ダリ スロット番号を指定します。Cisco
cBR-8 ルータでは、有効なサブスロットは
0 です。
• port：ケーブル インターフェイスのイン
デックス番号を指定します。Cisco cBR-8
ルータでは、有効な値は 0 ～ 15 です。

all

すべての CM、または指定したケーブル イン
ターフェイスに関連付けられたすべての CM の
フラップリスト カウンタをリセットします。

offline

すべてのオフライン CM、または指定したケー
ブル インターフェイスに関連付けられたすべて
の同様の CM のフラップリスト カウンタをリ
セットします。
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ouistring

指定した組織固有識別子（OUI）に一致するす
べての CM、または指定したインターフェイス
に関連付けられたすべての同様の CM のフラッ
プリスト カウンタをリセットします。string パ
ラメータには、3 バイトの 16 進数文字列
（00.00.0C など）または cablemodemvendor コ
マンドで定義されたベンダー名を指定できま
す。

reject

現在いずれかの拒否状態になっているすべての
CM、または指定したインターフェイスに関連
付けられたすべての同様の CM のフラップリス
ト カウンタをリセットします。（これらの状態
の説明については、showcablemodem コマンド
を参照してください）。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン showcableflap-list コマンドに関連付けられたフラップリスト カウンタをリセットするには、
clearcablemodemflap-counters コマンドを使用します。
このコマンドは、フラップリストカウンタだけをリセットします。インターフェイスカウンタお
よび showcablemodemcounters コマンドに関連付けられたカウンタをリセットするには、
clearcounters コマンドを使用します。
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___________________
例

次に、IP アドレス 172.16.23.45 にある CM のフラップリスト カウンタをリセットする例を示しま
す。
Router# clear cable modem 172.16.23.45 flap-counters

次に、cablemodemvendor コマンドを使用して「Cisco」というベンダー名で定義された OUI を持
つすべての CM のフラップリスト カウンタをリセットする例を示します。
Router# clear cable modem oui Cisco flap-counters

次に、現在いずれかの拒否状態になっているすべての CM のフラップリスト カウンタをリセット
する例を示します。
Router# clear cable modem reject flap-counters

___________________
関連コマンド

Command

Description

clearcableflap-list

特定の CM またはすべての CM のフラップリス
ト テーブルをリセットします。

clearcablemodemdelete

CMTS ルータの内部のアドレス テーブルおよび
ルーティング テーブルから 1 つ以上の CM を削
除し、DOCSIS ステーション メンテナンス メッ
セージを停止します。

clearcablemodemlock

1 つ以上の CM のロックをリセットします。

clearcablemodemname

ドメイン名で指定した CM を削除またはリセッ
トします。

clearcablemodemreset

ステーション メンテナンス リストから 1 つ以
上の CM を削除し、それらをリセットします。

clearcounters

インターフェイス カウンタおよび
showcablemodemcounters コマンドに関連付け
られたカウンタをリセットします。
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clear cable modem lock
1 つ以上のケーブル モデム（CM）のロックをリセットし、それらの CM を有効な DOCSIS コン
フィギュレーション ファイルに再登録できるように再初期化するには、特権 EXEC モードで
clearcablemodemlock コマンドを使用します。
clear cable modem {ip-addr| mac-addr} lock
clear cable modem [cable {slot/port| slot/subslot/port}] {all| oui string} lock
___________________
構文の説明

ip-addr

IPv4 または IPv6 アドレスで指定した各 CM の
ロックをリセットします。

mac-addr

48 ビット ハードウェア アドレス（MAC アドレ
ス）で指定した各 CM のロックをリセットしま
す。

cableslot/port

（任意：Cisco uBR7100 および Cisco uBR7200
シリーズ ルータ）指定したケーブル インター
フェイスおよびダウンストリーム ポートのすべ
ての CM のロックをリセットします。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。
これらの引数の有効値は、CMTS ルータとケー
ブル インターフェイス ライン カードによって
異なります。サポートされるスロットとポート
番号については、ルータ シャーシおよびケーブ
ルインターフェイスラインカードのハードウェ
ア ドキュメントを参照してください。
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cableslot/subslot/port

（任意：Cisco uBR10012 ルータ）指定したケー
ブル インターフェイスのすべての CM のロック
をリセットします。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。

cableslot/subslot/port

（任意：Cisco cBR-8 ルータ）指定したケーブ
ル インターフェイスのすべての CM のロックを
リセットします。ここで、
• slot：ケーブル ライン カードのシャーシ
スロット番号を指定します。有効なスロッ
トは 0 ～ 3 および 6 ～ 9 です。
• subslot：ケーブル ライン カードのセカン
ダリ スロット番号を指定します。有効な
サブスロットは 0 です。
• port：MAC ドメイン インデックスを指定
します。有効範囲は 0 ～ 15 です。

___________________
コマンド モード
デフォルト

all

すべての CM、または指定したケーブル イン
ターフェイスに関連付けられたすべての CM の
ロックをリセットします。

ouistring

指定した組織固有識別子（OUI）に一致するす
べての CM、または指定したインターフェイス
に関連付けられたすべての同様の CM のロック
をリセットします。string パラメータには、3 バ
イトの 16 進数文字列（00.00.0C など）または
cablemodemvendor コマンドで定義されたベン
ダー名を指定できます。

なし EXEC（#）
特権
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン ケーブル インターフェイスに cabledynamic-secretlock コマンドを設定すると、CMTS は CMTS 検
証チェックが失敗する DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを使用する CM を「ロック」し
ます。これらの CM はオンラインになることができますが、そのサービス フローは限定的な QoS
設定によって 10 kbps に制限されます。
ロックされた CM は、オフライン状態のまま再登録されずに少なくとも 24 時間が経過するまで、
有効な DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに再登録できません。CM のロックを手動でク
リアするには、特権 EXEC モードで clearcablemodemlock コマンドを使用します。
clearcablemodemlock コマンドは、CM が CMTS に再登録されるように、CM を自動的にリセット
します。CM が有効な DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに再登録されると、CMTS は要
求された QoS プロファイルで CM がオンラインになることを許可します。CM が再度 DOCSIS 仕
様に違反した場合、その CM は再度ロックされます。

（注）

___________________
例

CM が手動でロック解除されなかった場合は、オフライン状態のまま再登録されずに 24 時間
が経過するまで、ロックされたままになります。また、clearcablemodemdelete コマンドを使
用して CMTS のすべての内部データベースから手動で CM を削除することで、ロック解除す
ることもできます。

次に、MAC アドレスが 0000.0C01.0203 の CM のロックをリセットする例を示します。
Router# clear cable modem 0000.0C01.0203 lock

次に、IP アドレス 172.16.23.45 にある CM のロックをリセットする例を示します。
Router# clear cable modem 172.16.23.45 lock
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次に、cablemodemvendor コマンドを使用して「Cisco」というベンダー名で定義された OUI を持
つすべての CM のロックをリセットする例を示します。
Router# clear cable modem oui Cisco lock

___________________
関連コマンド

Command

Description

cabledynamic-secret

動的共有秘密機能を有効にして、DOCSIS コン
フィギュレーション ファイルが動的に生成され
た共有秘密を使って作成されたメッセージ整合
性チェック（MIC）で検証されるようにしま
す。

clearcableflap-list

特定の CM またはすべての CM のフラップリス
ト テーブルをリセットします。

clearcablemodemflap-counters

CM フラップリスト カウンタを 0 にリセットし
ます。

clearcablemodemdelete

CMTS ルータの内部のアドレス テーブルおよび
ルーティング テーブルから 1 つ以上の CM を削
除し、DOCSIS ステーション メンテナンス メッ
セージを停止します。

clearcablemodemname

ドメイン名で指定した CM を削除またはリセッ
トします。

clearcablemodemreset

ステーション メンテナンス リストから 1 つ以
上の CM を削除し、それらをリセットします。
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clear cable modem name
ドメイン名で指定したケーブル モデム（CM）を削除またはリセットするには、特権 EXEC モー
ドで clearcablemodemname コマンドを使用します。
clear cable modem name fqdn {delete| reset}
___________________
構文の説明

fqdn

表示するケーブル デバイスの完全修飾ドメイン
名（FQDN）を指定します。このオプションは、
CMTS ルータのケーブル ドメイン ネーム シス
テム（DNS）キャッシュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドが初め
て実行された場合にのみ使用できます。

delete

指定したドメイン名を持つ CM をステーション
メンテナンス リストから削除します。

reset

指定したドメイン名を持つ CM をステーション
メンテナンス リストから削除してリセットしま
す。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCD

このコマンドが変更され、flap-counters および lock キーワードが
削除されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。
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___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する前
に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを実行す
る必要があります。
___________________
例

次に、ドメイン名が「example」である CM を削除する例を示します。
Router# clear cable modem name example delete

___________________
関連コマンド

Command

Description

clearcableflap-list

特定の CM またはすべての CM のフラップリス
ト テーブルをリセットします。

clearcablemodemflap-counters

CM フラップリスト カウンタを 0 にリセットし
ます。

clearcablemodemdelete

CMTS ルータの内部のアドレス テーブルおよび
ルーティング テーブルから 1 つ以上の CM を削
除し、DOCSIS ステーション メンテナンス メッ
セージを停止します。

clearcablemodemlock

1 つ以上の CM のロックをリセットします。

clearcablemodemreset

ステーション メンテナンス リストから 1 つ以
上の CM を削除し、それらをリセットします。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。
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clear cable modem rcs-counts
CM のすべてまたは特定の RF チャネルで次の障害およびリカバリ イベントのカウントをクリア
するには、特権 EXEC モードで clearcablemodemrcs-counts コマンドを使用します。
• MAC ドメイン記述子（MDD）
• QAM/前方誤り訂正（FEC）
clear cable modem [cable if | mac_addr | ip_addr] rcs-counts [modular-cable slot/bay/port
nb-channel-number]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
clear cable modem [cable if | mac_addr | ip_addr] rcs-counts [integrated-cable slot/sub-slot/port
rf-channel-number]
___________________
構文の説明

cableif

（任意）ダウンストリーム インターフェイスの
名前。

mac-address

（任意）表示される CM の MAC アドレスを指
定します。CM の背後にある CPE デバイスの
MAC アドレスを指定すると、その CM の情報
が表示されます。

ip-address

（任意）表示される特定の CM の IP アドレス
を指定します。CM の背後にある CPE デバイス
の IP アドレスを指定すると、その CM の情報
が表示されます。

slot

SIP が設置されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

bay

SPA が設置されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

sub-slot

有効な値は 0 です。

sub-plot

有効な値は 1 です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。

nb-channel-number

ナローバンド チャネル番号を表します。
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rf-channel-number

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
関連コマンド

ダウンストリームRFチャネル番号を表します。

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S に統合されました。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのサポー
トが追加されました。

コマンド

説明

clearcableflap-list

特定の CM またはすべての CM のフラップリス
ト テーブルをリセットします。

clearcablemodemdelete

CMTS ルータの内部のアドレス テーブルおよび
ルーティング テーブルから 1 つ以上の CM を削
除し、DOCSIS ステーション メンテナンス メッ
セージを停止します。

clearcablemodemlock

1 つ以上の CM のロックをリセットします。

clearcablemodemname

ドメイン名で指定した CM を削除またはリセッ
トします。

clearcablemodemreset

ステーション メンテナンス リストから 1 つ以
上の CM を削除し、それらをリセットします。
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clear cable modem reset
ステーション メンテナンス リストから 1 つ以上のケーブル モデム（CM）を削除し、それらをリ
セットするには、特権 EXEC モードで clearcablemodemreset コマンドを使用します。
clear cable modem {ip-addr| mac-addr} reset
clear cable modem [cable {slot/port| slot/subslot/port}] {all| non-bonding-capable [legacy-ranging] | oui
string| reject| wideband [registered-traditional-docsis] } reset
___________________
構文の説明

ip-addr

IPv4 または IPv6 アドレスで各 CM の削除を指
定します。

mac-addr

48 ビット ハードウェア アドレス（MAC アドレ
ス）で各 CM の削除を指定します。

cableslot/port

（任意：Cisco uBR7100 および Cisco uBR7200
シリーズ ルータ）指定したケーブル インター
フェイスおよびダウンストリーム ポートのすべ
ての CM の削除を指定します。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。
これらの引数の有効値は、CMTS ルータとケー
ブル インターフェイス ライン カードによって
異なります。サポートされるスロットとポート
番号については、ルータ シャーシおよびケーブ
ルインターフェイスラインカードのハードウェ
ア ドキュメントを参照してください。
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cableslot/subslot/port

（任意：Cisco uBR10012 ルータ）指定したケー
ブル インターフェイスのすべての CM の削除を
指定します。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。

cableslot/subslot/port

（任意：Cisco cBR シリーズ ルータ）指定した
ケーブル インターフェイスのすべての CM の削
除を指定します。ここで、
• slot：インターフェイス カードのシャーシ
スロット番号を指定します。Cisco cBR-8
ルータでは、有効なスロットは 0 ～ 3 およ
び 6 ～ 9 です。
• subslot：インターフェイス カードのセカン
ダリ スロット番号を指定します。Cisco
cBR-8 ルータでは、有効なサブスロットは
0 です。
• port：ケーブル インターフェイスのイン
デックス番号を指定します。Cisco cBR-8
ルータでは、有効な値は 0 ～ 15 です。

all

すべての CM、または指定したケーブル イン
ターフェイスに関連付けられたすべての CM の
削除を指定します。

non-bonding-capable

ダウンストリーム チャネル ボンディングに対
応しないすべてのナローバンド CM、または指
定したインターフェイスに関連付けられたすべ
ての同様の CM の削除を指定します。
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legacy-ranging

（任意）レガシー初期範囲設定でアクセスされ
るナローバンド CM、または指定したインター
フェイスに関連付けられたすべての同様の CM
の削除を指定します。

ouistring

指定した組織固有識別子（OUI）に一致するす
べての CM、または指定したインターフェイス
に関連付けられたすべての同様の CM の削除を
指定します。string パラメータには、3 バイトの
16 進数文字列（00.00.0C など）または
cablemodemvendor コマンドで定義されたベン
ダー名を指定できます。

reject

現在いずれかの拒否状態になっているすべての
CM、または指定したインターフェイスに関連
付けられたすべての同様の CM の削除を指定し
ます（これらの状態の説明については、
showcablemodem コマンドを参照してくださ
い）。

wideband

すべてのワイドバンド CM、または指定したイ
ンターフェイスに関連付けられたすべての同様
の CM の削除を指定します。

registered-traditional-docsis

（任意）従来型 DOCSIS として登録されたすべ
てのワイドバンドCM、または指定したインター
フェイスに関連付けられたすべての同様の CM
の削除を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(2) EC

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインにサポートが追加されました。

12.2(11)BC2

oui および reject オプションのサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(15)BC1

cable キーワード オプションが追加されました。

12.3(21)BC

wideband および registered-traditional-docsis キーワード オプションの
サポートが追加されました。

12.3(23)BC

non-bonding-capable および legacy-ranging キーワード オプションの
サポートが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の
点が変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM の IPv6 アドレスを指定するためのサポートが追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、1 つ以上の CM への DOCSIS ステーション メンテナンス メッセージの送信を停
止するように Cisco CMTS に指示します。これにより、これらの CM がタイムアウトして初期範
囲設定を再試行するまで、これらの CM とのリンクが事実上停止します。CM は自身をリセット
することでこれに対応します。CM が最後のステーション メンテナンス メッセージを受信したタ
イミングによっては、CM がステーション メンテナンス メッセージの消失を検出して自身をリ
セットするまでに最大 30 秒かかることがあります。
個々のモデムをリセットするためにこのコマンドの clearcablemodem {ip-address | mac-address}
reset 形式を使用した場合、CMTS ルータは指定されたモデムに範囲設定中止メッセージを送信す
ることにより、そのモデムがステーション メンテナンス キープアライブ メッセージを受信しな
くなったと判断するために最大30秒待機するのをやめて、より迅速に自身をリセットして初期範
囲設定を開始するように指示します。この動作は、特定の CM に対して clearcablemodemreset コ
マンドを使用した場合にのみ発生します。

ヒント

CPE デバイスまたはホストの MAC アドレスまたは IP アドレスを指定することもできます。
その場合、CMTS は内部データベースでその CPE デバイスに関連付けられている CM をリセッ
トします。
状況によっては、CM がリセットされた後で CM の背後にある顧客宅内機器（CPE）デバイスがト
ラフィックの受信を停止することがあります。これは、CPE デバイスが CMTS のアドレス テーブ
ルにリストされているのに、リセット後の CM にはリストされておらず、トラフィックが CMTS
を通過しても CM で破棄されるためです。この状況を解決するには、CPE デバイスが何らかの種
類のトラフィック（ping パケットなど）を CM に送信する必要があります。（Cisco CMTS ルータ
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で cleararp-cache コマンドを使用してルータのアドレス テーブルをクリアすることにより、この
状況を解決することもできますが、一時的にルータのすべてのトラフィックが中断されるため、
推奨されません）。

注意

通常、clearcablemodemallreset コマンドは、テストまたはラボ ネットワークでのみ使用する必
要があります。大規模なネットワークで使用すると、強制的にすべての CM が同時にリセット
され、Cisco CMTS に再登録されるため、長期間にわたってサービスが影響を受ける可能性が
あります。

（注）

clearcablemodemallreset コマンドを実行すると、CPU がすべての CM に対してこのコマンドを
処理するため、CPU 使用率が数分間、一時的に 100% に達することがあります。CPU 使用率
は数分以内に通常に戻ります。

___________________
例

次に、IP アドレス 172.23.45.67 にある CM をリセットする例を示します。
Router# clear cable modem 172.23.45.67 reset

次に、cablemodemvendor コマンドを使用して「Cisco」というベンダー名で定義された OUI を持
つすべての CM をリセットする例を示します。
Router# clear cable modem oui Cisco reset

次に、現在いずれかの拒否状態になっているすべての CM をリセットする例を示します。
Router# clear cable modem reject reset

次に、Cisco uBR10012 ルータで従来型 DOCSIS モデムとして登録されたすべてのワイドバンド CM
をリセットする例を示します。
Router# clear cable modem wideband registered-traditional-docsis reset

___________________
関連コマンド

Command

Description

clearcableflap-list

特定の CM またはすべての CM のフラップリス
ト テーブルをリセットします。

clearcablemodemflap-counters

CM フラップリスト カウンタを 0 にリセットし
ます。

clearcablemodemdelete

CMTS ルータの内部のアドレス テーブルおよび
ルーティング テーブルから 1 つ以上の CM を削
除し、DOCSIS ステーション メンテナンス メッ
セージを停止します。
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Command

Description

clearcablemodemlock

1 つ以上の CM のロックをリセットします。

clearcablemodemname

ドメイン名で指定した CM を削除またはリセッ
トします。

showcablemodem

登録済み CM および未登録の CM の情報を表示
します。
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clear cable modem rf-adapt
ケーブル モデムの RF 適応の候補または履歴情報をクリアするには、特権 EXEC モードで
clearcablemodemrf-adapt コマンドを使用します。
clear cable modem {ip-addr| mac-addr| [cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index}
] {all| offline| reject| oui string}} rf-adapt {candidates [downgrade| upgrade] | history}
___________________
構文の説明

ip-addr

ケーブル モデムの IPv4 アドレスまたは IPv6 ア
ドレス。

mac-addr

ケーブル モデムの 48 ビット MAC アドレス。

cable

ケーブル インターフェイス ライン カードの詳
細を指定します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードが設置されているスロット。
• subslot：（Cisco uBR10012 ルータのみ）
ケーブル インターフェイス ライン カード
のセカンダリ スロット番号。
• cable-interface-index：ケーブル インター
フェイス ライン カードのダウンストリー
ム ポート番号または MAC ドメイン イン
デックス。

all

すべてのケーブル モデムの RF 適応の履歴また
は候補ステータスをクリアします。

offline

すべてのオフライン ケーブル モデムの RF 適応
の履歴または候補ステータスをクリアします。

reject

拒否状態になっているすべてのケーブル モデム
の RF 適応の履歴または候補ステータスをクリ
アします。
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ouistring

指定した組織固有識別子（OUI）に一致するケー
ブル モデム、または指定したインターフェイス
に関連付けられたすべてのケーブル モデムの
RF 適応の履歴または候補ステータスをクリア
します。string パラメータには、3 バイトの 16
進数文字列（00.00.0C など）または
cablemodemvendor コマンドで定義されたベン
ダー名を指定できます。

candidates

RF 適応の候補をクリアします。

downgrade

（任意）RF 適応のダウングレード候補をクリ
アします。

upgrade

（任意）RF 適応のアップグレード候補をクリ
アします。

history

RF 適応の履歴をクリアします。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF3

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン clearcablemodemrf-adapt コマンドは、ケーブル モデムのアップストリーム RF 適応機能を設定す
るために使用します。
特定のケーブル モデムの RF 適応再配置の履歴をすべて削除するには、
clearcablemodemrf-adapthistory コマンドを使用します。
RF 適応再配置の候補であるケーブル モデムまたはケーブル モデムのグループのステータスを変
更するには、clearcablemodemrf-adaptcandidates コマンドを使用します。
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clearcablemodemrf-adapthistory および clearcablemodemrf-adaptcandidates コマンドを使用して
も、ケーブル モデムの MAC 状態には影響しません。
次の表に、インターフェイスの密度情報を示します。
表 23：インターフェイスの密度情報

CMTS ルータ

ライン カード スロット

サブスロット

ポート

ケーブル イン
ターフェイス
のインデック
ス

Cisco
uBR10012

Cisco
5～8
uBR-MC3GX60V

0 または 1

0 または 4

0 ～ 14

0～4

Cisco
UBR-MC20X20V
Cisco
uBR10-MC5X20

___________________
例

Cisco
uBR7225VXR

すべて

1 または 2

0 または 1

0 または 1

—

Cisco
uBR7246VXR

すべて

3～6

0 または 1

0 または 1

—

次に、IP アドレス 192.0.2.255 にあるケーブル モデムの RF 適応の履歴をリセットする例を示しま
す。
Router# clear cable modem 192.0.2.255 rf-adapt history

次に、すべてのケーブル モデムの RF 適応のダウングレード候補をリセットする例を示します。
Router# clear cable modem all rf-adapt candidates downgrade

___________________
関連コマンド

Command

Description

showcablemodemrf-adapt

RF 適応の履歴を表示します。

showcablerf-adapt

RF 適応のアップグレードおよびダウングレー
ド候補の情報を表示します。
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clear cable modem service-type-id
ケーブル モデムのサービス タイプ ID をクリアするには、特権 EXEC モードで
clearcablemodemservice-type-id コマンドを使用します。
clear cable modem {ip| mac| name domain name| [[ interface ]] {all| offline| oui oui| reject| wideband|
none-bounding-capable}} service-type-id
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
clear cable modem {ip| mac| [[ interface ]] {all| offline| oui oui| reject}} service-type-id
___________________
構文の説明

ip

IPv4 または IPv6 アドレスで各 CM の削除を指
定します。

mac

48 ビット ハードウェア アドレス（MAC アドレ
ス）で各 CM の削除を指定します。

namedomainname

ケーブル モデムのドメイン名を指定します。

interface

（任意）オフライン CM の属性マスクをリセッ
トします。

all

すべての CM、または指定したケーブル イン
ターフェイスに関連付けられたすべての CM の
削除を指定します。

offline

すべてのオフライン CM、または指定したイン
ターフェイスに関連付けられたすべての同様の
CM の削除を指定します。

ouioui

指定した組織固有識別子（OUI）に一致するす
べての CM、または指定したインターフェイス
に関連付けられたすべての同様の CM の削除を
指定します。string パラメータには、3 バイトの
16 進数文字列（00.00.0C など）またはベンダー
名を指定できます。

reject

現在いずれかの拒否状態になっているすべての
CM、または指定したインターフェイスに関連
付けられたすべての同様の CM の削除を指定し
ます
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wideband

すべてのワイドバンド CM、または指定したイ
ンターフェイスに関連付けられたすべての同様
の CM の削除を指定します。

none-bounding-capable

ダウンストリーム チャネル ボンディングに対
応しないすべてのナローバンド CM、または指
定したインターフェイスに関連付けられたすべ
ての同様の CM の削除を指定します。

service-type-id

サービス タイプ ID を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。name、wideband、および
none-bounding-capable キーワードが削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ケーブル モデムのサービス タイプ ID をクリアします。
___________________
例

次に、ケーブル モデムのサービス タイプ ID をクリアする例を示します。
Router# clear cable modem all service-type-id
Router# clear cable modem oui SA service-type-id
Router# clear cable modem c3/0/0 offline service-type-id

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearcablemodemattribute-masks

このコマンドは、ケーブル モデム属性マスクを
クリアします。
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コマンド

説明

showcablemodemservice-type-id

サービスタイプIDを持つモデムを表示します。
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clear cable modem voice
ケーブル モデム（CM）に設定された音声タグをクリアするには、特権 EXEC モードで
clearcablemodemvoice コマンドを使用します。
clear cable modem {ip-addr| mac-addr} voice {retries| tag}
clear cable modem [cable slot/subslot/port] {all| offline| oui string| reject} voice {retries| tag}
___________________
構文の説明

ip-addr

IPv4 または IPv6 アドレスで各 CM の削除を指
定します。

mac-addr

48 ビット ハードウェア アドレス（MAC アドレ
ス）で各 CM の削除を指定します。

retries

CM のダウンストリーム再試行レコードをクリ
アします。

tag

CM の音声タグをクリアします。

cableslot/subslot/port

（任意：Cisco uBR10012 ルータ）指定したケー
ブル インターフェイスの CM に設定された音声
タグのクリアを指定します。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。
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cableslot/subslot/port

（任意：Cisco cBR ルータ）指定したケーブル
インターフェイスの CM に設定された音声タグ
の削除をクリアします。ここで、
• slot：インターフェイス カードのシャーシ
スロット番号を指定します。Cisco cBR-8
ルータでは、有効なスロットは 0 ～ 3 およ
び 6 ～ 9 です。
• subslot：インターフェイス カードのセカン
ダリ スロット番号を指定します。Cisco
cBR-8 ルータでは、有効なサブスロットは
0 です。
• port：ケーブル インターフェイスのイン
デックス番号を指定します。Cisco cBR-8
ルータでは、有効な値は 0 ～ 15 です。

___________________
コマンド モード
デフォルト

all

すべての CM、または指定したケーブル イン
ターフェイスに関連付けられたすべての CM に
設定された音声タグのクリアを指定します。

offline

すべてのオフライン CM、または指定したイン
ターフェイスに関連付けられたすべての同様の
CM に設定された音声タグのクリアを指定しま
す。

ouistring

指定した組織固有識別子（OUI）に一致するす
べての CM、または指定したインターフェイス
に関連付けられたすべての同様の CM に設定さ
れた音声タグのクリアを指定します。string パ
ラメータには、3 バイトの 16 進数文字列
（00.00.0C など）または cablemodemvendor コ
マンドで定義されたベンダー名を指定できま
す。

reject

現在いずれかの拒否状態になっているすべての
CM、または指定したインターフェイスに関連
付けられたすべての同様の CM に設定された音
声タグのクリアを指定します。（これらの状態
の説明については、showcablemodem コマンド
を参照してください）。

なし EXEC（#）
特権
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___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ に実装されました。

次に、IP アドレス 172.16.23.45 にある CM の音声タグと再試行レコードをクリアする例を示しま
す。
Router# clear cable modem 172.16.23.45 voice retries

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodemvoice

検出された音声対応モデムを表示します。

testcablevoice

ケーブル モデムの音声タグを手動で設定できる
ようにします。
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clear cable multicast ses-cache
マルチキャスト複製セッションのキャッシュをクリアするには、特権 EXEC モードで
clearcableses-cache コマンドを使用します。
clear cable multicast ses-cable {all| counter| interface integrated-cable slot/subslot/port:rf-channel|
modular-cable slot/{subslot| bay}/port:interface-number| wideband-cable slot/{subslot|
bay}/port:wideband-channel}
___________________
構文の説明

all

すべてのインターフェイスのキャッシュされた
マルチキャスト複製セッションをクリアしま
す。

counter

マルチキャスト複製セッションのキャッシュ カ
ウンタをクリアします。

interface integrated-cable
slot/subslot/port:rf-channel

統合ケーブル インターフェイスのキャッシュさ
れたマルチキャスト複製セッションをクリアし
ます。
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。
• subslot：（Cisco uBR10012 のみ）ライン
カードのセカンダリ スロット番号。
• port：ダウンストリーム ポート番号。
• rf:channel：RF チャネル番号。

interface modular-cable
slot/{subslot|bay}/port:interface-number

モジュラ ケーブル インターフェイスのキャッ
シュされたマルチキャスト複製セッションをク
リアします。
• slot：SPA インターフェイス プロセッサ
（SIP）またはライン カードが装着されて
いるスロット。
• subslot：共有ポート アダプタ（SPA）また
はライン カードのセカンダリ スロット。
• bay：SPA が配置されている SIP のベイ。
• port：ダウンストリーム ポート番号。
• interface-number：モジュラ チャネル番号。
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interface
ワイドバンド ケーブル インターフェイスの
wideband-cableslot/{subslot|bay}/port:wideband-channel キャッシュされたマルチキャスト複製セッショ
ンをクリアします。
• slot：SPA インターフェイス プロセッサ
（SIP）またはライン カードが装着されて
いるスロット。
• subslot：共有ポート アダプタ（SPA）また
はライン カードのセカンダリ スロット。
• bay：SPA が配置されている SIP のベイ。
• port：ダウンストリーム ポート番号。
• wideband-channel：ワイドバンド チャネル
番号。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCH

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン インターフェイスに設定されたマルチキャスト複製セッションをクリアするには、
clearcablemulticastses-cache コマンドを使用します。
次の表に、統合ケーブル インターフェイスの有効な値を示します。
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表 24：統合型ケーブル インターフェイスの密度情報

CMTS ルータ

ライン カード スロット

サブスロット

ポート

RF チャネル番
号

Cisco
uBR10012

Cisco
5～8
uBR-MC3GX60V

0 または 1

0～4

0～3

Cisco
UBR-MC20X20V
Cisco
uBR10-MC5X20
Cisco
uBR7225VXR

すべて

1 または 2

—

0 または 1

—

Cisco
uBR7246VXR

すべて

3～6

—

0 または 1

—

次の表に、モジュラ ケーブル インターフェイスの有効な値を示します。
表 25：モジュラ ケーブル インターフェイスの密度情報

ライン カード スロット

サブスロット

ベイ

ポート

インターフェ
イス番号

Cisco
5～8
uBR-MC3GX60V

0 または 1

—

0～2

0 ～ 23

—

0～5

Cisco
UBR-MC20X20V

10

Cisco ワイドバ —
ンド SPA

0 または 110

0～3

0

Cisco ワイドバ 1 または 3
ンド SIP/Cisco
SIP-600

—

—

—

SIP がスロット 1 またはスロット 3 内にあるときに SPA に適用できます。サブスロットは、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB 以降では指定しま
せん。

次の表に、ワイドバンド ケーブル インターフェイスの有効な値を示します。
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表 26：ワイドバンド インターフェイスの密度情報

CMTS ルータ ライン カー スロット
ド
Cisco
uBR10012

11

Cisco
5～8
uBR-MC3GX60V

サブスロッ
ト

ベイ

ポート

ワイドバン
ド チャネル

0 または 1

—

0～4

0 ～ 31

Cisco
UBR-MC20X20V

—

0～5

Cisco
uBR10-MC5X20

—

—

Cisco ワイド —
バンド SPA

0 または 111 0 ～ 3

0

—

Cisco ワイド 1 または 3
バンド
SIP/Cisco
SIP-600

—

—

—

—

0 または 1

0～5

Cisco
すべて
uBR7225VXR

1～2

—

—

Cisco
すべて
uBR7246VXR

3～6

—

—

SIP がスロット 1 またはスロット 3 内にあるときに SPA に適用できます。サブスロットは、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB 以降では指定しま
せん。

___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータのすべてのインターフェイスのマルチキャスト複製セッション キャッ
シュをクリアする例を示します。
Router# clear cable multicast ses-cache all

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemulticastses-cache

Cisco uBR10012 ルータのマルチキャスト複製
セッション キャッシュを設定します。

showcablemulticastses-cache

転送インターフェイスのグローバル レベルとイ
ンターフェイス レベルの両方でマルチキャスト
複製セッション キャッシュの情報を表示しま
す。
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clear cable multicast statistics counter
すべてのマルチキャスト統計情報カウンタをリセットするには、特権 EXEC モードで
clearcablemulticaststatisticscounter コマンドを使用します。
clear cable multicast statistics counter
___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン マルチキャスト リソースが再設定されたときも、これらのカウンタが 0 に設定されます。カウン
タは、showcablemulticaststatistics コマンドを使用して表示します。
___________________
例

次に、設定されたマルチキャスト統計情報のインデックス割り当ての詳細を 0 にリセットする方
法を示します。
Router# clear cable multicast statistics counter
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemulticaststatistics

マルチキャスト統計情報のインデックス割り当
ての詳細を表示します。

showcablemulticastdb

マルチキャストの明示的トラッキング データ
ベースの内容を表示します。
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clear cable resil-rf-status
すべてまたは特定の RF チャネルのフラップ カウントとフラップ時間をリセットするには、特権
EXEC モードで clearcableresil-rf-status コマンドを使用します。
clear cable resil-rf-status [Integrated-Cable slot/subslot/port rf-channel-number]
___________________
構文の説明

Integrated-Cable

（任意）特定の RF チャネルのフラップ カウントとフラッ
プ時間がリセットされることを指定します。

slot

インターフェイス カードが存在するスロット。Cisco cBR-8
ルータでは、範囲は 0 ～ 3 および 6 ～ 9 です。

subslot

インターフェイス カードのサブスロット数。Cisco cBR-8
ルータでは、この値は 0 です。

port

ポート番号。Cisco cBR-8 ルータでは、この範囲は 0 ～ 7
です。

rf-channel-number

ダウンストリーム RF チャネル番号。Cisco cBR-8 ルータ
では、この範囲は 0 ～ 162 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に導入されました。このコマンドは、clear cable rf-status に置
き換わるものです。

次に、RF チャネル 4 のフラップ カウントとフラップ時間をリセットする例を示します。
Router# clear cable resil-rf-status Integrated-Cable 3/0/2 4
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearcableflap-list

特定の CM またはすべての CM のフラップリス
ト テーブルをリセットします。

clearcablemodemdelete

CMTS ルータの内部のアドレス テーブルおよび
ルーティング テーブルから 1 つ以上の CM を削
除し、DOCSIS ステーション メンテナンス メッ
セージを停止します。

clearcablemodemlock

1 つ以上の CM のロックをリセットします。

clearcablemodemreset

ステーション メンテナンス リストから 1 つ以
上の CM を削除し、それらをリセットします。
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clear cable rf-status
すべてまたは特定の RF チャネルのフラップ カウントとフラップ時間をリセットするには、特権
EXEC モードで clearcablerf-status コマンドを使用します。
clear cable rf-status [modular-cable slot/bay/port nb-channel-number]
___________________
構文の説明

slot

SIP が設置されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

bay

SPA が設置されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。

nb-channel-number

ナローバンド チャネル番号を表します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
関連コマンド

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ で、この
コマンドが clear cable resil-rf-status コマンドに置き換えられまし
た。

コマンド

説明

clearcableflap-list

特定の CM またはすべての CM のフラップリス
ト テーブルをリセットします。
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clear cable rf-status

コマンド

説明

clearcablemodemdelete

CMTS ルータの内部のアドレス テーブルおよび
ルーティング テーブルから 1 つ以上の CM を削
除し、DOCSIS ステーション メンテナンス メッ
セージを停止します。

clearcablemodemlock

1 つ以上の CM のロックをリセットします。

clearcablemodemname

ドメイン名で指定した CM を削除またはリセッ
トします。

clearcablemodemreset

ステーション メンテナンス リストから 1 つ以
上の CM を削除し、それらをリセットします。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1154

ケーブル コマンド：ca ～ cr
clear cable secondary-ip

clear cable secondary-ip
セカンダリ IP アドレスを使用するデバイスにそれらのアドレスをリンクするルータのテーブルを
クリアするには、特権 EXEC モードで clearcablesecondary-ip コマンドを使用します。
clear cable secondary-ip interface cable {slot/port| slot/subport/port} [all| sid sid [ ip-address ] ]
___________________
構文の説明

slot/port

（Cisco uBR7100 および Cisco uBR7200 シリー
ズ ルータ）ケーブル インターフェイスとダウ
ンストリーム ポートを指定します。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。
これらの引数の有効値は、CMTS ルータとケー
ブル インターフェイス ライン カードによって
異なります。サポートされるスロットとポート
番号については、ルータ シャーシおよびケーブ
ルインターフェイスラインカードのハードウェ
ア ドキュメントを参照してください。

slot/subslot/port

（Cisco uBR10012 ルータ）ケーブル インター
フェイスを指定します。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。

all

セカンダリ IP アドレス テーブル内のすべての
IP アドレスをクリアする必要があることを指定
します。
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sidsid

特定のサービス ID（SID）のすべての IP アドレ
スをクリアする必要があることを指定します。
有効範囲は 1 ～ 8191 です。

ip-address

（任意）特定の CM または CPE デバイスの IP
アドレスをクリアする必要があることを指定し
ます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(13)EC

このコマンドが、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリー
ズ ユニバーサル ブロードバンド ルータに導入されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのサポートが追
加されました。

12.2(11)BC2

このコマンドが、データベースの変更によって不要になったため削除
されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン セカンダリ IP アドレスを使用する CM および CPE デバイスによる BPI および BPI+ 処理をサポー
トするため、CMTS はそれらのデバイスが使用する SID に既知のセカンダリ IP アドレスをリンク
するデータベースを保持しています。CMTS と CM が公開キーを更新する必要がある場合、CMTS
はこのデータベースを使用して、すべての IP アドレスが適切なルーティングとファスト スイッチ
ングを実行できるように十分に更新されていることを確認します。
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ヒント

showinterfacecablesid--> コマンドを使用して、SID ごとの既知の IP アドレスのリストを表示で
きます。
セカンダリ IP アドレスに明らかに問題がある場合や、特定の SID に対する IP アドレスのテーブ
ルを手動でクリアする場合は、clearcablesecondary-ip コマンドを使用します。
発生する可能性がある状況の 1 つは、CM が最初にある CPE デバイスにセカンダリ IP アドレスを
割り当てた後、その同じ IP アドレスが異なる CM の背後にある別の CPE デバイスに割り当てら
れた場合です。この場合、CM が公開キーを更新するまで、この IP アドレスは元の CM のセカン
ダリ IP アドレスとして表示され続けます。これは、CPE や CM のネットワーク接続には影響しま
せん。ただし、clearcablesecondary-ip コマンドを使用して CMTS データベースから不要なセカン
ダリ IP アドレスをクリアできます。

___________________
例

次に、特定のケーブル インターフェイスのすべてのセカンダリ IP アドレスをクリアする例を示し
ます。
Router# clear cable secondary-ip interface cable 3/0 all

次に、SID 5 を使用しているケーブル インターフェイス 1/0 ですべての CM および CPE デバイス
のセカンダリ IP アドレスをクリアする例を示します。
Router# clear cable secondary-ip interface cable 1/0 sid 5

次に、SID 113 および IP アドレス 10.10.17.3 を使用しているケーブル インターフェイス 5/0 で CM
および CPE デバイスのセカンダリ IP アドレスをクリアする例を示します。
Router# clear cable secondary-ip interface cable 5/0 sid 113 10.10.17.3

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacecablesid

既知のセカンダリ IP アドレスを含む特定の SID
の情報を表示します。
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clear hccp counters
1 つまたはすべての Hot Standby Connection-to-Connection Protocol（HCCP）グループのカウンタを
リセットするには、特権 EXEC モードで clearhccpcounters コマンドを使用します。
clear hccp [group| all] counters
___________________
構文の説明

group

指定したグループ番号のカウンタをクリアしま
す。有効範囲は 1 ～ 255 です。

all

すべての HCCP グループのカウンタをクリアし
ます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(7)EC1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポー
トが追加されました。

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1 Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC28C カードでの N+1
(1:n) RF スイッチに対するサポートが追加されました。
12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードでの N+1 (1:n)
RF スイッチに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、
および Cisco uBR-MC28C カードでの N+1 (1:n) RF スイッチに対するサ
ポートが追加されました。

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR7246VXR ルータで廃止されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、showhccp および showhccpinterface コマンドによって表示されるカウンタをク
リアします。1 つの HCCP グループ、またはすべての HCCP グループのカウンタをクリアできま
す。
___________________
例

次に、グループ 1 のカウンタを 0 にリセットする例を示します。
Router# clear hccp 1 counters

次に、すべてのグループのカウンタを 0 にリセットする例を示します。
Router# clear hccp all counters

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccpworking

CMTS の指定したグループのケーブル インター
フェイスを運用 CMTS にすることを指定しま
す。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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clear hccp linecard
ケーブル ライン カードに関連付けられた Hot Standby Connection-to-Connection Protocol（HCCP）
の起動およびスイッチオーバー フローと未使用イベントに関する情報をクリアするには、特権
EXEC モードで clearhccplinecard コマンドを使用します。
clear hccp linecard {fsm| nullfsm} buffer
___________________
構文の説明

fsm

HCCP の状態遷移フロー（起動およびスイッチ
オーバー フロー）。HCCP グループ内の各ライ
ン カード メンバーは、HCCP の起動およびス
イッチオーバーフローを制御するステート マシ
ンによって制御されます。

nullfsm

未使用または冗長イベントを受け取った HCCP
メンバー。このオプションは、デバッグにのみ
使用されます。

buffer

HCCP の状態遷移フローを保存するバッファ。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

次に、Cisco CMTS ルータで clearhccplinecard コマンドを使用して HCCP の起動およびスイッチ
オーバー フローのエントリをクリアする例を示します。
Router# clear hccp linecard fsm buffer
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clear hccp linecard

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。

showhccplinecard

ライン カード レベルの HCCP グループ情報を
表示します。
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clear packetcable gate counter commit
PacketCable MultiMedia（PCMM）または PC の Dynamic Quality of Service（DQoS）の指定したゲー
ト カウンタをクリアするには、特権 EXEC モードで clearpacketcablegatecountercommit コマンド
を使用します。
clear packetcable gate counter commit [dqos| multimedia]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

dqos

PC の DQoS ゲート カウンタをクリアします。

multimedia

PCMM ゲート カウンタをクリアします。

コミットされたゲート カウンタはルータの再起動時にデフォルトで 0 にリセットされますが、
ゲートはデフォルトでは定期的にクリアされません。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(8)BC2

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ユニバーサル ブロードバンド
ルータに導入されました。

12.2(15)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

12.3(13a)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7246VXR ルー
タをサポートするように変更されました。dqos および multimedia キー
ワードが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、コミットされたゲートの合計数を追跡するために使用されるゲート カウンタを
リセットするために使用されます。CMTS ルータは、ルータの最後の起動以降にコミットされた
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clear packetcable gate counter commit

ゲートの合計数のカウントを保持しています。このコマンドは、すべてのゲートコミットカウン
トをクリアするか、特に DQoS ベースまたはマルチメディアベースのゲートのカウントをクリア
するために使用できます。
show コマンドは、CMTS でコミットされたゲートの合計数を表示するために使用されます。
___________________
例

次に、コミットされたゲート カウンタを 0 にリセットする例を示します。
Router# clear packetcable gate counter commit

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

packetcableauthorizevanilla-docsis-mta

非 DQoS MTA が DOCSIS DSX メッセージを送
信することを許可します。

packetcablegatemaxcount

ゲート データベースの最大 PCMM ゲート数を
指定します。

packetcablemultimedia

Cisco CMTS の PacketCable Multimedia 処理を有
効にして表示します。

packetcabletimermultimediaT1

PCMM ゲート処理で使用する T1 タイマーのデ
フォルトのタイムアウト値を設定します。
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clear packetcable rks
Record Keeping Server（RKS）サーバに関連付けられているコールがないときに RKS のエントリ
をクリアするには、特権 EXEC モードで clearpacketcablerks コマンドを使用します。
clear packetcable rks {ip_addr ip_addr port| all}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

ip_addrip_addr

クリアされる RKS サーバの IP アドレスを示し
ます。

port

クリアされる RKS サーバの UDP ポートを示し
ます。

all

すべての RKS サーバに関する情報がクリアさ
れることを示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCD

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン clearpacketcablerks コマンドは、RKS サーバ グループ リストから RKS サーバの不要な IP アドレ
スをクリアするために使用されます。

（注）

このコマンドは、現在使用されていない RKS サーバの IP アドレスのみをクリアします。つま
り、RKS サーバの参照カウントが 0 以外の値である場合、そのエントリは RKS サーバ グルー
プ リストからクリアされません。

ヒント

参照カウント（ref cnt）の値は、showpacketcableevent コマンドに rks-group キーワードを指定
して実行することによって確認できます。
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clear packetcable rks

___________________
例

次に、IP アドレス 2.39.26.8、ポート 1816 の RKS サーバをクリアする例を示します。
router#
clear packetcable rks ip_addr 2.39.26.8 1816

次に、すべての RKS サーバのエントリをクリアする例を示します。
router#
clear packetcable rks all

___________________
関連コマンド

Command

Description

showpacketcableevent

PacketCable 操作のために Cisco CMTS ルータに
設定されたサーバに関する情報を表示します。
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clear pxf
Parallel Express Forwarding（PXF）カウンタおよび統計情報をクリアするには、特権 EXEC モード
で clearpxf コマンドを使用します。
clear pxf [dma counters| interface interface| statistics {context| diversion| drop| ip| ipv6}| xcm counters]
___________________
構文の説明

dmacounters

（任意）ダイレクト メモリ アクセス（DMA）
PXF カウンタをクリアします。

interfaceinterface

（任意）指定したインターフェイスの PXF カウ
ンタをクリアします。

statistics

（任意）クリアする PXF 統計情報のタイプ。次
のオプションがあります。
•context：PXF に対する現在および過去の負荷。
•diversion：PXF から転送されたトラフィック。
•drop：ドロップされたパケット数およびバイ
ト数。
•ip：IP および ICMP 統計情報。
•ipv6：IPv6 統計情報。

xcmcounters

PXF Error Code Correction（ECC）カウンタをク
リアします。

___________________
コマンド デフォルト

PXF Error Code Correction（ECC）カウンタをクリアします。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(22)S

このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータに追加されました。

12.2(1)XF1

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに導入されました。
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clear pxf

リリース

変更内容

12.2(4)XF1

Cisco uBR10012 ルータの Performance Routing Engine（PRE1）モジュー
ルをサポートするために xcmcounters オプションが導入されました。

12.3(7)XI1

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3(7)XI1 に統合されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。context
および ipv6 キーワード オプションはサポートされていません。

12.2(31)SB

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
ipv6 キーワード オプションはサポートされていません。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン インターフェイスが指定されていない場合、このコマンドはすべてのインターフェイスの PXF カ
ウンタをクリアします。clear pxf コマンドは、showpxfdma、-->showpxfinterface、showpxfstatistics、
および -->showpxfxcm コマンドに関連付けられたカウンタをクリアします。
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ用の Cisco IOS ソフトウェアでは、一部の
キーワード オプションがサポートされていません。各リリースでサポートされていないキーワー
ド オプションについては、コマンド履歴の表を参照してください。
clearpxfxcmcounters コマンドは、Cisco uBR10012 ルータの PRE1 以降のプロセッサでのみサポー
トされます。このコマンドは、PRE プロセッサではサポートされません。
___________________
例

次に、シリアル インターフェイス 1/0/0 の PXF 統計情報をクリアする例を示します。
router#
clear pxf interface serial 1/0/0

次に、すべてのインターフェイスの PXF 統計情報をクリアする例を示します。
router#
clear pxf interface

___________________
関連コマンド

Command

Description

showpxfcpustatistics

PXF CPU 統計情報を表示します。
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clear pxf

Command

Description

showpxfdma

PXF エンジンの DMA バッファ、エラー カウン
タ、およびレジスタの現在の状態を表示しま
す。

showpxfinterface

インターフェイスの PXF のカラム 0 に蓄積され
た統計情報の要約を表示します。

showpxfstatistics

シャーシ全体の PXF 要約統計情報を表示しま
す。

showpxfxcm

PacketCable 操作のために Cisco CMTS ルータに
設定されたサーバに関する情報を表示します。
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clear pxf statistics drl all

clear pxf statistics drl all
すべての DRL 統計情報テーブルのすべてのエントリをクリアするには、特権 EXEC モードで clear
pxf statistics drl all コマンドを使用します。
clear pxf statistics drl all
___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCJ

このコマンドが導入されました。

次に、すべての DRL 統計情報テーブルのすべてのエントリをクリアする例を示します。
Router#clear pxf statistics drl all

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clear pxf statistics drl max-rate

WAN インターフェイスの DRL 最大レート統計
情報をクリアします。
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clear pxf statistics drl cable-wan-ip
PXF DRL ケーブル/WAN IP 統計情報テーブルをクリアするには、特権 EXEC モードで
clearpxfstatisticsdrlcable-wan-ip コマンドを使用します。
clear pxf statistics drl cable-wan-ip
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータの show platform hardware qfp active infrastructure punt sbrl
コマンドと置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、PXF DRL ケーブル/WAN IP 統計情報テーブルのすべてのエントリのドロップ カ
ウントを 0 に設定します。他の値は変更されません。
___________________
例

次に、ケーブル/WAN IP 統計情報をクリアする例を示します。
Router# clear pxf statistics drl cable-wan-ip

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearpxfstatisticsdrlwan-non-ip （uBR シリーズ このコマンドは、PXF DRL WAN 非 IP 統計情報
テーブルのすべてのエントリのドロップ カウン
ルータ用）
トを 0 に設定します。
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clear pxf statistics drl wan-non-ip

clear pxf statistics drl wan-non-ip
PXF DRL WAN 非 IP 統計情報テーブルをクリアするには、特権 EXEC モードで
clearpxfstatisticsdrlwan-non-ip コマンドを使用します。
clear pxf statistics drl wan-non-ip
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ で、この
コマンドが show platform software punt-policer clear コマンドに置
き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、PXF DRL WAN 非 IP 統計情報テーブルのすべてのエントリのドロップ カウント
を 0 に設定します。
___________________
例

次に、WAN 非 IP の PXF 統計情報をクリアする例を示します。
Router# clear pxf statistics drl wan-non-ip

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearpxfstatisticsdrlcable-wan-ip

このコマンドは、ケーブル/WAN IP 統計情報
テーブルのすべてのエントリのドロップ カウン
トを 0 に設定します。
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clear pxf statistics drl max-rate

clear pxf statistics drl max-rate
WAN インターフェイスの DRL 最大レート統計情報をクリアするには、特権 EXEC モードで
clearpxf statistics drl max-rate コマンドを使用します。
clear pxf statistics drl max-rate
___________________
構文の説明

threshold

パケットしきい値。有効範囲は 0 ～ 4294967295 です。

output modifiers

次の出力修飾子が使用されます。
• begin：一致する行から開始します。
• exclude：一致する行を除外します。
• include：一致する行を含めます。
• redirect：出力を URL にリダイレクトします。
• section：出力のセクションをフィルタリングします。
• tee：出力を URL にコピーします。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCH3

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ で、この
コマンドが show platform software punt-policer clear コマンドに置
き換えられました。

次に、WAN インターフェイスの DRL 最大レート統計情報をクリアする例を示します。
Router#clear pxf statistics drl max-rate wan
dropped
divert_code
No max-rate WAN drops
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clear pxf statistics drl max-rate

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

service divert-rate-limit max-rate

WANインターフェイスの転送コード単位のレー
ト制限を設定します。

clear pxf statistics drl max-rate

WAN インターフェイスの DRL 最大レート統計
情報をクリアします。
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clear redundancy
冗長ファシリティ（RF）サブシステムによって使用されるカウンタおよび履歴情報をクリアする
には、特権 EXEC モードで clearredundancy--> コマンドを使用します。
clear redundancy {counters| history}
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
clear redundancy {counters | history | idb-sync-history | linecard history}
___________________
構文の説明

counters

RF サブシステムによって保持される RF カウン
タをクリアします。

history

RF サブシステムによって保持される RF アク
ティビティの履歴をクリアします。

idb-sync-history

RF サブシステムによって保持される RF アク
ティビティの Interface Descriptor Block（IDB）
同期履歴をクリアします。

linecard history

ライン カード冗長性の情報をクリアします。
• history：ライン カード冗長性の履歴ログ
をクリアします。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(4)XF1

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
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clear redundancy

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。idb-sync-history および linecard キーワー
ドが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン clearredundancy コマンドは、showredundancy コマンドで表示される次の情報をクリアします。
• counters：送受信されたメッセージ、使用されたバッファ、および同期エラーの数。
• history：RF サブシステムのアクティビティ（RF クライアント間で送信されたチェックポイ
ント メッセージなど）。
• idb-sync-history：（Cisco cBR シリーズ ルータで）RF サブシステムのアクティビティ（IDB
同期の情報など）。
• linecard history：（Cisco cBR シリーズ ルータで）ライン カード冗長性の履歴情報。

___________________
例

次に、showredundancy コマンドで表示される RF カウンタをクリアする例を示します。
Router# clear redundancy counters

次に、showredundancy コマンドで表示される RF 履歴情報をクリアする例を示します。
Router# clear redundancy history

次に、Cisco cBR シリーズ ルータの showredundancy コマンドで表示される RF IDB 同期の履歴情
報をクリアする例を示します。
Router# clear redundancy idb-sync-history

次に、Cisco cBR シリーズ ルータの showredundancy コマンドで表示されるライン カード冗長性
の履歴情報をクリアする例を示します。
Router# clear redundancy linecard history

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showredundancy

冗長性の現在の状態を表示します。
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cmc

cmc
チャネル グループ内の Cisco CMC を設定するには、チャネル グループ コンフィギュレーション
モードで cmc コマンドを使用します。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使
用します。
cmc mac-address
no cmc mac-address
___________________
構文の説明

mac-address

Cisco CMC の MAC アドレス。

___________________
コマンド デフォルト

Cisco CMC は設定されていません。

___________________
コマンド モード

チャネル グループ コンフィギュレーション（config-ch-group）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)CX

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン チャネル グループ内の最大 4 つの Cisco CMC を設定できます。
___________________
例

次に、チャネル グループ内の Cisco CMC を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable channel-group 1
Router(config-ch-group)# cmc 0010.2024.7035

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable channel-group

チャネル グループを設定します。
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cmc

コマンド

説明

show cable channel-group

チャネル グループ情報を表示します。
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controller integrated-cable

controller integrated-cable
統合 DOCSIS 3.0 ケーブル インターフェイス ライン カードのコントローラ インターフェイスを設
定するためにコントローラ コンフィギュレーション モードを開始するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで controllerintegrated-cable コマンドを使用します。
Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
controller integrated-cable slot/subslot/port
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ルータ
controller integrated-cable slot/port
___________________
構文の説明

integrated-cableslot/subslot/port

ケーブル インターフェイスを指定します。
Cisco uBR10012 ルータの場合：
• slot：ライン カードが設置されているス
ロット。有効範囲は 5 ～ 8 です。
• subslot：ライン カードが設置されているサ
ブスロット。使用可能なスロットは 0 また
は 1 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号。有効なポート値は 0 ～
4 です。
Cisco cBR シリーズ ルータの場合：
• slot：インターフェイス カードが設置され
ているスロット。Cisco cBR-8 ルータでは、
有効範囲は 0 ～ 3 および 6 ～ 9 です。
• subslot：インターフェイス カードが設置さ
れているサブスロット。Cisco cBR-8 ルー
タでは、有効な値は 0 です。
• port：コントローラ ポート番号。Cisco
cBR-8 ルータでは、有効な値は 0 ～ 7 で
す。
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Cisco uBR7246VXR または Cisco uBR7225VXR
ルータのケーブル インターフェイスを指定しま
す。

integrated-cableslot/port

• slot：ライン カードが設置されているス
ロット。
◦ Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲
は 3 ～ 6 です。
◦ Cisco uBR7225VXR ルータ：有効範囲
は 1 ～ 2 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
ポート番号。有効なポート値は 0 または 1
です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCD

このコマンドが変更されました。Cisco uBR7246VXR および Cisco
uBR7225VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータのコントローラ イ
ンターフェイス コンフィギュレーションのサポートが追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

次に、Cisco uBR10012 ルータのスロット 5、サブスロット 1、ポート 0 のコントローラ インター
フェイスを設定するためにコントローラ コンフィギュレーション モードを開始する例を示しま
す。
Router# configure terminal
Router(config)# controller integrated-cable 5/1/0
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次に、Cisco cBR-8 ルータのスロット 3、サブスロット 0、ポート 0 のコントローラ インターフェ
イスを設定するためにコントローラ コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller integrated-cable 3/0/0

___________________
関連コマンド

Command

Description

annexmodulation

各 RF チャネルの Annex および変調速度を設定
します。

rf-channelcabledownstreamchannel-id

ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネル
に割り当てます。

rf-channelfrequency

各 RF チャネルの周波数を設定します。

rf-channelrf-power

RF 電力出力レベルを設定します。

rf-channelrf-shutdown

RF チャネルを有効または無効にします。
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controller modular-cable
ワイドバンド モジュラ インターフェイス コントローラを設定するためにコントローラ コンフィ
ギュレーション モードを開始するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
controllermodular-cable コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCA
controller modular-cable slot/subslot/bay
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB 以降のリリース
controller modular-cable slot/bay/port| slot/subslot/controller
___________________
構文の説明

slot/subslot/bay または slot/bay/port

ワイドバンド SPA のスロット、サブスロット、
ベイ、およびポート。
• slot：ワイドバンド SIP が設置されている
スロット。有効な値は 1 と 3 です。
• subslot：ワイドバンド SIP が設置されてい
るサブスロット。有効な値は 0 です。
• bay：SPA が設置されているワイドバンド
SIP ベイ。有効範囲は 0 ～ 3 です。
• port：SPA のポート番号。有効な値は常に
0 です。

slot/subslot/controller

モジュラ ケーブル ライン カードのスロット、
サブスロット、およびコントローラ。
• slot：モジュラ ケーブル ライン カードの
スロット。有効な値は 5、6、7、および 8
です。
• subslot：モジュラ ケーブル ライン カード
のサブスロット。有効な値は 0 と 1 です。
• controller：モジュラ ケーブル ライン カー
ドのコントローラ。有効範囲は 0 ～ 2 で
す。

___________________
コマンド モード
デフォルト

コマンド モードは変更されません。
グローバル
コンフィギュレーション（config）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが変更されました。モジュラ ケーブル インターフェイス
のアドレス形式が slot/subslot/bay から slot/bay/port に変更されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。このコマンドが Cisco uBR-MC3GX60V
ケーブル インターフェイス ライン カードをサポートするようになりま
した。モジュラ ケーブル ライン カードのアドレス形式
slot/subslot/controller が追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ワイドバンド モジュラ インターフェイス コントローラがある場所を指定し、
コントローラ コンフィギュレーション モードを開始します。モジュラ インターフェイス コント
ローラは、SPA または Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス ライン カードのいずれ
かです。
___________________
例

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 にある Cisco ワイドバンド SPA のコントローラ コン
フィギュレーション モードを開始する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0

次に、スロット 8、サブスロット 1、コントローラ ユニット番号 1 にある Cisco uBR-MC3GX60V
ライン カードのコントローラ コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller modular-cable 8/1/1

___________________
関連コマンド

Command

Description

annexmodulation

Cisco ワイドバンド SPA の Annex と変調を設定
します。
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Command

Description

cablerf-channel

Cisco ワイドバンド SPA の RF チャネルをワイ
ドバンド チャネルに関連付けます。

ip-address(controller)

Cisco ワイドバンド SPA FPGA の IP アドレスを
設定します。

modular-hostsubslot

Cisco ワイドバンド SPA のモジュラ ホスト ライ
ン カードを指定します。

rf-channelcabledownstreamchannel-id

ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネル
に割り当てます。

rf-channeldescription

各 RF チャネルの説明を指定します。

rf-channelip-addressmac-addressudp-port

各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、
および UDP ポートを設定します。

rf-channelnetworkdelay

各 RF チャネルの CIN 遅延を指定します。
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controller upstream-cable
アップストリーム ケーブル コントローラを設定するには、グローバル コンフィギュレーション
モードで controller upstream-cable コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
contoller upstream-cable slot/subslot/controller port number
no contoller upstream-cable slot/subslot/controller port number
___________________
構文の説明

slot/subslot/controller port number

slot、subslot、および controller port number。有
効範囲は次のとおりです。
• slot：有効範囲は 0 ～ 9 です。
• subslot：有効なサブスロットは 0 です。
• contoller port number：有効範囲は 0 ～ 15
です。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

デフォルトでは、16 個のコントローラ（0 ～ 15）のすべてに対してケーブル ライン カードが作
成されます。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン グローバル コンフィギュレーション モードでアップストリーム ケーブル コントローラを設定す
るには、controller upstream-cable コマンドを使用します。
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___________________
例

次に、contoller upstream-cable コマンドを使用してアップストリーム ケーブル コントローラを設
定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller Upstream-Cable 3/0/0
Router(config-controller)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

controller integrated-cable

統合ケーブル コントローラを設定します。
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cops ip dscp
Cisco ルータによって送信される Common Open Policy Service（COPS）メッセージの COPS
Differentiated Services Code Point（DSCP）マーキングを指定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで copsipdscp コマンドを使用します。この設定を削除するには、このコマンド
の no 形式を使用します。
cops ip dscp [0-63| default| af11-af43| cs1-cs7]
nocops ip dscp [0-63| default| af11-af43| cs1-cs7]
___________________
構文の説明

このコマンドの値は、COPS メッセージの送信時に使用するマーキングを指定します。Cisco CMTS
ルータでは、次の値がサポートされます。
0-63

DSCP 値の範囲は 0 ～ 63 です。

af11

Use AF11 dscp (001010)

af12

Use AF12 dscp (001100)

af13

Use AF13 dscp (001110)

af21

Use AF21 dscp (010010)

af22

Use AF22 dscp (010100)

af23

Use AF23 dscp (010110)

af31

Use AF31 dscp (011010)

af32

Use AF32 dscp (011100)

af33

Use AF33 dscp (011110)

af41

Use AF41 dscp (100010)

af42

Use AF42 dscp (100100)

af43

Use AF43 dscp (100110)

cs1

Use CS1 dscp (001000) [precedence 1]

cs2

Use CS2 dscp (010000) [precedence 2]

cs3

Use CS3 dscp (011000) [precedence 3]

cs4

Use CS4 dscp (100000) [precedence 4]
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cs5

Use CS5 dscp (101000) [precedence 5]

cs6

Use CS6 dscp (110000) [precedence 6]

cs7

Use CS7 dscp (111000) [precedence 7]

default

Use default dscp (000000)

ef

Use EF dscp (101110)

___________________
コマンド デフォルト
• このコマンドは、デフォルトでは無効になっています。
• Cisco ルータによって送信されるメッセージのデフォルトの DSCP 値は 0 です。
• Cisco ルータへの着信接続については、COPS エンジンは TCP 接続を開始する COPS サーバ
が使用する DSCP 値をデフォルトで取得します。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドが Cisco CMTS に導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン この機能を使用して、Cisco ルータによって送受信される COPS メッセージの Differentiated Services
Code Point（DSCP）マーキングを変更できます。Cisco IOS リリース 12.3(13a)BC では、この機能
は copsipdscp コマンドによってサポートされます。copsipdscp コマンドは、ケーブル ネットワー
ク内の Cisco ルータと COPS サーバ間の接続に関するデフォルトの IP パラメータを変更します。
DSCP 値は、Cisco ルータの Quality of Service（QoS）設定で DSCP と IP プレシデンスの関係を要
約するために使用されます。このコマンドを使用すると、COPS で着信または発信接続のパケッ
トをリマークできます。
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発信接続のデフォルト設定は 0 です。デフォルトの着信接続では、COPS エンジンは TCP 接続を
開始する COPS サーバから DSCP 値を取得します。

（注）

この機能は、すべての COPS サーバによるすべての TCP 接続に影響します。
• copsipdscp コマンドを使用すると、Cisco ルータで着信または発信接続の COPS パケットをリ
マークできます。
• このコマンドは、すべての COPS サーバによるすべての TCP 接続に影響します。
• このコマンドは COPS サーバの既存の接続には影響しません。このコマンドを発行すると、
その時点以降の新しい接続でのみ、この機能がサポートされます。
• Cisco ルータによって送信されるメッセージのデフォルトの DSCP 値は 0 です。
• Cisco ルータへの着信接続については、COPS エンジンは TCP 接続を開始する COPS サーバ
が使用する DSCP 値をデフォルトで取得します。
この機能および関連するコマンドの詳細については、Cisco.com の「COPS Engine Operation on the
Cisco CMTS Routers」を参照してください。

___________________
例

次に、このコマンドの基本的な使用例を示します。
次に、サポートされているコマンド バリエーションを使った cops ip dscp コマンドの例を示しま
す。
Router(config)# cops ip dscp ?
<0-63>
DSCP value
af11
Use AF11 dscp (001010)
af12
Use AF12 dscp (001100)
af13
Use AF13 dscp (001110)
af21
Use AF21 dscp (010010)
af22
Use AF22 dscp (010100)
af23
Use AF23 dscp (010110)
af31
Use AF31 dscp (011010)
af32
Use AF32 dscp (011100)
af33
Use AF33 dscp (011110)
af41
Use AF41 dscp (100010)
af42
Use AF42 dscp (100100)
af43
Use AF43 dscp (100110)
cs1
Use CS1 dscp (001000) [precedence
cs2
Use CS2 dscp (010000) [precedence
cs3
Use CS3 dscp (011000) [precedence
cs4
Use CS4 dscp (100000) [precedence
cs5
Use CS5 dscp (101000) [precedence
cs6
Use CS6 dscp (110000) [precedence
cs7
Use CS7 dscp (111000) [precedence
default Use default dscp (000000)
ef
Use EF
dscp (101110)
Router(config)# cops ip dscp 63

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]

次に、COPS サーバを指定し、そのサーバの RSVP 用 COPS を有効にする例を示します。これら
の機能は、いずれも Cisco uBR10012 ルータで iprsvppolicycops コマンドを使用して実行されます。
残りのすべての RSVP 用 COPS コマンドのデフォルト設定は、暗黙的に受け入れられます。
Router# configure terminal
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Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# ip rsvp policy cops servers 161.44.130.168 161.44.129.6
Router(config)# exit

次の例は、ルータでの RSVP 用 COPS の設定の 3 つの表示を示しています。これらを使用して、
RSVP 用 COPS の設定を確認できます。
次に、ポリシーサーバのアドレス、状態、キープアライブ、およびポリシークライアントの情報
を表示する例を示します。
Router# show cops servers
COPS SERVER: Address: 161.44.135.172. Port: 3288. State: 0. Keepalive: 120 sec
Number of clients: 1. Number of sessions: 1.
COPS CLIENT: Client type: 1. State: 0.

次に、ポリシー サーバのアドレス、ACL ID、およびクライアント/サーバ接続のステータスを表
示する例を示します。
Router# show ip rsvp policy cops
COPS/RSVP entry. ACLs: 40 60
PDPs: 161.44.135.172
Current state: Connected
Currently connected to PDP 161.44.135.172, port 0

次に、各 ACL ID の ACL ID 番号とステータスを表示する例を示します。
Router# show ip rsvp policy
Local policy: Currently unsupported
COPS:
ACLs: 40 60 . State: CONNECTED.
ACLs: 40 160 . State: CONNECTING.

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

copslistenersaccess-list

Cisco CMTS のすべての COPS リスナー アプリ
ケーションへの着信接続に対するアクセス コン
トロール リスト（ACL）を設定します。

copstcpwindow-size

COPS プロセスで使用されるデフォルトの TCP
受信ウィンドウ サイズを上書きします。

debugpacketcablecops

COPS エンジンによる PacketCable のデバッグ
プロセスを有効にします。

debugpacketcablegatecontrol

PacketCable ゲート コントロールのデバッグ プ
ロセスを有効にして表示します。

debugpacketcablesubscriber

PacketCable サブスクライバのデバッグ プロセ
スを有効にして表示します。

showcopsservers

COPS サーバのアドレス、ポート、状態、キー
プアライブ、およびポリシー クライアントの情
報を表示します。
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コマンド

説明

showdebug

Cisco CMTS の PacketCable COPS メッセージを
含む現在のデバッグ情報を表示します。

showiprsvppolicy

ポリシー サーバのアドレス、ACL ID、および
クライアント/サーバ接続のステータスを表示し
ます。
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cops listeners access-list
Cisco CMTS ルータのすべての Common Open Policy Service（COPS）リスナー アプリケーションへ
の着信接続に対するアクセス コントロール リスト（ACL）を設定するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで copslistenersaccess-list コマンドを使用します。Cisco CMTS ルータから
この設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cops listeners access-list {acl-num| acl-name}
no cops listeners access-list {acl-num| acl-name}
___________________
構文の説明

acl-num

現在のインターフェイスに適用するアクセス リ
ストを示す数値 ID。標準アクセス リストでは、
有効範囲は 1 ～ 99 です。拡張アクセス リスト
では、有効範囲は 100 ～ 199 です。
Cisco cBR シリーズ ルータでは、IPv4 アクセス
リスト番号の通常範囲は 1 ～ 199、拡張範囲は
1300 ～ 2699 です。

acl-name

現在のインターフェイスに適用する ACL を示
す文字で始まる最大 30 文字の英数字 ID。

___________________
コマンド デフォルト

Cisco CMTS ルータには、デフォルトでアクセス リストは設定されていません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。
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cops listeners access-list

___________________
使用上のガイドライン ケーブル モニタおよび Cisco uBR10012 ルータで ACL を使用するときは、複数の ACL を 1 つの
ACL にまとめ、まとめた ACL を使ってケーブル モニタを設定します。Cisco uBR10012 ルータの
ケーブル モニタの詳細については、Cisco.com の『Cable Monitor and Intercept Features for the Cisco
CMTS』のドキュメントを参照してください。
___________________
例

次に、COPS リスナー機能の簡単なアクセス リストの設定例を示します。
Router# cops listeners access-list 40

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

copsipdscp

Cisco ルータによって送信された COPS メッセー
ジの COPS DSCP マーキングを指定します。

copstcpwindow-size

COPS プロセスで使用されるデフォルトの TCP
受信ウィンドウ サイズを上書きします。

debugpacketcablecops

COPS エンジンによる PacketCable のデバッグ
プロセスを有効にします。

debugpacketcablegatecontrol

PacketCable ゲート コントロールのデバッグ プ
ロセスを有効にして表示します。

debugpacketcablesubscriber

PacketCable サブスクライバのデバッグ プロセ
スを有効にして表示します。

showcopsservers

COPS サーバのアドレス、ポート、状態、キー
プアライブ、およびポリシー クライアントの情
報を表示します。

showdebug

Cisco CMTS の PacketCable COPS メッセージを
含む現在のデバッグ情報を表示します。

showiprsvppolicy

ポリシー サーバのアドレス、ACL ID、および
クライアント/サーバ接続のステータスを表示し
ます。
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cops tcp window-size

cops tcp window-size
Cisco CMTS ルータのデフォルトの TCP 受信ウィンドウ サイズを上書きするには、グローバル コ
ンフィギュレーション モードで copstcpwindow-size--> コマンドを使用します。この設定により、
COPS サーバが一度に大量のデータを送信することを防止できます。TCP ウィンドウ サイズを 4K
のデフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cops tcp window-size bytes
no cops tcp window-size
___________________
構文の説明

bytes

これは、TCP ウィンドウ サイズの設定（バイト
単位）です。この値の範囲は 516 ～ 65535 バイ
トです。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの COPS TCP ウィンドウ サイズは 4000 バイトです。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは COPS サーバの既存の接続には影響しません。このコマンドを発行すると、その
時点以降の新しい接続でのみ、この機能がサポートされます。
___________________
例

次に、TCP ウィンドウ サイズを 64000 バイトに設定する例を示します。
Router(config)# cops tcp window-size 64000
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cops tcp window-size

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

copsipdscp

Cisco ルータによって送信される Common Open
Policy Service（COPS）メッセージの COPS
Differentiated Services Code Point（DSCP）マー
キングを指定します。

copslistenersaccess-list

Cisco CMTS のすべての COPS リスナー アプリ
ケーションへの着信接続に対するアクセス コン
トロール リスト（ACL）を設定します。

debugpacketcablecops

COPS エンジンによる PacketCable のデバッグ
プロセスを有効にします。

debugpacketcablegatecontrol

PacketCable ゲート コントロールのデバッグ プ
ロセスを有効にして表示します。

debugpacketcablesubscriber

PacketCable サブスクライバのデバッグ プロセ
スを有効にして表示します。

showcopsservers

COPS サーバのアドレス、ポート、状態、キー
プアライブ、およびポリシー クライアントの情
報を表示します。

showdebug

Cisco CMTS の PacketCable COPS メッセージを
含む現在のデバッグ情報を表示します。

showiprsvppolicy

ポリシー サーバのアドレス、ACL ID、および
クライアント/サーバ接続のステータスを表示し
ます。
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cpd

cpd
コントロール ポイント検出（CPD）機能を有効にするには、グローバル コンフィギュレーション
モードで cpd コマンドを使用します。CPD を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
cpd
no cpd
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

CPD は有効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.3(21a)BC3

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

次に、ルータの CPD を有効にする例を示します。
Router(config)# cpd

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cpdcr-id

制御関係 ID を設定します。
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cpd cr-id

cpd cr-id
制御関係 ID（CR ID）を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cpdcr-id コ
マンドを使用します。CR ID を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
cpd cr-id cr id number
no cpd cr-id
___________________
構文の説明

cridnumber

制御関係 ID。有効範囲は 1 ～ 65535 です。

___________________
コマンド デフォルト

CR ID は 1 に設定されています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.3(21a)BC3

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

次に、制御関係 ID を 236 に設定する例を示します。
Router(config)# cpd cr-id 236

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cpd

CPD 機能を有効にします。
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cpe max

cpe max
CM を使用してケーブル ネットワークに接続できる CPE デバイスの最大数を指定する DOCSIS コ
ンフィギュレーション ファイルを作成するには、ケーブル コンフィギュレーション ファイル コ
ンフィギュレーション モードで cpemax--> コマンドを使用します。CPE の指定を削除するには、
このコマンドの no 形式を使用します。
cpe max cpe-num
no cpe max
___________________
構文の説明

cpe-num

CPE の数を指定します。有効範囲は 1 ～ 254 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

最大で 1 つの CPE デバイスが CM を使用してケーブル ネットワークに接続できます。

___________________
コマンド モード

ケーブル コンフィギュレーション ファイル コンフィギュレーション（config-file）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(2)EC1

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインにサポートが追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン CM は cpemax コマンドで設定された制限を適用しますが、CMTS はそれより少ない CPE デバイ
ス数を独自に適用する場合があります。Cisco CMTS ルータでは、cpe-num の値を 0 にすることで
ホストの数を無制限にできますが、一部の CM では、この値は 0 個のホストを示すだけです。
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cpe max

___________________
例

次に、コンフィギュレーション ファイルに CPE の最大値を設定する例を示します。
Router(config)# cable config-file channeloverride.cm
Router(config-file)# cpe max 3
Router(config-file)# exit

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableconfig-file

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作
成し、コンフィギュレーション ファイル モー
ドを開始します。

access-denied

ネットワークへのアクセスを無効にします。

channel-id

アップストリーム チャネル ID を指定します。

download

コンフィギュレーション ファイルのダウンロー
ド情報を指定します。

frequency

ダウンストリーム周波数を指定します。

option

コンフィギュレーション ファイルのオプション
を提供します。

privacy

ベースライン プライバシー イメージのプライ
バシー オプションを指定します。

service-class

コンフィギュレーション ファイルのサービス
クラス定義を指定します。

snmpmanager

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）の
オプションを指定します。

timestamp

タイムスタンプの生成を有効にします。
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• depi cin-failover, 1201 ページ
• depi eqam-stats, 1203 ページ
• depi-class, 1204 ページ
• depi-tunnel, 1206 ページ
• description（ボンディング グループ）, 1208 ページ
• description（ケーブル ファイバ ノード）, 1210 ページ
• description（冗長ライン カード）, 1212 ページ
• dest-ip, 1214 ページ
• diagnostic load, 1216 ページ
• diagnostic ondemand action-on-failure, 1219 ページ
• diagnostic unload, 1222 ページ
• docsis-channel-id, 1225 ページ
• docsis-policy, 1227 ページ
• docsis-version, 1229 ページ
• downstream, 1231 ページ
• downstream cable, 1234 ページ
• downstream integrated-cable rf-channel (インターフェイス), 1237 ページ
• downstream local upstream, 1240 ページ
• downstream modular-cable rf-channel（チャネル グループ）, 1242 ページ
• downstream modular-cable rf-channel（インターフェイス）, 1244 ページ
• downstream modular-cable rf-channel, 1247 ページ
• duration, 1250 ページ
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• enabled（enforce-rule）, 1255 ページ
• enforced qos-profile, 1257 ページ
• exception pxf, 1261 ページ
• facility-alarm（ubr10012）, 1263 ページ
• hccp authentication, 1267 ページ
• hccp authentication key-chain, 1270 ページ
• hccp bypass version, 1273 ページ
• hccp channel-switch, 1276 ページ
• hccp check version, 1281 ページ
• hccp ds-switch, 1283 ページ
• hccp lockout, 1286 ページ
• hccp protect, 1288 ページ
• hccp resync, 1291 ページ
• hccp revertive, 1293 ページ
• hccp reverttime, 1296 ページ
• hccp switch, 1299 ページ
• hccp timers, 1301 ページ
• hccp track, 1303 ページ
• hccp unlockout, 1307 ページ
• hccp working, 1309 ページ
• hw-module bay reload, 1312 ページ
• hw-module shutdown（ubr10012）, 1314 ページ
• hw-module slot , 1318 ページ
• hw-module slot pos, 1320 ページ
• hw-module slot srp, 1322 ページ
• hw-module subslot , 1324 ページ
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depi cin-failover

depi cin-failover
Downstream External PHY Interface（DEPI）で Converged Interconnect Network（CIN）障害が発生し
た際のフェールオーバーを有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで
depicin-failover コマンドを使用します。DEPI で CIN 障害が発生した際のフェールオーバーを無効
にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
depi cin-failover [cpu-threshold {high threshold_value| low threshold_value}]
no depi cin-failover
___________________
構文の説明

cpu-threshold

ライン カードの CPU しきい値を設定します。

high

高しきい値のレベルを設定します。デフォルト
値は 95 です。

low

低しきい値のレベルを設定します。デフォルト
値は 85 です。

threshold_value

CPU 使用率のしきい値（パーセンテージ）。有
効な値の範囲は 0 ～ 100 です。

___________________
コマンド デフォルト

DEPI CIN フェールオーバーの設定はデフォルトで無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCF4

このコマンドが変更されました。cpu-threshold キーワードがこの
コマンドに追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。
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depi cin-failover

___________________
使用上のガイドライン DEPI コントロール プレーンのハイ アベイラビリティが設定されている場合は、グローバルに設
定される depicin-failover コマンドによって、CIN 障害の発生時にケーブル ライン カードのスイッ
チオーバーがトリガーされます。
depicin-failovercpu-threshold コマンドを使用して、CIN 障害によるフェールオーバーが発生する
タイミングを変更する CPU しきい値を設定できます。
• high しきい値に達すると、CIN 障害によるフェールオーバーは無効になります。
• high しきい値に達した場合（かつその場合に限って）、CIN 障害によるフェールオーバーが
再度有効になるには、CPU 使用率が設定された low しきい値より低くなる必要があります。

（注）

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE では、DEPI CIN によってトリガーされるフェールオーバーは
コントロール プレーンの DEPI で自動的に有効になります。depicin-failover コマンドは、Cisco
IOS リリース 12.2(33)SCF で導入され、デフォルトでは無効になっています。

次に、CIN フェールオーバーを設定する例を示します。
Router(config)# depi
Router(config)# depi cin-failover
Router(config)# exit

次に、CPU しきい値を設定する例を示します。
Router(config)# depi
Router(config)# depi cin-failover cpu-threshold high 95 low 85
Router(config)# exit

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showdepitunnel

すべてのアクティブな制御接続を表示します。

showdepisession

DEPI セッションに関する情報を表示します。
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depi eqam-stats

depi eqam-stats
Cisco CMTS ルータの Downstream External PHY Interface（DEPI）EQAM 統計情報に関するデバッ
グ情報を有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで depieqam-stats コマンド
を使用します。デバッグ情報を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
depi eqam-stats
no depi eqam-stats
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

DEPI EQAM 統計情報の設定はデフォルトで有効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco RF ゲートウェイ 10 は、Cisco CMTS ルータに EQAM 統計情報を送信します。他の EQAM
は、EQAM 統計情報機能をサポートしていません。
___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータの DEPI EQAM 統計情報を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# depi eqam-stats

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showdepisession

DEPI セッションに関する情報を表示します。
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depi-class

depi-class
異なる擬似回線クラスに継承できる Downstream External PHY Interface（DEPI）コントロール プ
レーン設定のテンプレートを作成し、DEPI クラス コンフィギュレーション モードを開始するに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで depi-class コマンドを使用します。特定の DEPI
クラスの設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
depi-class depi-class-name
no depi-class depi-class-name
___________________
構文の説明

depi-class-name

DEPI クラスの名前。複数の DEPI コントロール
パラメータのセットを設定するには、
depi-class-name 引数を指定する必要があります。

___________________
コマンド デフォルト

DEPI クラスは定義されていません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン depi-class-->depi-class-name コマンドを使用して、異なる複数の擬似回線クラスによって使用され
る設定で構成される DEPI クラス テンプレートを設定できます。depi-class コマンドは、DEPI コ
ントロール プレーン パラメータを設定する DEPI クラス コンフィギュレーション モードを開始
します。
レイヤ 2 コントロール チャネルの両端の擬似回線設定で同じ DEPI クラスを使用する必要があり
ます。
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depi-class

___________________
例

次に、SPA0 というクラスの DEPI クラス設定テンプレートを作成するために DEPI クラス コン
フィギュレーション モードを開始する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# depi-class SPA0
Router(config-depi-ctrl SPA0)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

l2tp-class

異なる擬似回線クラスに継承できるレイヤ 2 ト
ンネルプロトコル（L2TP）コントロールプレー
ン設定のテンプレートを作成し、L2TP クラス
コンフィギュレーション モードを開始します。

depi-tunnel

異なる擬似回線クラスに継承できる Downstream
External PHY Interface（DEPI）トンネル設定の
テンプレートを作成し、DEPI データ セッショ
ン コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

showdepitunnel

すべてのアクティブな制御接続を表示します。

showdepisession

確立された DEPI データ セッションを表示しま
す。
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depi-tunnel

depi-tunnel
異なる擬似回線クラスに継承できる Downstream External PHY Interface（DEPI）トンネル構成設定
のテンプレートを作成し、DEPI データ セッション コンフィギュレーション モードを開始するに
は、グローバル コンフィギュレーション モードまたはサブインターフェイス コンフィギュレー
ション モードで depi-tunnel コマンドを使用します。設定された DEPI トンネルを削除するには、
このコマンドの -->no 形式を使用します。
depi-tunnel depi-tunnel-name
no depi-tunnel depi-tunnel-name
___________________
構文の説明

depi-tunnel-name

DEPI トンネルの名前。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
サブインターフェイス コンフィギュレーション（config-subif）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン depi-tunnel は、DEPI トンネル構成設定のテンプレートを作成します。DEPI データ セッション
は、DEPI コントロール テンプレートのコントロール プレーン構成設定を継承します。
このモードでは、次の DEPI データ セッション コンフィギュレーション オプションが使用可能で
す。
• l2tp-class
• depi-class
• dest-ip
• tos
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depi-tunnel

___________________
例

次に、グローバル コンフィギュレーション モードで DEPI トンネル構成設定のテンプレートを作
成し、DEPI データ セッション コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# depi-tunnel rf6
Router(config-depi-tunnel)#

次に、サブインターフェイス コンフィギュレーション モードで DEPI トンネル構成設定のテンプ
レートを作成する例を示します。
Router(config)# interface qam 6/4.1
Router(config-subif)# depi-tunnel 0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

l2tp-class

異なる擬似回線クラスに継承できるレイヤ 2 ト
ンネルプロトコル（L2TP）コントロールプレー
ン構成設定のテンプレートを作成し、L2TP ク
ラス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

depi-class

異なる擬似回線クラスに継承できる Downstream
External PHY Interface（DEPI）コントロール プ
レーン構成設定のテンプレートを作成し、DEPI
クラス コンフィギュレーション モードを開始
します。

dest-ip

宛先ネットワークに IP アドレスを割り当てま
す。

tos

レイヤ 2 トンネル パケットのヘッダーのタイプ
オブ サービス（ToS）バイトを設定します。

showdepitunnel

すべてのアクティブな制御接続を表示します。

showdepisession

確立された DEPI データ セッションを表示しま
す。
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description（ボンディング グループ）

description（ボンディング グループ）
Cisco CMTS ルータのボンディング グループの説明を追加するには、ケーブル インターフェイス
コンフィギュレーション モードで description コマンドを使用します。ボンディング グループの
説明を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
description description
no description
___________________
構文の説明

description

ボンディング グループの説明を指定します。こ
の文字列は、最大 128 文字まで指定できます。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、ボンディング グループの説明はありません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン description コマンドは、アップストリーム チャネル ボンディング機能を設定するために使用しま
す。
description コマンドは、ボンディング グループに関する情報を提供するコメントを設定に追加し
ます。
___________________
例

次に、ボンディング グループ 1 の説明を指定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# interface cable 8/0/0
Router(config-if)# cable upstream bonding-group 1
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description（ボンディング グループ）

Router(config-upstream-bonding)# description UBG1
Router(config-upstream-bonding)# end
Router# show running interface cable 8/0/0
Building configuration...
Current configuration : 1443 bytes
!
interface Cable8/0/0
downstream Modular-Cable 8/0/0 rf-channel 0-3
cable ip-init apm
cable mtc-mode
no cable packet-cache
cable bundle 6
cable upstream max-ports 4
cable upstream bonding-group 1
description UBG1
upstream 0
upstream 1
upstream 2
upstream 3
attributes 80000000

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablefiber-node

ファイバ ノードを設定するためにケーブル ファ
イバ ノード コンフィギュレーション モードを
開始します。

upstreamcableconnector

ファイバ ノード用のアップストリーム チャネ
ル ポートを指定します。
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description（ケーブル ファイバ ノード）

description（ケーブル ファイバ ノード）
ファイバ ノードの説明を指定するには、ケーブル ファイバ ノード コンフィギュレーション モー
ドで description コマンドを使用します。ファイバ ノードの説明を削除するには、このコマンドの
no 形式を使用します。
description description
no description
___________________
構文の説明

description

ケーブル ファイバ ノードの説明を指定します。
この文字列は、最大 80 文字まで指定できます。

___________________
コマンド デフォルト

description コマンドが発行されていない場合、説明はありません。

___________________
コマンド モード

ケーブル ファイバ ノード コンフィギュレーション（config-fiber-node）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン description コマンドは、ファイバ ノードに関する情報を提供するコメントを設定に追加します。
___________________
例

次に、ファイバ ノード 5 の説明を指定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable fiber-node 5
Router(config-fiber-node)# description Branch office 5
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description（ケーブル ファイバ ノード）

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablefiber-node

ファイバ ノードを設定するためにケーブル ファ
イバ ノード コンフィギュレーション モードを
開始します。

downstreamcable

ファイバ ノードにプライマリ ダウンストリー
ム チャネルを割り当てます。

downstreammodular-cablerf-channel

ファイバ ノードのワイドバンド チャネルに使
用できる RF チャネルを指定します。

upstreamcableconnector

ファイバ ノード用のアップストリーム チャネ
ル ポートを指定します。
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description（冗長ライン カード）

description（冗長ライン カード）
ラインカード冗長グループの説明を設定するには、ラインカードの冗長コンフィギュレーション
サブモードで descrption コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式
を使用します。
description group-description
no description
___________________
構文の説明

group-description

ライン カード冗長グループの説明を指定しま
す。

___________________
コマンド デフォルト

説明は設定されていません。

___________________
コマンド モード

ライン カードの冗長コンフィギュレーション（config-red-lc）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE リリース 3.16.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン 説明の文字列は、最大 127 文字まで指定できます。
___________________
例

次に、Cisco cBR-8 シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータの冗長グループの説明を設定す
る例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# linecard-group 0 internal-switch
Router(config-red-lc)# description Redundancy Group0
Router(config-red-lc)#

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1212

ケーブル コマンド：d ～ h
description（冗長ライン カード）

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

class

ライン カードの冗長性クラスを設定します。

member slot

ライン カード冗長グループにスロットを追加し
ます。

linecard-group internal-switch

ライン カードのライン カード グループを作成
します。

redundancy

ライン カード冗長性を設定します。

show redundancy linecard

冗長ライン カードまたはライン カード グルー
プに関する情報を表示します。
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dest-ip

dest-ip
エッジ直交振幅変調（EQAM）に IP アドレスを割り当てるには、DEPI トンネル コンフィギュレー
ション モードで dest-ip コマンドを使用します。特定の宛先 IP アドレスを削除するには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
dest-ip dest-ip-address
no dest-ip dest-ip-address
___________________
構文の説明

dest-ip-address

EQAM の IP アドレス

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

DEPI トンネル コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン dest-ipdest-ip-address コマンドを使用して、EQAM の IP アドレスを設定できます。
___________________
例

次に、宛先 IP アドレスとして 1.3.4.155 を割り当てる例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# depi-tunnel rf6
Router(config-depi-tunnel)# dest-ip 1.3.4.155
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dest-ip

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

l2tp-class

異なる擬似回線クラスに継承できるレイヤ 2 ト
ンネルプロトコル（L2TP）コントロールプレー
ン構成設定のテンプレートを作成し、L2TP ク
ラス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

depi-class

異なる擬似回線クラスに継承できる Downstream
External PHY Interface（DEPI）コントロール プ
レーン構成設定のテンプレートを作成し、DEPI
クラス コンフィギュレーション モードを開始
します。

depi-tunnel

DEPI トンネルの名前を指定し、DEPI トンネル
コンフィギュレーション モードを開始します。

tos

レイヤ 2 トンネル パケットのヘッダーのタイプ
オブ サービス（ToS）バイトを設定します。

showdepitunnel

すべてのアクティブな制御接続を表示します。

showdepisession

確立された DEPI データ セッションを表示しま
す。
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diagnostic load

diagnostic load
ライン カードにフィールド診断テスト用のフィールド診断イメージをロードするには、diagnostic
load コマンドを入力します。
diagnostic load {slot slot| subslot slot/subslot} image-url [autostart test{all port port-number}]
___________________
構文の説明

slot

フィールド診断イメージをアンロードするライ
ン カードが、サブスロットではなくフル スロッ
トにあることを指定します。

subslot

フィールド診断イメージをアンロードするライ
ン カードがフル スロットではなくサブスロッ
トにあることを指定します。

slot-number

フィールド診断イメージをアンロードするライ
ン カードが装着されているルータ上のスロット
番号を指定します。

subslot-number

フィールド診断イメージをアンロードするライ
ン カードが装着されているルータ上のサブス
ロット番号を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(16)BX

このコマンドが導入されました。

12.3(13)BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3(13)BC に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。
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diagnostic load

___________________
使用上のガイドライン フィールド診断イメージがライン カードから正常にアンロードされると、showdiagnosticresult の
出力は消失します。フィールド診断テストの結果を保持する場合は、diagnosticunload を入力して
ライン カードからフィールド診断イメージをアンロードする前に、-->showdiagnosticresult を入力
して別のファイルに出力をコピーしてください。
このコマンドを入力すると、通常のライン カードの動作が正常に再開されます。
フィールド診断テストの進行中に、ライン カードをただちにオンライン状態に戻す必要がある場
合は、diagnosticstop を入力して進行中のフィールド診断テストを停止してから、diagnosticunload
を入力してライン カードからフィールド診断イメージをアンロードしてください。
___________________
例

次の例では、スロット 2 のライン カードからフィールド診断イメージがアンロードされます。画
面のプロンプトを確認するまでは、コマンドが正常に実行されないことに注意してください。
Router# diagnostic unload slot 2
******************************************************************************
WARNING:All Field Diagnostics test results and information will be unavailable
to both the "show diagnostic result <target>" and "show
diagnostic content <target>" commands. To save the test results,
cancel the unloading process and enter the "show diagnostic result
<target>" command. Copy the output into a file, then re-enter the
"diagnostic unload <target>" command to restore normal line
card operation.
******************************************************************************
% Are you sure that you want to perform this operation?
[no]:y FDIAG [slot 2]> Unloading the Field
Diagnostics image and restoring the original run-time image, please wait ...
FDIAG [slot 2]> Field Diagnostics image was successfully unloaded

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

diagnosticevent-logsize

イベント テーブルのサイズを設定します。

diagnosticload

ライン カードにフィールド診断イメージをロー
ドします。

diagnosticondemandaction-on-failure

フィールド診断テストを停止する前に許可され
るエラーの数を設定します。

diagnosticondemanditerations

特定のフィールド診断テストを開始したときの
テストの実行回数を設定します。

diagnosticstart

ライン カードのフィールド診断テストを開始し
ます。

diagnosticstop

進行中のフィールド診断テストを停止します。
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diagnostic load

コマンド

説明

showdiagnosticcontent

特定のライン カードに対するフィールド診断テ
ストのリストを表示します。

showdiagnosticevents

最後のシステム再ロード以降のフィールド診断
イベントの履歴を表示します。

showdiagnosticondemandsettings

オンデマンド診断設定を表示します。

showdiagnosticresult

フィールド診断テストの結果を表示します。

showdiagnosticood-status

ライン カードのスロットと名前、フィールド診
断イメージのステータス、前のフィールド診断
テストの結果など、さまざまなステータス情報
を表示します。
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diagnostic ondemand action-on-failure

diagnostic ondemand action-on-failure
エラーカウントの制限を設定したり、診断エラーイベントの検出時にテストを停止したりするに
は、diagnosticondemandaction-on-failure コマンドを使用します。
diagnostic ondemand action-on-failure [continue failure-limit| stop]
___________________
構文の説明

失敗したテストが発生した後もライン カードの
フィールド診断テストを続行する必要があるこ
とを指定します。failure-limit は、ライン カード
のテストを停止する前に検出できる失敗したテ
ストの数を指定します。failure-limit を 0 にする
と、失敗したテストの数に関係なくテストが続
行されます。

continuefailure-limit

（注）

エラー イベントが発生したときにフィールド診
断テストを停止させる必要があることを指定し
ます。

stop

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

failure-limit は、1 つのテスト内のエ
ラー数ではなく、失敗したテストの
数です。たとえば、1 つのテストで 4
つのエラーが発生した場合、そのテ
ストの failure-limit は 4 ではなく 1 に
なります。

このコマンドを入力しない場合は、デフォルトの failure-limit である 0 が使用されます。したがっ
て、diagnosticondemandaction-on-failure コマンドを使用してデフォルト設定を変更しないかぎ
り、テストはエラーの数に関係なく続行されます。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(16)BX

このコマンドが導入されました。

12.3(13)BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(13)BC に統合されまし
た。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン diagnosticondemandaction-on-failure の設定は、Cisco IOS のコンフィギュレーション ファイルに
保存できません。したがって、障害時アクションの設定を保持する必要がある場合は、ルータが
リセットまたは電源投入されるたびに diagnosticondemandaction-on-failure--> コマンドを再入力
する必要があります。
showdiagnosticondemandsettings コマンドを使用して、diagnosticondemandaction-on-failure の設
定を確認できます。
showdiagnosticeventsevent-typeerror コマンドを使用して、エラー イベントに関する追加情報を収
集できます。
___________________
例

次の例では、-->diagnosticondemanditerations と diagnosticondemandaction-on-failure を使用して、
オンデマンド診断の反復回数と障害時アクションの設定を変更しています。変更した設定は、
showdiagnosticondemandsettings を使用して確認します。
Router# diagnostic ondemand iterations 2
Router# diagnostic ondemand action-on-failure stop
Router# show diagnostic ondemand settings
Test iterations = 2

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

diagnosticevent-logsize

イベント テーブルのサイズを設定します。

diagnosticload

ライン カードにフィールド診断イメージをロー
ドします。

diagnosticondemandaction-on-failure

フィールド診断テストを停止する前に許可され
るエラーの数を設定します。

diagnosticondemanditerations

特定のフィールド診断テストを開始したときの
テストの実行回数を設定します。

diagnosticstart

ライン カードのフィールド診断テストを開始し
ます。

diagnosticstop

進行中のフィールド診断テストを停止します。
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ケーブル コマンド：d ～ h
diagnostic ondemand action-on-failure

コマンド

説明

showdiagnosticcontent

特定のライン カードに対するフィールド診断テ
ストのリストを表示します。

showdiagnosticevents

最後のシステム再ロード以降のフィールド診断
イベントの履歴を表示します。

showdiagnosticondemandsettings

オンデマンド診断設定を表示します。

showdiagnosticresult

フィールド診断テストの結果を表示します。

showdiagnosticood-status

ライン カードのスロットと名前、フィールド診
断イメージのステータス、前のフィールド診断
テストの結果など、さまざまなステータス情報
を表示します。
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ケーブル コマンド：d ～ h
diagnostic unload

diagnostic unload
ライン カードのフィールド診断をアンロードし、通常のライン カード動作を再開するには、
diagnosticunload コマンドを入力します。
diagnostic unload {slot slot-number| subslot slot-number/subslot-number}
___________________
構文の説明

slot

フィールド診断イメージをアンロードするライ
ン カードが、サブスロットではなくフル スロッ
トにあることを指定します。

subslot

フィールド診断イメージをアンロードするライ
ン カードがフル スロットではなくサブスロッ
トにあることを指定します。

slot-number

フィールド診断イメージをアンロードするライ
ン カードが装着されているルータ上のスロット
番号を指定します。

subslot-number

フィールド診断イメージをアンロードするライ
ン カードが装着されているルータ上のサブス
ロット番号を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(16)BX

このコマンドが導入されました。

12.3(13)BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3(13)BC に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。
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ケーブル コマンド：d ～ h
diagnostic unload

___________________
使用上のガイドライン フィールド診断イメージがライン カードから正常にアンロードされると、showdiagnosticresult の
出力は消失します。フィールド診断テストの結果を保持する場合は、diagnosticunload を入力して
ライン カードからフィールド診断イメージをアンロードする前に、-->showdiagnosticresult を入力
して別のファイルに出力をコピーしてください。
このコマンドを入力すると、通常のライン カードの動作が正常に再開されます。
フィールド診断テストの進行中に、ライン カードをただちにオンライン状態に戻す必要がある場
合は、diagnosticstop を入力して進行中のフィールド診断テストを停止してから、diagnosticunload
を入力してライン カードからフィールド診断イメージをアンロードしてください。
___________________
例

次の例では、スロット 2 のライン カードからフィールド診断イメージがアンロードされます。画
面のプロンプトを確認するまでは、コマンドが正常に実行されないことに注意してください。
Router# diagnostic unload slot 2
******************************************************************************
WARNING:All Field Diagnostics test results and information will be
unavailable to both the "show diagnostic result <target>" and
"show diagnostic content <target>" commands.
To save the test results, cancel the unloading process and enter
the "show diagnostic result <target>" command. Copy the output
into a file, then re-enter the "diagnostic unload <target>" command
to restore normal line card operation.
******************************************************************************
% Are you sure that you want to perform this operation? [no]:y
FDIAG [slot 2]> Unloading the Field Diagnostics image and restoring the original run-time
image, please wait ...
FDIAG [slot 2]> Field Diagnostics image was successfully unloaded

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

diagnosticevent-logsize

イベント テーブルのサイズを設定します。

diagnosticload

ライン カードにフィールド診断イメージをロー
ドします。

diagnosticondemandaction-on-failure

フィールド診断テストを停止する前に許可され
るエラーの数を設定します。

diagnosticondemanditerations

特定のフィールド診断テストを開始したときの
テストの実行回数を設定します。

diagnosticstart

ライン カードのフィールド診断テストを開始し
ます。
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ケーブル コマンド：d ～ h
diagnostic unload

コマンド

説明

diagnosticstop

進行中のフィールド診断テストを停止します。

showdiagnosticcontent

特定のライン カードに対するフィールド診断テ
ストのリストを表示します。

showdiagnosticevents

最後のシステム再ロード以降のフィールド診断
イベントの履歴を表示します。

showdiagnosticondemandsettings

オンデマンド診断設定を表示します。

showdiagnosticresult

フィールド診断テストの結果を表示します。

showdiagnosticood-status

ライン カードのスロットと名前、フィールド診
断イメージのステータス、前のフィールド診断
テストの結果など、さまざまなステータス情報
を表示します。
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ケーブル コマンド：d ～ h
docsis-channel-id

docsis-channel-id
ダウンストリーム チャネル ID を設定するには、RF チャネル コンフィギュレーション モードで
docsis-channel-id--> コマンドを使用します。DOCSIS チャネル ID をデフォルト値に設定するに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
docsis-channel-id dcid
no docsis-channel-id dcid
___________________
構文の説明

dcid

ダウンストリーム チャネル ID を指定します。
有効な値は 1 ～ 255 です。0 はネットワーク管
理用に予約されているため、無効です。

___________________
コマンド デフォルト

値 1 から始まるダウンストリーム デバイスのユニット番号。

___________________
コマンド モード

RF チャネル コンフィギュレーション（config-rf-chan）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに導入されました。cable downstream channel-id コマンドがこのコ
マンドに置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ヘッドエンド ファシリティに複数の Cisco CMTS ルータが存在する場合に、各
ダウンストリーム チャネルに一意の ID を割り当てるために使用します。

注意

アクティブ チャネルのダウンストリーム チャネル ID を変更すると、DOCSIS 仕様で要求され
ているように、接続されているすべての CM が自動的に切断され、強制的にオフライン状態に
なって CMTS ルータに再登録されます。
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ケーブル コマンド：d ～ h
docsis-channel-id

___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータのスロット 6 にあるケーブル インターフェイス ライン カードのダウン
ストリーム チャネルをチャネル ID 44 で設定する例を示します。
Router(config)#controller integrated-Cable 3/0/0
Router(config-controller)#rf-chan 0
Router(config-rf-chan)#docsis-channel-id 1

次に、ダウンストリーム チャネル ID の設定をデフォルト設定に戻す例を示します。
Router(config-rf-chan)#no docsis-channel-id 1
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ケーブル コマンド：d ～ h
docsis-policy

docsis-policy
DOCSIS ロード バランシング グループにポリシーを割り当てるには、config-lb-group コンフィギュ
レーション モードで docsis-policy コマンドを使用します。CM が別のポリシーを選択しない場合
は、このポリシーが CM に割り当てられるデフォルト ポリシーになります。割り当てられたポリ
シーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
docsis-policy n
no docsis-policy
___________________
構文の説明

n

ロード バランシング グループのポリシー番号。
ポリシー番号は 0 ～ 4294967295 の範囲で指定
できます。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

DOCSIS ロード バランシング グループ モード（config-lb-group）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次に、docsis-policy コマンドを使用して CMTS の DOCSIS ロード バランシング グループにポリ
シーを割り当てる例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
Router(config-lb-group)# docsis-policy 1
Config: Last Batch 0, 63 bytes
cable load-balance docsis-group 1 index 81
docsis-policy 1
end
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ケーブル コマンド：d ～ h
docsis-policy

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータでのリアルタイムの設定、統計、および
ロード バランシング操作の動作情報を表示しま
す。
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docsis-version

docsis-version
CMTS タグに対して CM の DOCSIS バージョンを設定するには、cmts タグ コンフィギュレーショ
ン モードで docsis-version コマンドを使用します。CMTS タグから設定済みの DOCSIS バージョ
ンを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
[exclude] docsis-version docsis-version
no docsis-version docsis-version
___________________
構文の説明

exclude

（任意）指定した DOCSIS バージョンを除外す
るように CMTS タグを設定します。

docsis-version

CMTS タグの DOCSIS バージョン。DOCSIS モ
デムに一致する次のいずれかの DOCSIS バー
ジョンを選択できます。
• docsis10 - DOCSIS 1.0 モデムに一致
• docsis11 - DOCSIS 1.1 モデムに一致
• docsis20 - DOCSIS 2.0 モデムに一致
• docsis30 - DOCSIS 3.0 モデムに一致

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

CMTS タグ モード（cmts-tag）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。
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ケーブル コマンド：d ～ h
docsis-version

___________________
例

次の例は、docsis-version コマンドを使用して、CMTS タグに対して指定した DOCSIS バージョン
を設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)# cable tag 1
Router(cmts-tag)# docsis-version docsis10

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータ上のロード バランシング動作のリアルタ
イムの設定、統計情報、動作情報を表示しま
す。

cabletag

CMTS 上の DOCSIS ロード バランシング グルー
プのタグを設定します。
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End with CNTL/Z.

ケーブル コマンド：d ～ h
downstream

downstream
ダウンストリームの無線周波数（RF）チャネルを設定するには、config-lb-group コンフィギュレー
ション モードで downstream コマンドを使用します。ダウンストリーム RF チャネルをリセット
するには、このコマンドの no 形式を使用します。
Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
downstream cable {slot| /port}
no downstream cable {slot| /port}
Cisco uBR10012 ルータ
downstream {cable {slot| /port}| Integrated-Cable {slot| /subslot| /bay} {rf-channel group list}|
Modular-Cable {slot| /subslot| /bay} {rf-channel group list}}
nodownstream {cable {slot| /port}| Integrated-Cable {slot| /subslot| /bay} {rf-channel group list}|
Modular-Cable {slot| /subslot| /bay} {rf-channel group list}}
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
downstream Integrated-Cable {slot /subslot/downstream controller index} rf-channel group list
no downstream Integrated-Cable {slot /subslot/downstream controller index} rf-channel group list
___________________
構文の説明

cable{slot/port}

CMTS インターフェイス スロットおよびポート
番号を指定します。

cable-->{slot/subslot/port}

CMTS インターフェイス スロット、サブスロッ
ト、およびポート番号を指定します。

Integrated-Cable{rf-channel-->grouplist}{slot/subslot/bay} 関連付けられた RF チャネルの範囲のポート番
号のリストを含む、統合ケーブル インターフェ
イスを指定します。統合ケーブル インターフェ
イスのスロット、サブスロット、ベイの番号も
指定します。
Modular-Cable{rf-channelgrouplist}}
{slot/subslot/bay}

関連付けられた RF チャネルの範囲のポート番
号のリストを含む、モジュラ ケーブル インター
フェイスを指定します。モジュラ ケーブル イ
ンターフェイスのスロット、サブスロット、ベ
イの番号も指定します。
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream

Integrated-Cable {slot /subslot/downstream
controller index} rf-channel group list

特定のダウンストリーム コントローラのダウン
ストリーム チャネルを、DOCSIS ロード バラン
シング グループに含めるように指定します。ダ
ウンストリーム コントローラは、スロット、サ
ブスロット、ダウンストリーム コントローラ
インデックスの組み合わせで特定されます。
チャネル番号のリストは、rf-channel キーワー
ドに従います。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

DOCSIS ロード バランシング グループ モード（config-lb-group）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次の例は、downstream コマンドを使用して、CMTS の DOCSIS ロード バランシング グループに
ダウンストリーム RF チャネルを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
Router(config-lb-group)# downstream cable 1/1
Router(config-lb-group)# downstream Integrated-Cable 5/0/0 rf-channel 2
Router(config-lb-group)# downstream Modular-Cable 1/0/0 rf-channel 4

次の例は、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータで、downstream コマンドを
使用して、CMTS の DOCSIS ロード バランシング グループにダウンストリーム RF チャネルを設
定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
Router(config-lb-group)# downstream Integrated-Cable 3/0/3 rf-channel 2
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータでのリアルタイムの設定、統計、および
ロード バランシング操作の動作情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream cable

downstream cable
ファイバ ノードにプライマリ ダウンストリーム チャネルを割り当てるには、ケーブル ファイバ
ノード コンフィギュレーション モードで downstreamcable コマンドを使用します。ファイバ ノー
ドのプライマリ ダウンストリーム チャネルを削除するには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
downstream cable {slot| /subslot| /port}
nodownstream cable {slot| /subslot| /port}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

slot

ケーブル インターフェイス ラインカードに使
用するスロット。有効値の範囲は 5 ～ 8 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードに使
用されているサブスロット。有効な値は 0 また
は 1 です。

port

プライマリ ダウンストリーム チャネルとして
使用可能なダウンストリーム ポート。有効値の
範囲は 0 ～ 4 です。

downstreamcable コマンドを発行しない場合、プライマリ ダウンストリーム チャネルはファイバ
ノードに割り当てられません。

ケーブル ファイバノード コンフィギュレーション

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream cable

___________________
使用上のガイドライン 各ファイバ ノードに対して、MAC 管理およびシグナリング メッセージを送信するには従来の
DOCSIS ダウンストリームチャネルが使用され、データ トラフィックおよびシグナリングを返す
には関連付けられた従来の DOCSIS アップストリーム チャネルが使用されます。このように使用
される従来の DOCSIS ダウンストリーム チャネルは、プライマリ ダウンストリーム チャネルと
呼ばれます。
downstreamcable コマンドはファイバ ノードにプライマリ ダウンストリーム チャネルを割り当て
ます。各ファイバ ノードに 1 つ以上のプライマリ ダウンストリーム チャネルを割り当てる必要
があり、複数のプライマリ ダウンストリーム チャネルを割り当てることができます。Cisco IOS
ソフトウェアは、downstreamcable. により割り当てられた一連のチャネルから、ファイバ ノード
にどのプライマリ ダウンストリーム チャネルを使用するかを決定します。downstreamcable コマ
ンドを使用して複数のプライマリ チャネルを 1 つのファイバ ノードに指定することは、ロード
バランシングの目的のために有用です。

（注）

ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネルが SPA ダウンストリームから割り当
てられる場合、downstreamcable コマンドは不要です。
ワイドバンド対応モデムが従来の DOCSIS 2.0 モデムとして登録されると、ダウンストリーム チャ
ネルで次のように登録されます。
• downstreamcable コマンドを使用してモデムのファイバ ノードにプライマリ ダウンストリー
ム チャネルが割り当てられた場合、モデムはそのダウンストリーム チャネルに登録されま
す。
downstreamcable コマンドを使用してモデムのファイバ ノードにプライマリ ダウンストリーム
チャネルが割り当てられなかった場合、モデムは表示されるすべてのダウンストリーム チャネル
に登録できます。

___________________
例

次の例は、ファイバ ノード 5 にプライマリ ダウンストリーム チャネルを割り当てる方法を示し
ています。プライマリ ダウンストリーム チャネルはスロット/サブスロット/ポートが 6/0/0 のケー
ブル インターフェイス ラインカードにあるダウンストリーム ポートです。
Router# configure terminal
Router(config)# cable fiber-node 5
Router(config-fiber-node)# downstream cable 6/0/0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablefiber-node

ファイバ ノードを設定するためにケーブル ファ
イバノード コンフィギュレーション モードを
開始します。
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream cable

コマンド

説明

description(cablefiber-node)

ファイバ ノードの説明を指定します。

downstreammodular-cablerf-channel

ファイバ ノードのワイドバンド チャネルに使
用できる RF チャネルを指定します。

upstreamcableconnector

ファイバ ノード用のアップストリーム チャネ
ル ポートを指定します。
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream integrated-cable rf-channel (インターフェイス)

downstream integrated-cable rf-channel (インターフェイス)
Cisco CMTS ルータで、統合ダウンストリーム チャネルに一連のアップストリーム チャネルを関
連付けるには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで integrated-cablerf-channel コ
マンドを使用します。
downstream integrated-cable slot/subslot/port rf-channel rf-channels [upstream grouplist]
___________________
構文の説明

slot

Cisco ケーブル インターフェイス ラインカード
が設置されているシャーシ スロットを指定しま
す。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6 ～
9 です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの場合、有効なサブスロットは 0 で
す。

port

ダウンストリーム ポート（コントローラ）番
号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 4
です。
• Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータ：有効範囲は 0 ～ 7 です。
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream integrated-cable rf-channel (インターフェイス)

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

rf-channelrf-channel

チャネル グループ ドメインにダウンストリー
ム チャネルの関係を指定します。有効範囲は 0
～ 3 です。Cisco cBR シリーズ コンバージド ブ
ロードバンド ルータの場合、有効範囲は 0 ～
127 です。

upstreamgrouplist

これらのダウンストリーム RF チャネルを提供
するアップストリーム チャネルの論理 ID を指
定します。有効範囲は 0 ～ 7 です。

統合ダウンストリームチャネルで設定されるデフォルトのアップストリームチャネルはありませ
ん。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン downstreamintegrated-cablerf-channel コマンドは次のものに使用されます。
• Cisco UBR-MC20X20V ケーブル インターフェイス ラインカードの設定
• Cisco uBR-MC88V ケーブル インターフェイス ラインカードの設定

___________________
例

次の例は、Cisco uBR10012 ルータで downstreamintegrated-cablerf-channel コマンドを使用する方
法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 7/0/0
Router(config-if)# downstream integrated-Cable 7/0/0 rf-channel 1 upstream 1

次の例は、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータで
downstreamintegrated-cablerf-channel コマンドを使用する方法を示しています。
Router# configure terminal
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream integrated-cable rf-channel (インターフェイス)

Router(config)# interface cable 3/0/0
Router(config-if)# downstream integrated-Cable 3/0/0 rf-channel 1 upstream 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreammax-ports

ライン カードの MAC ドメインでのアップスト
リームの最大数を設定します。
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream local upstream

downstream local upstream
Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリームに関連付けられた一連の Cisco uBR10-MC5X20 アップスト
リームを制限するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
downstreamlocalupstream コマンドを使用します。
downstream local upstream grouplist
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

grouplist

Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリーム チャネ
ルに関連付けるアップストリームの数を指定し
ます。

ケーブル インターフェイスの全アップストリームは Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリームに関
連付けられます。

インターフェイス コンフィギュレーション モード（config-if）

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco uBR10-MC5X20 アップストリームを Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリームに制限するに
は、このコマンドを使用します。これにより、指定したアップストリームにのみ MAC 管理メッ
セージ（MMM）が送信されるように、制限されます。
___________________
例

次の例に、Cisco uBR10012 ルータでの downstreamlocalupstream コマンドの使用法を示します。
Router# configure terminal
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream local upstream

Router (config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# downstream local upstream 0-1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

downstreamcable

ファイバ ノードにプライマリ ダウンストリー
ム チャネルを割り当てます。
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream modular-cable rf-channel（チャネル グループ）

downstreammodular-cablerf-channel（チャネルグループ）
チャネル グループのダウンストリーム RF チャネルを設定するには、チャネル グループ コンフィ
ギュレーション モードで downstream modular-cable rf-channel コマンドを使用します。この設定
を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
downstream modular-cable slot/subslot/port rf-channel grouplist
no downstream modular-cable slot/subslot/port rf-channel grouplist
___________________
構文の説明

modular-cableslot/subslot/port モジュラケーブル インターフェイスを指定します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン カードのシャーシ ス
ロット番号。有効範囲は 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライン カードのセカンダ
リ スロット番号。有効範囲は 0 ～ 1 です。
• port：ライン カードのポート番号。有効範囲は 0 ～ 2 です。
rf-channelgrouplist

ダウンストリーム RF チャネルのリストを指定します。
• grouplist：ダウンストリーム RF チャネル番号の範囲。有効範
囲は 0 ～ 23 です。値は、1 つ以上の RF チャネル番号、ハイフ
ンで区切られたチャネル番号の範囲、またはその両方の組み合
わせが可能です。

___________________
コマンド デフォルト

ダウンストリーム RF チャネルは設定されていません。

___________________
コマンド モード

チャネル グループ コンフィギュレーション（config-ch-group）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)CX

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン チャネル グループは、最大 16 のダウンストリーム RF チャネルを持つことができます。
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream modular-cable rf-channel（チャネル グループ）

___________________
例

次に、チャネル グループにダウンストリーム RF チャネルを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable channel-group 1
Router(config-ch-group)# downstream Modular-Cable 7/1/0 rf-channel 0-15

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable channel-group

チャネル グループを設定します。

show cable channel-group

チャネル グループ情報を表示します。
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream modular-cable rf-channel（インターフェイス）

downstreammodular-cablerf-channel（インターフェイス）
指定したケーブル MAC ドメインで、SPA の個々のモジュラ ダウンストリーム チャネルに一連の
Cisco uBR10-MC5X20 アップストリームを関連付けるには、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで downstreammodular-cablerf-channel コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC
downstream modular-cable slot/subslot/bay rf-channel rf channels [upstream grouplist]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB 以降
downstream modular-cable slot/bay/port rf-channel rf channels [upstream grouplist]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
downstream modular-cable slot/subslot/controller rf-channel rf channels [upstream grouplist]
___________________
構文の説明

slot

SIP が設置されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。
Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェ
イス ラインカードでは、ケーブルのインター
フェイス スロットの値の範囲は 5 ～ 8 です。

subslot

SIP が設置されているサブスロット。Cisco
uBR10012 ルータで、サブスロット 0 は常に指
定されます。

bay

SPA がある SIP のベイ。有効な値は 0（上部ベ
イ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号。

controller

モジュラケーブル コントローラ番号。有効な値
は 0 ～ 2 です。
（注）
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このオプションは、Cisco
uBR-MC3GX60V ケーブル インター
フェイス ライン カードおよび Cisco
IOS リリース 12.2(33)SCE 以降のリ
リースを実行している Cisco ルータで
のみ使用できます。

ケーブル コマンド：d ～ h
downstream modular-cable rf-channel（インターフェイス）

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

rf-channel

SPA ダウンストリーム内の連続した範囲の RF
チャネルの関連付けを指定します。

rfchannels

SPA FPGA の RF チャネルの物理ポートの範囲。

upstream

一連のアップストリームの範囲に対して、1 つ
以上の SPA ダウンストリームに非連続のアップ
ストリームのリストを関連付けられるように指
定します。範囲を指定しないと、MAC ドメイ
ンのすべてのアップストリームが関連付けられ
ます。

grouplist

モジュラ ケーブルのダウンストリーム チャネ
ルと関連付けられるアップストリームの数。

デフォルトでは、インターフェイスの全アップストリーム チャネルは、同じインターフェイスの
モジュラ ダウンストリーム チャネルに関連付けられます。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。こ
のコマンドは、モジュラ ケーブル インターフェイスのアドレッシング
形式を slot/subslot/bay から slot/bay/port に変えるように変更されまし
た。

12.2(33)SCE

このコマンドは slot の有効範囲を変えるように変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、単一または一連の Cisco uBR10 MC 5X20 アップストリーム チャネル
を、ファイバ ノードの個々のモジュラ ダウンストリーム チャネルと関連付けることにより、プ
ライマリ対応チャネルを作成します。プライマリ対応チャネルが作成されると、同じモジュラ ダ
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream modular-cable rf-channel（インターフェイス）

ウンストリーム チャネルを別の MAC ドメインのプライマリ対応チャネルとして使用することは
できません。ただし、別の MAC ドメインで非プライマリ対応チャネルとして使用できます。
___________________
例

次の例は、Cisco uBR10012 ルータで downstreammodular-cablerf-channel コマンドを使用する方法
を示しています。
Router# configure terminal
Router (config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# downstream modular-cable 1/0/0
rf-channel 0-2
upstream 0-1 4-5

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

downstreammodular-cablerf-channel

ファイバ ノードのワイドバンド チャネルに使
用できる RF チャネルを指定します。

rf-channelcabledownstreamchannel-id

ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネル
に割り当てます。
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream modular-cable rf-channel

downstream modular-cable rf-channel
ファイバ ノードのワイドバンド チャネルに使用できる RF チャネルを指定するには、ケーブル
ファイバノード コンフィギュレーション モードで downstreammodular-cablerf-channel コマンド
を使用します。ファイバ ノードのワイドバンド チャネルに使用できる RF チャネルを削除するに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC
downstream modular-cable slot/subslot/bay rf-channel {rf-port| low-high}
no downstream modular-cable slot/subslot/bay rf-channel {rf-port| low-high}
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
downstream modular-cable slot/bay/port rf-channel {rf-port| low-high}
no downstream modular-cable slot/bay/port rf-channel {rf-port| low-high}
___________________
構文の説明

___________________
___________________
コマンド デフォルト
コマンド モード

slot

SIP が設置されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

subslot

SIP が設置されているサブスロット。Cisco
uBR10012 ルータで、サブスロット 0 は常に指
定されます。

bay

SPA が設置されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。

rf-port

ワイドバンド SPA FPGA 上の RF チャネルの物
理ポートを指定します。rf-port の有効な値は、
annexmodulation コマンドで設定したコンフィ
ギュレーションによって異なります。

low-high

ワイドバンド SPA FPGA の RF チャネルの物理
ポートの範囲。low と high の値は、ハイフンで
区切ります。

downstreammodular-cablerf-channel コマンドを発行しない場合、ファイバ ノードのワイドバンド
ケーブル
ファイバノード
コンフィギュレーション（fiber-node）
チャネルに
RF チャネルは設定されません。
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream modular-cable rf-channel

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは、モジュラ ケーブル インターフェイスのアドレッシ
ング形式を slot/subslot/bay から slot/bay/port に変えるように変更され
ました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン downstreammodular-cablerf-channel コマンドは、ファイバ ノードで RF チャネルを使用できるよ
うにします。ファイバノードのソフトウェア設定は、ケーブルネットワークの物理トポロジを反
映しています。cablerf-channel コマンドは、ワイドバンド SPA でワイドバンド チャネルに使用さ
れる RF チャネルを設定します。
Cisco uBR10012 ルータは、2 つのワイドバンド SPA をサポートします。annexmodulation コマン
ドでどのように SPA が設定されるかにより、ワイドバンド SPA ごとに最大 24 の RF チャネルが
サポートされます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC 以降では、annexmodulation コマンドが廃止され、annex および
modulation がキーワード オプションとして rf-channelfrequency コマンドに追加されています。
• Annex A および 256 QAM では、それぞれのワイドバンド SPA は 18 の RF チャネルをサポー
トします。この場合、rf-port 引数の有効値は 0 ～ 17 です。
• それ以外の場合では、SPA は 24 個の RF チャネルをサポートします。これらの場合、rf-port
引数の有効値は 0 ～ 23 です。
ファイバ ノードは 1 つまたは 2 つのワイドバンド SPA の RF チャネルを持つように設定できま
す。ただし、ワイドバンド チャネルは 2 つの異なる SPA の RF チャネルで構成することはできま
せん。
ファイバ ノードで downstreammodular-cablerf-channel コマンドが発行されるたびに、そのファイ
バ ノードで使用できる RF チャネルが累積的に追加されます。たとえば、次の
downstreammodular-cablerf-channel コマンドが発行された場合、ファイバ ノード 1 に使用できる
RF チャネルは、スロット/サブスロット/ベイが 1/0/0 のワイドバンド SPA の RF チャネル 0 ～ 10
です。
Router# configure terminal
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ケーブル コマンド：d ～ h
downstream modular-cable rf-channel

Router(config)# cable fiber-node 1
Router(config-fiber-node)# downstream modular-cable 1/0/0 rf-channel 0-5
Router(config-fiber-node)# downstream modular-cable 1/0/0 rf-channel 6-10

___________________
例

次の例は、ワイドバンド SPA の RF チャネル 0 ～ 7 をファイバ ノード 5 で使用できるようにする
方法を示しています。ワイドバンド SPA は、スロット/サブスロット/ベイ 1/0/0 にあります。
Router# configure terminal
Router(config)# cable fiber-node 5
Router(config-fiber-node)# downstream modular-cable 1/0/0 rf-channel 0-7

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablefiber-node

ファイバ ノードを設定するためにケーブル ファ
イバ ノード コンフィギュレーション モードを
開始します。

description(cablefiber-node)

ファイバ ノードの説明を指定します。

downstreamcable

ファイバ ノードにプライマリ ダウンストリー
ム チャネルを割り当てます。

upstreamcableconnector

ファイバ ノード用のアップストリーム チャネ
ル ポートを指定します。
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duration
サブスクライバのモニタリングに使用される時間帯とサンプル レートを指定するには、強制ルー
ル コンフィギュレーション モードで duration コマンドを使用します。強制ルールをデフォルト
値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
duration minutes avg-rate rate sample-interval minutes [penalty minutes] {upstream| downstream}
[enforce]
no duration
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
duration minutes avg-rate rate sample-interval minutes [penalty-period minutes] {upstream| downstream}
[enforce]
no duration
___________________
構文の説明

minutes

サブスクライバの使用量を監視するスライディ
ング ウィンドウのサイズを指定します（分単
位）。有効範囲は 10 ～ 44640 で、デフォルト
値は 360 分（6 時間）です。

avg-raterate

指定された期間における平均サンプリング レー
トを秒当たりのキロビットで指定します。有効
範囲は 1 ～ 400000 キロビットで、デフォルト
値はありません。

sample-intervalminutes

加入者の使用量を予測するために、どのくらい
の頻度（分数）で CMTS ルータがサービス フ
ローをサンプリングするかを指定します。有効
範囲は 1 ～ 30、デフォルト値は 15 です。

penaltyminutes

（任意）ケーブル モデム（CM）がペナルティ
期間にある期間（分数）を指定します。有効範
囲は 1 ～ 10080 です。

penalty-period minutes

（任意）適用される Quality of Service（QoS）プ
ロファイルが、登録 QoS プロファイルに違反し
たサブスクライバに対して有効な期間を指定し
ます。有効範囲は 1 ～ 10080 です。

upstream

アップストリーム方向のトラフィックのモニタ
リングを指定します。
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downstream

ダウンストリーム方向のトラフィックのモニタ
リングを指定します。

enforce

（任意）ユーザが登録 QoS プロファイルに違反
した場合に、強制ルール QoS プロファイルが自
動的に適用されることを指定します。

___________________
コマンド デフォルト

duration 値のデフォルトは 360 分（6 時間）で、sample-interval 値のデフォルトは 15 分です。

___________________
コマンド モード

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(9a)BC

このコマンドが導入されました。monitoring-duration コマンドがこの
コマンドに置き換えられました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCD2

penalty キーワード オプションが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。penalty キーワードが削除され、penalty-period
が追加されました。

___________________
使用上のガイドライン
（注）

このコマンドは、キーワード legacy を使用して monitoring-basics コマンドが設定された後で
のみ、適用できます。
強制ルールを有効にすると、CMTS ルータは定期的に、サブスクライバにより使用される帯域幅
をチェックし、強制ルールで設定されている平均レートで指定されているより多くの帯域幅を消
費しているかどうかを判定します。CMTS ルータは各サンプル間隔で始まり、持続期間と平均レー
トで継続するスライディング ウィンドウを使用してサブスクライバを追跡します。
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たとえば、15 分のデフォルト サンプル間隔と 360 分のデフォルトのスライディング ウィンドウ
期間を使用して、CMTS ルータは 15 分ごとに帯域幅使用量をサンプリングし、各 360 分の期間の
終わりに、送信済みの総バイト数をカウントします。各サンプル間隔は、CMTS ルータが送信済
みの総バイト数を追跡する新しいスライディング ウィンドウ期間を開始します。

（注）

durationminutes、avg-raterate、または sample-intervalminutes の値を変更すると、その特定の
強制ルールのバイト カウンタがリセットされ、新しいスライディング ウィンドウ期間が始ま
ります。
現在アクティブな強制ルールの設定を変更すると、そのルールはこの強制ルールに追跡されるケー
ブル モデムを管理するために即座に新しい設定の使用を始めます。
このコマンドを使用して設定された penalty 期間は月曜から金曜の営業日に固有で、penalty-period
コマンドを使用したグローバル ペナルティ期間よりも優先されます。
showrunning-configuration コマンドを使用して設定を表示すると、duration コマンドのキーワー
ド オプションが切り捨てられます。次の例で、「pen」は penalty を表し、「do」はdownstream
を表し、「enf」は enforce を表します。
Router# show running-configuration
.
.
.
duration 10 avg-rate 1 sample-interval 10 pen 11 do enf

加入者トラフィック管理機能に関する詳細について、およびサンプルのモニタリング ウィンドウ
の図を表示するには、Cisco.com の Cisco CMTS ルータ機能の資料で、加入者トラフィック管理に
関する説明を参照してください。
___________________
例

次の例は、長さが 20 分間のスライディング ウィンドウに設定された強制ルール、1 秒当たり 1 キ
ロビットの avg-rate、および 10 分ごとのサンプリング間隔を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule residential
Router(enforce-rule)# duration 20 avg-rate 1 sample-interval 10 penalty 11 do enf

次の例に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータに設定された強制ルールを示
します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule test
Router(enforce-rule)# duration 10 avg-rate 2 sample-interval 1 penalty-period 20 downstream
enforce
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableqosenforce-rule

加入者トラフィック管理に特定の QoS プロファ
イルを適用するための強制ルールを作成し、強
制ルール コンフィギュレーション モードを開
始します。

enabled(enforce-rule)

強制ルールを有効にして、Cisco CMTS ルータ
で加入者トラフィック管理を開始します。

debugcablesubscriber-monitoring

Cisco CMTS ルータでの加入者トラフィック管
理に対する強制ルール デバッグ メッセージを
表示します。

monitoring-basics

Cisco CMTS ルータでの加入者トラフィック管
理のモニタリング タイプを指定します。

peak-time1

Cisco CMTS ルータでのピークおよびオフピー
ク モニタリングを指定します。

penalty-period

登録 QoS プロファイルに違反したサブスクライ
バに対して、Quality of Service（QoS）プロファ
イルを適用する期間を指定します。

qos-profileregistered

この強制ルールに使用される登録 QoS プロファ
イルを指定します。このコマンドは、DOCSIS
1.0 ケーブル モデムにのみ適用できます。

qos-profileenforced

ユーザが登録した QoS プロファイルに違反した
場合に適用される QoS プロファイルを指定しま
す。このコマンドは、DOCSIS 1.0 ケーブル モ
デムにのみ適用できます。

service-class(enforce-rule)

強制ルールでケーブル モデムのモニタリングに
使用するサービス クラス（適用クラスまたは登
録クラス）を指定します。このコマンドは、
DOCSIS 1.1 以降のケーブル モデムに適用でき
ます。

showcableqosenforce-rule

現在定義されている QoS 強制ルールを表示しま
す。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。
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コマンド

説明

weekendduration

Cisco CMTS ルータに週末のサブスクライバ モ
ニタリング オプションを設定します。
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enabled（enforce-rule）
強制ルールを有効にし、Cisco CMTS ルータで加入者トラフィック管理を開始するには、強制ルー
ル コンフィギュレーション モードで enabled コマンドを使用します。強制ルールを削除せずに無
効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
enabled
no enabled
___________________
構文の説明

このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

強制ルールは無効です。

___________________
コマンド モード

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。

12.3(9a)BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 強制ルールは cableqosenforce-rule コマンドを使用して作成、設定されますが、enabled コマンド
を実行するまで有効になりません。強制ルールを CMTS コンフィギュレーションから削除せずに
無効にするには、noenabled コマンドを使用します。強制ルールを無効にすると、そのルールの登
録 QoS プロファイルを持つすべてのケーブル モデムは加入者トラフィック管理機能により追跡さ
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enabled（enforce-rule）

れなくなり、ペナルティ状態にあるすべてのケーブル モデムは登録 QoS プロファイルに移動しま
す。
___________________
例

次に、強制ルールを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule residential
Router(enforce-rule)# enabled

次に、強制ルールを無効にする例を示します。ルールは CMTS コンフィギュレーション ファイル
に残ります。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule residential
Router(enforce-rule)# no enabled

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableqosenforce-rule

加入者トラフィック管理に特定の QoS プロファ
イルを適用するための強制ルールを作成し、強
制ルール コンフィギュレーション モードを開
始します。

qos-profileenforced

ユーザが登録済み QoS プロファイルに違反する
場合に適用する QoS プロファイルを指定しま
す。

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

penalty-period

適用される QoS プロファイルが、登録済み QoS
プロファイルに違反するサブスクライバに対し
て有効である期間を指定します。

qos-profileregistered

この強制ルールに使用する登録 QoS プロファイ
ルを指定します。

showcableqosenforce-rule

現在定義されている QoS 強制ルールを表示しま
す。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。
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enforced qos-profile
（注）

Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC 以降では、enforcedqos-profile コマンドは qos-profileenforced コ
マンドに置き換えられています。
ユーザが登録した QoS プロファイルに違反した場合に適用される Quality of Service（QoS）プロ
ファイルを指定するには、強制ルール コンフィギュレーション モードで enforcedqos-profile コマ
ンドを使用します。強制ルールから適用された QoS プロファイルを削除するには、このコマンド
の no 形式を使用します。
enforced qos-profile profile-id [no-persistence]
no enforced qos-profile profile-id [no-persistence]

___________________
構文の説明

profile-id

適用される QoS プロファイルを指定します。有
効範囲は 0 ～ 16383、デフォルトは 0 です。

no-persistence

（任意）ケーブル モデムのリブート時には、適
用された QoS プロファイルを有効なままにしな
いことを指定します。代わりに、ペナルティ期
間のケーブルモデム（CM）がリブートすると、
ペナルティ期間から自動的に削除され、DOCSIS
コンフィギュレーション ファイルで指定された
QoS プロファイルが割り当てられます。
デフォルトではこのオプションは指定されず、
適用された QoS プロファイルはリブートしても
ケーブル モデムで有効です。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

プロファイル ID はデフォルトで 0 に設定され、適用 QoS プロファイルはケーブル モデムのリブー
ト後も保持されます。

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。
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リリース

変更内容

12.3(9a)BC

このコマンドは qos-profileenforced コマンドに置き換えられまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン 最初にプロビジョニングされる QoS プロファイルも、適用される QoS プロファイルも、Cisco
CMTS ルータで作成する必要があります。このコマンドは、ケーブル モデムによって作成された
プロファイルをサポートしません。
強制ルールは適用される QoS プロファイルを指定でき、このプロファイルが、サブスクライバが
登録した QoS プロファイルで許可されるよりも多くのトラフィックを送信するサブスクライバ
に、自動的に適用されます。適用された QoS プロファイルはペナルティ期間中有効なままです
（penalty-period コマンドを参照）。ペナルティ期間の終わりに、サブスクライバは登録した QoS
プロファイルに戻ります。
ペナルティ期間中にケーブル モデムがリブートすると、サービス プロバイダが
cablemodemqosprofile コマンドを使用して手動でケーブル モデムの登録 QoS プロファイルを変更
しない限り、適用された QoS プロファイルが引き続き使用されます。
現在アクティブな強制ルールの適用 QoS プロファイルを変更すると、現在ペナルティ期間であ
り、このルールを使用しているすべてのケーブル モデムで、以前に設定した適用 QoS プロファイ
ルが引き続き使用されます。ただし、この設定変更後にペナルティ期間に入ったケーブル モデム
は、適用された新しい QoS プロファイルを使用します。
適用される QoS プロファイルを強制ルールに割り当てるには、その前に、Cisco CMTS ルータで
作成されている必要があります。ルールが存在しない場合、エラー メッセージが表示されます。
no-persistence オプションを指定すると、適用 QoS プロファイルは引き続き、帯域幅要件に違反し
たサブスクライバに自動的に適用されます。ただし、ケーブル モデムがリブートすると、Cisco
CMTS ルータは、ケーブル モデムに DOCSIS コンフィギュレーション ファイルで指定された QoS
プロファイルの使用を許可します。
最初に加入者トラフィック管理を使用するときに、no-persistence オプションを使用すると、問題
がある可能性のあるアプリケーションとユーザを特定できます。違反を繰り返すサブスクライバ
が特定された場合は、no-persistence オプションを使用しない強制ルールをそのサブスクライバに
割り当て、ケーブル モデムをリブートしてもペナルティ期間が続くようにすることができます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC より前のソフトウェア リリースでは、enforce キーワードが
activate-ruleat-byte-count コマンドで使用された場合にのみ、システムにより違反者に対して
適用 QoS プロファイルが自動的に適用されていました。
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___________________
例

次に、適用 QoS プロファイルとしてプロファイル 12 が強制ルールに割り当てられている例を示
します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule residential
Router(enforce-rule)# enforced qos-profile 12

次に、適用 QoS プロファイルとしてプロファイル 12 が強制ルールに割り当てられているが、ケー
ブル モデムの再起動後に適用 QoS プロファイルが無効になるようにするために、no-persistence
オプションが指定されている例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule residential
Router(enforce-rule)# enforced qos-profile 12 no-persistence

次に、指定された QoS プロファイルが CMTS に存在しない場合に表示されるエラー メッセージ
の例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule test
Router(enforce-rule)# enforced qos-profile 98
The qos profile 98 doesn't exist or it's a cm created QoS profile

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

activate-ruleat-byte-count

サブスクライバがモニタリング期間中に Cisco
CMTS ルータで送信できるバイト数を指定しま
す。

cableqosenforce-rule

加入者トラフィック管理に特定の QoS プロファ
イルを適用するための強制ルールを作成し、強
制ルール コンフィギュレーション モードを開
始します。

enabled(enforce-rule)

強制ルールを有効にして、Cisco CMTS ルータ
で加入者トラフィック管理を開始します。

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

penalty-period

適用される QoS プロファイルが、登録済み QoS
プロファイルに違反するサブスクライバに対し
て有効である期間を指定します。
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コマンド

説明

qos-profileregistered

この強制ルールに使用される登録 QoS プロファ
イルを指定します。

showcableqosenforce-rule

現在定義されている QoS 強制ルールを表示しま
す。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。
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exception pxf
Parallel eXpress Forwarding（PXF）列の 1 つで例外が発生したときに生成されるコア ダンプを制御
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで exceptionpxf コマンドを使用します。
PXF 例外時にコア ダンプの作成を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
exception pxf {core-file filename| flash device| style {full| localized| minimal| smart}}
no exception pxf {core-file| flash| style}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

core-filefilename

PXF 例外時に生成されるコアダンプ ファイルの
ファイル名を設定します。

flashdevice

PXF 例外時に生成されたコアダンプ ファイルを
保存するフラッシュ メモリ デバイスを指定し
ます。

style

PXF 例外時に生成されるコアダンプ ファイルの
タイプを指定します。

full

すべての PXF 列の完全なコア ダンプ ファイル
を作成します。

localized

失敗した PXF 列と、その隣り合う列のコアダン
プ ファイルを作成します。

minimal

PXF 例外に関連するデータを含むコアダンプ
ファイルを作成します。

smart

PXF 例外に関連するデータを含むコアダンプ
ファイルを作成します。

プロファイル ID はデフォルトで 0 に設定され、適用 QoS プロファイルはケーブル モデムのリブー
ト後も保持されます。

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン
（注）

___________________
例

exceptionpxf コマンドは、テクニカル サポート担当者の指示があった場合だけ使用してくださ
い。コア ダンプを作成すると、ネットワークの運用が中断されることがあります。コア ダン
プは、ソース コードおよび詳細なメモリ マップにアクセスできる技術担当者だけが解釈でき
る、大きなバイナリ ファイルです。

次の例は、Cisco uBR10012 ルータで PXF 例外の最小のコアダンプ ファイルを作成する方法と、こ
のファイルに ubr10k-pxf と名前を付け、disk1 デバイスに書き込む方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# exception pxf style minimal
Router(config)# exception pxf core-file ubr10k-pxf
Router(config)# exception pxf flash disk1:
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showpxfxcm

Parallel eXpress Forwarding（PXF）プロセッサの
External Column Memory（XCM）の誤り検出訂
正（ECC）の現在の状態を表示します。
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facility-alarm（ubr10012）
パフォーマンス ルーティング エンジン（PRE）モジュールが機器損傷の可能性を警告するため
に、クリティカル アラーム、メジャー アラーム、またはマイナー アラームを生成する温度のし
きい値を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで facility-alarm コマンドを
使用します。温度アラームを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
facility-alarm {core-temperature| intake-temperature} {critical exceed-action shutdown| major [ temp ]|
minor [ temp ]}
no facility-alarm {core-temperature| intake-temperature} {critical exceed-action shutdown| major
[ temp ]| minor [ temp ]}
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
facility-alarm critical exceed-action shutdown
no facility-alarm critical exceed-action shutdown
___________________
構文の説明

core-temperature

PRE モジュールの中央付近の温度センサーの温
度しきい値を指定します。

intake-temperature

空気取り入れ口スロットの温度センサーの温度
しきい値を指定します。

criticalexceed-actionshutdown-->

Cisco IOS リリース 12.2(11)BC1 以降のリリース
では、温度のクリティカル アラームの 2 分後に
ルータをシャットダウンすることを指定しま
す。これは、以前のリリースではデフォルトの
動作でした。

major[temp]

極端な温度による機器損傷の可能性を警告する
メジャー アラームを PRE モジュールが生成す
る温度を、摂氏で指定します。
temp の有効範囲は摂氏 20 度から 67 度です。コ
ア温度しきい値のデフォルトは 58 度で、吸気
口温度のしきい値は 54 度です。

minor [temp]

極端な温度による機器損傷の可能性を警告する
マイナー アラームを PRE モジュールが生成す
る温度を、摂氏で指定します。
temp の有効範囲は摂氏 20 度から 67 度です。コ
ア温度しきい値のデフォルトは 50 度で、吸気
口温度のしきい値は 45 度です。
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___________________
コマンド デフォルト

特定の温度を指定しない場合、その特定のファシリティ アラームはデフォルト値にリセットされ
ます。デフォルトのコア温度のしきい値は 85 度（クリティカル アラーム）、58 度（メジャー ア
ラーム）、および 50 度（マイナー アラーム）です。デフォルトの吸気温度のしきい値は 72 度
（クリティカル アラーム）、54 度（メジャー アラーム）、および 45 度（マイナー アラーム）で
す。
Cisco IOS リリース 12.2(11)BC1 よりも前の Cisco IOS リリースでは、温度による損傷を防ぐため、
クリティカル アラームによりアラームの 2 分後にルータが自動的にシャットダウンされます。
Cisco IOS リリース 12.2(11)BC1 以降では、クリティカル アラームではデフォルトでルータがシャッ
トダウンされません。

（注）

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

コア温度と吸気温度のクリティカル アラームのデフォルトの温度しきい値は、Cisco IOS リリー
ス 12.2(11)BC1 で変更されました。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(1)XF1

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(11)BC1

criticalexceed-actionshutdown オプションが追加されました。さらに、
コア温度のクリティカルしきい値のデフォルト値は、摂氏 57 度から 67
度に引き上げられ、吸気温度のクリティカルしきい値のデフォルト値
は、摂氏 60 度から 85 度に引き上げられました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン
（注）

facility-alarmcore-temperaturecritical および facility-alarmintake-temperaturecritical コマンド
は、serviceinternal コマンドがコンフィギュレーションで定義されている場合にのみ、使用可
能です。
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Cisco uBR10012 ルータに搭載されている PRE モジュールには温度センサーが含まれており、空気
取り入れ口スロットと PRE モジュール自体の温度を監視します。facility-alarm コマンドは、マイ
ナー アラーム、メジャー アラーム、クリティカル アラームを生成する温度しきい値をルータに
設定します。これにより、過度の高温でルータや他のコンポーネントが損傷する前に、システム
オペレータに温度の問題を通知することができます。
さらに Cisco IOS リリース 12.2(11)BC1 よりも前のリリースでは、クリティカル アラームの 2 分後
に、自動的にルータがシャットダウンされていました。Cisco IOS リリース 12.2(11)BC1 ではこの
自動シャットダウンが設定可能なオプションとなったため、クリティカル アラームによりルータ
の電源が切れるかどうかは、システム オペレータが決定できるようになりました。
一般に、システムオペレータがいつでも温度のクリティカルアラームに即時に対応できる状態で
ない限り、ルータの自動シャットダウン機能は無効にしないでください。迅速な対応ができない
と、システムが損傷する恐れがあるからです。通常、自動シャットダウンを無効にする主な理由
は、ファントレイアセンブリを交換していて、手順が予想以上に時間がかかった場合に、ルータ
の電源が落ちないようにするためです。

（注）

___________________
例

また、ライン カードは温度が運用レベルを超えると自動的にシャットダウンします。さらに、
AC および DC PEM も動作温度を超えると、自動的にオフになります。ただし、問題が迅速に
解決されない場合、高温によって他のコンポーネントが損傷する可能性はあります。

次の例では、吸気温度が 55˚C を超えるとマイナー アラームが生成されるように、Cisco uBR10012
ルータを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# facility-alarm intake-temperature minor 55

次の例は、高温が 2 分以上続いた場合に、Cisco uBR10012 ルータが自動的にシャットダウンする
ように設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# service internal
Router(config)# facility-alarm core-temperature critical exceed-action shutdown

次の例は、コア温度と吸気温度の両方の自動シャットダウン機能を無効にする方法を示していま
す。デフォルトのクリティカル温度を超えると、クリティカル アラームは生成されますが、ルー
タは自動的にシャットダウンされません。
Router# configure terminal
Router(config)# no facility-alarm core-temperature critical exceed-action shutdown
Router(config)# no facility-alarm intake-temperature critical exceed-action shutdown

次のコマンドは、コア温度と吸気温度の両方のしきい値のメジャーアラームとマイナーアラーム
を無効にします（ただし、クリティカル アラームは生成されます）。
Router# configure terminal
Router(config)# no facility-alarm
Router(config)# no facility-alarm
Router(config)# no facility-alarm
Router(config)# no facility-alarm

core-temperature major
core-temperature minor
intake-temperature major
intake-temperature minor
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次のコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのクリティカル温度ア
ラームを無効にする方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# facility-alarm critical exceed-action shutdown
Router(config)#
Router(config)# no facility-alarm critical exceed-action shutdown
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearfacility-alarm

Cisco uBR10012 ルータのファシリティ アラーム
機能の一部またはすべてをクリアします。

showfacility-alarmstatus

ファシリティ アラームをトリガーする現在の温
度しきい値を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1266
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hccp authentication
認証アルゴリズムを実行ケーブルインターフェイスまたは保護ケーブルインターフェイス、ある
いはその両方に指定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
hccpauthentication コマンドを使用します。実行 CMTS または保護 CMTS で認証を無効にするに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
hccp group authentication {md5| text}
no hccp group authentication {md5| text}
___________________
構文の説明

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

md5

認証アルゴリズム。Cisco IOS リリース
12.1(3a)EC では、MD5 がサポートされている唯
一の認証アルゴリズムです。

text

暗号化されていないテキストの仕様。MD5 認証
アルゴリズムを使用する際に、認証キー チェー
ンを自動的に暗号化するのではなく、Cisco IOS
ソフトウェアは単純に標準の、暗号化されてい
ないテキストとして認証キー チェーンを渡しま
す。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの認証アルゴリズムは MD5 です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(7)EC1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポー
トが追加されました。

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC28C カードでの N+1
(1:n) RF スイッチに対するサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードでの N+1 (1:n)
RF スイッチに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR-MC16C、Cisco
uBR-MC16S、および Cisco uBR-MC28C カードでの N+1 (1:n) RF スイッ
チに対するサポートが追加されました。

12.2(15)BC1

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-MC5X20U/S BPE のサポートが追
加されました。

12.3(17a)BC2

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-MC5X20H BPE のサポートが追加
されました。

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR7246VXR ルータで廃止されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを hccpauthenticationkey-chain コマンドと合わせて使用し、保護スキームで使用す
る 1+1 冗長性認証を有効にし、そのタイプを指定します。
___________________
例

次に、グループ 1 の認証アルゴリズムとして MD5 を設定する例を示します。
Router(config-if)# hccp 1 authentication md5

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccpauthenticationkey-chain

特定のインターフェイスで認証を有効にし、指
定したグループの認証に使用できる 1 つ以上の
キーを指定します。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp authentication key-chain
認証を有効にし、指定したグループで使用するための認証キーを 1 つ以上定義するには、ケーブ
ル インターフェイス コンフィギュレーション モードで hccpauthenticationkey-chain コマンドを使
用します。認証を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。定義したキー チェー
ンは、実行 CMTS または保護 CMTS コンフィギュレーション ファイルで設定された 1 つ以上の
キー チェーンに一致する必要があります。
hccp group authentication key-chain key-chain
no hccp group authentication key-chain [ key-chain ]
___________________
構文の説明

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

key-chain

実行 CMTS または保護 CMTS コンフィギュレー
ション ファイルのキー チェーンに一致するテ
キスト文字列。キー チェーンには、少なくとも
1 つのキーを含める必要がありますが、最大
2,147,483,647 個のキーを含めることができま
す。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(7)EC1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポー
トが追加されました。

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC28C カードでの N+1
(1:n) RF スイッチに対するサポートが追加されました。

12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードでの N+1 (1:n)
RF スイッチに対するサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR-MC16C、Cisco
uBR-MC16S、および Cisco uBR-MC28C カードでの N+1 (1:n) RF スイッ
チに対するサポートが追加されました。

12.2(15)BC1

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-MC5X20U/S BPE のサポートが追
加されました。

12.3(17a)BC2

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-MC5X20H BPE のサポートが追加
されました。

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR7246VXR ルータで廃止されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを hccpauthentication コマンドと合わせて使用し、保護スキームで使用する 1+1 冗
長性認証を有効にし、そのタイプを指定します。

（注）

___________________
例

まず、グローバル コンフィギュレーション モードで 1 つ以上の認証キー チェーンを定義する
まで、指定したグループの認証は実行できません。

コンフィギュレーション ファイルの次の抜粋は、MD5 アルゴリズムを使用して認証を有効にし、
グループ 1 の認証キー「cisco1」を定義しています。
!
key chain cisco1
key 1
key-string abcdefg
key 2
key-string 123456789
!
...
!
interface cable 3/0
hccp 1 authentication md5
hccp 1 authentication key-chain cisco1
!

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccpauthentication

実行 CMTS または保護 CMTS の認証アルゴリ
ズムを指定します。
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コマンド

説明

hccpauthenticationkey-chain

特定のインターフェイスで認証を有効にし、指
定したグループの認証に使用できる 1 つ以上の
キーを指定します。

key-chain

実行 CMTS や保護 CMTS 間の認証のために 1
つ以上のキー チェーンを定義します。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp bypass version
保護インターフェイスへのスイッチ オーバーの前に、ハードウェアとソフトウェアのバージョン
チェックが行われない、特定の Hot Standby Connection-to-Connection Protocol（HCCP）グループの
バイパス バージョン モードを開始するには、特権 EXEC モードで hccpbypassversion コマンドを
使用します。
hccp group bypass version
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効範囲は 1 ～ 255 です。

通常の HCCP 動作（hccpgroupcheckversion）。ハードウェアおよびソフトウェアのバージョン
チェックは実行ケーブルインターフェイスと保護ケーブルインターフェイスのラインカード間で
行われます。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1

このコマンドは、Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco RF スイッチを搭
載した Cisco uBR-LCP-MC28C カードで導入されました。

12.2(8)BC2

Cisco RF スイッチを搭載した Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードを使用する
Cisco uBR10012 ルータに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータ、および Cisco RF スイッチを搭載した Cisco
uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、および Cisco uBR-MC28C カードのサ
ポートが追加されました。

12.2(15)BC1

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-MC5X20U/S BPE のサポートが追
加されました。

12.3(17a)BC2

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-MC5X20H BPE のサポートが追加
されました。

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR7246VXR ルータで廃止されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS はデフォルトで、実行ケーブル インターフェイスと保護ケーブル インターフェイス
が同じバージョンのソフトウェアとハードウェアを使用していることを検証し、スイッチオーバー
時に非互換性の問題が発生しないようにしています。ハードウェアチェックは、実行ケーブルイ
ンターフェイスと保護ケーブルインターフェイスのそれぞれのラインカードに互換性があること
を検証します。ソフトウェア チェックは、2 枚のカードがソフトウェアの同じメジャー バージョ
ンを実行していることを検証します。これらの 2 つの条件のいずれかが true でない場合、デフォ
ルトでは、CMTS はスイッチオーバーを実行しません。
hccpbypassversion コマンドを使用すると、特定の HCCP グループのこれらのバージョン チェック
を、オーバーライドできます。このコマンドを実行すると、Cisco CMTS はスイッチオーバーを実
行する前に、2 つのケーブル インターフェイスのハードウェアやソフトウェアのバージョンを確
認しません。通常の HCCP 動作に戻り、グループに対してバージョン チェックが行われるように
するには、hccpcheckversion コマンドを使用します。

（注）

___________________
例

2 枚のケーブル インターフェイス ライン カードは、保護カードに少なくとも実行カードと同
じ数のアップストリームまたはダウンストリームがある場合に、互換性があります。例外は、
Cisco uBR-MC16E カードが別の Cisco uBR-MC16E カードによってのみ保護できることです。
また、Cisco uBR-MC16 カードの DOCSIS バージョンは別の Cisco uBR-MC16C カードによって
のみ保護できます。Cisco uBR-MC16B/C/S カードを保護するために、Cisco uBR-MC28C カード
を使用することはできません。

次の例は、HCCP グループ番号 20 のハードウェアとソフトウェアのバージョン チェックを無効に
する方法を示しています。このコマンドを実行すると、Cisco CMTS は最初にカードの互換性を確
認せずに、グループ20の実行インターフェイスから保護インターフェイスにスイッチオーバーし
ます。
Router# hccp 20 bypass version
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccpcheckversion

バイパス バージョン モードを終了して通常の
HCCP 動作に戻ります。
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コマンド

説明

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp channel-switch
Cisco RF スイッチまたは Vecima（Wavecom）アップコンバータが、特定の Hot Standby
Connection-to-Connection Protocol（HCCP）グループの HCCP メンバーとなるように Cisco CMTS
を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで hccpchannel-switch
コマンドを使用します。Cisco RF スイッチやアップコンバータの設定を削除するには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
hccp group channel-switch member-id switch-name rfswitch-group rfswitch-ip-address module-bitmap
position
hccp group channel-switch member-id switch-name rfswitch-module rfswitch-ip-address module-number
position
hccp group channel-switch member-id switch-name tty-switch [aux| console| vty] line-number port
hccp group channel-switch member-id switch-name {wavecom-hd| wavecom-ma} prot-ip-address
protect-module work-ip-address work-module
no hccp group channel-switch member-id switch-name
___________________
構文の説明

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効範囲は 1 ～ 255 です。

member-id

指定したグループ内のメンバーの数。有効範囲
は 1 ～ 255 です。

switch-name

（任意）Cisco RF スイッチの名前を指定する英
数字の文字列。

rfswitch-group

これは Cisco RF スイッチ グループの設定であ
ることを指定します。

rfswitch-module

これは Cisco RF スイッチ モジュールの設定で
あることを指定します。

rfswitch-ip-address

CMTS が接続されている Cisco RF スイッチの
IP アドレスを指定します。
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module-bitmap

16 進数のモジュール ビットマップを指定しま
す。有効範囲は 0 ～ FFFFFFFF です。
ヒント

module-number

ビットマップ形式の詳細とビットマッ
プを計算するために使用できるワー
クシートについては、Cisco.com の
TAC 作成「N+1 Tips and
Configuration」の文書を参照してくだ
さい。

Cisco RF スイッチのモジュール番号を指定しま
す。有効範囲は 1 ～ 255 です。
（注）

この設定は Cisco RF スイッチと Cisco
CMTS に設定する必要があります。

position

Cisco RF スイッチの動作チャネルの位置を指定
します。有効範囲は 1 ～ 8 です。

tty-switch

TTY 回線で制御される Cisco RF スイッチの設
定を指定します。さらに、スイッチを制御する
ために使用されるポート タイプを指定できま
す。デフォルトでは、Cisco RF スイッチのシリ
アル ポートの 1 つが使用されます。または、
aux、console、または vty 回線を使用できます。
（注）

スイッチの DIP スイッチが 00 に設定
されていることを確認します。

aux

（任意）Cisco RF スイッチを制御するために、
補助ポートが使用されることを指定します。

console

（任意）Cisco RF スイッチを制御するためにコ
ンソール ポートが使用されることを指定しま
す。

vty

（任意）Cisco RF スイッチを制御するために、
仮想端末接続（Telnet 接続）が使用されること
を指定します。

line-number

Cisco RF スイッチがこの CMTS の制御情報を受
信している回線番号を指定します。有効範囲
は、デフォルトのシリアル ポートの場合は 0 か
ら 17、補助ポートの場合は 0、コンソール ポー
トの場合は 0、vty ポートの場合は 0 から 99 で
す。

port

Cisco RF スイッチで使用されるポート番号を指
定します。有効範囲は 1 ～ 255 です。
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___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

wavecom-hd

これが Vecima（Wavecom）HD4040 および
QHD4040 アップコンバータの設定であること
を指定します。

wavecom-ma

これが Vecima（Wavecom）DUAL4040D、
MA4040D、または UC4040D アップコンバータ
の設定であることを指定します。

prot-ip-address

このケーブル インターフェイスに使用される保
護インターフェイスに使用するアップコンバー
タの IP アドレスを指定します。

protect-module

このケーブル インターフェイスに使用される保
護インターフェイスに使用するアップコンバー
タのモジュール番号を指定します。有効範囲は
1 ～ 255 です。

work-ip-address

このケーブル インターフェイスに使用される実
行インターフェイスに使用するアップコンバー
タの IP アドレスを指定します。

work-module

このケーブル インターフェイスに使用される実
行インターフェイスに使用するアップコンバー
タのモジュール番号を指定します。有効範囲は
1 ～ 255 です。

デフォルトでは、CMTS は Cisco RF スイッチを使用するように設定されていません。また、デ
フォルトでは N+1 冗長性のケーブル インターフェイスは設定されていません。

インターフェイス コンフィギュレーション：ケーブル インターフェイスのみ（config-if）

リリース

変更内容

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータで導入され、Cisco RF スイッ
チで使用する hccpds-switch コマンドが置き換えられました。

12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードのサポートが
追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR-MC16C、Cisco
uBR-MC16S、および Cisco uBR-MC28C カードのサポートが追加され
ました。

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR7246VXR ルータで廃止されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco RF スイッチで使用する実行および保護ケーブル インターフェイスを設定する必要がありま
す。通常は、1 つの hccpchannel-switch コマンドを指定して、Cisco RF スイッチ情報を設定し、別
の hccpchannel-switch コマンドを指定してアップコンバータを設定します。
保護インターフェイスは、実行インターフェイスで使用されるものと同じ hccpchannel-switch コ
マンドで設定されます。ただし、複数の実行インターフェイスを保護するためには、通常、複数
の hccpchannel-switch コマンドを使用して同じ保護インターフェイスが設定されます。
___________________
例

次の例は、HCCP グループ 1 の実行インターフェイスのメンバー 1 として設定されているケーブ
ル インターフェイス 8/1/0 を示します。このインターフェイスは IP アドレスが 10.97.1.21 の
Wavecom HD4040 アップコンバータを使用するように設定されます。アップコンバータのモジュー
ル番号 2（B）は保護インターフェイスに使用され、モジュール番号 16（P）は、実行インター
フェイスに使用されます。インターフェイスはスイッチのスロット 1 にモジュール ビットマップ
AA200000 を使用して、IP アドレス 10.97.1.20 の Cisco RF スイッチを使用します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable8/1/0
Router(config-if)# hccp 1 working 1
Router(config-if)# hccp 1 channel-switch 1 uc wavecom-hd 10.97.1.21 2 10.97.1.21 16
Router(config-if)# hccp 1 channel-switch 1 rfswitch rfswitch-group 10.97.1.20 AA200000 1

次の例では、HCCP グループ 1 のメンバー 1 保護インターフェイス（同じシャーシのケーブル イ
ンターフェイス 5/1/0）に対応する設定を示しています。-->hccpchannel-switch コマンドは、ケー
ブル インターフェイス 8/1/0 に使用されるものと同じです。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable5/1/0
Router(config-if)# hccp 1 protect 1 10.97.1.8
Router(config-if)# hccp 1 channel-switch 1 uc wavecom-hd 10.97.1.21 2 10.97.1.21 16
Router(config-if)# hccp 1 channel-switch 1 rfswitch rfswitch-group 10.97.1.20 AA200000 1

通常は、同じ保護インターフェイスを使用して複数の実行ケーブル インターフェイスを保護しま
す。たとえば、この同じインターフェイスを次のように設定して、同じ Wavecom HD4040 アップ
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コンバータで RF スイッチのスロット 2 を使用して、モジュール番号 14（N）を使用する実行イン
ターフェイスを保護することができます。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable5/1/0
Router(config-if)# hccp 1 protect 2 10.97.1.8
Router(config-if)# hccp 1 channel-switch 2 uc wavecom-hd 10.97.1.21 2 10.97.1.21 14
Router(config-if)# hccp 1 channel-switch 2 rfswitch rfswitch-group 10.97.1.20 AA200000 2

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccpcheckversion

バイパス バージョン モードを終了して通常の
HCCP 動作に戻ります。

hccpds-switch

実行 CMTS または保護 CMTS（廃止コマンド）
のダウンストリーム アップコンバータ モジュー
ルを指定します。

hccpprotect

1+1 冗長性環境で、指定した実行 CMTS の保護
CMTS として Cisco CMTS を設定できます。

hccpworking

1+1 冗長性環境で、実行 CMTS として Cisco
CMTS を指定できます。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp check version
バイパス バージョン モードを終了し、特定の Hot Standby Connection-to-Connection Protocol（HCCP）
グループの HCCP 動作に戻るには、特権 EXEC モードで hccpcheckversion コマンドを使用しま
す。
hccp group check version
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効範囲は 1 ～ 255 です。

通常の HCCP 動作（hccpgroupcheckversion）。ハードウェアおよびソフトウェアのバージョン
チェックは実行ケーブルインターフェイスと保護ケーブルインターフェイスのラインカード間で
行われます。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1 このコマンドは、Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco RF スイッチを搭
載した Cisco uBR-LCP-MC28C カードで導入されました。
12.2(8)BC2

Cisco RF スイッチを搭載した Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードを使用する Cisco
uBR10012 ルータに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータ、および Cisco RF スイッチを搭載した Cisco
uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、および Cisco uBR-MC28C カードのサ
ポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS はデフォルトで、実行ケーブル インターフェイスと保護ケーブル インターフェイス
が同じバージョンのソフトウェアとハードウェアを使用していることを検証し、スイッチオーバー
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時に非互換性の問題が発生しないようにしています。ハードウェアチェックは、実行ケーブルイ
ンターフェイスと保護ケーブルインターフェイスのそれぞれのラインカードに互換性があること
を検証します。ソフトウェア チェックは、2 枚のカードがソフトウェアの同じメジャー バージョ
ンを実行していることを検証します。これらの 2 つの条件のいずれかが true でない場合、デフォ
ルトでは、CMTS はスイッチオーバーを実行しません。
hccpbypassversion コマンドを使用すると、特定の HCCP グループのこれらのバージョン チェック
を、オーバーライドできます。このコマンドを実行すると、Cisco CMTS はスイッチオーバーを実
行する前に、2 つのケーブル インターフェイスのハードウェアやソフトウェアのバージョンを確
認しません。通常の HCCP 動作に戻り、グループに対してバージョン チェックが行われるように
するには、hccpcheckversion コマンドを使用します。

（注）

___________________
例

2 枚のケーブル インターフェイス ライン カードは、保護カードに少なくとも実行カードと同
じ数のアップストリームまたはダウンストリームがある場合に、互換性があります。例外は、
Cisco uBR-MC16E カードが別の Cisco uBR-MC16E カードによってのみ保護できることです。
また、Cisco uBR-MC16 カードの DOCSIS バージョンは別の Cisco uBR-MC16C カードによって
のみ保護できます。Cisco uBR-MC16B/C/S カードを保護するために、Cisco uBR-MC28C カード
を使用することはできません。

次の例は、HCCP グループ 1 の前の hccpbypassversion コマンドをキャンセルし、通常の HCCP 動
作に戻す方法を示しています。
Router# hccp 1 check version
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccpbypassversion

特定の HCCP グループについて、バイパス バー
ジョン モードを開始します。このモードでは、
保護インターフェイスへのスイッチオーバー前
にハードウェアとソフトウェアのバージョン
チェックが行われません。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp ds-switch
実行 CMTS または保護 CMTS にダウンストリーム アップコンバータ モジュールを指定するには、
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで hccpds-switch コマンドを使用しま
す。ダウンストリーム アップコンバータの割り当てを無効にするには、このコマンドの no 形式
を使用します。

（注）

このコマンドは現在の Cisco IOS リリースでは廃止され、hccpchannel-switch コマンドに置き
換えられました。

hccp group ds-switch member make host-ipaddr host-module peer-ipaddr peer-module
no hccp group ds-switch member
___________________
構文の説明

12

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

member

指定したグループ内のメンバーの数。

make

指定したアップコンバータの製造元。現在、
Wavecom アップコンバータのみサポートされて
います（wavecom）。

host-ipaddr

ホスト CMTS が接続されるアップコンバータ
モジュールの IP アドレス。12

host-module

ホスト CMTS が接続されているアップコンバー
タ モジュールの番号。この場所は単純な数字で
表現されます。

peer-ipaddr

ピア（またはリモート）CMTS が接続されてい
るアップコンバータ モジュールの IP アドレス。

peer-module

ピア（またはリモート）CMTS が接続されてい
るアップコンバータ モジュールの番号。この場
所は単純な数字で表現されます。

アップコンバータ モジュールの ID は、ホストまたはピア CMTS がいつチャネル スイッチ ハウジングの複数のモジュールに接続されるかを
定義するために重要です。たとえば、Wavecom MA4040D アップコンバータ シャーシは最大 10 の独立した周波数アジャイル アップコンバー
タを提供します。
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___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

アップコンバータの指定とアクティブ化はデフォルトでは無効であり、スイッチングを行う前に
指定する必要があります。

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(7)EC1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードのサ
ポートが追加されました。

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1

このコマンドは廃止され、hccpchannel-switch コマンドに置き換え
られました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン すべての保護 CMTS および実行 CMTS システムに対して、ダウンストリーム アップコンバータ
モジュールを設定する必要があります。すべての保護 CMTS および実行 CMTS システムにダウン
ストリーム アップコンバータ モジュールを指定しない場合は、保護 CMTS と実行 CMTS を切り
替えることができません。
___________________
例

コンフィギュレーション ファイルの次の抜粋は、モジュール 2 を、実行 CMTS 1 に接続されるホ
スト スイッチ モジュールとして、IP アドレス 1.1.11.3 の Wavecom アップコンバータに指定し、
モジュール 1 を、保護 CMTS に接続されるピアまたはリモート スイッチ モジュールとして、同
じ Wavecom アップコンバータ（同じ IP アドレスの場所）に指定しています。
hccp 1 working 1
hccp ds-switch 1 wavecom 1.1.11.3 2 1.1.11.3 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccpchannel-switch

（hccpds-switch コマンドを置き換えます）。

hccpprotect

1+1 冗長性環境で、指定した実行 CMTS の保護
CMTS として Cisco CMTS を設定できます。
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コマンド

説明

hccpworking

1+1 冗長性環境で、実行 CMTS として Cisco
CMTS を指定できます。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp lockout
実行 CMTS が同じグループの保護 CMTS に自動的に切り替えられないようにするには、特権 EXEC
モードで hccplockout コマンドを使用します。

（注）

このコマンドは、特定グループの実行 CMTS にのみ適用できます。このコマンドを保護 CMTS
で実行しても、効果はありません。

hccp group lockout member
___________________
構文の説明

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

member

指定したグループ内のメンバーの数。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトで、hccplockout コマンドは非アクティブです。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(7)EC1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポート
が追加されました。

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1 Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC28C カードでの N+1
(1:n) RF スイッチに対するサポートが追加されました。
12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードでの N+1 (1:n)
RF スイッチに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、
および Cisco uBR-MC28C カードでの N+1 (1:n) RF スイッチに対するサ
ポートが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 通常、hccplockout コマンドは、実行インターフェイスの HCCP 設定を削除する前に、HCCP ス
イッチオーバーを無効にするために使用します。そうしないと、実行インターフェイスから HCCP
設定を削除した場合、保護インターフェイスは実行インターフェイスが失敗したと想定して、ス
イッチオーバーします。
また、テストや追加設定のために、実行 CMTS が自動的に保護 CMTS にスイッチ バックしないよ
うにしたい場合もあります。たとえば、Cisco CMTS で、保護ステータスに戻す前に、保護ケーブ
ル インターフェイスを完全にテストしたい場合などがあります。
___________________
例

次の例は、グループ 1 の実行 CMTS のロックアウト機能を有効にする方法を示しています。
Router# hccp 1 lockout

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccpunlockout

hccplockout EXEC コマンドの効果を無効にし、
CMTS が実行 CMTS から保護 CMTS への自動
スイッチオーバーを使用できるようにします。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp protect
特定のケーブルインターフェイスを同じグループの別のケーブルインターフェイスを保護するよ
うに設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで hccpprotect コ
マンドを使用します。特定のホストケーブルインターフェイスの保護割り当てを元に戻すには、
このコマンドの no 形式を使用します。
hccp group protect member ipaddr
no hccp group protect member
___________________
構文の説明

group

実行ケーブル インターフェイスと保護ケーブル
インターフェイスの両方のグループ番号。有効
な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

member

指定した実行ケーブル インターフェイスのメン
バー番号。有効な値は 1 以上 255 以下の任意の
数です。

ipaddr

冗長ステータス メッセージを送受信できる実行
CMTS にインストールされている、任意の実行
インターフェイス（保護ケーブル インターフェ
イス以外）の IP アドレス。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(7)EC1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポート
が追加されました。

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1 Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC28C カードでの N+1
(1:n) RF スイッチに対するサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードでの N+1 (1:n)
RF スイッチに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、
および Cisco uBR-MC28C カードでの N+1 (1:n) RF スイッチに対するサ
ポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 保護ケーブルインターフェイスは実行ケーブルインターフェイスと同じように設定する必要があ
ります。これは一般には、これらのインターフェイスが同じカード タイプでなければならないこ
とを意味します。ただし、Cisco uBR-MC16S カードを使用する場合は、別の Cisco uBR-MC16S
カードまたは Cisco uBR-MC16C カードと一緒に使用できます。
次の表に、スイッチオーバーが Cisco uBR-MC16S カードの拡張範囲管理機能にどのように影響す
るかを示します。
表 27：Cisco uBR-MC16C/Cisco uBR-MC16S 設定のスイッチオーバー操作

実行ケーブル インターフェイ
ス

保護ケーブル インターフェイ
ス

スイッチオーバー後の動作

Cisco uBR-MC16C

Cisco uBR-MC16S

保護カード（Cisco
uBR-MC16S）は現用カードと
同じアップストリーム周波数を
使用しますが、システムが安定
した後、保護カードは保護
CMTSで設定したように、Cisco
uBR-MC16S カードの拡張範囲
管理機能の使用を開始します。

Cisco uBR-MC16S

Cisco uBR-MC16C

保護カード（Cisco
uBR-MC16C）は、現用カード
と同じアップストリーム周波数
を使用します。アップストリー
ムが不安定になると、Cisco
uBR-MC16C はブラインド周波
数ホッピングのみを実行しま
す。
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___________________
例

実行ケーブル インターフェイ
ス

保護ケーブル インターフェイ
ス

スイッチオーバー後の動作

Cisco uBR-MC16S

Cisco uBR-MC16S

保護カードは最初に、現用カー
ドと同じアップストリーム周波
数を使用しますが、システムが
安定すると、保護カードは
Cisco uBR-MC16S カードの拡張
範囲管理機能を使用し続けま
す。

次の例は、IP アドレス 1.1.11.2 でグループ 2 のメンバー 2 を保護するホスト ケーブル インター
フェイス 4/0 を設定しています。
Router(config)# interface cable 4/0
Router(config-if)# hccp 2 protect 2 1.1.11.2

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamrf-power

組み込みアップコンバータを使用して、ケーブ
ル インターフェイス ライン カードに RF 電力
出力レベルを設定します（保護インターフェイ
スでオーバーライドまたはデルタ電力値を指定
する機能を含む）。

hccpworking

指定したケーブル インターフェイスを特定グ
ループの現行メンバーになるよう設定します。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp resync
Hot Standby Connection-to-Connection Protocol（HCCP）の特定メンバーの実行インターフェイスと
保護インターフェイスの間で、手動でデータベース間の同期を行うには、特権 EXEC モードで
hccpresync コマンドを使用します。
hccp group resync member
___________________
構文の説明

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効範囲は 1 ～ 255 です。

member

再同期するメンバー ID。有効範囲は 1 ～ 255 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1 このコマンドは、Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco RF スイッチを搭
載した Cisco uBR-LCP-MC28C カードで導入されました。
12.2(8)BC2

Cisco RF スイッチを搭載した Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードを使用する Cisco
uBR10012 ルータに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータ、および Cisco RF スイッチを搭載した Cisco
uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、および Cisco uBR-MC28C カードのサ
ポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS は実行インターフェイスと保護インターフェイスを自動的に同期し、スイッチオー
バーが発生したときに、保護インターフェイスが実行インターフェイスと同じ設定で動作するよ
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うにします。ただし、HCCP の問題のトラブルシューティングを行う場合には、スイッチオーバー
のテストを実行する前に、hccpresync コマンドを使用してデータベースを手動で再同期できます。

（注）

___________________
例

SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非常に遅くなることがあります。特
に、SYNC イベントの発生と同時に show コマンドを入力すると、コマンドに応答してブラン
ク画面が表示されたり、「%No response from slot 6/1」に似たエラー メッセージが表示される
ことがあります。これが発生するとコマンドは異常終了するので、1 分ほど待機してからコマ
ンドを再実行します。

次の例は、HCCP グループ 13 のメンバー 4 の実行インターフェイスと保護インターフェイス間の
データベース間を手動で再同期する方法を示しています。
Router# hccp 13 resync 4
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp revertive
実行 CMTS に自動的に復帰するような実行キャパシティを想定した保護 CMTS でケーブル イン
ターフェイスを設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで
hccprevertive コマンドを使用します。指定したケーブル インターフェイスが自動的に保護ステー
タスに復帰する機能を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
hccp group revertive
no hccp group revertive
___________________
構文の説明

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

___________________
コマンド デフォルト

イネーブル

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(7)EC1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポー
トが追加されました。

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1 Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC28C カードでの N+1
(1:n) RF スイッチに対するサポートが追加されました。
12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードでの N+1 (1:n)
RF スイッチに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、
および Cisco uBR-MC28C カードでの N+1 (1:n) RF スイッチに対するサ
ポートが追加されました。

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR7246VXR ルータで廃止されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを hccpreverttime コマンドと共に使用すると、保護ケーブル インターフェイスを
ユーザの介入なく、実行キャパシティと保護キャパシティ間で自動的に切り替えるよう設定でき
るようになります。そうしない場合、スイッチオーバーが発生するたびに、失敗した実行 CMTS
を手動で再アクティブ化し、hccpswitch コマンドを使用して保護 CMTS を保護ステータスに手動
で復帰させる必要があります。

ヒント

ケーブル インターフェイスで hccprevertive コマンドを使用する場合は、hccptrack コマンドは
設定しないでください。同じインターフェイスに両方のコマンドを設定すると、同じエラーで
複数のスイッチオーバーが発生するおそれがあります。
hccp track を hccp revertive と一緒に使用する
一般に、ケーブル インターフェイスで hccptrack コマンドを使用している場合は、同じケーブル
インターフェイスで nokeepalive を設定しないで hccprevertive コマンドを設定しないでください。
キープアライブと共に、同じインターフェイスに両方のコマンドを設定すると、同じエラーで複
数のスイッチオーバーが発生するおそれがあります。
キープアライブを、hccptrack コマンドおよび hccprevertive コマンドの両方と一緒に使用する場
合は、実行インターフェイスと保護インターフェイスの両方で hccptrack コマンドを使用して、
同じカードの実行インターフェイスがお互いにトラッキングし、同じカードの保護インターフェ
イスがお互いにトラッキングするようにします。次の表に、これらの 3 つのコマンドの使用に関
するガイドラインをまとめます。
表 28：hccp track と hccp revertive の可能な設定

hccp track
hccp track
hccp revertive
（実行インターフェイ （保護インターフェイ
ス）
ス）

キープアライブ設定

はい

いいえ

いいえ

keepaliveまたは
nokeepalive

はい

いいえ

はい

nokeepalive

はい

はい

はい

keepaliveまたは
-->nokeepalive
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___________________
例

次の例は、実行 CMTS ピアがアクティブに戻った後で、自動的に保護ステータスに復帰するよう
に設定された、グループ 2 の保護 CMTS のケーブル インターフェイス 4/0 を示しています。
router(config)# interface cable 4/0
router(config-if)# hccp 2 revertive

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccpreverttime

システム スイッチオーバー後に実行 CMTS が
自動的に実行 CMTS にスイッチバックする前に
待機する時間を指定します。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp reverttime
システムのスイッチオーバー後に、保護インターフェイスが実行インターフェイスに自動的に復
帰するまで待機する時間を指定するには、実行 CMTS で、ケーブル インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードで hccpreverttime コマンドを使用します。復帰時間をデフォルト値に戻す
には、このコマンドの no 形式を使用します。
hccp group reverttime revert-time
no hccp group reverttime
___________________
構文の説明

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

revert-time

システムのスイッチオーバー後に保護インター
フェイスが実行インターフェイスに自動的に復
帰するまで待機する時間（分単位）。Cisco IOS
リリース 12.2(15)BC2 以前のリリースの許容範
囲は 1 ～ 65,535 分で、デフォルト値は 30 分で
す。Cisco IOS リリース 12.3(3)BC 以降のリリー
スでは、許容範囲は 1 ～ 35791 分で、デフォル
ト値は 30 分です。

___________________
コマンド デフォルト

30 分

___________________
コマンド モード

インターフェイス設定（ケーブル インターフェイスのみ、実行 CMTS）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(7)EC1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポート
が追加されました。

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1 Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC28C カードでの N+1
(1:n) RF スイッチに対するサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードでの N+1 (1:n)
RF スイッチに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、
および Cisco uBR-MC28C カードでの N+1 (1:n) RF スイッチに対するサ
ポートが追加されました。

12.3(3)BC

復帰時間の許容範囲が 1 ～ 35791 分（およそ 2^31 ミリ秒）に変更され
ました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、実行 CMTS にケーブル インターフェイスの復帰時間を設定し、オペ
レータが元の問題を修正した後に手動で実行 CMTS を元の動作に切り替えるのを忘れた場合に、
実行 CMTS が自動的に通常の動作を再開し、保護 CMTS が自動的に通常の保護操作を再開するよ
うにします。
実行 CMTS は復帰時間までのカウントを開始する前に、まず、2 分間の停止時間をカウントしま
す。この 2 分間の一時停止時間に発生するすべての障害は、同じ障害の一部と見なされます。
これは、スイッチオーバー後に実行 CMTS が復帰を試行する実際の時間は、2 分間プラス復帰時
間であることを意味します。たとえば、復帰時間が 30 分のデフォルト値に設定されると、実行
CMTS では保護 CMTS への最初のスイッチオーバーの 32 分後に動作への復帰が試行されます。
停止時間の発生後は、復帰時間が経過したかどうかにかかわらず、保護 CMTS の障害により、実
行 CMTS へのスイッチオーバーが発生します。cablepoweroff および cablepoweron コマンドを使
用して、保護 CMTS の保護インターフェイスをオフにしてからオンにすることにより、保護 CMTS
でのそうした障害を強制し、復帰時間を待たずに実行 CMTS の動作に戻ることができます。
復帰時間を選択する際には、サードパーティ機器を含む、あらゆる障害の可能性を考慮してくだ
さい。たとえば、アップコンバータの障害は保護 CMTS へのスイッチオーバーをトリガーできま
す。実行 CMTS が動作にスイッチバックするまでの時間が、技術者が機器の障害を解決するため
に十分な時間になるように、復帰時間を設定する必要があります。

ヒント

復帰時間機能を無効にするには、保護 CMTS の hccprevertive コマンドの no バージョンを使用
します。
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___________________
例

以下に、グループ 2 の実行 CMTS でケーブル インターフェイス 3/0 がシステムのスイッチオー
バー後に自動的に実行状態に復帰するまでに 15 分間待機するように設定する例を示します。
router(config)# interface cable 3/0
router(config-if)# hccp 2 reverttime 15

次の例では、このコマンドの no 形式を使用して、インターフェイスをデフォルト値の 30 分にリ
セットする方法を示しています。
router(config)# interface cable 5/1/0
router(config-if)# no hccp 2 reverttime

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccprevertive

ケーブル インターフェイスを保護 CMTS から
実行 CMTS に自動的に復帰するように設定しま
す。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp switch
保護 CMTS を手動で実行 CMTS と切り替える（またはその逆）には、特権 EXEC モードで
hccpswitch コマンドを使用します。
hccp group switch member
___________________
構文の説明

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

member

指定したインターフェイスのメンバー番号。有
効な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(7)EC1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポート
が追加されました。

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1 Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC28C カードでの N+1
(1:n) RF スイッチに対するサポートが追加されました。
12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードでの N+1 (1:n)
RF スイッチに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、
および Cisco uBR-MC28C カードでの N+1 (1:n) RF スイッチに対するサ
ポートが追加されました。

12.2(11)BC3

このコマンドは、PRE モジュールがスイッチオーバーした後、別のス
イッチオーバーが実行される前にシステムが安定するよう、およそ 2、
3 秒間、自動的に無効になります。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1299

ケーブル コマンド：d ～ h
hccp switch

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、hccprevert および hccpreverttime コマンドを使用して、保護 CMTS および実行
CMTS に行った設定をオーバーライドします。さらに、保護 CMTS または実行 CMTS で hccpswitch
コマンドを実行して、場所をピアと強制的に変更することができます。
___________________
例

次に、グループ 2 のメンバー 2 実行 CMTS のトラフィックを想定した、ホストの保護 CMTS の設
定例を示します。
Router# hccp 2 switch 2R

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccplockout

実行 CMTS が同じグループの保護 CMTS に自
動的に切り替わるのを防ぎます。

hccpunlockout

hccplockout コマンドの効果を無効にし、CMTS
が実行 CMTS から保護 CMTS への自動スイッ
チオーバーを使用できるようにします。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp timers
保護 CMTS で、指定したグループの hello パケット インターバルとホールド時間を設定するには、
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで hccptimers コマンドを使用します。
hello インターバルとホールド時間の設定を消去し、各パラメータのデフォルト値を設定するに
は、このコマンドの no 形式を使用します。

（注）

このコマンドの no 形式を実行すると、手動で設定した hello インターバルとホールド時間の値
は消去され、デフォルト値に自動的にリセットされます。

hccp group timers hello-time hold-time
no hccp group timers [hello-time hold-time]
___________________
構文の説明

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

hello-time

後続の hello パケット転送間の hello パケット イ
ンターバル（ミリ秒）。許容できる範囲は 1666
ミリ秒以上、5,000 ミリ秒以下です。

hold-time

一連の hello パケットの確認に失敗した実行
CMTS の音声トラフィックの制御を設定する前
に、保護 CMTS が待機する時間（ミリ秒）。許
容できる範囲は 5,000 ミリ秒以上、25,000 ミリ
秒以下です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの hello インターバルは 2,000 ミリ秒、デフォルトのホールド時間は 6,000 ミリ秒です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(7)EC1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポート
が追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1 Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC28C カードでの N+1
(1:n) RF スイッチに対するサポートが追加されました。

___________________
例

12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードでの N+1 (1:n)
RF スイッチに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、
および Cisco uBR-MC28C カードでの N+1 (1:n) RF スイッチに対するサ
ポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

次の例は、グループ 2 の保護 CMTS で、hello インターバルとホールド時間をそれぞれ、1,750 ミ
リ秒と 3,000 ミリ秒に設定しています。
Router(config)# interval c4/0
Router(config-if)# hccp 2 timers 1750 3000

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccpprotect

特定のケーブル インターフェイスを、同じグ
ループの別のピア ケーブル インターフェイス
を保護するよう設定します。

hccpworking

指定したケーブル インターフェイスを特定グ
ループの現行メンバーになるよう設定します。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp track
インターフェイスの状態に基づいて、自動スイッチオーバーを有効にするよう、実行 CMTS また
は保護 CMTS でケーブル インターフェイスを設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードで hccptrack コマンドを使用します。インターフェイスの状態に基づいて、
自動スイッチオーバーを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
hccp group track [ interface ]
no hccp group track [ interface ]
___________________
構文の説明

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

interface

別のケーブル インターフェイスを指定します
（デフォルトは現在のケーブル インターフェイ
スです）。

___________________
コマンド デフォルト

現在のインターフェイスで有効

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(7)EC1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポート
が追加されました。

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1 Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC28C カードでの N+1
(1:n) RF スイッチに対するサポートが追加されました。
12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードでの N+1 (1:n)
RF スイッチに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、
および Cisco uBR-MC28C カードでの N+1 (1:n) RF スイッチに対するサ
ポートが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、トラッキング対象のインターフェイスが「up」から「down」に切り替わるとき
に、あるインターフェイスの自動スイッチオーバーを有効にします。
通常、このコマンドは、1 枚のカードのすべてのインターフェイスが互いにトラッキングし、あ
るインターフェイスがダウンして保護にスイッチオーバーすると、他のすべてのインターフェイ
スもスイッチオーバーするようにして、保護カードがこれらのインターフェイスの全動作を引き
受けることができるようにします。これにより、サポート エンジニアはトラフィックに干渉する
ことなく、実行インターフェイスの問題をトラブルシューティングしたり、現用カードを取り外
して交換することができます。
hccp track を hccp revertive と一緒に使用する
一般に、ケーブル インターフェイスで hccptrack コマンドを使用している場合は、同じケーブル
インターフェイスで nokeepalive を設定しないで hccprevertive コマンドを設定しないでください。
キープアライブと共に、同じインターフェイスに両方のコマンドを設定すると、同じエラーで複
数のスイッチオーバーが発生するおそれがあります。
キープアライブを、hccptrack コマンドおよび hccprevertive コマンドの両方と一緒に使用する場
合は、実行インターフェイスと保護インターフェイスの両方で hccptrack コマンドを使用して、
同じカードの実行インターフェイスがお互いにトラッキングし、同じカードの保護インターフェ
イスがお互いにトラッキングするようにします。次の表に、これらの 3 つのコマンドの使用に関
するガイドラインをまとめます。
表 29：hccp track と hccp revertive の可能な設定

hccp track
hccp track
hccp revertive
（実行インターフェイ （保護インターフェイ
ス）
ス）

キープアライブ設定

はい

いいえ

いいえ

keepaliveまたは
nokeepalive

はい

いいえ

はい

nokeepalive

はい

はい

はい

keepaliveまたは
-->nokeepalive
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___________________
例

次に、グループ 2 の Cisco CMTS でスイッチオーバーの動作を有効にする例を示します。
Router(config)# interface c3/0
Router(config-if)# hccp 2 track
Router(config-if)# keepalive
Router(config-if)#

次の例では、Cisco uBR10012 ルータで 2 枚の uBR-LCP2-MC28C カードを使用し、それぞれのダウ
ンストリームを別々の HCCP グループに設定しています。スロット 5/1 のカードは実行インター
フェイスとして設定され、スロット 6/1 のカードは保護インターフェイスとして設定されていま
す。
各カードの 2 つのダウンストリームはお互いにトラッキングし、片方のダウンストリームで障害
が発生してスイッチオーバーすると、もう一方もスイッチオーバーして、保護カードが両方のイ
ンターフェイスの完全な制御を引き受けることができるようにしています。同様に、実行インター
フェイスがサービスを再開すると、両方の保護インターフェイスが同時にスイッチバックします。
Router(config)# interface cable c5/1/0
Router(config-if)# hccp 1 working 1
Router(config-if)# hccp 1 track c5/1/1
Router(config-if)# keepalive 3
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface cable c5/1/1
Router(config-if)# hccp 2 working 1
Router(config-if)# hccp 2 track c5/1/0
Router(config-if)# keepalive 3
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface cable c6/1/0
Router(config-if)# hccp 1 protect 1
ip-address-of-mgmt-lan
Router(config-if)# hccp 1 track c6/1/1
Router(config-if)# keepalive 3
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface cable c6/1/1
Router(config-if)# hccp 2 protect 1
ip-address-of-mgmt-lan
Router(config-if)# hccp 2 track c6/1/0
Router(config-if)# keepalive 3
Router(config-if)#
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

keepalive

実行 CMTS または保護 CMTS に、キープアラ
イブ メッセージの伝送インターバルを指定でき
る、グローバル コンフィギュレーション コマ
ンド。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp unlockout
hccplockout コマンドの効果を元に戻す、すなわち、実行 CMTS が保護 CMTS に自動的にスイッ
チオーバーできるようにするには、特権 EXEC モードで hccpunlockout コマンドを使用します。
hccp group unlockout member
___________________
構文の説明

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

member

指定したグループ内のメンバーの数。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトで、hccpunlockout コマンドはすべてのグループとメンバーでアクティブです。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(7)EC1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポート
が追加されました。

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1 Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC28C カードでの N+1
(1:n) RF スイッチに対するサポートが追加されました。
12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードでの N+1 (1:n)
RF スイッチに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、
および Cisco uBR-MC28C カードでの N+1 (1:n) RF スイッチに対するサ
ポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、hccplockout コマンドの効果を元に戻します。保護 CMTS を再設定またはテスト
してから、このコマンドを手動で実行すると、CMTS は 1+1 冗長性保護スキームに再導入されま
す。

（注）

___________________
例

このコマンドは、特定グループの実行 CMTS にのみ適用できます。このコマンドを保護 CMTS
で実行しても、効果はありません。

次の例は、非アクティブ化されたグループ 1 の実行 CMTS のロックアウト機能を示しています。
hccp 1 unlockout

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccplockout

実行 CMTS が同じグループの保護 CMTS に自
動的に切り替わるのを防ぎます。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hccp working
指定したグループの CMTS のケーブル インターフェイスを実行 CMTS として指定するには、ケー
ブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで hccpworking コマンドを使用します。
実行 CMTS の割り当てを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
hccp group working member
no hccp group working member
___________________
構文の説明

group

指定したインターフェイスのグループ番号。有
効な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

member

指定したインターフェイスのメンバー番号。有
効な値は 1 以上 255 以下の任意の数です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(7)EC1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードのサポート
が追加されました。

12.2(4)XF1、12.2(4)BC1 Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC28C カードでの N+1
(1:n) RF スイッチに対するサポートが追加されました。
12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR-LCP-MC16C、Cisco
uBR-LCP-MC16E、および Cisco uBR-LCP-MC16S カードでの N+1 (1:n)
RF スイッチに対するサポートが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、
および Cisco uBR-MC28C カードでの N+1 (1:n) RF スイッチに対するサ
ポートが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン N+1 HCCP の冗長性を設定すると、保護インターフェイスは次のような状況を検出したときに、
アクティブ インターフェイスにスイッチオーバーします。
• 実行インターフェイスがシャーシから削除される、電源が切断される、またはリセットされ
る
• 実行インターフェイスがクラッシュする
• 実行インターフェイスが、通常のキープアライブ メッセージを送信しなくなる
• 実行インターフェイスがケーブル ネットワークの接続を失う
保護ケーブルインターフェイスは実行ケーブルインターフェイスと同じように設定する必要があ
ります。これは一般には、これらのインターフェイスが同じカード タイプでなければならないこ
とを意味します。ただし、Cisco uBR-MC16S を使用する場合は、別の Cisco uBR-MC16S カードま
たは Cisco uBR-MC16C カードと一緒に使用できます。
以下の表に、スイッチオーバーが Cisco uBR-MC16S カードの拡張範囲管理機能にどのように影響
するかを示します。
表 30：Cisco uBR-MC16C/Cisco uBR-MC16S 設定のスイッチオーバー操作

実行ケーブル インターフェイ
ス

保護ケーブル インターフェイ
ス

スイッチオーバー後の動作

Cisco uBR-MC16C

Cisco uBR-MC16S

保護カード（Cisco
uBR-MC16S）は現用カードと
同じアップストリーム周波数を
使用しますが、システムが安定
した後、保護カードは保護
CMTSで設定したように、Cisco
uBR-MC16S カードの拡張範囲
管理機能の使用を開始します。
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___________________
例

実行ケーブル インターフェイ
ス

保護ケーブル インターフェイ
ス

スイッチオーバー後の動作

Cisco uBR-MC16S

Cisco uBR-MC16C

保護カード（Cisco
uBR-MC16C）は、現用カード
と同じアップストリーム周波数
を使用します。アップストリー
ムが不安定になると、Cisco
uBR-MC16C はブラインド周波
数ホッピングのみを実行しま
す。

Cisco uBR-MC16S

Cisco uBR-MC16S

保護カードは最初に、現用カー
ドと同じアップストリーム周波
数を使用しますが、システムが
安定すると、保護カードは
Cisco uBR-MC16S カードの拡張
範囲管理機能を使用し続けま
す。

次に、ケーブル インターフェイス 4/0 を、グループ 2 のメンバー番号 2 の実行 CMTS インター
フェイスとして指定する例を示します。
Router(config)# interface cable 4/0
Router(config-if)# hccp 2 working 2

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hccpprotect

特定のケーブル インターフェイスを、同じグ
ループの別のケーブル インターフェイスを保護
するよう設定します。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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hw-module bay reload
ソフトウェアをリロードし、SPA を再起動するには、特権 EXEC モードで hw-modulebayreload
コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCA
hw-module bay slot/subslot/bay reload
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
hw-module bay slot/bay/port reload
___________________
構文の説明

slot

SIP が設置されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

subslot

SIP が設置されているサブスロット。Cisco
uBR10012 ルータで、サブスロット 0 は常に指
定されます。

bay

SPA が設置されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは、SPA のアドレッシング形式を slot/subslot/bay から
slot/bay/port に変えるように変更されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン hw-modulebayreload コマンドはソフトウェアをリロードし、SPA を再起動します。
___________________
例

次の例は、スロット 1、サブスロット 0、およびベイ 1 の Cisco ワイドバンド SPA のソフトウェア
をリロードする方法を示しています。
Router# hw-module bay 1/0/1 reload
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hw-moduleshutdown

PRE1 モジュール、ライン カード、SIP または
SPA をシャットダウンします。
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hw-module shutdown（ubr10012）
特定のパフォーマンス ルーティング エンジン（PRE1）モジュール、ライン カード、ワイドバン
ド SIP、またはワイドバンド SPA をシャットダウンするには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで hw-moduleshutdown(ubr10012) コマンドを使用します。特定の PRE1、ライン カー
ド、ワイドバンド SIP、またはワイドバンド SPA を有効にするには、このコマンドの no 形式を使
用します。
hw-module{main-cpu| pre{A| B}| sec-cpu| slot slot-number| subslot slot/subslot| bay
slot/subslot/bay}shutdown[unpowered]
nohw-module{main-cpu| pre{A| B}| sec-cpu| slot slot-number| subslot slot/subslot| bay
slot/subslot/bay}shutdown[unpowered]
___________________
構文の説明

main-cpu

現在、アクティブな PRE1 モジュールとして動
作している PRE1 モジュールをシャットダウン
します。

pre {A|B}

物理的に PRE スロット A（左のスロット）また
は PRE スロット B（右のスロット）にある PRE1
モジュールをシャットダウンします。

sec-cpu

現在、スタンバイ PRE1 モジュールとして動作
している PRE1 モジュールをシャットダウンし
ます。

slot slot-number

指定した slot-number（有効範囲は 1 ～ 8）に物
理的に存在するライン カードをシャットダウン
します。

subslot slot/subslot

指定したスロットおよびサブスロット番号に物
理的に存在するライン カードまたは SIP を
シャットダウンします。有効な値は次のとおり
です。
• slot = 1 ～ 8
• subslot = 0 または 1
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bay slot/subslot/bay

slot/subslot/bay 引数で指定した場所の SPA を
シャットダウンします。有効な値は次のとおり
です。
• slot = 1 ～ 3
• subslot = 0 または 1（0 は常に指定）
• bay = 0（上部ベイ）または 1（下部ベイ）
ワイドバンド SPA で使用し、SPA およびその
インターフェイスをシャットダウンし、それら
の電源を切断して、管理上のダウン状態にしま
す。

unpowered

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(4)XF

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.3(21)BC

Cisco ワイドバンド SIP および Cisco 1-Gbps ワイドバンド SPA のサ
ポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン hw-moduleshutdown(ubr10012) コマンドは、特定のパフォーマンス ルーティング エンジン（PRE1）
モジュール、ライン カード、ワイドバンド SIP またはワイドバンド SPA を、制御された方法で
シャットダウンします。特定の PRE1、ライン カード、ワイドバンド SIP、またはワイドバンド
SPA を有効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

注意

アクティブ PRE モジュールをシャットダウンするとスイッチオーバーが発生し、スタンバイ
PRE1 モジュールがアクティブ PRE1 モジュールになります。
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___________________
例

次に、スタンバイ PRE1 モジュールがシャットダウンする例を示します。
Router(config)# hw-module sec-cpu shutdown
Router(config)#

次に、アクティブ PRE1 モジュールがシャットダウンする例を示します（これにより、スタンバ
イ PRE1 モジュールへのスイッチオーバーが発生します）。
Router(config)# hw-module main-cpu shutdown
Router(config)#

次に、PRE1 スロット B の PRE1 モジュールがシャットダウンする例を示します。
Router(config)# hw-module pre B shutdown
Router(config)#

（注）

hw-module pre B shutdown コマンドは、スロット B に物理的に存在する PRE1 モジュールを
シャットダウンし、そのモジュールがアクティブ PRE1 モジュールであるか、スタンバイ PRE1
モジュールであるかは問いません。
次の例は、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 にある Cisco ワイドバンド SPA を非アクティブ化
する方法と、非アクティブであることを検証する方法を示しています。show hw-module bay oir
コマンドの出力で、[Operational Status] フィールドが「admin down」となっていることがわかりま
す。
Router# configure terminal
Router(config)# hw-module bay 1/0/0 shutdown unpowered
%SPAWBCMTS-4-SFP_MISSING: Wideband-Cable 1/0/0, 1000BASE-SX SFP missing from port 0
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:1, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:2, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:3, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:4, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:5, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:6, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:7, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:8, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:9, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:10, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:11, changed state to down
...
Router# show hw-module bay 1/0/0 oir
Module
Model
Operational Status
-------------- ------------------ ------------------------bay 1/0/0
SPA-24XDS-SFP
admin down

次の例は、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 にある Cisco ワイドバンド SPA をアクティブ化す
る方法と、アクティブであることを検証する方法を示しています。--> show hw-module bay oir コ
マンドの出力で、[Operational Status] フィールドが「ok」となっていることがわかります。
Router# configure terminal
Router(config)# no hw-module bay 1/0/0 shutdown
%SPAWBCMTS-4-SFP_OK: Wideband-Cable 1/0/0, 1000BASE-SX SFP inserted in port 0
%SPAWBCMTS-4-SFP_LINK_OK: Wideband-Cable 1/0/0, port 0 link changed state to up
%SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Wideband-Cable1/0/0:0 changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Cable1/0/0:0, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:2, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:3, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:4, changed state to up
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%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:5, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:6, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:7, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:8, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:9, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:10, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:11, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Wideband-Cable1/0/0:0, changed state to up
...
Router# show hw-module bay 1/0/0 oir
Module
Model
Operational Status
-------------- ------------------ ------------------------bay 1/0/0
SPA-24XDS-SFP
ok

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hw-module reset

PRE1 モジュールまたはライン カードをリセッ
トします。

hw-module reload

ソフトウェアをリロードし、Cisco 1-Gbps ワイ
ドバンド SPA を再起動します。

redundancy force-failover main-cpu

アクティブおよびスタンバイ PRE1 モジュール
間の手動スイッチオーバーを強制的に発生させ
ます。
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hw-module slot
スロットのコンポーネントを制御するには、特権 EXEC モードで hw-module slot コマンドを使用
します。
hw-module slot slot-inumber{ {logging onboard { disable | enable } } | { reload [ force ] } | {start } | {stop
[force ] } }
___________________
構文の説明

slot-number

指定のスロットに物理的に存在するライン カー
ド。有効範囲は 0 ～ 9、F0 ～ F1、および R0 ～
R1 です。

logging

ロギング コマンドを指定します。

onboard

オンボード コマンドを指定します。

disable

オンボード ロギング コマンドを無効にします。

enable

オンボード ロギング コマンドを有効にします。

reload

ライン カードを再起動します。

force

確認のプロンプトを表示せずに次に進みます。

start

スロットのライン カードをアクティブにしま
す。

stop

スロットのライン カードを非アクティブにしま
す。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.16.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。
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___________________
使用上のガイドライン ライン カードの電源を入れる、シャットダウンする、および電源を再投入するには、hw-module
slot コマンドを使用します。
___________________
例

次の例は、スロット 4 のライン カードのステータスを示しています。
Router# show logging onboard slot 4 status
Status: Disabled

次の例は、スロット 2 のライン カードのオンボード ロギング コマンドを有効にする方法を示し
ています。
Router# hw-module slot 4 logging onboard enable

次の例は、スロット 1 のライン カードをリロードする方法を示しています。

警告

すべてのモデムがオフラインになり、すべてのサービスが影響を受けます。
Router# hw-module slot 4 reload

次の例は、スロット 2 のライン カードを起動する方法を示しています。
Router# hw-module slot 4 start

次の例は、スロット 3 のライン カードを停止する方法を示しています。

警告

すべてのモデムがオフラインになり、すべてのサービスが影響を受けます。
Router# hw-module slot 4 stop

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show platform

プラットフォーム情報を表示します。
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ケーブル コマンド：d ～ h
hw-module slot pos

hw-module slot pos
Packet over SONET（POS）動作のライン カード スロットを設定するには、特権 EXEC モードで
hw-moduleslotpos コマンドを使用します。ライン カード スロットの設定を削除するには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
hw-module slot slot-number pos
no hw-module slot slot-number pos
___________________
構文の説明

slot-number

指定した slot-number（有効範囲は 1 ～ 8）に物
理的に存在するライン カードをリセットしま
す。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(11)BC3

このコマンドは、Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR10012 OC-48 ダイ
ナミック パケット トランスポート（DPT）インターフェイス モジュー
ルで導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco uBR10012 OC-48 DPT カードに別のコマンドを設定する前に、まず、hw-moduleslotpos コマ
ンドを使用して、カードの POS 動作用のライン カード スロットを前もって設定しておく必要が
あります。また、card1oc48dpt/pos-1 コマンドを使用して、正しいカード タイプのカード スロッ
トを設定する必要もあります。
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ケーブル コマンド：d ～ h
hw-module slot pos

（注）

___________________
例

以前に hw-moduleslotsrp コマンドを使用して Spatial Reuse Protocol（SRP）動作用のライン カー
ド スロットを設定していた場合は、まず、nohw-moduleslotsrp コマンドを使用してその設定
をキャンセルした後で、hw-moduleslotpos コマンドを使用して POS 動作用のスロットを設定
する必要があります。

次の例は、POS 動作用に設定されたスロット 3 の Cisco uBR10012 OC-48 DPT ライン カードを示
しています。
Router# hw-module slot 3 pos
Router# card 3/0 1oc48dpt/pos-1

次は、スロット 3 および 4 の Cisco uBR10012 OC-48 DPT ライン カードを、SRP 動作から POS 動
作用に再構成している例を示しています。
Router# no hw-module slot 3 srp
Router# no hw-module slot 4 srp
Router# hw-module slot 3 pos
Router# card 3/0 1oc48dpt/pos-1
Router# hw-module slot 4 pos
Router# card 4/0 1oc48dpt/pos-1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hw-modulereset

PRE1 モジュールまたはライン カードをリセッ
トします。

hw-moduleshutdown(ubr10012)

PRE1 モジュールまたはライン カードをシャッ
トダウンします。

hw-moduleslotsrp

SRP 動作用のライン カード スロットを設定し
ます。
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ケーブル コマンド：d ～ h
hw-module slot srp

hw-module slot srp
スペース再利用プロトコル（SRP）動作のライン カード スロットを設定するには、特権 EXEC
モードで hw-moduleslotsrp コマンドを使用します。ライン カード スロットの設定を削除するに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
hw-module slot slot-number srp
no hw-module slot slot-number srp
___________________
構文の説明

slot-number

指定した slot-number（有効範囲は 1 ～ 8）に物
理的に存在するライン カードをリセットしま
す。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(11)BC3

このコマンドは、Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR10012 OC-48 ダ
イナミック パケット トランスポート（DPT）インターフェイス モ
ジュールで導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは廃止されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco uBR10012 OC-48 DPT カードのペアに別のコマンドを設定する前に、まず、hw-moduleslotsrp
コマンドを使用して、これらのカードの SRP 動作用のライン カード スロットを前もって設定し
ておく必要があります。また、card1oc48dpt/pos-1 コマンドを使用して、正しいカード タイプの
各カード スロットを設定する必要もあります。
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ケーブル コマンド：d ～ h
hw-module slot srp

ヒント

Cisco uBR10012 OC-48 DPT ライン カードが SRP 動作をサポートするのは、隣り合う奇数番号
と偶数番号のスロット（1 と 2、または 3 と 4 など）にカードが取り付けられている場合のみ
です。SRP ペアの両方のスロットを前もって設定するには、hw-moduleslotsrp コマンドを低い
番号の（奇数番号の）スロットにのみ、使用する必要があります。

（注）

以前に hw-moduleslotpos コマンドを使用して Packet over SONET（POS）動作用のライン カー
ド スロットを設定していた場合は、まず、nohw-moduleslotpos コマンドを使用してその設定
をキャンセルした後で、hw-moduleslotsrp コマンドを使用して POS 動作用のスロットを設定
する必要があります。

___________________
例

次の例は、POS 動作用に設定されたスロット 1 および 2 の Cisco uBR10012 OC-48 DPT ライン カー
ドを示しています。
Router# hw-module slot 1 srp
Router# card 1/0 1oc48dpt/pos-1
Router# card 2/0 1oc48dpt/pos-1

次は、スロット 3 および 4 の Cisco uBR10012 OC-48 DPT ライン カードを、POS 動作から SRP 動
作用に再構成している例を示しています。
Router# no hw-module slot 3 pos
Router# no hw-module slot 4 pos
Router# hw-module slot 3 srp
Router# card 3/0 1oc48dpt/pos-1
Router# card 4/0 1oc48dpt/pos-1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hw-modulereset

PRE1 モジュールまたはライン カードをリセッ
トします。

hw-moduleshutdown(ubr10012)

PRE1 モジュールまたはライン カードをシャッ
トダウンします。

hw-moduleslotpos

POS 動作用のライン カード スロットを設定し
ます。
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ケーブル コマンド：d ～ h
hw-module subslot

hw-module subslot
サブスロットのコンポーネントを制御するには、特権 EXEC モードで hw-module subslot コマン
ドを使用します。
hw-module subslot card slot/subslot number{ {reload [ force ] } | {start } | {stop [force ] } }
___________________
構文の説明

reload

対象のサブスロットを再起動します。

force

確認のプロンプトを表示せずに次に進みます。

start

対象のサブスロットをアクティブにします。

stop

対象のサブスロットを非アクティブにします。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.16.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン RF-PIC ファームウェアをアップグレードした後に、RF-PIC を有効化、停止、そして再起動する
には、hw-module subslot コマンドを使用します。このコマンドは SUP-PIC コマンドをサポート
しません。
___________________
例

警告

次の例は、サブスロット 1 にあるライン カードを強制的にリロードする方法を示しています。

すべてのモデムがオフラインになり、すべてのサービスが影響を受けます。
Router# hw-module subslot 0/1 reload force
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ケーブル コマンド：d ～ h
hw-module subslot

次の例は、サブスロット 2 のライン カードを起動する方法を示しています。
Router# hw-module subslot 0/2 start

次の例は、サブスロット 3 にあるライン カードを強制的に停止する方法を示しています。

警告

すべてのモデムがオフラインになり、すべてのサービスが影響を受けます。
Router# hw-module subslot 0/3 stop force

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show platform

プラットフォーム情報を表示します。
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ケーブル コマンド：d ～ h
hw-module subslot
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ケーブル コマンド：i ～ p
• init-tech-list, 1330 ページ
• init-tech-ovr, 1332 ページ
• interface cable, 1335 ページ
• interface cable-modem, 1338 ページ
• interface integrated-cable, 1340 ページ
• interface modular-cable, 1343 ページ
• interface port-channel, 1346 ページ
• interface wideband-cable, 1348 ページ
• interleaver-depth, 1352 ページ
• interval, 1354 ページ
• ip address docsis, 1356 ページ
• ip-address（コントローラ）, 1358 ページ
• ipdr associate, 1360 ページ
• ipdr authorization , 1362 ページ
• ipdr collector, 1363 ページ
• ipdr exporter ack-timeout, 1365 ページ
• ipdr exporter keepalive, 1367 ページ
• ipdr exporter max-unacked, 1369 ページ
• ipdr exporter start, 1371 ページ
• ipdr session, 1373 ページ
• ipdr session（グローバル コンフィギュレーション）, 1375 ページ
• ipdr template, 1377 ページ
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ケーブル コマンド：i ～ p

• ipdr type, 1380 ページ
• issu linecard abortversion, 1382 ページ
• issu linecard acceptversion, 1384 ページ
• issu linecard changeversion, 1386 ページ
• issu linecard loadversion, 1389 ページ
• issu linecard prepareversion, 1391 ページ
• issu linecard process stop, 1393 ページ
• issu linecard reloadversion, 1395 ページ
• issu linecard runversion, 1397 ページ
• lacp fast-switchover, 1399 ページ
• lacp max-bundle, 1401 ページ
• lacp min-bundle, 1403 ページ
• lacp port-priority, 1405 ページ
• lacp system-priority, 1407 ページ
• lane start-freq, 1409 ページ
• license feature evaluation disable, 1410 ページ
• license feature evaluation enable, 1412 ページ
• linecard-group（冗長性）, 1414 ページ
• logging cmts sea, 1416 ページ
• main-cpu, 1419 ページ
• maintenance-mode, 1422 ページ
• match rule, 1424 ページ
• member slot , 1426 ページ
• method, 1429 ページ
• microcode（uBR10012）, 1431 ページ
• microcode reload（uBR10012）, 1434 ページ
• modular-host subslot, 1437 ページ
• modulation, 1439 ページ
• monitoring-basics, 1441 ページ
• monitoring-duration, 1444 ページ
• name, 1447 ページ
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ケーブル コマンド：i ～ p

• network, 1449 ページ
• nls, 1451 ページ
• nls ag-id auth-key, 1453 ページ
• nls resp-timeout, 1455 ページ
• oui, 1457 ページ
• output-rate, 1459 ページ
• override, 1461 ページ
• packetcable, 1463 ページ
• packetcable authorize vanilla-docsis-mta, 1466 ページ
• packetcable element-id, 1469 ページ
• packetcable gate maxcount, 1471 ページ
• packetcable gate send-subscriberID, 1474 ページ
• packetcable timer, 1476 ページ
• peak-time1, 1479 ページ
• penalty-period, 1484 ページ
• periodic-rel-pxf enable, 1489 ページ
• ping docsis, 1491 ページ
• platform punt-policer, 1497 ページ
• platform punt-sbrl, 1499 ページ
• policy, 1502 ページ
• prefix, 1504 ページ
• privacy, 1506 ページ
• profile-description, 1509 ページ
• protect-tunnel, 1511 ページ
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ケーブル コマンド：i ～ p
init-tech-list

init-tech-list
CMTS がケーブル モデムのロード バランシングに使用できる DCC 初期化技法を設定するには、
config-lb-group コンフィギュレーション モードで init-tech-list コマンドを使用します。DCC 初期
化技法をリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
init-tech-list grouplist [ucc]
no init-tech-list
___________________
構文の説明

grouplist

DCC 初期化技法のリスト。

ucc

（任意）動的アップストリーム ロード バラン
シング時にアップストリーム チャネル変更
（UCC）を使用できるかどうかを決定します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

DOCSIS ロード バランシング グループ モード（config-lb-group）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次の例は、init-tech-list コマンドを使用して、CMTS の DOCSIS ロード バランシング グループに
DCC 初期化技法を設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
Router(config-lb-group)# init-tech-list 1 ucc
Router(config-lb-group)#
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ケーブル コマンド：i ～ p
init-tech-list

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータでのリアルタイムの設定、統計、および
ロード バランシング操作の動作情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：i ～ p
init-tech-ovr

init-tech-ovr
物理アップストリーム チャネル ペアを上書きする DCC 初期化技法を設定するには、config-lb-group
コンフィギュレーション モードで init-tech-ovr コマンドを使用します。
Cisco uBR10012 ルータ
init-tech-ovr cableslot/subslot/port upstream cable slot/subslot/port upstreaminit-tech-listinit-tech-list0 -4
[ucc]
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ルータ
init-tech-ovr cableslot/subslot/port upstream cable slot/subslot/port upstreaminit-tech-listinit-tech-list0 -4
[ucc]
___________________
構文の説明

cableslot/subslot/portupstream

上書きする CMTS インターフェイス スロット、
サブスロット、ポート番号、およびアップスト
リーム パラメータを指定します。
• slot：ライン カードが設置されているス
ロット。5 ～ 8 の範囲で指定できます。
• subslot：ライン カードが設置されているサ
ブスロット。使用可能なスロットは 0 また
は 1 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号です。指定できる port
範囲は 0 ～ 4 です。

cableslot/subslot/portupstream
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CMTS インターフェイスとアップストリーム
チャネルを上書きする CMTS インターフェイス
スロット、サブスロット、ポート番号、アップ
ストリーム チャネル ID パラメータを指定しま
す。

ケーブル コマンド：i ～ p
init-tech-ovr

上書きする CMTS インターフェイス スロット、
ポート番号、およびアップストリーム パラメー
タを指定します。

cableslot/portupstream

• slot：ライン カードが設置されているス
ロット。
◦ Cisco uBR7225VXR ルータ：有効範囲
は 1 ～ 2 です。
◦ Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲
は 3 ～ 6 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号。指定できる port の値
は 0 または 1 です。
cableslot/portupstream

CMTS インターフェイスとアップストリーム
チャネルを上書きする CMTS インターフェイス
スロット、ポート番号、アップストリーム パラ
メータを指定します。

init-tech-list0～4

アップストリーム チャネル ペアの、0 ～ 4 の範
囲の DCC 初期化技法のリストを指定します。

ucc

動的アップストリーム ロード バランシング時
にアップストリーム チャネル変更（UCC）を使
用できるかどうかを決定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

DOCSIS ロード バランシング グループ モード（config-lb-group）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。
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ケーブル コマンド：i ～ p
init-tech-ovr

___________________
使用上のガイドライン init-tech-list コマンドは、ロード バランシング グループに追加されないアップストリームを受け
入れます。アップストリーム チャネル ペアは、アップストリームが追加されるまで無効です。
ロード バランシング グループが削除されると、すべてのアップストリーム チャネル ペアも削除
されます。
___________________
例

次の例は、init-tech-ovr コマンドを使用して、CMTS の DOCSIS ロード バランシング グループに
対して物理的なアップストリーム チャネル ペアを上書きする DCC 初期化技法を設定する方法を
示しています。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group
1
Router(config-lb-group)# init-tech-ovr cable
1/0 1 cable
1/1 2 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータでのリアルタイムの設定、統計、および
ロード バランシング操作の動作情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：i ～ p
interface cable

interface cable
ケーブル インターフェイスを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
interfacecable コマンドを使用します。
interface cable{slot/port| slot/subslot/port}
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
interface cable{slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index}
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6 ～
9 です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの場合、有効な値は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 4
です（ケーブル インターフェイスによっ
て異なる）。
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ケーブル コマンド：i ～ p
interface cable

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが導入されました。

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3(23)BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。

12.2(33)SCD

このコマンドは、Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ルー
タをサポートするように変更されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。ポート パラメータはケーブル イン
ターフェイス インデックスに変更され、Cisco uBR-MC20X20V および
Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス ライン カードの
MAC ドメイン インデックスを指すようになりました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。
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ケーブル コマンド：i ～ p
interface cable

___________________
例

次の例は、Cisco uBR7246VXR または Cisco uBR7225VXR ルータで、スロット 5、ポート 0 にケー
ブル インターフェイスを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/0

次の例は、Cisco uBR10012 ルータでスロット 8、サブスロット 0、ポート 0 にケーブル インター
フェイスを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 8/0/0

次の例は、Cisco uBR10012 ルータで、スロット 5、サブスロット 0、ケーブル インターフェイス
インデックス 13（MAC ドメイン インデックス）に Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェ
イス ライン カードを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/0/13

次の例は、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータで、スロット 1、サブスロッ
ト 0、ケーブル インターフェイス インデックス 13（MAC ドメイン インデックス）に Cisco
uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス ライン カードを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 1/0/13

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

interfaceintegrated-cable

統合ケーブル インターフェイスを指定します。

interfacemodular-cable-->

モジュラ ケーブル インターフェイスを指定し
ます。

interfacewideband-cable

ワイドバンド ケーブル インターフェイスを指
定します。
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ケーブル コマンド：i ～ p
interface cable-modem

interface cable-modem
ルータでケーブル インターフェイスのインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで interfacecable-modem コマンドを使用し
ます。
Cisco uBR904、uBR905、uBR924、uBR925 ケーブル アクセス ルータ、Cisco CVA122 ケーブル音声ア
ダプタ
interface cable-modem number
___________________
構文の説明

number

ケーブル インターフェイスを指定します（常に
0）。

___________________
コマンド デフォルト

ディセーブル

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3(4)NA

このコマンドが Cisco uBR904 ケーブル アクセス ルータに導入され
ました。

12.0(4)XI1

Cisco uBR924 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されまし
た。

12.1(3)XL

Cisco uBR905 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されまし
た。

12.1(5)XU1

Cisco CVA122 ケーブル音声アダプタのサポートが追加されました。

12.2(2)XA

Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。
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ケーブル コマンド：i ～ p
interface cable-modem

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、ルータはグローバル コンフィギュレーション モードからインター
フェイス コンフィギュレーション モードに切り替わります。
___________________
例

次の例は、ルータのケーブル インターフェイスのインターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始し、使用可能なインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入力する方法を示
しています。
Router(
config)#
interface cable-modem
0
Router(config-if)# cable-modem ?
compliant
Enter compliant modes for interface
downstream
Downstream channel characteristics
fast-search Enable/disable the DS fast search
upstream
upstream channel characteristics
voip
Options for Voice over IP traffic over the cable interface
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable-modemcompliantbridge

ケーブル インターフェイスで DOCSIS 準拠のブ
リッジングを有効にします。

cable-modemdownstreamsavedchannel

ケーブル インターフェイスの保存されたダウン
ストリーム チャネル設定とアップストリーム電
力値を変更します。

cable-modemupstreampreambleqpsk

ケーブル インターフェイスから CMTS への、
アップストリーム方向で QPSK 変調方式を有効
にします。

cable-modemvoipbest-effort

ベスト エフォート QoS を使用して、アップス
トリームで音声トラフィックを送信できるよう
にします。
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ケーブル コマンド：i ～ p
interface integrated-cable

interface integrated-cable
ケーブル インターフェイス ラインカードに統合ケーブル インターフェイスを設定するには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで -->interfaceintegrated-cable コマンドを使用します。
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ
interface integrated-cable slot/subslot/port:rf-channel
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ
interface integrated-cable slot/subslot/port:rf-channel
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
interface integrated-cable slot/subslot/port:rf-channel
___________________
構文の説明

slot

ケーブル インターフェイス ライン カードが設
置されているシャーシ スロットを指定します。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6 ～
9 です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの場合、有効なサブスロットは 0 で
す。
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ケーブル コマンド：i ～ p
interface integrated-cable

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 4
です。
• Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータ：有効範囲は 0 ～ 7 です。

rf-channel

RF チャネル番号。有効範囲は 0 ～ 3 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 次のライン カードを設定するには、interfaceintegrated-cable コマンドが使用されます。
• Cisco UBR-MC20X20V ケーブル インターフェイス ラインカードの設定
• Cisco uBR-MC88V ケーブル インターフェイス ラインカードの設定
interfaceintegrated-cable コマンドは、Cisco cBR コンバージド ブロードバンド ルータおよび Cisco
uBR-MC88V および Cisco UBR-MC20X20V ライン カードでもサポートされています。
___________________
例

次の例は、Cisco UBR-MC20X20V ケーブル インターフェイス ライン カードで、スロット 7、サブ
スロット 0、ポート 0 に統合ケーブル インターフェイスを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface integrated-cable 7/0/0:1
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ケーブル コマンド：i ～ p
interface integrated-cable

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfaceintegrated-cable

統合チャネルの現在の設定とステータスを表示
します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1342
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interface modular-cable

interface modular-cable
モジュラ ケーブル インターフェイスを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モー
ドで interfacemodular-cable コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 2.3(21)BC、12.3(23)BC、および 12.2(33)SCA
interface modular-cableslot/subslot/bay:nb-channel-number
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
interface modular-cableslot/subslot/bay:nb-channel-number
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE
interface modular-cableslot/subslot/bay:nb-channel-number
___________________
構文の説明

slot

Cisco ケーブル ライン カード、または Cisco ワ
イドバンド共有ポート アダプタ（SPA）がある
シャーシ スロットを指定します。
• Cisco ケーブル ライン カードでは、有効範
囲は 5 ～ 8 です。
• Cisco ワイドバンド SPA の場合、有効な値
は次のとおりです。
◦ slot：1 または 3（SIP-600 の場合）
◦ slot：1（ワイドバンド SIP の場合）
（注）

subslot

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE で、
Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル ライ
ン カードでのモジュラ ケーブル イン
ターフェイス設定のサポートが導入
されました。

Cisco ケーブル ライン カードがあるサブスロッ
トを指定します。
• Cisco ケーブル ライン カードでは、有効な
値は 0 または 1 です。
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE で、
Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル ライ
ン カードでのモジュラ ケーブル イン
ターフェイス設定のサポートが導入
されました。
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ケーブル コマンド：i ～ p
interface modular-cable

bay

Cisco ワイドバンド SPA があるベイを指定しま
す。
有効範囲は 0 ～ 3 です。

port

指定した slot/subslot または slot/bay にある Cisco
ケーブル ライン カードまたは Cisco ワイドバン
ド SPA のポートを特定します。
• Cisco UBR-MC20X20V ケーブル インター
フェイス ライン カードでは、有効範囲は
0 ～ 5 です。
• Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インター
フェイス ライン カードでは、有効範囲は
0 ～ 2 です。
• Cisco ワイドバンド SPA の場合、有効な値
は 0 です。

nb-channel-number

ナローバンド チャネル番号を示します。

interface-number

モジュラ ケーブル インターフェイス番号を示
します。有効範囲は 0 ～ 23 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが導入されました。

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3(23)BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは、モジュラ ケーブル インターフェイスのアドレッシ
ング形式を lot/subslot/bay:nb-channel-number から
slot/bay/port:nb-channel-number に変えるように変更されました。
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ケーブル コマンド：i ～ p
interface modular-cable

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル ライン カードでのモジュラ ケーブル
インターフェイス設定のサポートが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次の例は、Cisco uBR10012 ルータでスロット 1、ベイ 3、チャネル 23 にモジュラ ケーブル イン
ターフェイスを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface modular-cable 1/3/0:23

次の例は、Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル ライン カードで、スロット 5、サブスロット 1、ポー
ト 2 にモジュラ ケーブル インターフェイスを設定する方法を示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# interface modular-cable 5/1/2:0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableattribute-mask-->

モジュラ ケーブル インターフェイスの属性マ
スク値を指定します。

interfacewideband-cable

ワイドバンド ケーブル インターフェイスを指
定します。

interfacecable

ケーブル インターフェイスを指定します。
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interface port-channel

interface port-channel
Cisco Cable Modem Termination System（CMTS）に EtherChannel インターフェイスを作成するに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで interfaceport-channel コマンドを使用します。
Cisco CMTS から EtherChannel を削除するには、このコマンドの -->no 形式を使用します。
interface port-channel n
no interface port-channel n
___________________
構文の説明

number

このインターフェイスの識別ポート チャネル番
号（EtherChannel ポート）。指定できる範囲は
1 ～ 64 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、EtherChannel グループとポートは定義されていないため、無効になります。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(11)BC3

このコマンドが Cisco uBR7246VXR ルータに導入されました。

12.2(9a)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 設定される最初の EtherChannel インターフェイスは、グループのすべての EtherChannel インター
フェイスのバンドルのマスターになります。つまり、最初の EtherChannel インターフェイスの
MAC アドレスは、グループ内のすべての EtherChannel インターフェイスの MAC アドレスです。
最初の EtherChannel インターフェイスが後で削除されると、設定される 2 番目の EtherChannel イ
ンターフェイスはデフォルトでバンドル マスターになります。
この設定をすべての EtherChannel ポートで繰り返して、以下にバンドルされるようにします。
• Cisco uBR10012 および Cisco uBR7200 シリーズ ルータの FastEtherChannel（FEC）または
GigabitEtherChannel（GEC）グループ。
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interface port-channel

• Cisco cBR シリーズ ルータの Ten Gigabit EtherChannel（Ten GEC）グループ。
EtherChannel グループを設定するには、その前に、この設定をすべての EtherChannel インターフェ
イスで行う必要があります。
___________________
例

次に、EtherChannel グループ内の EtherChannel ポート番号を 1 にしてポートを設定する例を示し
ます。EtherChannel グループは channel-group コマンドで定義されます。
Router(config-if)# interface port-channel 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

channel-group

EtherChannel グループに EtherChannel ポートを
割り当てます。

showinterfaceport-channel

EtherChannel インターフェイスとチャネル ID
を、それらのモードおよび動作ステータスとと
もに表示します。
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interface wideband-cable

interface wideband-cable
ワイドバンド ケーブル インターフェイスを設定するには、グローバル コンフィギュレーション
モードで interfacewideband-cable コマンドを使用します。
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ
Cisco IOS リリース 12.3(21)BC、12.3(23)BC、および 12.2(33)SCA
interface wideband-cable slot/subslot/bay:wideband-channel
Cisco IOS リリース 12.3(21)BC、12.3(23)BC、および 12.2(33)SCB
interface wideband-cable slot/bay/port:wideband-channel
Cisco IOS リリース 12.3(21)BC、12.3(23)BC、および 12.2(33)SCC
interface wideband-cable slot/{subslot| bay}/port:wideband-channel
Cisco IOS リリース 12.3(21)BC、12.3(23)BC、および 12.2(33)SCE
interface wideband-cable slot/subslot/controller:wideband-channel
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ
Cisco IOS リリース 12.3(21)BC、12.3(23)BC、および 12.2(33)SCD
interface wideband-cable slot//port:wideband-channel
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
interface wideband-cable slot/subslot/controller:wideband-channel
___________________
構文の説明

slot

SIP またはケーブル ライン カードが設置されて
いるスロット。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効範囲は 1
～ 2 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は次のと
おりです。
◦ ケーブル ラインカードの場合は 5 ～
8
◦ SIP の場合は 1 および 3
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ケーブル コマンド：i ～ p
interface wideband-cable

subslot

SIP またはケーブル ライン カードが設置されて
いるサブスロット。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は次のと
おりです。
◦ スロット 5 ～ 8 のケーブル ライン
カードの場合は 0 または 1
◦ Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB より
前のスロット 1 または 3 の SIP 内の
SPA の場合は、0 または 1 です。Cisco
IOS リリース 12.2(33)SCB 以降では、
サブスロットは指定されていません。

bay

SPA が設置されている SIP のベイ。有効範囲は
0 ～ 3 です。

controller

モジュラ ケーブルのコントローラ インデック
ス。有効範囲は 0 ～ 2 です。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの場合、有効範囲は 0 ～ 7 です。

port

ポート番号を指定します。
• Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco
uBR7225VXR ルータ：有効範囲は 0 ～ 1
です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は次のと
おりです。
◦ スロット 1 および 3 は 0 です
◦ スロット 5 ～ 8 は 0 ～ 4 です
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interface wideband-cable

wideband-channel

ワイドバンド チャネル番号を表します。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は次のと
おりです。
◦ Cisco UBR-MC20X20V ケーブル イン
ターフェイス ライン カードは 0 ～ 5
です。
◦ Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル イン
ターフェイス ライン カードおよび
SPA は 0 ～ 31 です。
• Cisco uBR7246VXR および Cisco
uBR7225VXR ルータ：有効範囲は 0 ～ 5
です。
• Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータ：有効範囲は 0 ～ 63 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが導入されました。

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3(23)BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは、slot/subslot/bay:wideband-channel から
slot/bay/port:wideband-channel にワイドバンド ケーブル インターフェイ
スのアドレス形式を変更するよう修正されました。

12.2(33)SCD

このコマンドが変更されました。Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCE

Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェ
イスのサポートが追加されました。
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interface wideband-cable

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S に統合されました。Cisco
cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのサポートが追加
されました。

次に、Cisco uBR10012 ルータ上のスロット 1、ベイ 3、およびポート 0 でワイドバンド ケーブル
インターフェイスを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface wideband-cable 1/3/0:0

次に、Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル ライン カード上のスロット 5、サブスロット 1、およびポー
ト 2 でワイドバンド ケーブル インターフェイスを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface wideband-cable 5/1/2:0

次に、Cisco uBR7225VXR または Cisco uBR7246VXR ルータ上のスロット 1、およびポート 0 でワ
イドバンド ケーブル インターフェイスを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface wideband-cable 1/0:0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamattribute-mask

ワイドバンド ケーブル インターフェイスに属
性マスク値を指定します。

interfacemodular-cable-->

モジュラ ケーブル インターフェイスを指定し
ます。

interfacecable

ケーブル インターフェイスを指定します。
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interleaver-depth

interleaver-depth
特定の QAM プロファイルのインターリーバ深度を設定するには、QAM プロファイル コンフィ
ギュレーション モードで interleaver-depth コマンドを使用します。
interleaver-depth {I12-J17| I128-J1| I128-J2| I128-J3| I128-J4| I128-J5| I128-J6| I128-J7| I128-J8| I16-J8|
I32-J4| I64-J2| I8-J16}
___________________
構文の説明

I12-J17

Annex A または C の INTERLEAVER-I-12-J-17

I128-J1

Annex B の INTERLEAVER-I-128-J-1

I128-J2

Annex B の INTERLEAVER-I-128-J-2

I128-J3

Annex B の INTERLEAVER-I-128-J-3

I128-J4

Annex B の INTERLEAVER-I-128-J-4

I128-J5

Annex B の INTERLEAVER-I-128-J-5

I128-J6

Annex B の INTERLEAVER-I-128-J-6

I128-J7

Annex B の INTERLEAVER-I-128-J-7

I128-J8

Annex B の INTERLEAVER-I-128-J-8

I16-J8

Annex B の INTERLEAVER-I-16-J-8

I32-J4

Annex B の INTERLEAVER-I-32-J-4

I64-J2

Annex B の INTERLEAVER-I-64-J-2

I8-J16

Annex B の INTERLEAVER-I-8-J-16

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

QAM プロファイル コンフィギュレーション（config-qam-prof）
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interleaver-depth

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、特定の QAM プロファイルのインターリーバ深度を設定します。
___________________
例

次に、特定の QAM プロファイルのインターリーバ深度を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable downstream qam-profile 4
Router(config-qam-prof)# interleaver-depth I12-J17

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamqam-profile

ケーブル インターフェイス ライン カードの
QAM プロファイルを設定します。

annex

MPEG フレーミング形式を設定します。

modulation

QAM 変調フォーマットを設定します。

spectrum-inversion

スペクトラム反転をオンまたはオフに設定しま
す。

symbol-rate

シンボル レートを設定します。
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interval

interval
CMTS がインターフェイスでロードを確認する前に待機する時間の長さを設定するには、ロード
バランシング グループ コンフィギュレーション モードで interval コマンドを使用します。時間の
長さをリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
interval seconds
no interval
___________________
構文の説明

seconds

各ケーブル インターフェイスの現行ロードを判
別するための CMTS のポーリング間隔。有効範
囲は 1 ～ 1000 です。Cisco IOS リリース
12.2(33)SCE より前のデフォルト値は 10 秒で
す。Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降のデ
フォルト値は 30 秒です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ロード バランシング グループ コンフィギュレーション（config-lb-group）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCE1

このコマンドが変更されました。この command のデフォルト値
は 10 秒から 30 秒に変更されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

次に、CMTS がインターフェイスでロードを確認する前に待機する時間の長さを interval を使用
して設定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
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interval

Router(config-lb-group)# interval
50
Router(config-lb-group)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータでのロード バランシング動作に関するリ
アルタイム設定、統計情報、および動作情報を
表示します。
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ip address docsis

ip address docsis
ケーブル インターフェイスに IP アドレスを割り当てるために、DOCSIS の仕様に従って DHCP プ
ロトコルをケーブル アクセス ルータが使用するよう指定するには、ケーブル インターフェイス
コンフィギュレーション モードの ipaddressdocsis コマンドを使用します。DHCP の使用を無効に
するには、このコマンドの no--> 形式を使用します。
Cisco uBR905、uBR924、uBR925 ケーブル アクセス ルータ、Cisco CVA122 ケーブル音声アダプタ
ip address docsis
no ip address docsis
___________________
構文の説明
___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

このコマンドには、キーワードや引数はありません。

ケーブル アクセス ルータは、システムの稼働中にそのケーブル インターフェイスに IP アドレス
を割り当てるために、DOCSIS の仕様に従って DHCP プロトコルを使用します。

インターフェイス コンフィギュレーション（ケーブル インターフェイスのみ）

リリース

変更内容

12.1(3)XL

このコマンドは Cisco uBR905 ケーブル アクセス ルータに導入され
ました。

12.1(4)T

Cisco uBR924 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されまし
た。

12.1(3)XL

Cisco uBR905 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されまし
た。

12.1(5)XU1

Cisco CVA122 ケーブル音声アダプタのサポートが追加されました。

12.2(2)XA

Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。
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ip address docsis

___________________
使用上のガイドライン ipaddressdocsis コマンドは、システムの始動時にケーブル アクセス ルータが IP アドレスを DHCP
サーバから取得するよう設定します（DOCSIS 動作の要件）。これが、デフォルトの動作モード
です。ケーブル インターフェイスの設定に ipaddress コマンドのどの形式も含まれていない場合、
ケーブル アクセス ルータはデフォルトで、ipaddressdocsis コマンドを使用してケーブル インター
フェイスを設定します。
ケーブル インターフェイスを他のいずれかの形式の ipaddress コマンドまたは noipaddressdocsis
コマンドで設定することで、ケーブル アクセス ルータが DOCSIS ネットワークで稼働しないよう
にできます。この動作モードは、ラボまたはテスト ネットワークでの使用に限定する必要があり
ます。

（注）

___________________
例

ケーブル アクセス ルータの以前の Cisco IOS ソフトウェア リリースは、ケーブル インターフェ
イスが IP アドレスを DHCP サーバから取得するよう指定するために ipaddressnegotiated また
は ipaddressdhcp コマンドを使用していました。これらのコマンドは、ルータのケーブル イン
ターフェイスの設定に使用されなくなりました。

次の例は、ケーブル アクセス ルータがそのケーブル インターフェイスの IP アドレスを DHCP
サーバから取得するよう設定する例を示しています。
Router(config)# interface cable-modem 0
Router(config-if)# ip address docsis
Router(config-if)# exit
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable-modemdhcp-proxy

DHCP サーバがルータのイーサネット インター
フェイスまたは NAT アドレス プールの IP アド
レスを提供するよう指定します。

iphttpdhcp

システムの始動時に、ケーブル インターフェイ
スを除くインターフェイスの IP アドレスを取
得するために DHCP プロトコルを使用するよう
指定します。

iphttpnegotiated

システムの始動時に IP アドレスを取得するた
めにシリアル インターフェイスが PPP/IPCP を
使用することを指定します。
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ip-address（コントローラ）
ワイドバンド SPA FPGA の IP アドレスを設定するには、コントローラ コンフィギュレーション
モードで -->ip-address(controller) コマンドを使用します。ワイドバンド SPA FPGA の IP アドレス
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
ip-address ip-address
no ip-address ip-address
___________________
構文の説明

ip-address

ワイドバンド SPA FPGA の IP アドレス。

___________________
コマンド デフォルト

ワイドバンド SPA FPGA に IP アドレスが設定されていません。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ワイドバンド SPA FPGA の IP アドレスを設定します。このアドレス
は、ワイドバンド SPA が EQAM デバイスに転送するパケットのソース IP アドレスとして使用さ
れます。
___________________
例

次に、ワイドバンド SPA FPGA の IP アドレスを設定する例を示します。SPA はスロット 1、サブ
スロット 0、ベイ 0 にあります。
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# ip-address 192.168.200.6
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ip-address（コントローラ）

___________________
関連コマンド

Command

Description

annexmodulation-->

ワイドバンド SPA に Annex と変調を設定しま
す。

cablerf-channel

ワイドバンド SPA 上の RF チャネルをワイドバ
ンド チャネルに関連付けます。

controllermodular-cable

コントローラ コンフィギュレーション モード
を開始し、ワイドバンド SPA コントローラを設
定します。

modular-hostsubslot

モジュラ ホスト ライン カードを指定します。

rf-channelfrequency

各 RF チャネルの周波数を設定します。

rf-channelip-addressmac-addressudp-port

各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス
と UDP ポートを設定します。

rf-channelnetworkdelay

各 RF チャネルの CIN 遅延を指定します。

rf-channeldescription

各 RF チャネルの説明を指定します。

rf-channelcabledownstreamchannel-id

ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネル
に割り当てます。
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ipdr associate

ipdr associate
コントローラとセッションを関連付けるには、グローバル コンフィギュレーション モードで
ipdrassociate コマンドを使用します。関連付けを削除するには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
ipdr associate session_id collector_name priority
no ipdr associate session_id collector_name
___________________
構文の説明

session_id

一意の IPDR セッション ID。

collector_name

コレクタ名。名前に余分なスペースを含めない
でください。

priority

セッションとコレクタの間のプライオリティ
値。値の範囲は 1 ～ 10 です。値 1 は、最も高
いプライオリティを示します。

___________________
コマンド デフォルト

セッションとの関連付けは作成されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ユーザはセッションにコレクタを関連付けることができます。コレク
タの設定が完了した後、エクスポータはデータをコレクタに送信します。IPDR は冗長コレクタを
サポートしており、コレクタがダウンしているときまたは機能していないときに、途絶えること
なくストリーミングを続けることができます。
このコマンドの no 形式は、停止されているセッションの関連付けの解除のみを実行します。
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ipdr associate

（注）

___________________
例

このコマンドを実行する前に、コレクタとセッションを設定する必要があります。

次に、コレクタを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)#ipdr associate 1 federal 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

ipdrcollector

IPDR コレクタの詳細を設定します。

showipdrcollector

コレクタに関連付けられているすべてのセッ
ションに関するコレクタ情報、メッセージ統
計、およびイベントを表示します。

ipdrsession

IPDRエクスポータにセッションを追加します。
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ipdr authorization
Internet Protocol Detail Record（IPDR）認証を有効にするには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで ipdr authorization コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no
形式を使用します。
ipdr authorization
no ipdr authorization
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

この IPDR 認証はデフォルトで無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCI2

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン IPDR 認証はデフォルトでは無効になっています。IPDR 認証を有効にするには、ipdr authorization
コマンドを使用します。これを起動設定ファイルにも組み込む必要があります。IPDR 認証が有効
になっているかどうかに関係なく、バンドル側から到達するコレクタは常に拒否されます。
___________________
例

次に、IPDR 認証を有効にする例を示します。
Router#configure terminal
Router(config)#ipdr authorization
IPDR authorization is enabled.
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

ipdr collector

Internet Protocol Detail Record（IPDR）コレクタ
の詳細を設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1362

ケーブル コマンド：i ～ p
ipdr collector

ipdr collector
Internet Protocol Detail Record（IPDR）コレクタの詳細を設定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで ipdrcollector コマンドを使用します。コレクタを削除するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
ipdr collector collector_name ip_addr [ port ]
no ipdr collector collector_name
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCI2
ipdr collector collector_name ip_addr [ port ][nat-address ip_addr[port] ]
no ipdr collector collector_name
___________________
構文の説明

collector_name

コレクタ名。名前に余分なスペースを含めない
でください。

ip_addr

コレクタ IP アドレス。

port

（任意）コレクタ ポート値。値が入力されない
場合、デフォルトのポート番号が使用されま
す。

nat-address ip_addr

（任意）IP ヘッダーのコレクタのネットワーク
アドレス変換（NAT）。

___________________
コマンド デフォルト

コレクタは設定されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCI2

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCI2 に統合されまし
た。nat-address キーワードが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ユーザは IPDR コレクタの設定および IPDR プロトコルの認証を行えま
す。コレクタの設定が完了した後、エクスポータはデータをコレクタに送信します。ユーザはコ
レクタ名と IP アドレスを入力する必要があります。ポート番号はエクスポータがアクティブな接
続を作成する際に使用されます。
このコマンドの no 形式は、特定の IPDR コレクタを削除します。コレクタをアクティブなセッ
ションに関連付ける場合、no コマンドを使用する前にセッションを停止する必要があります。
___________________
例

次に、コレクタを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)#ipdr collector federal 192.0.2.0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showipdrcollector

コレクタに関連付けられているすべてのセッ
ションに関するコレクタ情報、メッセージ統
計、およびイベントを表示します。

ipdrsession

IPDRエクスポータにセッションを追加します。
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ipdr exporter ack-timeout
IPDR エクスポータの確認済みレコード タイムアウト値を設定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで ipdrexporterack-timeout コマンドを使用します。確認済みレコード タイムア
ウト値を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
ipdr exporter ack-timeout time_interval
no ipdr exporter ack-timeout
___________________
構文の説明

time_interval

確認済みレコード タイムアウト カウント。有
効範囲は 5 ～ 60 秒です。デフォルト値は 60 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは IPDR エクスポータが実行されているときに有効になります。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、セッションの確認済みレコード タイムアウト値を設定できます。

（注）

___________________
例

タイマー値を反映するために、IPDR エクスポータを再起動します。

次に、Cisco CMTS ルータで確認済みレコード タイムアウト値を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config
)# ipdr exporter ack-timeout 60
Router(config)# ipdr exporter start
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showipdrexporter

Cisco CMTS ルータの IPDR エクスポータの状態
に関する情報を表示します。
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ipdr exporter keepalive

ipdr exporter keepalive
IPDR エクスポータのキープアライブ タイマー値を設定するには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで ipdrexporterkeepalive コマンドを使用します。キープアライブ タイマー値を無効
にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
ipdr exporter keeepalive time_interval
no ipdr exporter keepalive
___________________
構文の説明

time_interval

キープアライブ タイマー カウント。有効範囲
は 5 ～ 300 秒です。デフォルト値は 300 です。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは IPDR エクスポータが実行されているときに有効になります。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、セッションのキープアライブ タイムアウト値を設定できます。

（注）

___________________
例

キープアライブ タイマー値を反映するために、IPDR エクスポータを再起動します。

次に、Cisco CMTS ルータでキープアライブ値を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config
)# ipdr exporter keepalive 300
Router(config)# ipdr exporter start
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showipdrexporter

Cisco CMTS での IPDR エクスポータの状態に関
する情報を表示します。
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ipdr exporter max-unacked
Cisco CMTS で IPDR エクスポータの未確認レコードの最大数を設定するには、グローバル コン
フィギュレーション モードで ipdrexportermaxunacked コマンドを使用します。未確認レコードの
最大数をリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
ipdr exporter max-unacked records
no ipdr exporter max-unacked
___________________
構文の説明

records

未確認レコードの数。有効範囲は、5 ～ 200 レ
コードです。デフォルト値は 200 です。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは IPDR エクスポータが実行されているときに有効になります。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、セッションの未確認レコードの最大数を設定することができます。

（注）

___________________
例

レコード数を反映するために、IPDR エクスポータを再起動します。

次に、Cisco CMTS ルータで設定された未確認レコードの数を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config
)# ipdr exporter max-unacked 200
Router(config)# ipdr exporter start
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showipdrexporter

Cisco CMTS ルータの IPDR エクスポータの状態
に関する情報を表示します。
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ipdr exporter start

ipdr exporter start
CMTS アプリケーションで、Internet Protocol Detail Record（IPDR）エクスポータを起動してエク
スポータとコレクタを接続できるようにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで
ipdrexporterstart コマンドを使用します。エクスポータとコレクタの間の接続を終了するには、
このコマンドの no 形式を使用します。
ipdr exporter start
no ipdr exporter start
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、IPDR エクスポータ プロセスが開始されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、明示的に IPDR エクスポータを開始し、コレクタに接続することがで
きます。デフォルトの動作として、コマンドは、エクスポータで「開始」状態に設定されている
すべてのセッションを開始します。
コマンドの no 形式は、IPDR エクスポータ プロセスを停止します。また、コマンドは、他の設定
を維持しながらコレクタとの接続をクリアします。
___________________
例

次に、CMTS で IPDR エクスポータ プロセスを開始する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)#ipdr exporter start
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showipdrexporter

IPDR エクスポータの状態に関する情報を表示
します。

showipdrcollector

コレクタに関連付けられているすべてのセッ
ションに関するコレクタ情報、メッセージ統
計、およびイベントを表示します。

ipdrcollector

Internet Protocol Detail Record（IPDR）コレクタ
の詳細を設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1372
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ipdr session

ipdr session
特定のセッションを開始または停止するには、特権 EXEC モードで ipdrsession コマンドを使用し
ます。
ipdr session session_id {start| stop}
___________________
構文の説明

session_id

一意の IPDR セッション ID。

start

セッションを開始するためのキーワード。

stop

セッションを停止するためのキーワード。

___________________
コマンド デフォルト

セッションは開始されていません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC モード

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドでは、特定のセッションを開始または停止することができます。このコマンドは、
IPDR エクスポータを起動したときにのみ実行できます。

（注）

セッションがアクティブな場合、ユーザはタスクを設定する前に、セッションを停止する必要
があります。
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ipdr session

___________________
例

次に、ユーザがセッションを開始できるようにする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)#ipdr session 1 start

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

ipdrexporterstart

IPDR エクスポータを開始し、コレクタに接続
します。

showipdrexporter

IPDR エクスポータの状態に関する情報を表示
します。

ipdrassociate

セッションとコレクタを関連付けます。
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ケーブル コマンド：i ～ p
ipdr session（グローバル コンフィギュレーション）

ipdr session（グローバル コンフィギュレーション）
CMTS アプリケーションが Internet Protocol Detail Record（IPDR）エクスポータにセッションを追
加できるようにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで ipdrsession コマンドを
使用します。セッションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
ipdr session session_id session_name session_descr
no ipdr session session_id
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

session_id

一意の IPDR セッション ID。

session_name

セッション名。名前に余分なスペースを含めな
いでください。

session_descr

セッションの説明。

セッションは IPDR エクスポータに追加されません。これは IPDR エクスポータの状態によって異
なります。1 つのセッションを設定した後、エクスポータのステータスが開始されると、セッショ
ンが自動的に開始されます。

グローバル コンフィギュレーション モード

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ユーザは IPDR エクスポータにセッションを追加できます。ユーザは
セッションごとに、セッション ID、セッション名、およびセッションの説明を提供する必要があ
ります。
コマンドの no 形式は、特定のセッションを削除します。セッションを削除すると、セッションに
関連付けられたテンプレートなどの情報も失われます。
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ipdr session（グローバル コンフィギュレーション）

（注）

___________________
例

セッションがすでに作成されている場合は、テンプレートの詳細などの詳細を更新できませ
ん。

次に、エクスポータにセッションを追加する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)#ipdr session

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

ipdrexporterstart

IPDR エクスポータを開始し、コレクタに接続
します。

showipdrexporter

IPDR エクスポータの状態に関する情報を表示
します。

ipdrassociate

セッションに IPDR コレクタを関連付けます。
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1 test no_descr

ケーブル コマンド：i ～ p
ipdr template

ipdr template
Cisco CMTS で Internet Protocol Detail Record（IPDR）テンプレートを IPDR セッションに追加する
には、グローバル コンフィギュレーション モードで ipdrtemplate コマンドを使用します。テンプ
レートを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
ipdr template session_id template_name
no ipdr template session_id template_name
___________________
構文の説明

session_id

一意の IPDR セッション ID。

template_name

テンプレート名。

___________________
コマンド デフォルト

IPDR テンプレートは IPDR セッションに追加されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCG

新しいテンプレート SERVICE-FLOW がイベント ベースおよびアド
ホック セッション タイプに追加されています。

12.2(33)SCH5

新しいテンプレートが CM-STATUS に定義され、古いテンプレート
は CM-STATUS-2008 という名前に変更されています。

12.2(33)SCI1

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH5 から統合されてい
ます。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドでは、Cisco CMTS で（セッション ID に基づいて）必要なセッションに IPDR テン
プレートを追加することができます。
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ipdr template

（注）

___________________
例

追加できるのは、システムでサポートされているテンプレートだけです。リストは、コマンド
プロンプトで「?」を入力して表示できます。

次に、設定済みの IPDR セッションおよびタイプの showrunning-config コマンド-->出力を表示す
る例を示します。
Router(config)# do show running-config | i ipdr
ipdr session 1 test test
ipdr session 2 event2 event2
ipdr session 3 ad-hoc3 ad-hoc3
ipdr type 1 time-interval 15
ipdr type 2 event
ipdr type 3 event

次に、タイマー間隔セッションで使用可能なテンプレートの例を示します。
Router# ipdr template 1 ?
CM-STATUS
DOCSIS-CMTS-CM-REG-STATUS-TYPE template
CM-US
DOCSIS-CMTS-CM-US-STATS-TYPE template
DIAGLOG-DETAIL DOCSIS-DIAG-LOG-DETAIL-TYPE template
SAMIS-TYPE1
DOCSIS-SAMIS-TYPE-1 template
SAMIS-TYPE2
DOCSIS-SAMIS-TYPE-2 template
SPECTRUM
DOCSIS-SPECTRUM-MEASUREMENT-TYPE template
TEST
Template for test

次に、タイマー間隔セッションで SAMIS_TYPE1 テンプレートを追加する例を示します。
Router(config)# ipdr template 1 SAMIS-TYPE1

次に、イベント ベースのセッションで使用可能なテンプレートを表示する例を示します。
Router(config)# ipdr template 2 ?
CM-STATUS
DOCSIS-CMTS-CM-REG-STATUS-TYPE template
CPE-TYPE
DOCSIS-CPE-TYPE template
DIAGLOG-DETAIL DOCSIS-DIAG-LOG-DETAIL-TYPE template
DIAGLOG-EVENT
DOCSIS-DIAG-LOG-EVENT-TYPE template
DS-UTIL
DOCSIS-CMTS-DS-UTIL-STATS-TYPE template
SAMIS
OSSI2.0 SAMIS template
SERVICE-FLOW
SERVICE-FLOW-TYPE template
TEST
Template for test
TOPOLOGY
DOCSIS-CMTS-TOPOLOGY-TYPE template
US-UTIL
DOCSIS-CMTS-US-UTIL-STATS-TYPE template

次に、アドホック セッションで使用可能なテンプレートを表示する例を示します。
Router(config)# ipdr template 3 ?
CM-STATUS
DOCSIS-CMTS-CM-REG-STATUS-TYPE template
CPE-TYPE
DOCSIS-CPE-TYPE template
DIAGLOG-DETAIL DOCSIS-DIAG-LOG-DETAIL-TYPE template
DIAGLOG-EVENT
DOCSIS-DIAG-LOG-EVENT-TYPE template
DS-UTIL
DOCSIS-CMTS-DS-UTIL-STATS-TYPE template
SAMIS
OSSI2.0 SAMIS template
SERVICE-FLOW
SERVICE-FLOW-TYPE template
TEST
Template for test
TOPOLOGY
DOCSIS-CMTS-TOPOLOGY-TYPE template
US-UTIL
DOCSIS-CMTS-US-UTIL-STATS-TYPE template
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ipdr template

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH5 にタイマー間隔セッションで使用可能なテンプレートを
示します。
Router(config)# ipdr template 1 ?
CM-STATUS
CM-STATUS-2008
CPE-TYPE
DIAGLOG-DETAIL
DIAGLOG-EVENT
DS-UTIL
SAMIS
SERVICE-FLOW
TEST
TOPOLOGY
US-UTIL

___________________
関連コマンド

DOCSIS-CMTS-CM-REG-STATUS-TYPE template
DOCSIS-CMTS-CM-REG-STATUS-TYPE-2008 template
DOCSIS-CPE-TYPE template
DOCSIS-DIAG-LOG-DETAIL-TYPE template
DOCSIS-DIAG-LOG-EVENT-TYPE template
DOCSIS-CMTS-DS-UTIL-STATS-TYPE template
OSSI2.0 SAMIS template
SERVICE-FLOW-TYPE template
Template for test
DOCSIS-CMTS-TOPOLOGY-TYPE template
DOCSIS-CMTS-US-UTIL-STATS-TYPE template

コマンド

説明

ipdrexporterstart

Cisco CMTS で IPDR エクスポータを開始し、コ
レクタに接続します。

showipdrexporter

Cisco CMTS での IPDR エクスポータの状態に関
する情報を表示します。

ipdrsession

Cisco CMTS で IPDR エクスポータにセッション
を追加します。
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ipdr type
IPDR セッション タイプを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで ipdrtype
コマンドを使用します。このコマンドを使用して定義できる IPDR セッション タイプは、イベン
ト タイプ、時間間隔タイプ、およびアドホック タイプです。
セッション タイプをデフォルトの「イベント」タイプにリセットするには、このコマンドの no
形式を使用します。
ipdr type session_id [ad-hoc| event| time-interval value]
no ipdr type session_id
___________________
構文の説明

sessionid

IPDR セッション ID。範囲は 1 ～ 255 です。

ad-hoc

アドホック セッション タイプ。

event

イベント セッション タイプ。

time-intervalvalue

時間間隔セッション タイプ。間隔の範囲は 15
～ 1440 分です。

___________________
コマンド デフォルト

IPDR セッション タイプは定義されていません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCD2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ユーザが IPDR セッション タイプを定義できるようにすることができ
ます。
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ipdr type

（注）

___________________
例

IPDR セッション タイプの設定後、この IPDR タイプでサポートされているテンプレートが自
動的に関連付けられます。

次に、15 分間隔の IPDR 「時間間隔」セッション タイプを設定する例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ipdr type 1 time-interval 15

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableipdrcm-us-statusinterval

ケーブル モデムのアップストリーム チャネル
のステータス情報を表示します。

cableipdrdocs-spectruminterval

CMTS のさまざまなスペクトラム測定データ間
の間隔を設定します。

cableipdrdiagloginterval

CMTS の異なる診断ログ データ間の時間間隔を
設定します。

cableipdrcm-statusinterval

CMTS およびケーブル モデムの登録ステータス
情報を表示します。
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ケーブル コマンド：i ～ p
issu linecard abortversion

issu linecard abortversion
単一または複数のライン カードの現行イメージのバージョンを中止するか、前のバージョンに
ロールバックするには、特権 EXEC モードで issulinecardabortversion コマンドを使用します。

（注）

このコマンドは、冗長ライン カードのバージョンを中止またはロールバックするためにのみ
使用します。

issu linecard abortversion {all| lc slot/subslot} [forced]
___________________
構文の説明

all

すべての冗長ライン カード。

lc_slot

ライン カードのスロット番号。

subslot

ライン カードのサブスロット番号。

forced

（任意）ISSU は潜在的なサービス停止やライ
ン カードの互換性エラーを無視し、停止してエ
ラー処理を行う代わりに abortversion で進みま
す。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ユーザは単一または複数のラインカードの現用ラインカードまたはプ
ライマリ ライン カードのイメージを前のバージョンにロールバックすることができます。
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issu linecard abortversion

（注）

issulinecardreloadversion コマンドは、イメージの元のバージョンでライン カードをリロード
するために使用します。
次に、特定の冗長ライン カード イメージ バージョンを中断する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)#issu linecard abortversion

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

issulinecardacceptversion

現用ライン カードの新しいイメージ バージョ
ンを受け入れます。

issulinecardloadversion

プライマリ ライン カードに特定のイメージの
バージョンをロードします。

issulinecardprepareversion

ライン カードのイメージ バージョンをルート
プロセッサのイメージ バージョンにアップグ
レードまたはダウングレードする必要があるか
どうかを決定します。

issu linecard reloadversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージをリロードします。

issu linecard runversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージを実行します。

issu linecard changeversion

単一または複数のライン カードのイメージ バー
ジョンのアップグレードまたはダウングレード
アクティビティを開始します。
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issu linecard acceptversion

issu linecard acceptversion
現用ライン カードの新しいイメージ バージョンを受け入れるには、特権 EXEC モードで
-->issulinecardacceptversion コマンドを使用します。
issu linecard acceptversion lc slot [/subslot]
___________________
構文の説明

lc_slot

ライン カードのスロット番号。

subslot

ライン カードのサブスロット番号。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ユーザは現用ライン カードの新しいイメージのバージョンを受け入れ
ることができます。また、このコマンドは、特定のラインカードのイメージバージョンの変更が
完了したことを示し、キューの次のライン カードの ISSU を可能にします。
___________________
例

次の例では、ライン カードのスロット 7 のイメージ バージョンを受け入れるコマンドを示しま
す。
Router# configure terminal
Router(config)#issu linecard acceptversion 7/0
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issu linecard acceptversion

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

issulinecardabortversion

現用/プライマリ ライン カードの前のイメージ
にロールバックします。

issulinecardloadversion

プライマリ ライン カードに特定のイメージの
バージョンをロードします。

issulinecardprepareversion

ライン カードのイメージ バージョンをルート
プロセッサのイメージ バージョンにアップグ
レードまたはダウングレードする必要があるか
どうかを決定します。

issulinecardreloadversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージをリロードします。

issulinecardrunversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージを実行します。

issulinecardchangeversion

単一または複数のライン カードのイメージ バー
ジョンのアップグレードまたはダウングレード
アクティビティを開始します。
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issu linecard changeversion

issu linecard changeversion
単一または複数の現用ライン カードのイメージ バージョンのアップグレード アクティビティま
たはダウングレード アクティビティを開始するには、特権 EXEC モードで
-->issulinecardchangeversion コマンドを使用します。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH2 以降、issu linecard changeversion コマンドは、RP 専用 ISSU プ
ロセスの際にライン カード イメージを自動的にチェックしてアップグレードするために使用
します。

issu linecard changeversion { all| stop| slot_1 [/subslot_1]} ... [slot_n [/subslot_n]] [forced]
___________________
構文の説明

all

すべての冗長ライン カード。

slot_1

最初のライン カードのスロット番号。

subslot_1

最初のライン カードのサブスロット番号。

slot_n

n 番目のライン カードのスロット番号。

subslot_n

n 番目のライン カードのサブスロット番号。

forced

（任意）ISSU は潜在的なサービス停止やライ
ン カードの互換性エラーを無視し、停止してエ
ラー処理を行う代わりに changeversion で進みま
す。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。
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ケーブル コマンド：i ～ p
issu linecard changeversion

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ユーザは単一または複数のラインカードのイメージバージョンのアッ
プグレードまたはダウングレードアクティビティを開始できます。この場合のラインカードは、
プライマリまたは現用タイプのものだけです。
すべてのオプションを使用して、明示的に各ライン カードを指定する代わりに、すべての冗長ラ
イン カードのイメージ バージョンを変更できます。
stop オプションを使用すると、ライン カードのバージョン変更プロセスを中止または停止できま
す。
___________________
例

次の例では、all オプションを使用するコマンドを表示します。
Router# configure terminal
Router(config)#issu linecard changeversion all

次に、スロット値 6 を使用するコマンドを示します。
Router# configure terminal
Router(config)#issu linecard changeversion 6/0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

issulinecardabortversion

現用/プライマリ ライン カードの前のイメージ
にロールバックします。

issulinecardacceptversion

現用ライン カードの新しいイメージ バージョ
ンを受け入れます。

issulinecardloadversion

プライマリ ライン カードに特定のイメージの
バージョンをロードします。

issulinecardprepareversion

ライン カードのイメージ バージョンをルート
プロセッサのイメージ バージョンにアップグ
レードまたはダウングレードする必要があるか
どうかを決定します。

issulinecardreloadversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージをリロードします。
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ケーブル コマンド：i ～ p
issu linecard changeversion

コマンド

説明

issulinecardrunversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージを実行します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1388

ケーブル コマンド：i ～ p
issu linecard loadversion

issu linecard loadversion
プライマリ ライン カードで特定のイメージのバージョンをロードするには、特権 EXEC モードで
issulinecardloadversion コマンドを使用します。
issu linecard loadversion slot[/subslot]
___________________
構文の説明

slot

ライン カードのスロット番号。

subslot

ライン カードのサブスロット番号。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ユーザは現用ライン カードの特定イメージのバージョンをロードでき
ます。
___________________
例

次に、スロット番号 7 のライン カードでイメージ バージョンをロードするコマンドの例を示しま
す。
Router# configure terminal
Router(config)#issu linecard loadversion 7/0
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ケーブル コマンド：i ～ p
issu linecard loadversion

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

issulinecardabortversion

現用/プライマリ ライン カードの前のイメージ
にロールバックします。

issulinecardacceptversion

現用ライン カードの新しいイメージ バージョ
ンを受け入れます。

issulinecardprepareversion

ライン カードのイメージ バージョンをルート
プロセッサのイメージ バージョンにアップグ
レードまたはダウングレードする必要があるか
どうかを決定します。

issulinecardreloadversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージをリロードします。

issulinecardrunversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージを実行します。

issulinecardchangeversion

単一または複数のライン カードのイメージ バー
ジョンのアップグレードまたはダウングレード
アクティビティを開始します。
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ケーブル コマンド：i ～ p
issu linecard prepareversion

issu linecard prepareversion
ライン カードのイメージ バージョンをルート プロセッサのイメージ バージョンにアップグレー
ドまたはダウングレードする必要があるかどうかを判別するには、特権 EXEC モードで
issulinecardprepareversion コマンドを使用します。
issu linecard prepareversion lc_slot [/subslot] [forced]
___________________
構文の説明

lc_slot

ライン カードのスロット番号。

subslot

ライン カードのサブスロット番号。

forced

（任意）ISSU は潜在的なサービス停止やライ
ン カードの互換性エラーを無視し、停止してエ
ラー処理を行う代わりに prepareversion で進み
ます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ユーザはライン カードのイメージ バージョンをルート プロセッサの
イメージ バージョンにアップグレードまたはダウングレードする必要があるかどうかを判別でき
ます。
また、このコマンドは、ラインカードに有効な冗長性の設定がないか確認します。ラインカード
に有効な設定がない場合、ユーザは issulinecardreloadversion コマンドを使用してライン カードを
リロードする必要があります。
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ケーブル コマンド：i ～ p
issu linecard prepareversion

___________________
例

次に、スロット値が 7 のライン カードに対して実行するコマンドの例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)#issu linecard prepareversion 7/0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

issulinecardabortversion

現用/プライマリ ライン カードの前のイメージ
にロールバックします。

issulinecardacceptversion

現用ライン カードの新しいイメージ バージョ
ンを受け入れます。

issulinecardloadversion

プライマリ ライン カードに特定のイメージの
バージョンをロードします。

issulinecardreloadversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージをリロードします。

issu linecard runversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージを実行します。

issu linecard changeversion

単一または複数のライン カードのイメージ バー
ジョンのアップグレードまたはダウングレード
アクティビティを開始します。
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issu linecard process stop
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG から、issu linecard process stop は、Cisco CMTS ルータでサポー
トされなくなりました。
自動ライン カード ISSU プロセスを停止するには、特権 EXEC モードで issu linecard process stop
コマンドを使用します。
issu lineccard process stop

___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでイネーブルになっています。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCG

このコマンドは廃止されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン issu linecard process stop コマンドを使用して、次のライン カードに ISSU プロセスが自動で進まな
いようにします。
関連機能：
issu linecard process stop コマンドは、次の機能と関連付けられています。
Cisco IOS In Service Software Upgrade のプロセス
___________________
例

例
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ケーブル コマンド：i ～ p
issu linecard process stop

次に、ISSU プロセスを停止する例を示します。
Router> enable
Router# issu linecard process stop

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

issu linecard abortversion

現用/プライマリ ライン カードの前のイメージ
にロールバックします。

issu linecard acceptversion

現用ライン カードの新しいイメージ バージョ
ンを受け入れます。

issu linecard loadversion

プライマリ ライン カードに特定のイメージの
バージョンをロードします。

issu linecard prepareversion

ライン カードのイメージ バージョンをルート
プロセッサのイメージ バージョンにアップグ
レードまたはダウングレードする必要があるか
どうかを決定します。

issu linecard reloadversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージをリロードします。

issu linecard runversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージを実行します。

issu linecard changeversion

単一または複数のライン カードのイメージ バー
ジョンのアップグレードまたはダウングレード
アクティビティを開始します。
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issu linecard reloadversion

issu linecard reloadversion
現用またはプライマリ ライン カードの新規ロード イメージをリロードするには、特権 EXEC モー
ドで issulinecardreloadversion コマンドを使用します。
issu linecard prepareversion {original| target} {all| [slot_1 [subslot_1]| ...[slot_n [/subslot_n]]}
___________________
構文の説明

original

元のイメージ バージョン。

all

すべての冗長ライン カード。

slot_1

最初のライン カードのスロット番号。

subslot_1

最初のライン カードのサブスロット番号。

slot_n

n 番目のライン カードのスロット番号。

subslot_n

n 番目のライン カードのサブスロット番号。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ユーザは現用ライン カードまたはプライマリ ライン カードの新規ロー
ド イメージをリロードできます。
このコマンドは、次のライン カード条件に対して使用できます。
• 冗長性で設定されておらず、Minimal Disruptive Restart（MDR）をサポートしていないライン
カード。
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issu linecard reloadversion

• changeversion コマンドの失敗が原因でロールバックされたライン カードの冗長性対応のラ
イン カード。

___________________
例

次に、元のキーワードを指定して実行されるコマンドの例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)#issu linecard reloadversion original 8/0

次に、ターゲット キーワードを指定して実行されるコマンドの例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)#issu linecard reloadversion target 8/0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

issulinecardabortversion

現用またはプライマリ ライン カードの前のイ
メージにロールバックします。

issulinecardacceptversion

現用ライン カードの新しいイメージ バージョ
ンを受け入れます。

issulinecardloadversion

プライマリ ライン カードに特定のイメージの
バージョンをロードします。

issulinecardprepareversion

ライン カードのイメージ バージョンをルート
プロセッサのイメージ バージョンにアップグ
レードまたはダウングレードする必要があるか
どうかを決定します。

issulinecardrunversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージを実行します。

issulinecardchangeversion

単一または複数のライン カードのイメージ バー
ジョンのアップグレードまたはダウングレード
アクティビティを開始します。
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issu linecard runversion

issu linecard runversion
現用またはプライマリ ライン カードで新規ロード イメージを実行するには、特権 EXEC モード
で issulinecardrunversion コマンドを使用します。
issu linecard runversion lc_slot[/subslot] [forced]
___________________
構文の説明

lc_slot

ライン カードのスロット番号。

subslot

ライン カードのサブスロット番号。

forced

（任意）ISSU は潜在的なサービス停止やライ
ン カードの互換性エラーを無視し、停止してエ
ラー処理を行う代わりに runversion で進みます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ユーザは現用ライン カードまたはプライマリ ライン カードの新規ロー
ド イメージを実行できます。
___________________
例

次に、ライン カード スロット 7 にロードされているイメージを実行するために実行されるコマン
ドの例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)#issu linecard runversion 7/0
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ケーブル コマンド：i ～ p
issu linecard runversion

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

issulinecardabortversion

現用/プライマリ ライン カードの前のイメージ
にロールバックします。

issulinecardacceptversion

現用ライン カードの新しいイメージ バージョ
ンを受け入れます。

issulinecardloadversion

プライマリ ライン カードに特定のイメージの
バージョンをロードします。

issulinecardprepareversion

ライン カードのイメージ バージョンをルート
プロセッサのイメージ バージョンにアップグ
レードまたはダウングレードする必要があるか
どうかを決定します。

issulinecardreloadversion

現用ラインカードまたはプライマリラインカー
ドの新規ロード イメージをリロードします。

issulinecardchangeversion

単一または複数のライン カードのイメージ バー
ジョンのアップグレードまたはダウングレード
アクティビティを開始します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1398

ケーブル コマンド：i ～ p
lacp fast-switchover

lacp fast-switchover
Link Aggregation Control Protocol（LACP）1:1 リンク冗長性を有効にするには、インターフェイス
コンフィギュレーション モードで lacpfast-switchover コマンドを使用します。LACP 1:1 リンク冗
長性を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
lacp fast-switchover
no lacp fast-switchover
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

LACP 1:1 リンク冗長性は、デフォルトで無効になっています。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS 12.2(33)SCJ

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン lacpfast-switchover コマンドを入力する前に、次の内容を入力する必要があります。
• ポート チャネル プロトコル タイプは LACP です。
• -->lacpmax-bundle1 コマンドはポート チャネル上で入力されました。-->lacpfast-switchover
コマンドは、lacpmax-bundle コマンドに影響しません。
システム プライオリティとポート プライオリティに基づいて LACP 1:1 リンク冗長性を有効にす
ると、システムプライオリティが高い方のポートは、リンクをアクティブリンクとして選択し、
他方のリンクをスタンバイ リンクとして選択します。アクティブ リンクに障害が発生すると、
ポート チャネルを停止せずにスタンバイ リンクが新しいアクティブ リンクとして選択されます。
元のアクティブ リンクが回復すると、アクティブ リンクの状態に戻ります。この変更の際に、
ポート チャネルも稼働状態を保ちます。

（注）

最適なパフォーマンスのために、バンドルで設定するポートは2つだけにするようお勧めしま
す（アクティブ 1 つとホットスタンバイ 1 つ）。
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ケーブル コマンド：i ～ p
lacp fast-switchover

___________________
例

次に、LACP 1:1 リンク冗長性を有効にする例を示します。
Router(config-if)# lacp fast-switchover

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

lacpmax-bundle

EtherChannel グループに EtherChannel インター
フェイスを割り当てて設定します。

showetherchannel

チャネルの EtherChannel 情報を表示します。
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ケーブル コマンド：i ～ p
lacp max-bundle

lacp max-bundle
ポート チャネルで許可されるアクティブ バンドル Link Aggregation Control Protocol（LACP）ポー
トの最大数を定義するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで lacpmax-bundle
コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
lacp max-bundle max-bundles number
no lacp max-bundle
___________________
構文の説明

max-bundles

LACP バンドルで許可されるアクティブなメン
バー リンクの最大しきい値。値の範囲は 1 ～ 8
です。最大しきい値は、最小しきい値以上にす
る必要があります。

___________________
コマンド デフォルト

アクティブ バンドル ポートの最大数は設定されていません。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS 12.2(33)SCJ

このコマンドがサポートされるようになりました。

___________________
使用上のガイドライン max-bundles 引数で指定される値によって、ポート チャネルでバンドルされるアクティブ リンク
の数が決まります。残りのリンクはホット スタンバイ モードになります。
___________________
例

次に、ポート チャネル 2 でバンドルするよう 3 つのポートを設定する例を示します。
Router(config)# interface port-channel 2
Router(config-if)# lacp max-bundle 3
Router(config-if)#
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ケーブル コマンド：i ～ p
lacp max-bundle

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

interfaceport-channel

ポート チャネル仮想インターフェイスを作成
し、CLI をインターフェイス コンフィギュレー
ション モードにします。

ipaddress

インターフェイスのプライマリまたはセカンダ
リ IP アドレスを設定します。

showetherchannel

チャネルの EtherChannel 情報を表示します。

showinterfacesport-channel

特定のポート チャネルが認識するトラフィック
を表示します。
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ケーブル コマンド：i ～ p
lacp min-bundle

lacp min-bundle
ポート チャネルで許可されるアクティブ バンドル LACP ポートの最小数を定義するには、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで lacpmin-bundle コマンドを使用します。デフォ
ルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
lacp min-bundle min-bundle
no lacp min-bundle
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

min-bundle

LACP バンドルで許可されるアクティブなメン
バー リンクの最小しきい値。範囲は 1 ～ 8 で
す。デフォルトは 1 です。

ポートチャネルの動作ステータスは、チャネルにアクティブリンクがない場合のみ「ダウン」に
なります。1 つ以上のアクティブ リンクが存在する場合のみ、ポート チャネルの状態は「アッ
プ」になります。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

リリース

変更内容

Cisco IOS 12.2(33)SCJ

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン lacpmin-bundle コマンドを使用して、LACP バンドルで許可されるアクティブ リンクの最小数を
設定します。アクティブリンク数がこの最小しきい値を下回ると、ポートチャネルがシャットダ
ウンします。
___________________
例

次に、アクティブ リンクの最小数を 5 つのポートに設定する例を示します。
Device(config-if)# lacp min-bundle 5
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ケーブル コマンド：i ～ p
lacp min-bundle

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

interfaceport-channel

ポート チャネル仮想インターフェイスを作成
し、インターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始します。

ipaddress

インターフェイスのプライマリまたはセカンダ
リ IP アドレスを設定します。

showetherchannel

チャネルの EtherChannel 情報を表示します。

showinterfacesport-channel

特定のポート チャネルが認識するトラフィック
を表示します。
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ケーブル コマンド：i ～ p
lacp port-priority

lacp port-priority
物理インターフェイスの LACP プライオリティを設定するには、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードで lacpport-priority コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、この
コマンドの no 形式を使用します。
lacp port-priority priority
no lacp port-priority
___________________
構文の説明

priority

物理インターフェイスのプライオリティを示す
整数。範囲は 0 ～ 65535 です。デフォルトは
32768 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトのポート プライオリティが設定されます。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS 12.2(33)SCJ

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン Link Aggregation Control Protocol（LACP）を実行するデバイスの各ポートには、ポート プライオ
リティを割り当てることができます。コマンドライン インターフェイス（CLI）で lacpport-priority
コマンドを使用してポート プライオリティを指定するか、パートナーと交換される LACP プロト
コル データ ユニット（PDU）の一部として運ばれるデフォルト ポート プライオリティ（32768）
を使用することができます。ハードウェアの制限または lacpmax-bundle コマンド設定により互換
性のあるすべてのポートを集約できない場合は、ポート プライオリティを使用して、スタンバイ
モードにする必要があるポートを決定します。プライオリティをサポートするのは、LACP 対応
物理インターフェイスがあるポート チャネルだけです。

（注）

プライオリティの数値が高いということは、プライオリティが低いことを意味します。
ポート ID は、ポートのプライオリティとポート番号から成ります。
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ケーブル コマンド：i ～ p
lacp port-priority

設定されたポート プライオリティを確認するには、showlacp コマンドを発行します。
___________________
例

次に、インターフェイスに 23700 というプライオリティを設定する例を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface ethernet 0/0
Device(config-if)# lacp port-priority 23700
Device(config-if)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

channel-group

EtherChannel グループに EtherChannel インター
フェイスを割り当てて設定します。

debuglacp

LACP アクティビティのデバッグを有効にしま
す。

lacpmax-bundle

ポート チャネルで許可される、アクティブなバ
ンドルされた LACP ポートの最大数を定義しま
す。

lacpsystem-priority

システムのプライオリティを設定します。

showlacp

デバイス上の LACP アクティビティに関する情
報を表示します。
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ケーブル コマンド：i ～ p
lacp system-priority

lacp system-priority
システムにプライオリティを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
lacpsystem-priority コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式
を使用します。
lacp system-priority priority
no lacp system-priority
___________________
構文の説明

priority

システムの LACP プライオリティを示す整数。
範囲は 0 ～ 65535 です。デフォルトは 32768 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトのシステム プライオリティが設定されます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS 12.2(33)SCJ

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン Link Aggregation Control Protocol（LACP）を実行する各デバイスには、システム プライオリティ
を割り当てることができます。コマンドライン インターフェイス（CLI）で lacpsystem-priority コ
マンドを使用してシステム プライオリティを指定するか、パートナーと交換される LACP プロト
コル データ ユニット（PDU）の一部として運ばれるデフォルト システム プライオリティ（32768）
を使用することができます。システム プライオリティとデバイスの MAC アドレスを組み合わせ
て、システム ID が形成されます。システム プライオリティは、他のシステムとのネゴシエーショ
ンでも使用されます。プライオリティをサポートするのは、LACP 対応物理インターフェイスが
あるポート チャネルだけです。

（注）

プライオリティの数値が高いということは、プライオリティが低いことを意味します。
設定されたシステム プライオリティを確認するには、showlacp コマンドを発行します。
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ケーブル コマンド：i ～ p
lacp system-priority

___________________
例

次に、デバイスに 25500 というシステム プライオリティを設定する例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# lacp system-priority 25500

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

channel-group

EtherChannel グループに EtherChannel インター
フェイスを割り当てて設定します。

debuglacp

LACP アクティビティのデバッグを有効にしま
す。

lacpport-priority

ポート プライオリティを設定します。

showlacp

デバイス上の LACP アクティビティに関する情
報を表示します。
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ケーブル コマンド：i ～ p
lane start-freq

lane start-freq
特定のレーンの開始頻度を設定するには、頻度プロファイル コンフィギュレーション モードで
lanestart-freq コマンドを使用します。
lane lane_idstart-freq start-freq
___________________
構文の説明

lane_id

開始頻度が設定されるレーンの ID を指定しま
す。

start-freq

レーンの開始頻度を設定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

頻度プロファイル設定（config-freq-prof）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、特定のレーンの開始頻度を設定します。
___________________
例

次に、特定のレーンの開始頻度を設定する例を示します。
Router# Configure terminal
Router(config)# cable downstream freq-profile 4
Router(config-freq-prof)# lane 1 start-freq 45000000

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamfreq-profile

特定レーンの開始頻度を設定します。
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ケーブル コマンド：i ～ p
license feature evaluation disable

license feature evaluation disable
Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-MC3GX60V および Cisco UBR-MC20X20V ケーブル インター
フェイス ライン カードの評価ライセンスを無効にするには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで licensefeatureevaluationdisable コマンドを使用します。
license feature evaluation disable {DS_license| US_license| all }subslot slot/subslot
___________________
構文の説明

disable

ケーブル インターフェイス ライン カードの評
価ライセンスを無効にします。

DS_License

ケーブル インターフェイス ライン カードのダ
ウンストリーム評価ライセンスを無効にしま
す。

US_License

ケーブルインターフェイスラインカードのアッ
プストリーム評価ライセンスを無効にします。

all

ケーブル インターフェイス ライン カードのダ
ウンストリームおよびアップストリーム評価ラ
イセンスを無効にします。

subslot slot/subslot

• slot：ライン カードが設置されているス
ロット。有効範囲は 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号。有
効な値は 0 ～ 1 です。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

ケーブル インターフェイス ライン カードの評価ライセンスは、デフォルトでは無効になってい
ます。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。
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ケーブル コマンド：i ～ p
license feature evaluation disable

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン 評価ライセンスは一時的なものであり、新しいライン カードの機能セットを評価するために使用
されるものです。サービスの中断を回避するために、評価ライセンスの有効期限が切れる前に、
同等の永続ライセンスを Cisco CMTS にインストールしておきます。
Cisco ライセンス ポータルから評価ライセンスを取得するには、https://tools.cisco.com/SWIFT/
LicensingUI/demoPage にアクセスします。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータでケーブル インターフェイス ライン カードのダウンストリーム評
価ライセンスとアップストリーム評価ライセンスの両方を無効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# license feature evaluation disable all subslot 5/0

次に、Cisco uBR10012 ルータでケーブル インターフェイス ライン カードのダウンストリーム評
価ライセンスの両方を無効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# license feature evaluation disable DS_License subslot 6/0

次に、Cisco uBR10012 ルータでケーブル インターフェイス ライン カードのアップストリーム評
価ライセンスの両方を無効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# license feature evaluation disable US_License subslot 6/1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

licensefeatureevaluationenable

Cisco uBR-MC3GX60V および Cisco
UBR-MC20X20V ケーブル インターフェイス ラ
イン カードの評価ライセンスを有効にします。
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ケーブル コマンド：i ～ p
license feature evaluation enable

license feature evaluation enable
Cisco uBR10012 ルータの Cisco uBR-MC3GX60V および Cisco UBR-MC20X20V ケーブル インター
フェイス ライン カードの評価ライセンスを有効にするには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで licensefeatureevaluationenable コマンドを使用します。
license feature evaluation enable {DS_License | US_License | all }subslot slot/subslot
___________________
構文の説明

enable

ケーブル インターフェイス ライン カードの評
価ライセンスを有効にします。

DS_License

ケーブル インターフェイス ライン カードのダ
ウンストリーム評価ライセンスを有効にしま
す。

US_License

ケーブルインターフェイスラインカードのアッ
プストリーム評価ライセンスを有効にします。

all

ケーブル インターフェイス ライン カードのダ
ウンストリームおよびアップストリーム評価ラ
イセンスを有効にします。

subslot slot/subslot

• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードが設置されているスロット。有効範
囲は 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号。有
効な値は 0 ～ 1 です。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

ケーブル インターフェイス ライン カードの評価ライセンスは、デフォルトでは有効になってい
ません。

グローバル コンフィギュレーション（config）
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license feature evaluation enable

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン 評価ライセンスは一時的なものであり、新しいケーブル インターフェイス ライン カードの機能
セットを評価するために使用されるものです。サービスの中断を回避するために、評価ライセン
スの有効期限が切れる前に、同等の永続ライセンスを CMTS ルータにインストールしておきま
す。
Cisco ライセンス ポータルから評価ライセンスを取得するには、https://tools.cisco.com/SWIFT/
LicensingUI/demoPage にアクセスします。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータでケーブル インターフェイス ライン カードのダウンストリーム評
価ライセンスとアップストリーム評価ライセンスの両方を有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# license feature evaluation enable all subslot 5/0

次に、Cisco uBR10012 ルータでケーブル インターフェイス ライン カードのダウンストリーム評
価ライセンスの両方を有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# license feature evaluation enable DS_License subslot 6/0

次に、Cisco uBR10012 ルータでケーブル インターフェイス ライン カードのアップストリーム評
価ライセンスの両方を有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# license feature evaluation enable US_License subslot 6/1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

licensefeatureevaluationdisable

Cisco uBR-MC3GX60V および Cisco
UBR-MC20X20V ケーブル インターフェイス ラ
イン カードの評価ライセンスを無効にします。
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linecard-group（冗長性）

linecard-group（冗長性）
冗長グループを設定するには、冗長コンフィギュレーション モードで linecard-group コマンドを
使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
linecard-group group-idinternal-switch
no linecard-group group-idinternal-switch
___________________
構文の説明

group-id

ライン カード グループ ID。Cisco cBR-8 ルータ
での有効な値は 0 です。

internal-switch

冗長タイプを内部スイッチに設定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

冗長コンフィギュレーション（config-red）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE リリース 3.16.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン 冗長グループ コンフィギュレーションを削除する前に、ライン カード グループ メンバーを削除
する必要があります。
___________________
例

次の例では、冗長グループを設定する方法を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# linecard-group 0 internal-switch
Router(config-red-lc)#
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linecard-group（冗長性）

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

class

ライン カードの冗長性クラスを設定します。

description

ライン カード グループに説明を追加します。

member slot

ライン カード冗長グループにスロットを追加し
ます。

redundancy

ライン カード冗長性を設定します。

show redundancy linecard

冗長ライン カードまたはライン カード グルー
プに関する情報を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1415

ケーブル コマンド：i ～ p
logging cmts sea

logging cmts sea
System Event Archive（SEA）への syslog メッセージのロギングを有効にするには、グローバル コ
ンフィギュレーション モードで loggingcmtssea コマンドを使用します。SEA への syslog メッセー
ジのロギングを無効にするには、コマンドの no 形式を使用します。
logging cmts sea
no logging cmts sea
___________________
構文の説明

syslog-levellevel

（任意）そのレベル以上の syslog メッセージを
SEA ログ ファイルに保存するレベルを設定し
ます。

level に指定できる値は、次のとおりです。

緊急セキュリティ レベルは、システムが使用不
能であることを示します。緊急 syslog メッセー
ジのデフォルトの重大度レベルは、0 です。

level=emergencies

level=alerts

アラート重大度レベルは、ただちに対処が必要
であることを示します。アラート syslog メッ
セージのデフォルトの重大度レベルは 1 です。

level=critical

重大重大度レベルは、システムの重大な状態を
示します。重大 syslog メッセージのデフォルト
の重大度レベルは 2 です。

level=errors

エラー重大度レベルは、エラー状態を示しま
す。エラー syslog メッセージのデフォルトの重
大度レベルは 3 です。

level=warnings

警告重大度レベルは、ネットワーク管理者に警
告します。警告 syslog メッセージの重大度レベ
ルは 4 です。

level=notifications

通知重大度レベルは、システムが正常ではある
が、重大な状態であることを示します。デフォ
ルトで、syslog メッセージの重大度レベルは
「normal」です。通知 syslog メッセージのデ
フォルトの重大度レベルは 5 です。

level=informational

情報重大度レベルは、システムに関する追加情
報を提供します。情報 syslog メッセージのデ
フォルトの重大度レベルは 6 です。
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logging cmts sea

level=debugging

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

デバッグ重大度レベルは、デバッグ メッセージ
を提供します。デバッグ syslog メッセージのデ
フォルトの重大度レベルは 7 です。

デフォルトでは、syslog メッセージの SEA ログ ファイルへの保存が有効になっています。syslog
メッセージの重大度レベルは「notification」に設定されています。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン the logging cmts sea command is used to enable the logging of syslog messages to SEA log file. To change
the severity-level of syslog messages inclusive of and above the level to be stored in SEA log file, specify
the command logging cmts sea [syslog-levellevel の使用].
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータの SEA ログ ファイルへの syslog メッセージのロギングを有効にす
る例を示します。
Router(config)# logging cmts sea

次に、Cisco uBR10012 ルータの SEA ログ ファイルへの syslog メッセージのロギングを無効にす
る例を示します。
Router(config)# no logging cmts sea

次に、その重大度レベル以上の syslog メッセージを SEA ログ ファイルに保存するレベルを変更す
る例を示します。
Router(config)# logging cmts sea syslog-level warning
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ケーブル コマンド：i ～ p
logging cmts sea

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearloggingsystem

SEA に保存されているイベント レコードをク
リアします。

copyloggingsystem

アーカイブされたシステム イベントを別の場所
にコピーします。

loggingsystem

SEA ロギング システムを有効または無効にし
ます。
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main-cpu

main-cpu
メイン CPU 冗長コンフィギュレーション モードを開始して、アクティブおよびスタンバイの
Performance Routing Engine（PRE1）モジュールまたは Supervisor カードを設定できるようにする
には、冗長コンフィギュレーション モードで main-cpu コマンドを使用します。
main-cpu
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

冗長コンフィギュレーション（config-r）
Cisco RF Gateway 10
冗長コンフィギュレーション（config-red）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(4)XF

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(11)BC3

switchovertimeout コマンドのサポートが追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(44)SQ

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(44)SQ に統合されました。
Cisco RF ゲートウェイ 10 のサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン メイン CPU 冗長コンフィギュレーション モードに入ると、プロンプトが次のように変わります。
Router(config-r-mc)#

メイン CPU 冗長コンフィギュレーション モードに入った後、auto-sync コマンドを使用して、ア
クティブおよびスタンバイ PRE1 モジュールまたは Supervisor カードの間で同期するファイルを指
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main-cpu

定します。Cisco IOS リリース 12.2(11)BC3 以降のリリースで、switchovertimeout コマンドを使用
して、アクティブ PRE1 モジュールがアクティブになっていないことを PRE1 モジュールが最初に
検出したとき、およびスイッチオーバーを開始して、アクティブ PRE1 モジュールになるときに
待機する必要がある時間を指定します。
メイン CPU 冗長コンフィギュレーション モードを終了し、冗長コンフィギュレーション モード
に戻るには、exit コマンドを使用します。
___________________
例

次に、メイン CPU 冗長モードを開始する方法、およびそこで使用可能なコマンドの例を示しま
す。
Router# config t
Router(config)# redundancy
Router(config-r)# main-cpu
Router(config-r-mc)# ?
Main Cpu redundancy configuration commands:
auto-sync
Sync elements
exit
Exit from main-cpu configuration mode
no
Negate a command or set its defaults
switchover Configuration of switchover
Router(config-r-mc)#

___________________
例

次に、メイン CPU 冗長モードを開始する方法、およびそれに関連付けられているコマンドの例を
示します。
Router# configure terminal
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# main-cpu
Router(config-r-mc)# ?
Main CPU redundancy configuration commands:
auto-sync Sync elements
default
Set a command to its defaults
exit
Exit from main-cpu configuration mode
no
Negate a command or set its defaults

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

associateslot

APS プロセッサ冗長性のためのスロットの論理
的関連付け

auto-sync

アクティブおよびスタンバイ PRE1 モジュール
または Supervisor カードの間で同期されるファ
イルを設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1420

ケーブル コマンド：i ～ p
main-cpu

コマンド

説明

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

switchovertimeout

PRE1 モジュールのスイッチオーバー タイムア
ウト期間を設定します。
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maintenance-mode

maintenance-mode
メンテナンス モードのルータで PRE1 モジュールを設定するには、冗長コンフィギュレーション
モードで maintenance-mode--> コマンドを使用します。通常動作に戻るには、このコマンドの no
形式を使用します。
maintenance-mode
no maintenance-mode
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

通常動作（nomaintenance-mode）

___________________
コマンド モード

冗長コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(4)XF

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco uBR10012 ルータを冗長 PRE1 モジュールで設定すると、アクティブ PRE1 モジュールは設
定やネットワーク状態などの情報をスタンバイ PRE 1 モジュールと自動的に同期します。これに
より、スイッチオーバーが発生したときに、スタンバイ モジュールは通常動作を迅速に復元する
ことができます。maintenance-mode コマンドを使用して、PRE1 モジュールのこの自動同期を無
効にしたり、スタンバイ モジュールで障害が発生したときにそれをアクティブ モジュールにレ
ポートしないようにしたりできます。

（注）

maintenance-mode コマンドは、Cisco uBR10012 ルータが PRE1 モジュールにスイッチオーバー
できないようにします。このコマンドは、ルータにアップグレードするか、ネットワークの問
題をトラブルシューティングするときのみ使用してください。
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maintenance-mode

___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータの自動 PRE1 モジュールの同期を無効にしてメンテナンス モードを
開始する例を示しています。
Router# config t
Router(config)# redundancy
Router(config-r)# maintenance-mode
Router(config-r)# exit
Router(config)#

次に、メンテナンス モードを終了して通常動作に戻る例を示しています。これには、PRE1 モ
ジュールの自動同期が含まれます。
Router# config t
Router(config)# redundancy
Router(config-r)# no maintenance-mode
Router(config-r)# exit
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

auto-sync

アクティブおよびスタンバイ PRE1 モジュール
の間で同期されるファイルを設定します。

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
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match rule

match rule
選択したケーブル マルチキャスト認証プロファイルで一致規則、規則プライオリティ、および関
連アクションを設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで matchrule コ
マンドを使用します。ケーブル マルチキャスト認証プロファイル一致を無効にするには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
match rule [ipv4| ipv6] [ source-prefix ] [ group-prefix ] priority [ priority-value ] [permit| deny]
no match rule [ipv4| ipv6] [ source-prefix ] [ group-prefix ] priority [ priority-value ] [permit| deny]
___________________
構文の説明

matchrule[ipv4|ipv6]

一致ソース規則を指定します。
CLI では IPv6 を設定できますが、CMTS でサ
ポートされているのは IPv4 だけです。

source-prefix

（任意）一致するソース アドレスのプレフィッ
クスを指定します。
例：223.1.1.1/16

group-prefix

（任意）一致するグループ アドレスのプレフィ
クスを指定します。
例：223.1.1.1/16

priority[priority-value]

ケーブル マルチキャスト認証プロファイルのプ
ライオリティを指定します。
プライオリティ値の範囲は 0 ～ 255 です。

permit

引数 permit を使用して、指定されたパケットを
転送できます。

deny-->

引数 deny を使用して、指定されたパケットを
拒否できます。

___________________
コマンド デフォルト

ケーブル マルチキャスト認証が無効になっています。

___________________
コマンド モード

インターフェイス設定：ケーブル インターフェイスのみ（config-mauth）
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match rule

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、使用するケーブル マルチキャスト認証プロファイル一致を指定します。
___________________
例

次に、選択されたマルチキャスト認証プロファイルの一致を使用する例を示します。
Router(config-mauth)# match rule rule1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemulticastauthorizationenabledefault-action このコマンドは、ケーブル マルチキャスト認証
機能を有効にします。マルチキャスト認証機能
が無効の場合、定義済みの認証プロファイルが
すべて無効になります。
cablemulticastauthorizationprofile-name

ケーブル マルチキャスト認証プロファイルを定
義します。

showcablemulticastauthorization

定義されているマルチキャスト認証プロファイ
ルと、対応するプロファイルに関連付けられて
いるすべての CM のリストを表示します。
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member slot

member slot
ラインカードを冗長グループのプライマリまたはセカンダリカードとして追加するには、ライン
カード冗長コンフィギュレーション サブモードで member slot コマンドを使用します。設定を削
除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
member slot slot{ primary | secondary }
no member slot slot{ primary | secondary }
___________________
構文の説明

slot

ライン カードのスロット番号です。Cisco cBR-8
ルータでは範囲は 0 ～ 3 および 6 ～ 9 です。

primary

ライン カード グループのプライマリ スロット
を指定します。

secondary

ライン カード グループのセカンダリ スロット
を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

ライン カードの冗長コンフィギュレーション（config-red-lc）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE リリース 3.16.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン グループに少なくとも 1 つのプライマリ メンバーがなければ、セカンダリ カード（保護カード）
を含めることはできません。複数のプライマリカードに対して単一のセカンダリカードを追加で
きます。
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member slot

（注）

冗長グループにセカンダリ メンバーがある場合は、最後のプライマリ メンバーを削除するこ
とはできません。このような場合は、セカンダリ メンバーを最初に削除する必要があります。
プライマリ カードのロールがスタンバイの場合、削除する前に設定を復元する必要がありま
す。
ライン カードがセカンダリ カードとして追加されると、ライン カードは自動的にリロードされ
ます。Cisco cBR-8 ルータでは、スロット 3 および 6 はセカンダリ カードとして設定できません。
CBR-RF-PROT-PIC が設置されたライン カードだけがセカンダリ カードとして設定できます。さ
らに、CBR-RF-PIC が設置されたライン カードだけがプライマリ カードとして設定できます。
CBR-RF-PROT-PIC はより低いスロット（より大きいスロット番号を持つ）にのみ RF 信号を送信
できます。したがってセカンダリカードのスロット番号は、ラインカードの冗長性グループにお
いて最小である必要があります。
PROT-PIC をスロット 0 に設置し、ライン カード 0 をセカンダリにすることを推奨します。RF 信
号は、CBR-RF-PIC により、高いスロットから低いスロットにのみリレーすることができます。し
たがって、セカンダリおよびプライマリ カードの間には RF ブランク PIC を設置しないでくださ
い。

___________________
例

次に、ライン カードを冗長グループのプライマリ カードとして追加する方法を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# linecard-group 0 internal-switch
Router(config-red-lc)# member slot 1 primary

次に、ライン カードを冗長グループのプライマリ カードとして追加する方法を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# linecard-group 0 internal-switch
Router(config-red-lc)# member slot 0 secondary

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

class

ライン カードの冗長性クラスを設定します。

description

ライン カード グループに説明を追加します。

linecard-group internal-switch

ライン カードのライン カード グループを作成
します。

redundancy

ライン カード冗長性を設定します。

show redundancy linecard

冗長ライン カードまたはライン カード グルー
プに関する情報を表示します。
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method
負荷を調べるために CMTS が使用するメソッドを選択するには、config-lb-group コンフィギュレー
ション モードで method コマンドを使用します。メソッドをリセットするには、このコマンドの
no 形式を使用します。
Cisco uBR シリーズ ルータ
method {modems| service-flows| utilization}us-method{modems| service-flows| utilization}
no method
Cisco cBR シリーズ ルータ
method {modems| service-flows| utilization}us-method{modems| utilization}
no method
___________________
構文の説明

modems

CMTS のモデムの番号にロード バランシング
メソッドを指定します。

service-flows

CMTS のサービス フローの番号にロード バラ
ンシング メソッドを指定します。

utilization

CMTS のインターフェイス使用率にロード バラ
ンシング メソッドを指定します。

us-method{modems|service-flows|utilization}

モデムのアップストリーム（US）チャネル、
サービス フロー、使用率にロード バランシン
グ メソッドを指定します。
（注）
service-flows メソッドは Cisco cBR-8
ルータではサポートされません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

DOCSIS ロード バランシング グループ モード（config-lb-group）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。service-flows キーワードが削除されま
した。

___________________
使用上のガイドライン アップストリーム チャネルはダウンストリーム チャネルと同じメソッドを使用します。-->method
コマンドを使用して、アップストリーム チャネルのメソッドを変更します。
___________________
例

次に、method コマンドを使用して負荷を調べるために CMTS が使用するメソッドを選択する例を
示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
Router(config-lb-group)# method modems us-method service-flows
Router(config-lb-group)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータでのリアルタイムの設定、統計、および
ロード バランシング操作の動作情報を表示しま
す。
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microcode（uBR10012）
Parallel eXpress Forwarding（PXF）プロセッサまたはダウンロード可能なマイクロコードをサポー
トするすべてのライン カードにマイクロコード ソフトウェア イメージをリロードするには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで microcode--> コマンドを使用します。
microcode {pxf filename| reload}
___________________
構文の説明

pxf

Performance Routing Engine（PRE1）モジュール
の PXF プロセッサにマイクロコードをリロード
します。

filename

デバイス名とファイル名により、PXF プロセッ
サのマイクロコード ソフトウェア イメージを
指定します。

reload

ダウンロード可能なマイクロコード ソフトウェ
ア イメージをサポートするすべての PRE1 モ
ジュールと他のライン カードにマイクロコード
をリロードします。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(1)XF1

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン デフォルトで、Cisco uBR10012 ルータは Cisco IOS ソフトウェア イメージをロードする際に、必
要なすべてのマイクロコードを PXF プロセッサと他のライン カードに自動的にロードします。ま
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た、特定の障害が発生すると、PRE1 モジュールはマイクロコードをカードに自動的にリロード
し、カードが障害から回復できるようにします。
microcode コマンドを使用することにより、ダウンロード可能なマイクロコードをサポートする
PRE1 モジュールまたはすべてのライン カードにマイクロコードをリロードすることができます。
通常これは必要ではなく、Cisco TAC またはフィールド サービス エンジニアの指示があったとき
のみ実施されるべきです。

ヒント

___________________
例

また、特権 EXEC モードで microcodereload コマンドを使用することにより、PXF プロセッサ
またはすべてのカードにマイクロコードをリロードすることもできます。特に、microcodereload
コマンドを使用して、Cisco IOS ソフトウェア イメージとともにロードされたデフォルトのマ
イクロコードにより PXF プロセッサをリロードします。

次に、ダウンロード可能なマイクロコードをサポートするすべての PRE プロセッサとライン カー
ドにマイクロコードをリロードする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# microcode reload
Reload microcode? [confirm] yes
00:49:41: Downloading Microcode: file=system:pxf/ubr10k-ucode.1.2.3,
version=1.1.0, description=Release Software created Wed 17-Jul-02 16:58
<<list of interfaces going down or coming up>>
00:49:42: !!pxf clients started, forwarding code operational!!
Router(config)#

次に、フラッシュ メモリに保存されている特定のイメージを使用して、PRE1 モジュールの PXF
プロセッサにマイクロコードをリロードする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# microcode pxf flash:pxf/ubr10k-ucode.122.1.2.3
Reload microcode? [confirm] yes
1d04h: Downloading Microcode: file=flash:pxf/ubr10k-ucode.122.1.2.3, version=122.1.2.3,
description=Release Software created Thu 17-Oct-02 11:33
<<list of interfaces going down or coming up>>
1d04h: !!pxf clients started, forwarding code operational!!
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hw-modulereset

特定の PRE1 モジュールまたは特定のライン
カードをリセットします。
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コマンド

説明

microcodereload

ダウンロード可能なマイクロコードをサポート
する 1 つまたはすべてのライン カードにマイク
ロコード ソフトウェア イメージをリロードし
ます。

showpxfmicrocode

PXF プロセッサで使用されているマイクロコー
ドを特定する情報が表示されます。
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microcode reload（uBR10012）
ダウンロード可能なマイクロコードをサポートする 1 つまたはすべてのライン カードでマイクロ
コード ソフトウェア イメージをリロードするには、特権 EXEC モードで microcodereload--> コマ
ンドを使用します。
microcode reload {all | pxf} device: [filename]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

all

ダウンロード可能なマイクロコード ソフトウェ
ア イメージをサポートするすべての Performance
Routing Engine（PRE1）モジュールと他のライ
ン カードにマイクロコードをリロードします。

pxf

PRE1 モジュールの Parallel Express Forwarding
（PXF）プロセッサにマイクロコードをリロー
ドします。

device:[filename]

（任意）特定のデバイスの特定のファイル名を
持つマイクロコード ソフトウェア イメージに
より PXF プロセッサをロードします。ファイル
名が指定されない場合、デフォルトで、デバイ
スで最初に検出されたイメージがロードされま
す。

microcodereloadpxf の場合、デフォルトで Cisco IOS ソフトウェア イメージがロードされたとき
に、最初にロードされていたマイクロコード イメージがロードされます。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(1)XF1

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。
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___________________
使用上のガイドライン デフォルトで、Cisco uBR10012 ルータは Cisco IOS ソフトウェア イメージをロードする際に、必
要なすべてのマイクロコードを PXF プロセッサと他のライン カードに自動的にロードします。ま
た、特定の障害が発生すると、PRE1 モジュールはマイクロコードをカードに自動的にリロード
し、カードが障害から回復できるようにします。
microcodereload コマンドを使用することにより、ダウンロード可能なマイクロコードをサポート
する PRE1 モジュールまたはすべてのライン カードにマイクロコードをリロードすることができ
ます。通常これは必要ではなく、Cisco TAC またはフィールド サービス エンジニアの指示があっ
たときのみ実施されるべきです。

ヒント

___________________
例

また、グローバル コンフィギュレーション モードで microcode コマンドを使用することによ
り、PXF プロセッサまたはすべてのカードにマイクロコードをリロードすることもできます。

次に、ダウンロード可能なマイクロコードをサポートするすべての PRE プロセッサとライン カー
ドにマイクロコードをリロードする例を示します。
Router# microcode reload all
Reload microcode? [confirm] yes
00:49:41: Downloading Microcode: file=system:pxf/ubr10k-1-ucode.122.1.0, version=122.1.0,
description=Release Software created Wed 17-Jul-02 16:58
<<list of interfaces going down or coming up>>
00:49:42: !!pxf clients started, forwarding code operational!!
Router#

次に、PXF プロセッサのマイクロコードをロードするときに使用できるデバイスの一般的な一覧
を示します。この一覧は、スタンバイ PRE1 モジュールが設置されているかどうかや、どの Cisco
IOS ソフトウェアのバージョンが使用されているかによって異なることがあります。
Router# microcode reload pxf ?
bootflash:
disk0:
disk1:
flash:
ftp:
null:
nvram:
rcp:
scp:
sec-bootflash:
sec-disk0:
sec-disk1:
sec-nvram:
sec-slot0:
sec-slot1:
slot0:
slot1:
system:
tftp:
<cr>
Router#

location
location
location
location
location
location
location
location
location
location
location
location
location
location
location
location
location
location
location

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
microcode
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次に、フラッシュ メモリに保存されている特定のイメージを使用して、PRE1 モジュールの PXF
プロセッサにマイクロコードをリロードする例を示します。
Router# microcode reload pxf flash:pxf/ubr10k-1-ucode.122.1.0.4
Reload microcode? [confirm] yes
3d00h: Downloading Microcode: file=flash:pxf/ubr10k-1-ucode.122.1.0.4, version=122.1.0.4,
description=Release Software created Thu 27-Jun-02 16:05
<<list of interfaces going down or coming up>>
3d00h: !!pxf clients started, forwarding code operational!!
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

hw-modulereset

特定の PRE1 モジュールまたは特定のライン
カードをリセットします。

microcode

ダウンロード可能なマイクロコードをサポート
する 1 つまたはすべてのライン カードにマイク
ロコード ソフトウェア イメージをリロードし
ます。

showpxfmicrocode

PXF プロセッサで使用されているマイクロコー
ドを特定する情報が表示されます。
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modular-host subslot
DOCSIS 3.0 ダウンストリームまたはダウンストリーム チャネル ボンディング動作に使用される
モジュラ ホスト ライン カードを指定するには、コントローラ コンフィギュレーション モードで
modular-hostsubslot コマンドを使用します。DOCSIS 3.0 ダウンストリームまたはダウンストリー
ム チャネル ボンディング動作に使用されるモジュラ ホスト ライン カードを削除するには、この
コマンドの no 形式を使用します。
modular-host subslot slot/subslot
no modular-host subslot slot/subslot
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

slot/subslot

モジュラ ホスト ラインカードの位置です。

DOCSIS 3.0 ダウンストリームまたはダウンストリーム チャネル ボンディング動作にはモジュラ
ホスト ライン カードは設定されていません。

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、DOCSIS 3.0 ダウンストリームまたはダウンストリーム チャネル ボンディング
動作のモジュラ ホスト ライン カードを指定します。これは、これらの動作に使用されるケーブ
ル インターフェイス ライン カード（Cisco uBR10-MC5X20S-D ライン カードなど）に適用されま
す。ワイドバンド SPA そのものは DOCSIS 3.0 ダウンストリーム チャネル ボンディング動作をサ
ポートしていません。
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（注）

___________________
例

最大 3 つの SPA コントローラを、単一のケーブル インターフェイス ライン カード上でホスト
することができます。

次に、1/0/0 のスロット/サブスロット/ベイに配置されたワイドバンド SPA に対して DOCSIS 3.0
ダウンストリーム チャネル ボンディング動作のモジュラ ホスト ライン カードを設定する例を示
します。
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# modular-host subslot 7/0

___________________
関連コマンド

Command

Description

annexmodulation

ワイドバンド SPA に Annex と変調を設定しま
す。

cablerf-channel

ワイドバンド SPA 上の RF チャネルをワイドバ
ンド チャネルに関連付けます。

controllermodular-cable

コントローラ コンフィギュレーション モード
を開始し、ワイドバンド SPA コントローラを設
定します。

ip-address(controller)

ワイドバンド SPA FPGA の IP アドレスを設定
します。

rf-channelfrequency

各 RF チャネルの周波数を設定します。

rf-channelip-addressmac-addressudp-port

各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス
と UDP ポートを設定します。

rf-channelnetworkdelay

各 RF チャネルの CIN 遅延を指定します。

rf-channeldescription

各 RF チャネルの説明を指定します。

rf-channelcabledownstreamchannel-id

ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネル
に割り当てます。
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modulation
特定の QAM プロファイルに QAM 変調フォーマットを設定するには、QAM プロファイル コン
フィギュレーション モードで annex コマンドを使用します。
modulation {256| 64}
___________________
構文の説明

QAM 変調フォーマットを指定します。

modulation {256| 64}

• 256– 256-QAM 変調。
• 64– 64-QAM 変調。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

QAM プロファイル コンフィギュレーション（config-qam-prof）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、特定の QAM プロファイルに QAM 変調フォーマットを設定します。
___________________
例

次に、特定の QAM プロファイルに QAM 変調フォーマットを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable downstream qam-profile 4
Router(config-qam-prof)# modulation 256

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamqam-profile

ケーブル インターフェイス ライン カードの
QAM プロファイルを設定します。
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コマンド

説明

interleaver-depth

インターリーバの深さを設定します。

annex

MPEG フレーミング形式を設定します。

spectrum-inversion

スペクトラム反転をオンまたはオフに設定しま
す。

symbol-rate

シンボル レートを設定します。
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monitoring-basics
Cisco CMTS ルータでの加入者トラフィック管理のためにモニタリングのタイプを指定するには、
強制ルール コンフィギュレーション モードで monitoring-basics コマンドを使用します。選択され
たモニタリングを無効化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
monitoring-basics {legacy| peak-offpeak} {docsis10| docsis11}
no monitoring-basics {legacy| peak-offpeak} {docsis10| docsis11}
___________________
構文の説明

legacy

1 つのしきい値と 1 つのモニタリング期間のみ
を提供します。

peak-offpeak

1 日のうちの 2 つのピーク期間の選択を可能に
します。

docsis10

DOCSIS 1.0 ケーブル モデムへの強制ルールの
適用を指定します。

docsis11

DOCSIS 1.1 ケーブル モデムへの強制ルールの
適用を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドのデフォルトは、legacy および docsis10 です。

___________________
コマンド モード

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(9a)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン レガシー モニタリング（legacy キーワードを使用）はピーク時かオフピーク時かにかかわりなく、
24 時間実施されます。利用可能なモニタリング期間は 10 分から 31 日間です。
peak-offpeak キーワードを使用して、第 1 ピーク、第 2 ピークおよびオフピークのモニタリング
のための、モニタリング期間およびしきい値を設定します。それぞれに異なる値を設定できます。
第 1 ピークと第 2 ピーク期間を設定すると、残りの時間はオフピークとして扱われます。オフピー
ク期間としきい値が定義されている場合、モニタリングはオフピーク時に実施されます。モニタ
リング期間は 60 分から 23 時間です。
___________________
例

次に、DOCSIS 1.1 ケーブル モデムに対するピークおよびオフピークのモニタリングの設定を示し
ます。
Router(enforce-rule)# monitoring-basics peak-offpeak docsis11

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータでの DOCSIS 1.1 に対するレガシー
モニタリングの設定を示します。
Router(enforce-rule)#monitoring-basics legacy docsis11

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableqosenforce-rule

加入者トラフィック管理に特定の QoS プロファ
イルを適用するための強制ルールを作成し、強
制ルール コンフィギュレーション モードを開
始します。

debugcablesubscriber-monitoring

Cisco CMTS ルータでの加入者トラフィック管
理に対する強制ルール デバッグ メッセージを
表示します。

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

peak-time1

ピークおよびオフピーク モニタリングの時間を
指定します。

qos-profileregistered

この強制ルールに使用される登録 QoS プロファ
イルを指定します。

qos-profileenforced

ユーザが登録済み QoS プロファイルに違反する
場合に適用する QoS プロファイルを指定しま
す。
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コマンド

説明

service-class(enforce-rule)

強制ルール内のケーブル モデム モニタリング
に対する特定のサービス クラスを特定します。

showcableqosenforce-rule

現在定義されている QoS 強制ルールを表示しま
す。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。
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monitoring-duration

monitoring-duration
（注）

Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC 以降では、monitoring-duration コマンドは duration コマンドに
置き換えられています。
サブスクライバのモニタリングに使用される時間帯とサンプル レートを指定するには、強制ルー
ル コンフィギュレーション モードで monitoring-duration コマンドを使用します。強制ルールを
デフォルト値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
monitoring-duration minutes [sample-rate minutes]
no monitoring-duration

___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

minutes

時間を指定します（分単位）。有効範囲は 10
～ 10080、デフォルトは 360（6 時間）です。

sample-rateminutes

（任意）サンプリング レート（分単位）。有効
範囲は 1 ～ 30、デフォルト値は 15 です。

monitoring-duration 値のデフォルトは 360 分（6 時間）で、sample-rate 値のデフォルトは 15 分で
す。

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。

12.2(15)BC2

最小の sample-rate は、1 分に短縮されました。また、sample-rate は、
monitoring-duration の期間よりも大きい値に設定することはできませ
ん。そうしようとすると、コマンドは無視され、両方のパラメータは
現在の値に設定されたままになります。

12.3(9a)BC

このコマンドは duration コマンドに置き換えられました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。
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___________________
使用上のガイドライン sample-rateminutes は、monitoring-durationminutes の期間以下である必要があります。
強制ルールを有効化すると、Cisco CMTS ルータは定期的に、登録 QoS プロファイルに指定され
た帯域幅よりも多くの帯域幅を消費しているサブスクライバがいないかどうかを確認するために、
サブスクライバが使用する帯域幅を確認します。Cisco CMTS ルータは、各サンプル レート間隔
に始まり、モニタリング期間中継続されるスライディング ウィンドウを使用するサブスクライバ
を追跡します。
たとえば、デフォルトの 15 分のサンプル レート間隔とデフォルトの 360 分のモニタリング期間
の場合、Cisco CMTS ルータは 15 分ごとに帯域幅の使用をサンプリングし、各 360 分期間の終わ
りに送信された合計のバイト数を判定します。各サンプル レート間隔は新しいスライディング
ウィンドウ期間を開始し、Cisco CMTS ルータはその期間に送信された合計のバイト数を追跡しま
す。

（注）

sample-rate 間隔は、monitoring-duration 期間以下である必要があります。サンプル レート間
隔をモニタリング期間よりも大きな値に設定しようとすると、コマンドは無視され、パラメー
タは変更されません。
現在アクティブな強制ルールの設定を変更すると、そのルールはこの強制ルールに追跡されるケー
ブル モデムを管理するために即座に新しい設定の使用を始めます。
加入者トラフィック管理機能に関する詳細について、およびサンプルのモニタリング ウィンドウ
の図を表示するには、Cisco.com の Cisco CMTS ルータ機能の資料で、加入者トラフィック管理に
関する説明を参照してください。

___________________
例

次の例は、モニタリング期間の長さが 20 分で、サンプリング レートが 10 分間隔に設定された強
制ルールを示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule residential
Router(enforce-rule)# monitoring-duration 20 sample-interval 10

次に、sample-rate 間隔が monitoring-duration 期間よりも大きい値に設定された場合に表示される
エラー メッセージを示します。この場合、コマンドは無視され、パラメータは変更されません。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule residential
Router(enforce-rule)# monitoring-duration 20 sample-interval 30
Monitoring duration cannot be less than the Sampling interval -- so the values
would remain unchanged
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monitoring-duration

___________________
関連コマンド

Command

Description

activate-ruleat-byte-count

サブスクライバがモニタリング期間中に Cisco
CMTS ルータで送信できるバイト数を指定しま
す。

cableqosenforce-rule

加入者トラフィック管理に特定の QoS プロファ
イルを適用するための強制ルールを作成し、強
制ルール コンフィギュレーション モードを開
始します。

enabled(enforce-rule)

強制ルールを有効にして、Cisco CMTS ルータ
で加入者トラフィック管理を開始します。

penalty-period

適用される QoS プロファイルが、登録済み QoS
プロファイルに違反するサブスクライバに対し
て有効である期間を指定します。

qos-profileenforced

ユーザが登録済み QoS プロファイルに違反する
場合に適用する QoS プロファイルを指定しま
す。

qos-profileregistered

この強制ルールに使用される登録 QoS プロファ
イルを指定します。

showcableqosenforce-rule

現在定義されている QoS 強制ルールを表示しま
す。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。
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name
CMTS タグの名前を指定するには、cmts タグ コンフィギュレーション モードで name コマンドを
使用します。名前を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
name tag-name
no name tag-name
___________________
構文の説明

tag-name

CMTS タグの名前です。設定された名前が
DOCSIS ロード バランシング グループとポリ
シーに追加されます。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

CMTS タグ モード（cmts-tag）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次に、name コマンドを使用して、CMTS タグに名前を付ける例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)# cable tag 1
Router(cmts-tag)# name cisco

___________________
関連コマンド

End with CNTL/Z.

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。
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name

コマンド

説明

showcableload-balancedocsis-group

ルータ上のロード バランシング動作のリアルタ
イムの設定、統計情報、動作情報を表示しま
す。

cabletag

CMTS 上の DOCSIS ロード バランシング グルー
プのタグを設定します。
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network
DHCP アドレス プールに特定の network-number および subnet mask（DHCP の yiaddr フィールドと
サブネット マスク（DHCP オプション 1）フィールド）を設定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで network コマンドを使用します。この設定を削除するには、このコマンドの
no 形式を使用します。
network network-number [ mask ]
no network network-number [ mask ]
___________________
構文の説明

network-number

DHCP の yiaddr フィールド。

mask

サブネット マスク（DHCP オプション 1）。
mask 値を指定しない場合、255.255.255.255 がサ
ポートされます。

___________________
コマンド デフォルト

DHCP 設定はデフォルトでは設定されません。

___________________
コマンド モード

DHCP の設定

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

リリース 12.2(4)BC1

Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シリーズおよび Cisco
uBR10012 ルータでサポートされています。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、まずグローバル コンフィギュレーション モードで
dhcpipdhcppoolname コマンドを使用し、DHCP コンフィギュレーション モードを開始する必要が
あります。
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network

（注）

単一の IP アドレスでアドレス プールを作成するには、host コマンドを使用し、network は使
用しないでください。
Cisco CMTS の DHCP サポートについての詳細は、Cisco.com の次のドキュメントを参照してくだ
さい。
• DHCP and ToD Servers on the Cisco CMTS

___________________
例

次に、network コマンドを、ipdhcppoolname コマンドと使用する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# ip dhcp pool name platinum
Router(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.0.0
Router(dhcp-config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

ipdhcppoolname

DHCP アドレス プールを作成し、DHCP プール
コンフィギュレーション モードを開始します。
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nls
ネットワーク層シグナリング（NLS）機能を有効化するには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで nls コマンドを使用します。NLS 機能を無効化するには、このコマンドの no 形式を使
用します。
nls [authentication]
no nls [authentication]
___________________
構文の説明

（任意）NLS プロトコル セキュリティ認証を
有効化します。

authentication

___________________
コマンド デフォルト

ディセーブル

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21a)BC3

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン NLS メッセージ認証を常に有効化しておくことを推奨します。
___________________
例

次に、ルータ上で nls が有効化されている例を示します。
router (config)# nls

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cpd

GPD 機能を有効化します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1451

ケーブル コマンド：i ～ p
nls

コマンド

説明

nlsag-idauth-key

CMTS に権限付与グループ識別子（AG ID）を
設定します。

nlsresp-timeout

NLS 応答タイムアウトを設定します。
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nls ag-id auth-key
CMTS に権限付与グループ識別子（AG ID）を設定するには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで nlsag-idauth-key コマンドを使用します。AG ID を無効化するには、このコマンドの
no 形式を使用します。
nls ag-id ag-id number auth-key auth-key char
no nls ag-id auth-key
___________________
構文の説明

ag-idnumber

権限付与グループ識別子有効範囲は 1 ～
4294967295 です。

auth-keychar

CMTS でプロビジョニングされる認証キー。有
効範囲は 20 ～ 64 文字です。

___________________
コマンド デフォルト

ディセーブル

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.3(21a)BC3

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

次に、AG ID を設定する例を示します。
Router(config) #

___________________
関連コマンド

nls ag-id 345 auth-key aabbccddeeeeddccbbaa

コマンド

説明

cpd

CPD を有効化します。
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nls ag-id auth-key

コマンド

説明

nls

ネットワーク層シグナリング（NLS）機能を有
効化します。

nlsresp-timeout

NLS 応答タイムアウトを設定します。
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nls resp-timeout
NLS 応答タイムアウトを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
nlsresp-timeout コマンドを使用します。CPD を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
nls resp-timeout timeout number
no nls resp-timeout timeout number
___________________
構文の説明

timeoutnumber

NLS 情報要求の応答を取得するまでに CTMS が
待機する時間を制御します。有効範囲は 1 ～ 60
秒です。応答がタイムアウトすると、CPD メッ
セージはドロップされます。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトのタイムアウト値は 1 秒です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.3(21a)BC3

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

次に、NLS 応答タイムアウトを設定する例を示します。
Router(config)#nls rssp-timeout 35

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cpd

CPD を有効化します。
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nls resp-timeout

コマンド

説明

nls

ネットワーク層シグナリング（NLS）機能を有
効化します。

nlsag-idauth-key

CMTS に権限付与グループ識別子（AG ID）を
設定します。
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oui
CMTS タグに CM の組織固有識別子（OUI）を設定するには、cmts タグ コンフィギュレーション
モードで oui コマンドを使用します。CMTS タグから設定された OUI を削除するには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
[exclude] oui oui-of-CM
no oui oui-of-CM
___________________
構文の説明

exclude

（任意）指定された OUI を除外するようにタグ
を設定します。

oui-of-CM

ベンダーの MAC アドレス プレフィクス。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

CMTS タグ モード（cmts-tag）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。

次に、oui コマンドを使用して、CMTS タグに OUI を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)# cable tag 1
Router(cmts-tag)# oui 00.1a.c3

End with CNTL/Z.
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータ上のロード バランシング動作のリアルタ
イムの設定、統計情報、動作情報を表示しま
す。

cabletag

CMTS 上の DOCSIS ロード バランシング グルー
プのタグを設定します。
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output-rate

output-rate
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG 以降では、output-rate コマンドは Cisco uBR10012 ルータでは
サポートされません。
デフォルトの出力ライン レートではなくカスタム定義された出力ライン レートを WAN インター
フェイスに指定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで output-rate コマ
ンドを使用します。デフォルトの出力ライン レートを使用するには、このコマンドの no 形式を
使用します。
output-rate rate
no output-rate

___________________
構文の説明

rate

WAN インターフェイスへの出力レート（キロ
ビット/秒）。有効値の範囲は 1 ～ 1,000,000 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

ギガビット イーサネット出力ライン レートは 1,000,000 Kbps です。

___________________
コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCG

Cisco uBR10012 ルータでのこのコマンドのサポートが削除されま
した。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは WAN インターフェイスにカスタム定義された出力ライン レートを指定します。
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Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG 以降では、output-rate コマンドはサポートされておらず、Cisco
uBR10012 ルータでは出力ライン レートとして値 10,000 が使用されています。
___________________
例

次に、WAN インターフェイスにカスタム定義された出力ライン レートを指定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config
)# interface gigabitethernet 1/0/0
Router(config-if
)# output-rate 100

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showrunning-configinterfacegigabitethernet

指定されたギガビット イーサネット インター
フェイスの構成時の設定を表示します。

showinterfacesgigabitethernet

ギガビット イーサネット インターフェイスの
状態と構成時の設定を表示します。
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override

override
制限付きロード バランシング グループ（RLBG）を CM に割り当てる際に、タイプ/長さ/値（TLV）
または SNMP を上書きするには、cmts タグ コンフィギュレーション モードで override コマンド
を使用します。RLBG を CM に割り当てる際に、TLV または SNMP を再有効化するには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
override
no override
___________________
コマンド デフォルト

RLBG を CM に割り当てる際には、TLV または SNMP は有効です。

___________________
コマンド モード

CMTS タグ モード（cmts-tag）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。

次に、override コマンドを使用して、RLBG を割り当てる際に TLV または SNMP を上書きする例
を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)# cable tag 1
Router(cmts-tag)# override

___________________
関連コマンド

End with CNTL/Z.

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータでのリアルタイムの設定、統計、および
ロード バランシング操作の動作情報を表示しま
す。
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override

コマンド

説明

cabletag

CMTS の DOCSIS ロード バランシング グルー
プにタグを設定します。
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packetcable
Cisco CMTS の PacketCable 動作を有効化するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
packetcable コマンドを使用します。PacketCable 動作を無効化するには、このコマンドの no 形式
を使用します。
packetcable
no packetcable
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

PacketCable 動作は無効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(8)BC2

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ユニバーサル ブロードバン
ド ルータに導入されました。

12.2(11)BC1

PacketCable 動作が有効な場合にランダム要素 ID を自動で作成する
ためにサポートが追加されました。

12.2(15)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドはすべてのケーブル インターフェイスの PacketCable 動作を有効化し、即座に有効
になります。どのパラメータもデフォルト値から変更する必要がない場合、PacketCable 動作を有
効化するのに必要なコマンドはこれだけです。
Cisco IOS リリース 12.2(11)BC1 以降のリリースでは、このコマンドは範囲が 0 ～ 99,999 のランダ
ム要素 ID も CMTS に対して自動的に作成します。この要素 ID が PacketCable ドメイン全体で確
実に一意であるようにするには、packetcableelement-id コマンドを使用します。
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（注）

PacketCable 動作は HCCP N+1 冗長性とともに設定できますが、PacketCable の状態は現用およ
び保護インターフェイス間で同期されません。スイッチオーバーが発生した場合、既存の音声
発信は続行されますが、ユーザが電話を切ると、保護インターフェイスは以前の発信状態を認
識しないため、PacketCable イベント メッセージは生成されません。ただし、新しい音声発信
が実行され、通常の方法で続行されます。
チャネル幅の制限
200,000 Hz チャネル幅は、PacketCable 音声発信をサポートするアップストリーム、または Unsolicited
Grant Service（UGS）もしくは Activity Detection（UGS-AD）サービス フローを持つ UGS を使用
するアップストリームで使用することはできません。この小さなチャネル幅を音声および他の
UGS/UGS-AD サービス フローに使用すると、発信は「DSA MULTIPLE ERROR」のために拒否さ
れます。

___________________
例

次に、PacketCable 動作が有効になっている例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# packetcable
Router(config)#

次に、PacketCable 動作が無効になっている例を示します（デフォルト）。
Router# configure terminal
Router(config)# no packetcable
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearpacketcablegatecountercommit

コミットされたゲートの総数を追跡するカウン
タをリセットします。

packetcableauthorizevanilla-docsis-mta

PacketCable 動作が Cisco CMTS で有効な場合、
適切な PacketCable ゲート ID を持たない
Unsolicited Grant Service（UGS）サービス フロー
を許可します。

packetcableelement-id

PacketCable のイベント メッセージ要素 ID を設
定します。

packetcablegatemaxcount

Cisco CMTS のゲート データベースにおける
PacketCable ゲート ID の最大数を変更します。

packetcabletimer

異なる PacketCable DQoS タイマーの値を変更し
ます。
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コマンド

説明

showpacketcablegate

ゲート データベースの 1 つ以上のゲートに関す
る情報を表示します。

showpacketcablegatecountercommit

システムがリセットされてから、またはシステ
ム カウンタが最後にクリアされてからコミット
されたゲートの総数を表示します。

showpacketcableglobal

現在の PacketCable 設定を表示します。
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packetcable authorize vanilla-docsis-mta
PacketCable 動作が Cisco CMTS で有効な場合、適切な PacketCable ゲート ID を持たない Unsolicited
Grant Service（UGS）サービス フローを許可するには、グローバル コンフィギュレーション モー
ドで packetcableauthorizevanilla-docsis-mta--> コマンドを使用します。PacketCable 動作が有効な
場合に、CM が非 PacketCable UGS サービス フローを要求しないようにするには、このコマンド
の no 形式を使用します。
packetcable authorize vanilla-docsis-mta
no packetcable authorize vanilla-docsis-mta
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

PacketCable 動作が有効な場合、非 PacketCable UGS サービス フローは許可されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(11)BC2

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ユニバーサル ブロードバ
ンド ルータに導入されました。

12.2(15)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン PacketCable 動作が有効な場合（packetcable コマンドを使用）、デフォルトで CM は UGS サービ
ス フローをリクエストする際に、PacketCable プロトコルに従う必要があります。これにより、
PacketCable 動作をサポートしない DOCSIS CM が DOCSIS 形式の UGS サービス フローを使用す
ることを防止します。
PacketCable および非 PacketCable DOCSIS CM の両方を含む混合ネットワークの場合、
packetcableauthorizevanilla-docsis-mta コマンドを使用して、DOCSIS CM が UGS サービス フロー
を要求できるようにします。ただし、CMTS が PacketCable サービスを提供している場合、DOCSIS
形式のサービス フローを無効化するには nopacketcableauthorizevanilla-docsis-mta コマンドを使用
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します。これは、PacketCable 動作が有効な場合のデフォルト設定であり、CM は UGS サービス
フローが許可される前に有効な承認済みゲート ID を提供する必要があります。
___________________
例

次に、PacketCable 動作が有効になっており、DOCSIS 形式の UGS サービス フローも引き続き許
可する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# packetcable
Router(config)# packetcable authorize vanilla-docsis-mta

showpacketcableglobal コマンドも、非 PacketCable DOCSIS 形式の UGS サービス フローが許可さ
れているかどうかを表示するために強化されました。
次に、Cisco uBR10012 ルータでの出力例を示します。
Router# show packetcable global
Packet Cable Global configuration:
Enabled
: Yes
Element ID: 12456
Max Gates : 1048576
Allow non-PacketCable UGS
Default Timer value T0
: 30000 msec
T1
: 300000 msec
T2
: 2000 msec
T5
: 500 msec
Router#

次に、Cisco cBR シリーズ ルータでの出力例を示します。
Router# show packetcable global
Packet Cable Global configuration:
Packetcable DQOS Enabled
: Yes
Packetcable Multimedia Enabled
: No
Element ID: 88330
Max Gates : 512000
Allow non-PacketCable UGS
Default Multimedia Timer value T1
: 200000 msec
Persistent gate : 0 hour
Volume Limit
: STOPPED
Default DQoS Timer value T0
: 30000 msec
T1
: 300000 msec
Client Accept Timer: Disabled
Client Accept Timer Expired: 0
Packetcable DQOS Gate Send SubscriberID Enabled:

No

Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearpacketcablegatecountercommit

コミットされたゲートの総数を追跡するカウン
タをリセットします。

packetcable

Cisco CMTS の PacketCable 動作を有効化しま
す。
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コマンド

説明

packetcableelement-id

PacketCable のイベント メッセージ要素 ID を設
定します。

packetcablegatemaxcount

Cisco CMTS のゲート データベースにおける
PacketCable ゲート ID の最大数を変更します。

packetcabletimer

異なる PacketCable DQoS タイマーの値を変更し
ます。

showpacketcablegate

ゲート データベースの 1 つ以上のゲートに関す
る情報を表示します。

showpacketcablegatecountercommit

システムがリセットされてから、またはシステ
ム カウンタが最後にクリアされてからコミット
されたゲートの総数を表示します。

showpacketcableglobal

現在の PacketCable 設定を表示します。
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packetcable element-id
Cisco CMTS で PacketCable のイベント メッセージ要素 ID を設定するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで packetcableelement-id--> コマンドを使用します。カウンタをデフォルト
値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
packetcable element-id n
no packetcable element-id
___________________
構文の説明

n

Cisco CMTS の、PacketCable のイベント メッ
セージ要素 ID です。有効範囲は 0 ～ 99999 で、
デフォルトはこの範囲内のランダムな数です。

___________________
コマンド デフォルト

0 ～ 99,999 の間の乱数値。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(11)BC1

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ユニバーサル ブロードバ
ンド ルータに導入されました。

12.2(15)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン PacketCable イベント メッセージ仕様（PKT-SP-EM-I03-011221）は、イベント メッセージを生成
するそれぞれの信頼された PacketCable ネットワーク要素が、PacketCable ドメイン全体で一意な
静的要素 ID により自身を特定できる必要があります。このコマンドにより、特定のネットワーク
で一意の要素 ID により CMTS を設定することができます。このパラメータを packetcableelement-id
コマンドを使用して手動で設定しない場合、PacketCable 動作が有効になると、デフォルトで 0 ～
99,999 の範囲のランダムな値になります。
CMTS は、イベント メッセージにタイムゾーン情報とともに要素 ID を含みます。
showpacketcableglobal コマンドを使用して現在の値を表示できます。
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___________________
例

次に、この特定の CMTS のイベント メッセージ要素 ID に 12456 が設定されている例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# packetcable element-id 12456
Pktcbl: Configured element ID 12456
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

packetcable

Cisco CMTS の PacketCable 動作を有効化しま
す。

packetcableauthorizevanilla-docsis-mta

PacketCable 動作が Cisco CMTS で有効な場合、
適切な PacketCable ゲート ID を持たない
Unsolicited Grant Service（UGS）サービス フロー
を許可します。

packetcablegatemaxcount

Cisco CMTS のゲート データベースにおける
PacketCable ゲート ID の最大数を変更します。

packetcabletimer

異なる PacketCable DQoS タイマーの値を変更し
ます。

showpacketcableglobal

要素 ID を含む、現在の PacketCable 設定を表示
します。
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packetcable gate maxcount
Cisco CMTS のゲート データベースにおいて PacketCable ゲート ID の最大数を変更するには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで packetcablegatemaxcount コマンドを使用します。カ
ウンタをデフォルト値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
packetcable gate maxcount n
no packetcable gate maxcount
___________________
構文の説明

n

CMTS のゲート データベースで割り当てられる
ゲート ID の最大数。
Cisco uBR10012 および Cisco uBR7200 シリーズ
ルータでの有効範囲は、512 ～ 2097152 であり、
デフォルト値は 2097152（8 * 512 * 512）です。
これは 8 つのインターフェイス ライン カード
をサポートするには十分です。
Cisco cBR シリーズ ルータでの有効範囲は 1 ～
512000 で、デフォルトは 512000 です。

___________________
コマンド デフォルト

Cisco uBR10012 および Cisco uBR7200 シリーズ ルータではゲート ID は 2097152 個です。
Cisco cBR シリーズ ルータではゲート ID は 512000 個です。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(8)BC2

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ユニバーサル ブロードバンド
ルータに導入されました。

12.2(11)BC2

可能なゲートの最大数とゲートのデフォルト数は 1,048,576 から 2,097,152
へと 2 倍になり、最大 8 つのケーブル インターフェイス ライン カード
に対応できます（各ケーブル インターフェイス ライン カードは、最大
で 512 * 512 または 262,144 個のゲートを使用することができます）。

12.2(15)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ に実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco CMTS がゲート データベースに保存できるゲート ID の数を設定します。
各 PacketCable ゲート ID は通常、アップストリーム ゲートとダウンストリーム ゲートの両方を意
味するので、この数字を 2 倍にすることで Cisco CMTS で作成できるゲートの最大数を得ること
ができます。

（注）

___________________
例

Cisco uBR10012 および Cisco uBR7200 シリーズ ルータの各ケーブル インターフェイス ライン
カードは、最大で 512 * 512（262,144）個の PacketCable ゲートをサポートするので、ゲートの
最大数がすべての設置済みケーブル インターフェイス ライン カードに対応できるように設定
してください。

次に、Cisco uBR10012 ルータでゲート ID の最大数が 524288 に設定されている例を示します。こ
れは、2 つのケーブル インターフェイス ライン カードに対して十分な数です。
Router# configure terminal
Router(config)# packetcable gate maxcount 524288

次に、Cisco cBR シリーズ ルータでゲート ID の最大数が 10 に設定されている例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# packetcable gate maxcount 10

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

packetcable

Cisco CMTS の PacketCable 動作を有効化しま
す。

packetcableauthorizevanilla-docsis-mta

PacketCable 動作が Cisco CMTS で有効な場合、
適切な PacketCable ゲート ID を持たない
Unsolicited Grant Service（UGS）サービス フロー
を許可します。

packetcableelement-id

PacketCable のイベント メッセージ要素 ID を設
定します。
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コマンド

説明

packetcabletimer

異なる PacketCable DQoS タイマーの値を変更し
ます。

showpacketcableglobal

現在の PacketCable 設定を表示します。
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packetcable gate send-subscriberID
GATE-OPEN および GATE-CLOSE のゲート制御メッセージにサブスクライバ ID を含めるには、
グローバル コンフィギュレーション モードで packetcablegatesend-subscriberID コマンドを使用
します。ゲート制御メッセージからサブスクライバ ID を削除するには、このコマンドの no 形式
を使用します。
packetcable gate send-subscriberID
no packetcable gate send-subscriberID
___________________
構文の説明
___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

GATE-OPEN および GATE-CLOSE のゲート制御メッセージにはサブスクライバ ID 情報は含まれ
ません。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.3(23)BC1

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。

次に、packetcablegatesend-subscriberID コマンドを使用してゲート制御のサブスクライバ ID 情報
を有効化する例を示します。
Router(config)# packetcable gate send-subscriberID

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

packetcable

PacketCable 動作を有効化します。
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ケーブル コマンド：i ～ p
packetcable gate send-subscriberID

コマンド

説明

showpacketcablegate

ゲート データベースの 1 つ以上のゲートに関す
る情報を表示します。

showpacketcableglobal

現在の PacketCable 設定を表示します。
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ケーブル コマンド：i ～ p
packetcable timer

packetcable timer
異なる PacketCable ダイナミック QoS（DQoS）タイマーの値を変更するには、グローバル コン
フィギュレーション モードで packetcabletimer コマンドを使用します。タイマーをデフォルト値
にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
packetcable timer {T0 timer-value| T1 timer-value| multimedia T1 timer-value}
no packetcable timer {T0 timer-value| T1 timer-value| multimedia T1 timer-value}
___________________
構文の説明

T0timer-value

T0 タイマーを設定します（ミリ秒）。有効範囲
は 1 ～ 1,000,000,000 ミリ秒、デフォルト値は
30000 ミリ秒（30 秒）です。

T1timer-value

T1 タイマーを設定します（ミリ秒）。有効範囲
は 1 ～ 1,000,000,000 ミリ秒、デフォルト値は
200000 ミリ秒（200 秒）です。

multimediaT1-->timer-value

PacketCable マルチメディア T1 タイマーを設定
します（ミリ秒）。有効範囲は 1 ～
1,000,000,000 ミリ秒、デフォルト値は 200000
ミリ秒（200 秒）です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(8)BC2

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ユニバーサル ブロードバン
ド ルータに導入されました。

12.2(11)BC2

T2 および T5 タイマーは、PacketCable DQoS 技術変更通知（ECN）
02148 の要件に準拠するために削除されました。

12.2(15)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。
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ケーブル コマンド：i ～ p
packetcable timer

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、PacketCable™ Dynamic Quality-of-Service Specification（PKT-SP-DQOS-I03-020116）
で定義されている次のタイマーを設定します。
• T0 は、ゲート パラメータが指定されていない状態でゲート ID の割り当てを保持できる時間
を指定します。Gate-Alloc コマンドによりゲートが割り当てられた時に、タイマーはカウン
トを開始します。Gate-Set コマンドがゲートを承認済みとマークした時に、タイマーは停止
します。Gate-Set コマンドが受信されることなくタイマーが失効すると、ゲートは削除され
ます。
• T1 はゲートの認証が有効である時間を指定します。CMTS が Gate-Set コマンドでゲートを作
成し、ゲートを承認済みの状態に変更したときにカウントを開始します。ゲートがコミット
状態になった時点でタイマーは停止します。ゲートがコミットされることなくタイマーが失
効すると、CMTS はゲートを閉じ、関連付けられたすべてのリソースを解放する必要があり
ます。

（注）

___________________
例

新しいタイマー値は、コマンドが実行された後に作成されるすべてのゲートに適用されます。
既存のゲートには影響しません。

次に、T0 タイマーに 20 秒（20,000 ミリ秒）を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# packetcable timer T0 20000

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

packetcable

Cisco CMTS の PacketCable 動作を有効化しま
す。

packetcableauthorizevanilla-docsis-mta

PacketCable 動作が Cisco CMTS で有効な場合、
適切な PacketCable ゲート ID を持たない
Unsolicited Grant Service（UGS）サービス フロー
を許可します。

packetcableelement-id

PacketCable のイベント メッセージ要素 ID を設
定します。

packetcablegatemaxcount

Cisco CMTS のゲート データベースにおける
PacketCable ゲート ID の最大数を変更します。
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packetcable timer

コマンド

説明

showpacketcableglobal

現在の PacketCable 設定を表示します。
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peak-time1
Cisco CMTS ルータでピークおよびオフピークのモニタリング時間を指定するには、強制ルール
コンフィギュレーション モードで peak-time1 コマンドを使用します。ピーク モニタリング時間
の設定を無効化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
peak-time1 {hour| hour:minutes} duration minutes avg-rate ratepeak-time2 {hour| hour:minutes} duration
minutes avg-rate rateduration offpeak-minutes avg-rate offpeak-minutessample-interval minutes]minutes
[penalty | minutes]{downstream| upstream}[enforce]
no peak-time1 {hour| hour:minutes} duration minutes avg-rate ratepeak-time2 {hour| hour:minutes}
duration minutes avg-rate rateduration offpeak-minutes avg-rate offpeak-minutessample-interval
minutes]minutes [penalty | minutes]{downstream| upstream}[enforce]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
peak-time1 {hour| hour:minutes} duration minutes avg-rate ratepeak-time2 {hour| hour:minutes} duration
minutes avg-rate rateduration offpeak-minutes avg-rate offpeak-minutessample-interval minutesminutes
[penalty-period | minutes]{downstream| upstream}[enforce]
no peak-time1 {hour| hour:minutes} duration minutes avg-rate ratepeak-time2 {hour| hour:minutes}
duration minutes avg-rate rateduration offpeak-minutes avg-rate offpeak-minutessample-interval
minutesminutes [penalty-period | minutes]{downstream| upstream}[enforce]
___________________
構文の説明

hour | hour:minutes

ピーク時間のモニタリングを実施する時間帯を
指定します（hh または hh:mm 形式）。
時刻が時間（hh）で指定される場合、有効範囲
は 24 時間制を使用した 1 ～ 23 です。
時刻が時間と分（hh:mm）で指定される場合、
時間の有効範囲は 24 時間制を使用して 1 ～ 23
で、分の有効範囲は 0 ～ 59 です。

durationminutes

peak-time2 キーワードとともに使用される場
合、第 1 ピーク時間、またオプションで第 2
ピーク時間に関してサブスクライバの使用量が
監視される、スライディング ウィンドウのサイ
ズ（分）を指定します。有効範囲は 60 ～ 1440
です。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータでは、有効範囲は 6 ～ 1440 です。
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avg-raterate

指定された期間における平均サンプリング レー
トを秒当たりのキロビットで指定します。有効
範囲は 1 ～ 400000 キロビットで、デフォルト
値はありません。

durationoffpeak-minutes

（任意）残りのオフピーク時間（ピーク監視と
して指定されていない時間）に関してサブスク
ライバの使用が監視されるスライディング ウィ
ンドウのサイズ（分）を指定します。有効範囲
は 60 ～ 1440 です。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータでは、有効範囲は 6 ～ 1440 です。

avg-rateoffpeak-rate

指定されたオフピーク期間の平均サンプリング
レート（キロビット/秒）を指定します。有効範
囲は 1 ～ 400000 キロビットで、デフォルト値
はありません。

peak-time2hour | hour:minutes

（任意）第 2 ピーク時間のモニタリングを実施
する時間帯を指定します。時刻は、時間でまた
は時間：分形式で指定できます。時間の有効範
囲は 24 時間制を使用して 1 ～ 23 で、分の有効
範囲は 0 ～ 59 です。

sample-intervalminutes

加入者の使用量を予測するために、どのくらい
の頻度（分数）で CMTS ルータがサービス フ
ローをサンプリングするかを指定します。有効
範囲は 1 ～ 30、デフォルト値は 15 です。

penaltyminutes

（任意）ケーブル モデムにペナルティを課す期
間（分）を指定します。有効範囲は 1 ～ 10080
です。

penalty-period minutes

（任意）適用される Quality of Service（QoS）プ
ロファイルが、登録 QoS プロファイルに違反し
たサブスクライバに対して有効な期間を指定し
ます。

downstream

ダウンストリーム方向のトラフィックのモニタ
リングを指定します。

upstream

アップストリーム方向のトラフィックのモニタ
リングを指定します。
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ケーブル コマンド：i ～ p
peak-time1

（任意）ユーザが登録 QoS プロファイルに違反
した場合に、強制ルール QoS プロファイルが自
動的に適用されることを指定します。

enforce

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

ピークおよびオフピーク モニタリングは無効です。peak-time1 コマンドの唯一のデフォルト値は
15 分のサンプリング間隔です。

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）

リリース

変更内容

12.3(9a)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCD2 minute-levelgranularity(hh:mm)forpeak-time1andpeak-time2duration,andthepenalty
キーワード オプションが追加されました。
IOS-XE
3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ では
サポートされません。

IOS-XE
3.17.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータに実装
されました。penalty キーワード オプションが削除されました。penalty-period
オプションが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン
（注）

このコマンドは、キーワード peak-offpeak を使用して monitoring-basics コマンドが設定され
た後でのみ、適用できます。
最初の peak-time1 コマンドとそのオプション、続けて peak-time2 キーワードと対応するオプショ
ンを使用することにより、2 つのピーク モニタリング期間をモニタできます。残りの時間はオフ
ピークと見なされ、オプションの duration キーワードおよび対応するオプションを設定すること
によりモニタできます。
penalty 期間は、peak-time1 コマンドを使用して設定され、penalty-period コマンドを使用して設
定されるグローバル ペナルティ期間より優先されます。
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showrunning-configuration--> コマンドを使用して設定を表示すると、peak-time1 コマンドのキー
ワード オプションが切り捨てられます。次の例では、「d」は duration--> を表し（単一のピーク
およびオフピーク期間が設定されます）、「avg」は avg-rate を表し、「sa」は sample-interval を
表し、「pen」は penalty を表し、「do」は downstream を表し、「enf」は enforce を表します。
Router# show running-configuration
.
.
.
peak-time1 1 d 60 avg 2 d 60 avg 40 sa 10 pen 11 do enf

___________________
例

次に、アップストリーム トラフィックの 2 つのピーク モニタリング期間を定義する強制ルールを
示します。
Router(enforce-rule)# peak-time1 10:30 duration 120 avg-rate 10 peak-time2 23 duration 60
avg-rate 10 sample-interval 10 penalty 11 upstream enforce

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータで設定された強制ルールを示しま
す。
Router(enforce-rule)# peak-time1 1 duration 6 avg-rate 1 sample-interval 1 penalty-period
1 downstream enforce

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableqosenforce-rule

加入者トラフィック管理に特定の QoS プロファ
イルを適用するための強制ルールを作成し、強
制ルール コンフィギュレーション モードを開
始します。

debugcablesubscriber-monitoring

Cisco CMTS ルータでの加入者トラフィック管
理に対する強制ルール デバッグ メッセージを
表示します。

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

monitoring-basics

Cisco CMTS ルータでの加入者トラフィック管
理のモニタリング タイプを指定します。

penalty-period

適用される Quality of Service（QoS）プロファイ
ルが、登録 QoS プロファイルに違反したサブス
クライバに対して有効な期間を指定します。

qos-profileenforced

ユーザが登録済み QoS プロファイルに違反する
場合に適用する QoS プロファイルを指定しま
す。このコマンドは、DOCSIS 1.0 ケーブル モ
デムに適用されます
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コマンド

説明

qos-profileregistered

この強制ルールに使用される登録 QoS プロファ
イルを指定します。このコマンドは、DOCSIS
1.0 ケーブル モデムに適用されます

service-class(enforce-rule)

強制ルール内のケーブル モデム モニタリング
に対する特定のサービス クラスを特定します。
このコマンドは、DOCSIS 1.1 以降のケーブル
モデムに適用できます。

showcableqosenforce-rule

現在定義されている QoS 強制ルールを表示しま
す。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。

weekendpeak-time1

Cisco CMTS ルータでの、週末のピークおよび
オフピーク サブスクライバ モニタリングを設
定します。
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penalty-period
登録 Quality of Service（QoS）プロファイルに違反するサブスクライバに対して、適用 QoS プロ
ファイルを適用する期間を指定するには、強制ルール コンフィギュレーション モードで
penalty-period コマンドを使用します。強制ルールをそのデフォルトのペナルティ期間にリセット
するには、このコマンドの no 形式を使用します。
penalty-period minutes [time-of-day hour]
no penalty-period minutes [time-of-day hour]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
penalty-period minutes[time-of-day {hour| hour:minutes}monitoring-on]
no penalty-period minutes[time-of-day {hour| hour:minutes}monitoring-on]
___________________
構文の説明

minutes

（任意）ケーブル モデム（CM）にペナルティ
を課す期間（分）を指定します。有効範囲は 1
～ 10080 で、デフォルト値は 10080（7 日）で
す。

time-of-day{hour|hour:minutes}

（任意）次のことが行われる時刻を指定します
（hh または hh:mm 形式）。
• ペナルティを課されている CM がペナル
ティ期間から解放される。
• ペナルティを課されていない CM がそのサ
ブスクライバ モニタリングのカウンタを
リセットする。
時刻が時間（hh）で指定される場合、有効範囲
は 24 時間制を使用した 1 ～ 23 です。
時刻が時間と分（hh:mm）で指定される場合、
時間の有効範囲は 24 時間制を使用して 1 ～ 23
で、分の有効範囲は 0 ～ 59 です。

monitoring-on

___________________
コマンド モード
デフォルト

デフォルトの期間は
強制ルール
コンフィギュレーション（enforce-rule）
10080 分（7 日）です。
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（任意）ペナルティ解放時間後に、モニタリン
グがオンになるように指定します。このキー
ワードが指定されていない場合、デフォルト
で、解放時間後にモニタリングはその日の終わ
りまで、つまり 00:00 までオフになります。

ケーブル コマンド：i ～ p
penalty-period

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。

12.3(9a)BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.3(23)BC2

time-of-day キーワード オプションが追加されました。

12.2(33)SCB

time-of-day キーワード オプションが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
に統合されました。

12.3(23)SCD2

minute-levelgranualityforthetime-of-day 期間、および monitoring-on
キーワード オプションが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン サブスクライバが強制ルールで指定されている最大帯域幅を超過する場合、Cisco CMTS ルータは
penalty-period--> コマンドにより設定される期間中、サブスクライバを適用 QoS プロファイルに
自動で切り替えることができます。ペナルティ期間が終了すると、Cisco CMTS ルータはサブスク
ライバを登録 QoS プロファイルに戻します。
penalty-period コマンドで指定されるペナルティの期間は、グローバル コンフィギュレーション
です。個々のペナルティ期間が duration、weekend duration, peaktime1 または -->weekendpeaktime1
コマンドを使用してすでに設定されている場合、ペナルティ期間は上書きされます。同様に、個々
のペナルティ期間が設定されていない場合は、グローバル ペナルティ期間が使用されます。次の
表で、ペナルティ期間の選択基準について詳しく説明します。
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表 31：ペナルティ期間の選択基準

グローバルペナル 平日のペナル
ティ：期間が設定 ティ：期間が設定
されている
されている
（CLI：duraion ま
たは peaktime1）

週末ペナルティ期 平日に適用される 週末に適用される
間設定
ペナルティ期間
ペナルティ期間
（CLI：weekend
duration または
weekend
peaktime1）

はい

はい

はい

平日のペナルティ 週末のペナルティ
設定
設定

はい

はい

いいえ

平日のペナルティ グローバルペナル
設定
ティ設定

はい

いいえ

はい

グローバルペナル 週末のペナルティ
ティ設定
設定

はい

いいえ

いいえ

グローバルペナル グローバルペナル
ティ設定
ティ設定

monitoring-on キーワードが指定されている場合、ケーブル モデムがペナルティから解放されると
即座に、モニタリングが開始します。ただし、このキーワードが指定されていない場合、デフォ
ルトで、強制ルールを使用するすべてのケーブル モデムはこの日の終わり、つまり 00:00 までモ
ニタされません。
ペナルティ期間はケーブル モデムの再起動後も継続されるため、ユーザはモデムをリセットして
ケーブル ネットワークに再登録しようとしても、適用 QoS プロファイルは回避できません。これ
によりサービス プロバイダーは、割り当てられた最大帯域幅を常に超過しているユーザに適切な
ペナルティを設定することができます。

（注）

ペナルティ期間が終了する前に DOCSIS 1.0 ケーブル モデムを登録プロファイルに手動で戻す
には、cablemodemqosprofile コマンドを使用します。ペナルティ期間が終了する前に DOCSIS
1.1（以降の）ケーブル モデムを登録プロファイルに手動で戻すには、cablemodem{ip-address
| mac-address} service-class-name コマンドを使用します。
現在アクティブな強制ルールの設定を変更すると、そのルールはこの強制ルールに追跡されるケー
ブル モデムを管理するために即座に新しい設定の使用を始めます。

（注）

アクティブな強制ルールを変更する前に、まず no enabled コマンドを使用して強制ルールを無
効化することを推奨します。
ケーブル モデムは 2 つのサービス フロー、プライマリ アップストリームおよびプライマリ ダウ
ンストリームから構成されます。サービス フローの 1 つが許容帯域幅を超過したために DOCSIS
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1.0 ケーブル モデムがペナルティ期間に入ると、モデム全体の QoS プロファイルが変更されます。
ただしアップストリームまたはダウンストリームサービスフローが許容帯域幅しきい値を超過し
たために DOCSIS 1.1 以降のケーブル モデムがペナルティ期間に入ると、サービス クラス名はアッ
プストリームまたはダウンストリーム サービス フローに対してのみ変更されます。
___________________
例

次に、1440 分（1 日）のペナルティ期間が設定された「test」と名付けられた強制ルールの例を示
します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule test
Router(enforce-rule)# penalty-period 1440

次に、1440 分（1 日）のペナルティ期間が設定され、23:00 にケーブル モデムのペナルティの解
除が許可された「test」と名付けられた強制ルールの例を示します。デフォルトでモニタリングは
23:00 から 00:00 まで（1 時間）オフになります。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule test
Router(enforce-rule)# penalty-period 1440 time-of-day 23

次に、1440 分（1 日）のペナルティ期間が設定され、23:00 にケーブル モデムのペナルティの解
除が許可された「test」と名付けられた強制ルールの例を示します。ただし、ケーブル モデムのペ
ナルティが解除された後、新しいモニタリングが開始され、すべてのサブスクライバ モニタリン
グのカウンタが 0 にリセットされます。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule test
Router(enforce-rule)# penalty-period 1440 time-of-day 23 monitoring-on

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータでペナルティ期間が設定された強
制ルールの例を示します。
Router(enforce-rule)# penalty-period 1 time-of-day 1 monitoring-on

___________________
関連コマンド

Command

Description

activate-ruleat-byte-count

サブスクライバがモニタリング期間中に Cisco
CMTS ルータで送信できるバイト数を指定しま
す。

cableqosenforce-rule

加入者トラフィック モニタリングに対して特定
の QoS プロファイルを適用する強制ルールを作
成し、強制ルール コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
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Command

Description

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

enabled(enforce-rule)

強制ルールを有効にして、Cisco CMTS ルータ
で加入者トラフィック管理を開始します。

qos-profileenforced

ユーザが登録済み QoS プロファイルに違反する
場合に適用する QoS プロファイルを指定しま
す。このコマンドは、DOCSIS 1.0 ケーブル モ
デムにのみ適用されます。

qos-profileregistered

この強制ルールに使用される登録 QoS プロファ
イルを指定します。このコマンドは、DOCSIS
1.0 ケーブル モデムにのみ適用されます。

service-class(enforce-rule)

強制ルールでケーブル モデムのモニタリングに
使用するサービス クラス（適用クラスまたは登
録クラス）を指定します。このコマンドは、
DOCSIS 1.1 以降のケーブル モデムに適用でき
ます。

showcableqosenforce-rule

定義されている QoS 強制ルールを表示します。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。
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periodic-rel-pxf enable
スタンバイ PRE サポート機能のリロード PXF を有効化するには、冗長コンフィギュレーション
モードで periodic-rel-pxfenable コマンドを使用します。スタンバイ PRE 機能のリロード PXF を無
効化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
periodic-rel-pxf enable
no periodic-rel-pxf enable
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

冗長コンフィギュレーション（config-red）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン periodic-rel-pxfenableコマンドは、スタンバイ PRE サポートでの PXF のリロード機能を有効化す
るのに使用されます。
periodic-rel-pxfenable コマンドは Cisco uBR10012 ルータでのみサポートされます。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータでスタンバイ PRE での PXF のリロード機能を有効化する例を示し
ます。
Router# configure terminal
Router(config)# redundancy
Router(config-red
)# periodic-rel-pxf enable
Router(config-red
)# end
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___________________
関連コマンド
コマンド

説明

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
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ping docsis
特定のケーブル モデム（CM）が DOCSIS MAC 層の CMTS から到達可能であるかどうかを確認す
るには、特権 EXEC モードで pingdocsis コマンドを使用します。
ping docsis {mac-addr| ip-addr| name fqdn} [ count ] [repeat queue-intervals] [verbose]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
ping docsis {mac-addr| ip-addr} [ count ] [repeat queue-intervals] [verbose]
___________________
構文の説明

mac-addr

CM の 48 ビット ハードウェア（MAC）アドレ
スです。CPE デバイスの MAC アドレスを指定
すると、コマンドはそれを CPE デバイスにサー
ビスを提供している CM の MAC アドレスに解
決し、CM に DOCSIS ping を送信します。

ip-addr

CM の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス。CPE
デバイスの IP アドレスを指定すると、コマン
ドはそれを CPE デバイスにサービスを提供して
いる CM の IP アドレスに解決し、CM に
DOCSIS ping を送信します。

namefqdn

表示するケーブル デバイスの完全修飾ドメイン
名（FQDN）を指定します。このオプションは、
CMTS ルータのケーブル DNS キャッシュを更
新するために showcablemodemdomain-name コ
マンドを初めて実行した場合にのみ使用できま
す。

repeatqueue-intervals

（任意）キューに対するメンテナンス間隔の数
を指定します。有効な値は 1 ～ 2147483647 で
す。

verbose

（任意）送受信されるパケットの付加的な詳細
を提供する、出力の詳細モードを指定します。

___________________
コマンド デフォルト

カウントが指定されない場合、5 つの DOCSIS ping パケットが送信されます。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.0(4)XI1

Cisco uBR924 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されました。

12.1(3)XL

Cisco uBR905 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されました。

12.1(5)XU1

Cisco CVA122 ケーブル音声アダプタのサポートが追加されました。

12.1(1a)T1

コマンドの出力が強化されました。

12.1(3)XQ1

ワイヤレス無線モデムのサポートが追加されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(2)XA

Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されました。

12.2(1)XF1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(4)BC1 に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点
が変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するため
のサポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オ
プションが追加されました。

12.2(33)SCC

repeat キーワードがキューのメンテナンス間隔を指定するために追加
されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。name キーワードと fqdn 変数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS ping はシスコの特許技術であり、ケーブル事業者による CMTS ルータと特定の DOCSIS
ケーブル CPE デバイスとの間のチャネル状態の迅速な診断を可能にします。DOCSIS ping は IP
ping と考え方は似ていますが、データリンクまたはトランスポート層ではなく、より低い MAC
層を使用します。MAC 層の使用には 2 つの主な利点があります。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1492

ケーブル コマンド：i ～ p
ping docsis

• DOCSIS ping が使用するのは、IP ping の帯域幅の 1/64 のみです。
• IP アドレスをまだ取得していない CM でも、DOCSIS ping を使用することができます。これ
により、ケーブル事業者は、登録を完了できないか、または IP 層で不適切に設定された CM
に ping を実行することができます。
-->pingdocsis コマンドは、接続情報に加えて、要求された電源調整、周波数、タイミング オフセッ
ト調整および最適なヘッドエンド受信電源のメジャーについてのリアルタイム ビューとプロット
を提供します。
CM が pingdocsis コマンドに応答し、IP ping には応答しない場合、問題は次のいずれかの可能性
があります。
• CM はまだ登録プロセスの最中であり、完全にはオンラインになっていない。特に、CM は
DHCP サーバから IP アドレスを割り当てられるのを待っている可能性があります。
• 物理層での重大な干渉や他の障害（アップストリームまたはダウンストリーム）。
• 頻繁な電源調整（ケーブル フラップ リストに表示される）を引き起こす可能性の高い、重
大なアップストリーム信号エラー、歪みまたは振幅エラー。
• 14 ～ 21 dB の間の非 DOCSIS 準拠アップストリーム C/N 比と混合変調プロファイル、たとえ
ば QPSK モードで送信される範囲設定要求/応答メッセージや、16-QAM モードのショートお
よびロング データ グラントなど。

（注）

pingdocsis コマンドは、双方向の DOCSIS 準拠 CM と共に使用できる DOCSIS 準拠プロセスで
す。CM は特別な機能やコードを必要としません。pingdocsis コマンドは、Telco リターン ケー
ブル モデムでは使用できません。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。
次の表に、pingdocsis コマンドの出力に表示されるさまざまな文字を示します。
表 32：ping docsis コマンド出力文字

出力文字

説明

!

正常な応答が ping 要求から受信されたことを示
します。これは、CM が CMTS から到達可能
で、DOCSIS MAC 層で CMTS 要求に応答でき
ることを示します。
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出力文字

説明

.

DOCSIS ping 要求は送信されたが、応答を受信
しないまま ping 要求がタイムアウトしたことを
示します。これは、CM が DOCSIS MAC 層の
CMTS への接続を維持することが困難になって
いることを示します。
（注）

a

応答を受信したが、頻度、電源、またはタイミ
ングの調整が応答で実施されたことを示しま
す。これは、アップストリーム チャネルは機能
しているが、何らかの問題が電源の平均化およ
びアップストリームで受信した電源信号の誤解
を引き起こしていることを示します。

f

CM がオフラインであるため CMTS が DOCSIS
ping 要求の送信に失敗し、したがって MAC 層
の通信が不可能であることを示します。これ
は、CM は以前 CMTS に登録されたが、ある段
階で DOCSIS ステーション メンテナンス メッ
セージに応答しなくなり、CMTS が結果的に
CM をオフラインとしてマークしたことを示し
ます。CM は電源を失ったか、同軸ケーブルか
ら切り離された可能性があります。
ヒント

（注）

この CM の現在の状態を表示するに
は、showcablemodem コマンドを、
pingdocsis コマンドと共に使用したの
と同じ MAC アドレスまたは IP アド
レスで使用します。

CM がすでにフラップ リストにある場合、pingdocsis コマンドはケーブル フラップ リストの
hit、miss および power-adjustment フィールドをインクリメントします。
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___________________
例
（注）

次に、5 つのパケットを MAC アドレスが 00d0.ba77.7595 の CM に送信するデフォルトの
pingdocsis コマンドと、受信されたそれぞれの応答の例を示しています。
Router# ping docsis 00d0.ba77.7595
Queueing 5 MAC-layer station maintenance intervals, timeout is 25 msec:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)
Router#

次に、同じコマンドの詳細出力を示します。
Router# ping docsis 00d0.ba77.7595 verbose
Queueing 5 MAC-layer station maintenance intervals, timeout is 25 msec:
Reply from 00d0.ba77.7595: 2 ms, tadj=-1, padj=0.50, fadj=0
Reply from 00d0.ba77.7595: 2 ms, tadj=-1, padj=0.50, fadj=0
Reply from 00d0.ba77.7595: 2 ms, tadj=-1, padj=0.50, fadj=0
Reply from 00d0.ba77.7595: 98 ms, tadj=-1, padj=0.25, fadj=0
Reply from 00d0.ba77.7595: 2 ms, tadj=-1, padj=0.25, fadj=0
Success rate is 100 percent (5/5)
Router#

次に、192.168.100.10 の CM がネットワークに接続されて動作可能であるが、1 つの ping パケット
が失われ、複数の電源調整が ping プロセス中に実施された例を示しています。
router# ping docsis 192.168.100.10
Queueing 100 MAC-layer station maintenance intervals, timeout is 25 msec:
!!!!!a!!!!!!!a!a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!aa!!!!!!!!!!a!!!a!a!!!aa!!!!!!.!!a!!!a!
a!a!!!!!!!!aa!!!!!!!aa!a
Success rate is 99 percent (99/100)

上のような出力を表示する CM（ping が高い確率で成功するが、いくつかの電源調整値もある）
は、モデムをオフラインにするほどではないが、対処するべき問題が発生している可能性があり
ます。
アップストリーム受信器の少数の CM（結合グループ内のファイバ ノードなど）でこの問題が引
き続き発生する場合、おそらく問題はそれらのモデムがある宅内配線に関連しています。また、
同じ HFC セグメント上にあるケーブル TV ネットワーク要素が原因である可能性があります。
問題が 1 つのファイバ ノードのすべての CM で発生する場合、アップストリーム周波数を変更す
るか、結合グループごとの通過する家の数を減少させることにより、状況が改善することがあり
ます。それでも状況が改善されない場合、問題は不良ケーブル ドロップ、ノード上の光コネクタ
の汚れ、または他の物理プラントの問題である可能性があります。
pingdocsis コマンドは、CMTS にまだ登録されていない CM では使用できません。次に、CMTS に
まだ登録されていない CM に対する応答の例を示します。
Router# ping docsis 192.168.100.111
Cable modem with IP address 192.168.100.111 not registered.
Please try using MAC address instead.
Router# ping docsis 0123.4567.89ab
Cable modem with MAC address 0123.4567.89ab not registered.
router#
The following example shows the output of the ping docsis
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command with the repeat
keyword:
Router# ping docsis 192.168.100.10 repeat 22
Queueing 22 MAC-layer station maintenance intervals, timeout is 25 msec:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Success rate is 100 percent (22/22)

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableflap-listaging

フラップ リスト テーブルの CM をテーブルか
らエージング アウトするまでに保持する日数を
指定します。

cableflap-listinsertion-time

CM がフラップ リストに配置されるかどうかを
決定する挿入時間間隔を設定します。

cableflap-listmiss-threshold

フラップ リスト イベントを記録するミスしき
い値を指定します。

cableflap-listpower-adjustthreshold

CM のフラップ リスト イベントを記録する電力
調整のしきい値を指定します。

cableflap-listsize

フラップ リスト テーブルに表示できる CM の
最大数を指定します。

clearcableflap-list

フラップ リスト テーブル内のすべてのエント
リを消去します。

ping

1 つ以上の IP ping 要求を特定の IP アドレスに
出力します。

showcableflap-list

フラップ リストの現在の内容を表示します。
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platform punt-policer
パントの原因ごとに集約パントレートをレート制限するには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで platform punt-policer コマンドを使用します。コマンドの no 形式を使用すると、レー
トをデフォルト値に戻します。
platform punt-policer punt-cause_valuerate_value[high]
no platform punt-policer
___________________
構文の説明

punt-policer punt-cause_value パントの原因の値を指定します。範囲は 1 ～ 107 です。
punt-cause_value は、show platform software punt-policer コマンドか
ら取得できます。
rate_value

レートを秒当たりのパケット数で指定します。範囲は 10 ～ 146484
です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルト値は show platform software punt-policer コマンドから取得できます。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン 使用上のガイドラインを追加してください。
___________________
例

次の例は、設定サンプルを示しています。
Router# configure terminal
Router(config)# platform punt-policer 10 100 high
Router(config)#
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show platform software punt-policer

原因ごとのパントポリサーの設定と統計情報を
表示します。

show platform hardware qfp active infrastructure 原因ごとのパントポリサーの詳細な設定データ
punt-policer summary
と統計情報を表示します。
show platform hardware qfp active infrastructure CoPP、SBRL、パント ポリサーとグローバル ポ
punt summary
リサーからの、パントされたパケットと集約ド
ロップ数の要約を含むパント要約統計を表示し
ます。
show platform hardware qfp active infrastructure SBRL 統計情報を表示します。
punt sbrl
platform punt-sbrl

Source-Based Rate-Limit（SBRL）で特定される
パケット ストリームをレート制限します。

show policy-map control-plane

コントロール プレーン サービス ポリシーの設
定と統計情報を表示します。

clear control-plane

コントロール プレーン サービス ポリシーの統
計情報をクリアします。

show platform hardware qfp active infrastructure グローバル パント ポリサーの統計情報を表示
punt statistics type global-drop
します。
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platform punt-sbrl
送信元ベース レート制限（SBRL）で特定されるパケット ストリームをレート制限するには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで platform punt-sbrl コマンドを使用します。レート制
限を無効化するには、コマンドの no 形式を使用します。
platform punt-sbrl subscriber rate rate_value
platform punt-sbrl subscriber punt-cause punt-cause_valuerate rate_value
platform punt-sbrl wan punt-cause punt-cause_valuerate rate_value[quarantine-time q_timeburst-factor
b_value]
no platform punt-sbrl
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

punt-cause punt-cause_value

punt-cause 値を指定します。範囲は 1 ～ 107 です。

rate rate_value

レートをパケット/秒で指定します。範囲は 2 の累乗で指定さ
れる 1 ～ 256 です。

quarantine-time q_time

検疫時間を分単位で指定します。指定できる範囲は 1 ～ 60 で
す。

burst-factor b_value

パケットの検疫バースト要因を指定します。有効範囲は 50 ～
1000 です。

WAN 側のデフォルト レートは 0 で、これはレート制限が行われないことを意味します。no 設定
を使用するとレートがデフォルト値に戻ります。
デフォルトのサブスクライバ側グローバル レートは 0 です。CABLE_L3_MOBILITY でのデフォ
ルトのサブスクライバ側の原因ごとのレートは毎秒 4 パケットです。no 設定を使用するとレート
がデフォルト値に戻ります。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータに
導入されました。platform punt-sbrl wan コマンドは、 service divert-rate-limit
ipservice divert-rate-limit ipv6 コマンドを置き換えます。platform punt-sbrl
subscriber コマンドは、service divert-limitcable divert-rate-limit コマンドを
置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン WAN 側の設定
WAN 設定は次の 2 つの部分で構成されます。
1) コントロール プレーン ポリシング（CoPP）を設定し、どの WAN 側パケット ストリームが
SBRL に依存するかを指定します。ポリシーマップ アクション set qos-group 99 は、そのクラスに
一致するパケットが SBRL に依存することを指定します。
2) WAN 側 SBRL を設定し、どのパント原因にレート制限が課せられるかを指定します。信頼済
みサイトは、CoPP ポリシー マップにクラスを追加することによって指定されます。ACL は、信
頼済みストリームを高精度で特定するために使用されます。CoPP はすべてのパントされたパケッ
トに適用されるため、サブスクライバ側パケットが信頼済みサイト ACLに一致しないようにする
必要があることを理解することが重要です。任意で、検疫を設定することができます。パケット
ストリームが検疫を開始すると、ストリームからのすべてのパントは設定された期間ドロップさ
れます。（burst-factor X rate）パケットが rate よりも速いレートで到達すると、そのストリーム
に対して検疫が有効になります。
詳細は、WAN 側の設定例を参照してください。
サブスクライバ側の設定
サブスクライバ側の設定はグローバルです。また、現在のところ CABLE_L3_MOBILITY のパン
ト原因にのみ適用される、原因ごとの設定があります。すべてのサブスクライバ側パケットは、
CoPP 設定に関係なく SBRL に移行します。
___________________
例

次に、サブスクライバ側の設定例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# platform punt-sbrl subscriber punt-cause 99 rate 8
Router(config)#
Router# configure terminal
Router(config)# platform punt-sbrl subscriber rate 64
Router(config)#

次に、すべての WAN 側パントを SBRL に送信する簡単な CoPP 設定例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map copp_policy
Router(config-pmap)# class class-default
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Router(config-pmap-c)# set qos-group 99
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# control-plane
Router(config-cp)# service-policy input copp_policy
Router(config-cp)# exit
Router(config)# platform punt-sbrl wan punt-cause 11 rate 64 quarantine 5 burst-factor 500

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show platform hardware qfp active infrastructure CoPP、SBRL、パント ポリサーとグローバル ポ
punt summary
リサーからの、パントされたパケットと集約ド
ロップ数の要約を含むパント要約統計を表示し
ます。
show platform hardware qfp active infrastructure SBRL 統計情報を表示します。
punt sbrl
platform punt-policer

原因ごとのパントポリサーを設定します。

show platform software punt-policer

原因ごとのパントポリサーの設定と統計情報を
表示します。

show platform hardware active qfp infrastructure 原因ごとのパントポリサーの詳細な設定データ
punt-policer summary
と統計情報を表示します。
show policy-map control-plane

コントロール プレーン サービス ポリシーの設
定と統計情報を表示します。

clear control-plane

コントロール プレーン サービス ポリシーの統
計情報をクリアします。

show platform hardware qfp active infrastructure グローバル パント ポリサーの統計情報を表示
punt statistics type global-drop
します。
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policy
バランシングされるサービス フロー タイプに基づいてモデムを選択するには、config-lb-group コ
ンフィギュレーション モードで policy コマンドを使用します。選択をリセットするには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
policy {pcmm| ugs| us-across-ds| pure-ds-load}
no policy {pcmm| ugs| us-across-ds| pure-ds-load}
___________________
構文の説明

pcmm

アクティブな PCMM サービス フローによるモ
デムのバランシングを有効化します。

ugs

アクティブな UGS サービス フローによるモデ
ムのバランシングを有効化します。

us-across-ds

ダウンストリーム（DS）全体でアップストリー
ム（US）グループのロード バランシングを設
定し、DSグループのメソッドは無視されます。

pure-ds-load

DS の使用率を計算する際に US ロードではなく
DS ロードを考慮します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

DOCSIS ロード バランシング グループ モード（config-lb-group）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。
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___________________
例

次に、policy コマンドを使用して、バランシングされるサービス フロー タイプに基づいて CMTS
のモデムを選択する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
Router(config-lb-group)# policy
pure-ds-load
Router(config-lb-group)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータでのリアルタイムの設定、統計、および
ロード バランシング操作の動作情報を表示しま
す。
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prefix
送信元アドレス確認（SAV）グループの IPv4 または IPv6 プレフィックスを設定するには、SAV
コンフィギュレーション モードで prefix コマンドを使用します。SAV グループの設定されたプレ
フィックスの使用を無効化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
prefix{ipv4_prefix/ipv4_prefix_length| ipv6_prefix/ipv6_prefix_length}
no prefix{ipv4_prefix/ipv4_prefix_length| ipv6_prefix/ipv6_prefix_length}
___________________
構文の説明

ipv4_prefix

特定の SAV グループに関連付けられた、
X.X.X.X/X 形式で指定される IPv4 プレフィク
ス。

ipv4_prefix_length

IPv4 プレフィックスの長さ。有効範囲は 0 ～
32 です。

ipv6_prefix

特定の SAV グループに関連付けられた、
X:X:X:X::/X 形式で指定される IPv6 プレフィク
ス。

ipv6_prefix_length

IPv6 プレフィックスの長さです。有効範囲は 0
～ 128 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

SAV コンフィギュレーション（config-sav）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン prefix コマンドは、特定の SAV グループ内の IPv4 または IPv6 プレフィックスを設定するために
使用されます。Cisco CMTS は、ケーブル モデム（CM）を認証するためにこれらのプレフィクス
を使用します。CM は、特定の SAV グループに属する IPv4 または IPv6 プレフィックスで設定す
ることもできます。時間、長さ、値（TLV）43.7.2 は、CM と関連付けられたプレフィックスを指
定します。Cisco CMTS は、CM からのパケットの送信元が SAV グループで設定されたプレフィッ
クスに属している IP アドレスである場合、そのパケットが承認済みであるとみなします。
1 つの SAV グループでは、最大 4 つのプレフィクスがサポートされます。これらのプレフィック
スは、IPv4、IPv6 または両方のプレフィクスの組み合わせのいずれかです（最大 4 つ）。
___________________
例

次に、SAV グループを 1 つの IPv4 プレフィクスおよび 1 つの IPv6 プレフィクスで設定する例を
示します。
Router(config)# cable source-verify group sav1
Router(config-sav)# prefix 10.16.0.0/12
Router(config-sav)# prefix 10::/12
Router(config-sav)# exit

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablesource-verifyenable-sav-static

SAV プレフィクス処理を有効化します。

cablesource-verifygroup

SAV グループを設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1505

ケーブル コマンド：i ～ p
privacy

privacy
DOCSIS ベースライン プライバシー インターフェイス（BPI）オプションを有効化して設定する
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作成するには、ケーブル コンフィギュレーション
ファイル コンフィギュレーション モードで privacy--> コマンドを使用します。CM の BPI を無効
化するには、このコマンドの no 形式を使用します。
privacy grace-time {authorization value| tek value}
privacy timeout {authorize value| operational value| re-authorize value| rekey value}
no privacy grace-time {authorization| tek}
no privacy timeout {authorize| operational| re-authorize| reject| rekey}
___________________
構文の説明

authorizationvalue

認証猶予時間（秒）。有効な値は 1 ～ 1800 秒
です。デフォルト値は 600 秒です。

tekvalue

TEK 猶予時間（秒）。有効範囲は、1 ～ 1800
秒です。デフォルトは 600 秒です。

authorizevalue

認証待機タイムアウト（秒）。有効範囲は、1
～ 30 秒です。デフォルト値は 10 秒です。

operationalvalue

動作待機タイムアウト（秒）。有効範囲は、1
～ 10 秒です。デフォルトは 1 秒です。

re-authorizevalue

再認証待機タイムアウト（秒）。有効範囲は、
1 ～ 20 秒です。

rejectvalue

認証拒否待機タイムアウト（秒）。有効範囲
は、1 ～ 600 秒です。デフォルト値は 60 秒で
す。

rekeyvalue

キー再生成待機タイムアウト（秒）。有効範囲
は、1 ～ 10 秒です。デフォルトは 1 秒です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ケーブル コンフィギュレーション ファイル コンフィギュレーション

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1506

ケーブル コマンド：i ～ p
privacy

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(2)EC1

このコマンドが導入されました。

12.2(11)BC2

このコマンドは、リリース 12.2 BC トレインでサポートされてい
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン キーワードと引数なしで privacy コマンドを指定すると、CM の BPI 暗号化と復号化が有効になり
ます。ケーブル モデムでの BPI 動作を有効化するには、このコマンドに加えて、service-classprivacy
コマンドを指定する必要があります。

（注）

___________________
例

privacy コマンドは、BPI または BPI+ 暗号化をサポートするイメージでのみ表示され、サポー
トされます。このオプションは BPI または BPI+ 暗号化の CM を設定します。BPI 暗号化を使
用するには、Cisco CMTS を cableprivacy コマンドを使用して BPI または BPI+ 暗号化に対して
設定する必要があります。

次に、CM プライバシー TEK 猶予時間を 1200 秒に設定し、ケーブル モデムの BPI 動作を有効化
する例を示します。
router(config)# cable config-file bpi.cm
router(config-file)# privacy grace-time tek 1200
router(config-file)# service-class 1 privacy
router(config-file)# exit
router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

access-denied

ネットワークへのアクセスを無効にします。

cableconfig-file

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作
成し、コンフィギュレーション ファイル モー
ドを開始します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1507

ケーブル コマンド：i ～ p
privacy

コマンド

説明

cableprivacy

Cisco CMTS で BPI または BPI+ 暗号化を有効化
します。

channel-id

アップストリーム チャネル ID を指定します。

cpemax

CPE 情報を指定します。

download

コンフィギュレーション ファイルのダウンロー
ド情報を指定します。

frequency

ダウンストリーム周波数を指定します。

option

コンフィギュレーション ファイルのオプション
を提供します。

service-class

コンフィギュレーション ファイルのサービス
クラス定義を指定します。

snmpmanager

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）の
オプションを指定します。

timestamp

タイムスタンプの生成を有効にします。
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profile-description
選択したケーブル マルチキャスト認証プロファイルの各プロファイルにプロファイルの説明を入
力するには、マルチキャスト認証プロファイル コンフィギュレーション モードで profile-description
コマンドを使用します。プロファイルの説明を削除するには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
profile-description profile-description
no profile-description profile-description
___________________
構文の説明

profile-description

選択したプロファイルにプロファイルの説明を
指定します。プロファイルの説明には 128 文字
まで使用できます。

___________________
コマンド デフォルト

プロファイルの説明は空です。

___________________
コマンド モード

マルチキャスト認証コンフィギュレーション（config-mauth）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ケーブル マルチキャスト認証プロファイル モードでのみ使用できます。
___________________
例

次に、マルチキャスト認証プロファイル名にプロファイルの説明を入力する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable multicast auth profile-name
Router(config)# cable multicast auth profile-name gold
Router(config-mauth)# profile-description gold-configured-may
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemulticastauthorizationenabledefault-action ケーブル マルチキャスト認証機能を有効化しま
す。
cablemulticastauthorizationprofile-name

ケーブル マルチキャスト認証プロファイルを定
義します。

showcablemulticastauthorization

定義されているマルチキャスト認証プロファイ
ルと、対応するプロファイルに関連付けられて
いるすべての CM のリストを表示します。

showrunning-configinterfacecable

各ケーブル インターフェイスの実行コンフィ
ギュレーションを表示します。
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protect-tunnel
Cisco CMTS ルータの保護ケーブル インターフェイス ライン カードにダウンストリーム外部 PHY
インターフェイス（DEPI）トンネルを設定するには、グローバル コンフィギュレーションモード
で -->protect-tunnel コマンドを使用します。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式
を使用します。
protect-tunnel protect-depi-tunnel-name
no protect-tunnel protect-depi-tunnel-name
___________________
構文の説明

protect-tunnel-name

保護ケーブル インターフェイス ライン カード
の DEPI トンネル名です。

___________________
コマンド デフォルト

N+1 DEPI 冗長性機能は無効です。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン 保護トンネルは明示的に設定する必要があります。現用トンネルおよび保護トンネルは、同じ
depi-tunnel コマンドを使用して設定されます。保護トンネルは、L2TP クラスおよび DEPI クラス
パラメータを現用トンネルから継承します。保護トンネルを設定し、保護トンネルの宛先 IP アド
レスを指定すると、保護トンネルは現用トンネルに指定された QAM チャネル パラメータを継承
します。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータで保護ケーブル インターフェイス ライン カードの DEPI トンネルを
設定する例を示します。
Router> enable
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Router# configure terminal
Router(config)# depi-tunnel
Router(config-depi-tunnel)#
Router(config-depi-tunnel)#
Router(config)# depi-tunnel
Router(config-depi-tunnel)#
Router(config-depi-tunnel)#

___________________
関連コマンド

Command

Description

depi-tunnel

DEPI トンネル コンフィギュレーション設定の
テンプレートを指定します。
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protect1
dest-ip 192.0.2.103
exit
depi-tunnel working1
protect-tunnel protect1
end

ケーブル コマンド：q ～ sg
• qos-profile enforced, 1515 ページ
• qos-profile registered, 1519 ページ
• rcp-id, 1522 ページ
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qos-profile enforced
ユーザが登録 Quality of Service（QoS）プロファイルに違反した場合に適用される QoS プロファイ
ルを指定するには、強制ルール コンフィギュレーション モードで qos-profileenforced コマンドを
使用します。強制ルールから適用された QoS プロファイルを削除するには、このコマンドの no
形式を使用します。
qos-profile enforced profile-id [no-persistence]
no qos-profile enforced profile-id [no-persistence]
___________________
構文の説明

profile-id

適用される QoS プロファイルを指定します。有
効範囲は 0 ～ 16383、デフォルトは 0 です。

no-persistence

（任意）ケーブル モデムのリブート時には、適
用された QoS プロファイルを有効なままにしな
いことを指定します。代わりに、ペナルティ期
間のケーブル モデムがリブートすると、ペナル
ティ期間から自動的に削除され、DOCSIS コン
フィギュレーション ファイルで指定された QoS
プロファイルが割り当てられます。
デフォルトでは、適用された QoS プロファイル
は再起動後も有効なままです。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

profile-id 値のデフォルトは 0 で、適用される QoS プロファイルはケーブル モデムの再起動後も維
持されます。

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）

リリース

変更内容

12.3(9a)BC

このコマンドが導入されました。enforcedqos-profile コマンドがこの
コマンドに置き換えられました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1515

ケーブル コマンド：q ～ sg
qos-profile enforced

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 最初にプロビジョニングされる QoS プロファイルも、適用される QoS プロファイルも、Cisco
CMTS ルータで作成する必要があります。profile-id は、ケーブル モデムで作成された QoS プロ
ファイルをサポートしていません。
強制ルールは適用される QoS プロファイルを指定でき、このプロファイルが、サブスクライバが
登録した QoS プロファイルで許可されるよりも多くのトラフィックを送信するサブスクライバ
に、自動的に適用されます。適用された QoS プロファイルはペナルティ期間中有効なままです
（penalty-period コマンドを参照）。ペナルティ期間の終わりに、サブスクライバは登録 QoS プ
ロファイルに戻ります。
ペナルティ期間中にケーブル モデムがリブートすると、サービス プロバイダが
cablemodemqosprofile コマンドを使用して手動でケーブル モデムの登録 QoS プロファイルを変更
しない限り、適用された QoS プロファイルが引き続き使用されます。
現在アクティブな強制ルールの適用 QoS プロファイルを変更すると、現在ペナルティ期間であ
り、このルールを使用しているすべてのケーブル モデムで、以前に設定した適用 QoS プロファイ
ルが引き続き使用されます。ただし、この設定変更後にペナルティ期間に入ったケーブル モデム
は、適用された新しい QoS プロファイルを使用します。
適用される QoS プロファイルを強制ルールに割り当てるには、その前に、Cisco CMTS ルータで
作成されている必要があります。ルールが存在しない場合、エラー メッセージが表示されます。
no-persistence オプションを指定すると、適用された QoS プロファイルは引き続き帯域幅要件に違
反するサブスクライバに自動的に適用されます。ただし、ケーブル モデムがリブートすると、
Cisco CMTS ルータは、ケーブル モデムに DOCSIS コンフィギュレーション ファイルで指定され
た QoS プロファイルの使用を許可します。
問題のある可能性があるアプリケーションとユーザを特定するために、初めて加入者トラフィッ
ク管理機能を使う際に、no-persistence--> オプションを使用することができます。違反を繰り返す
サブスクライバが特定された場合は、no-persistence オプションを使用しない強制ルールをそのサ
ブスクライバに割り当て、ケーブル モデムをリブートしてもペナルティ期間が続くようにするこ
とができます。

（注）

システムが違反者に自動的に適用 QoS プロファイルを適用するには、enforce キーワードを
activate-rule-at-byte-count コマンドと使用する必要があります。
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___________________
例

次に、適用 QoS プロファイルとしてプロファイル 12 が強制ルールに割り当てられている例を示
します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule residential
Router(enforce-rule)# qos-profile enforced 12

次に、適用 QoS プロファイルとしてプロファイル 12 が強制ルールに割り当てられているが、ケー
ブル モデムの再起動後に適用 QoS プロファイルが無効になるようにするために、no-persistence
オプションが指定されている例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule residential
Router(enforce-rule)# qos-profile enforced 12 no-persistence

次に、指定された QoS プロファイルが CMTS に存在しない場合に表示されるエラー メッセージ
の例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule test
Router(enforce-rule)# qos-profile enforced 98
The qos profile 98 doesn't exist or it's a cm created QoS profile

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableqosenforce-rule

加入者トラフィック管理に特定の QoS プロファ
イルを適用するための強制ルールを作成し、強
制ルール コンフィギュレーション モードを開
始します。

debugcablesubscriber-monitoring

Cisco CMTS ルータでの加入者トラフィック管
理に対する強制ルール デバッグ メッセージを
表示します。

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

enabled(enforce-rule)

強制ルールを有効にして、Cisco CMTS ルータ
で加入者トラフィック管理を開始します。

monitoring-basics

Cisco CMTS ルータでの加入者トラフィック管
理のモニタリング タイプを指定します。
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Command

Description

peak-time1

Cisco CMTS ルータでのピークおよびオフピー
ク モニタリングを指定します。

qos-profileregistered

この強制ルールに使用される登録 QoS プロファ
イルを指定します。

service-class(enforce-rule)

強制ルール内のケーブル モデム モニタリング
に対する特定のサービス クラスを特定します。

showcableqosenforce-rule

現在定義されている QoS 強制ルールを表示しま
す。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。
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qos-profile registered
この強制ルールに使用される登録 Quality of Service（QoS）を指定するには、強制ルール コンフィ
ギュレーション モードで、qos-profileregistered コマンドを使用します。強制ルールから登録 QoS
プロファイルを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
qos-profile registered profile-id
no qos-profile registered profile-id
___________________
構文の説明

profile-id

モニタする QoS プロファイルを指定します。こ
のプロファイルは、Cisco CMTS ルータで作成
する必要があります。モデムにより作成された
QoS プロファイルを使用するケーブル モデムを
管理する場合、このコマンドを使用する前に、
まずその QoS プロファイルを CMTS ルータで
作成する必要があります。有効範囲は 0 ～
16383、デフォルトは 0 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトのプロファイル ID は 0 です。

___________________
コマンド モード

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(9a)BC

このコマンドが導入されました。registeredqos-profile コマンドがこの
コマンドに置き換えられました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。
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___________________
使用上のガイドライン 各強制ルールに登録 QoS プロファイルを指定する必要があります。Cisco CMTS ルータは次に登
録プロファイル ID を使用してサブスクライバのサービス フローを適切な強制ルールに一致させ
ます。
アクティブ ルールの登録 QoS プロファイルを変更する場合、以前の登録 QoS プロファイルを使
用しているケーブル モデムは、それ以降加入者トラフィック管理機能に管理されません。代わり
に、ルールが新しい登録 QoS プロファイルを使用するケーブル モデムの管理を開始します。

（注）

___________________
例

登録 QoS プロファイルは、Cisco CMTS ルータで作成してからでなければ強制ルールに指定す
ることはできません。ルールが存在しない場合、エラー メッセージが表示されます。モデム
により作成された QoS プロファイルを現在使用しているケーブル モデムを管理する場合、モ
デム作成のプロファイルと同じ QoS パラメータを持つ新しい QoS プロファイルを、まず CMTS
ルータで作成する必要があります。その後、qos-profileregistered コマンドを使用する前に、手
動で作成したプロファイルを使用してモデムがオンラインになれるようにします。

次に、登録 QoS プロファイルとしてプロファイル 50 が強制ルールに割り当てられている例を示
します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule enforce-rule
Router(enforce-rule)# qos-profile registered 50

次に、指定された QoS プロファイルが CMTS に存在しない場合に表示されるエラー メッセージ
の例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule test
Router(enforce-rule)# qos-profile registered 99
The qos profile 99 doesn't exist or it's a cm created QoS profile

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableqosenforce-rule

加入者トラフィック管理に特定の QoS プロファ
イルを適用するための強制ルールを作成し、強
制ルール コンフィギュレーション モードを開
始します。

debugcablesubscriber-monitoring

Cisco CMTS ルータでの加入者トラフィック管
理に対する強制ルール デバッグ メッセージを
表示します。
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Command

Description

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

enabled(enforce-rule)

強制ルールを有効にして、Cisco CMTS ルータ
で加入者トラフィック管理を開始します。

monitoring-basics

Cisco CMTS ルータでの加入者トラフィック管
理のモニタリング タイプを指定します。

peak-time1

Cisco CMTS ルータでのピークおよびオフピー
ク モニタリングを指定します。

qos-profileenforced

ユーザが登録済み QoS プロファイルに違反する
場合に適用する QoS プロファイルを指定しま
す。

service-class(enforce-rule)

サービス クラスに基づく QoS プロファイルの
強制を有効化します。

showcableqosenforce-rule

現在定義されている QoS 強制ルールを表示しま
す。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。
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rcp-id
受信チャネルコンフィギュレーション（RCC）テンプレートに受信チャネルプロファイル（RCP）
ID を割り当てるには、RCC テンプレート コンフィギュレーション モードで rcp-id コマンドを使
用します。RCP ID を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
rcp-id rcp-id
no rcp-id rcp-id
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

rcp-id

RCC テンプレートの RCP ID を指定します。有
効範囲は 00 00 00 00 00 から FF FF FF FF FF で
す。

デフォルトで、RCP ID は 00 00 00 00 00 に設定されます。ただし、デフォルト値を 0 以外の RCP
ID に変更する必要があります。

RCC テンプレート コンフィギュレーション（config-rcc-template）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン 有効な RCC テンプレートは、設定された RCP ID、受信モジュール（RM）エントリおよび受信
チャネル（RC）エントリで構成されます。
まず、RCP の RCC テンプレートを定義し、次にテンプレートをケーブル インターフェイスに割
り当て、実際の DS チャネル コンフィギュレーションに基づいて RCC を生成します。
___________________
例

次に、RCP ID を RCC テンプレートに割り当てる例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable rcc-template
1
Router(config-rcc-template)# rcp-id 00 10 00 00 03
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

rcp-id

受信チャネルプロファイルにIDを指定します。

receive-module

受信モジュール エントリを数値の形式で指定し
ます。

receive-channel

受信チャネル エントリを数値の形式で指定しま
す。
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receive-channel
受信チャネルを受信モジュール（RC）に関連付けるには、RCC テンプレート コンフィギュレー
ション モードで receive-channel コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンド
の no 形式を使用します。
receive-channel index center-frequency Hz connected-receive-module index [primary]
no receive-channel index center-frequency Hz connected-receive-module index
___________________
構文の説明

index

受信チャネルにインデックス値を指定します。
有効範囲は 1 ～ 10 です。

center-frequency

受信チャネルに中心周波数を指定します。

Hz

中心周波数の値を指定します（Hz）。有効範囲
は 55000000 ～ 858000000 です。

connected-receive-module

RCC テンプレートのネストされた受信モジュー
ルを指定します。
通常、RCC テンプレートには、1 つの受信モ
ジュールのみ設定します。

index

接続中の受信モジュールのインデックス値を指
定します。有効範囲は 1 ～ 10 です。

primary

（任意）CM のプライマリ チャネルであり、
RCC がこのチャネルから派生できることを示し
ます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

RCC テンプレート コンフィギュレーション（config-rcc-template）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1524

ケーブル コマンド：q ～ sg
receive-channel

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン 有効な RCC テンプレートは、設定された RCP ID、受信モジュール（RM）エントリおよび受信
チャネル（RC）エントリで構成されます。まず、RCP の RCC テンプレートを定義し、次にテン
プレートをケーブル インターフェイスに割り当て、実際の DS チャネル コンフィギュレーション
に基づいて RCC を生成します。
RCC テンプレートは、特定のダウンストリーム周波数への受信モジュールと受信チャネルを含
む、RCP に記述される物理層のコンポーネントを設定し、受信モジュール間の、または受信モ
ジュールと受信チャネルとの間の相互接続を指定します。
受信モジュールは複数の受信チャネルを含むことができます。そのため、どの受信チャネルがど
の受信モジュールに属するかを指定する必要があります。
___________________
例

次に、受信チャネルを受信モジュールに関連付ける例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable rcc-template
1
Router(config-rcc-template)# rcp-id 00 10 00 00 03
Router(config-rcc-template)# receive-module 1 first-channel-center-frequency 555000000
Router(config-rcc-template)# receive-channel 1 center-frequency 555000000
connected-receive-module 1 primary
Router(config-rcc-template)# receive-channel 2 center-frequency 561000000
connected-receive-module 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablercc-template

RCP の受信チャネル コンフィギュレーション
（RCC）テンプレートを定義します。

rcp-id

受信チャネルプロファイルにIDを指定します。

receive-module

受信モジュール エントリを数値の形式で指定し
ます。
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receive-module
受信モジュール（RC）を受信チャネル設定（RCC）テンプレートに関連付けるには、RCC テンプ
レート コンフィギュレーション モードで receive-module コマンドを使用します。デフォルト値に
戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
receive-module index first-channel-center-frequency Hz [connected-receive-module index]
no receive-module index first-channel-center-frequency Hz [connected-receive-module index]
___________________
構文の説明

index

受信モジュールにインデックス値を指定しま
す。有効なインデックス範囲は 1 ～ 10 です。

first-channel-center-frequency

受信モジュール チャネル ブロックの最初のチャ
ネルの中心周波数を指定します。

Hz

中心周波数の値を指定します（Hz）。有効範囲
は 55000000 ～ 858000000 です。

connected-receive-module

（任意）RCC テンプレートのネストされた受信
モジュールを指定します。
通常、RCC テンプレートには、1 つの受信モ
ジュールのみ設定します。

index

（任意）接続中の受信モジュールのインデック
ス値を指定します。有効範囲は 1 ～ 10 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

RCC テンプレート コンフィギュレーション（config-rcc-template）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。
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___________________
使用上のガイドライン 有効な RCC テンプレートは、設定された RCP ID、受信モジュール（RM）エントリおよび受信
チャネル（RC）エントリで構成されます。まず、RCP の RCC テンプレートを定義し、次にテン
プレートをケーブル インターフェイスに割り当て、実際の DS チャネル コンフィギュレーション
に基づいて RCC を生成します。
RCC テンプレートは、特定のダウンストリーム周波数への受信モジュールと受信チャネルを含
む、RCP に記述される物理層のコンポーネントを設定し、受信モジュール間の、または受信モ
ジュールと受信チャネルとの間の相互接続を指定します。
受信モジュールは複数の受信チャネルを含むことができます。そのため、どの受信チャネルがど
の受信モジュールに属するかを指定する必要があります。
___________________
例

次に、受信モジュールを RCC テンプレートに関連付ける例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable rcc-template
1
Router(config-rcc-template)# rcp-id 00 10 00 00 03
Router(config-rcc-template)# receive-module 1 first-channel-center-frequency 555000000
Router(config-rcc-template)# receive-channel 1 center-frequency 555000000
connected-receive-module 1 primary
Router(config-rcc-template)# receive-channel 2 center-frequency 561000000
connected-receive-module 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablercc-template

RCP の受信チャネル コンフィギュレーション
（RCC）テンプレートを定義します。

rcp-id

受信チャネルプロファイルにIDを指定します。

receive-channel

受信チャネル エントリを数値の形式で指定しま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1527

ケーブル コマンド：q ～ sg
redundancy

redundancy
ライン カードの冗長性を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで redundancy
コマンドを使用します。
redundancy
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE リリース 3.16.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン 冗長性コンフィギュレーション モードを開始するには、redundancy コマンドを使用します。
___________________
例

次に、ライン カードの冗長性を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# linecard-group 0 internal-switch
Router(config-red-lc)# description RedundancyGroup0
Router(config-red-lc)# class 1:N
Router(config-red-lc)# revertive 60
Router(config-red-lc)# member slot 1 primary
Router(config-red-lc)# member slot 0 secondary

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

linecard-group internal-switch

ライン カードのライン カード グループを作成
します。

description

ライン カード グループに説明を追加します。
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コマンド

説明

class

ライン カードの冗長性クラスを設定します。
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redundancy force-failover main-cpu
スタンバイ パフォーマンス ルーティング エンジン（PRE1）モジュールがアクティブ PRE1 モ
ジュールになるようにスイッチオーバーを強制するには、特権 EXEC モードで
redundancyforce-failovermain-cpu コマンドを使用します。
redundancy force-failover main-cpu
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(4)XF1

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(11)BC3

アクティブ PRE1 モジュールは、このコマンドを実装する前に、ス
イッチオーバーが現在進行中かどうかを確認します。

12.3(21)BC

このコマンドは、redundancyswitch-activity コマンドに置き換えられ
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン redundancyforce-failovermain-cpu コマンドは、スタンバイ PRE1 モジュールがアクティブ PRE1
モジュールになり、ルータ動作のすべての責任を負うために手動スイッチオーバーを開始します。
このコマンドは、両方の PRE1 モジュールがルート プロセッサの冗長性（RPR）機能をサポート
する Cisco IOS ソフトウェアを実行していることを必要とします。

（注）

フェールオーバーとスイッチオーバーという用語は相互に置き換え可能ですが、高可用性動作
が可能なシスコ プラットフォームで使用される用語はスイッチオーバーです。
手動スイッチオーバーは通常、次のいずれかの理由によって実行されます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1530

ケーブル コマンド：q ～ sg
redundancy force-failover main-cpu

• アクティブ PRE1 モジュールをアップグレードまたは置き換える場合。
• スタンバイ PRE1 モジュールで Cisco IOS ソフトウェアをアップグレードし、スタンバイ PRE1
モジュールで新しいソフトウェア イメージを使用する場合。これにより、システムの動作を
中断することなく以前のアクティブ PRE1 モジュールのソフトウェアをアップグレードでき
ます。
• システムのスイッチオーバーの動作をテストする場合。
スイッチオーバーは、シャーシからアクティブ PRE1 モジュールを削除することにより手動で開
始できますが、redundancyforce-failovermain-cpu--> コマンドを使用すると、ハードウェアの警告
を生成することなく、より優れたスイッチオーバーを実現できます。

ヒント

設定を変更し、NVRAM に保存した直後にスイッチオーバーを実行しないでください。代わり
に、2 つの PRE1 モジュールが新しい設定を同期するまで数分間待ってから、スイッチオーバー
を実行します。

ヒント

システムを安定させ、両方の PRE1 モジュールがスイッチを開始できる状態になるように、ス
イッチオーバーの後 2 ～ 3 分待ってからシステムを元の PRE1 モジュールに戻します。Cisco
IOS リリース 12.2(11)BC3 以降のリリースでは、アクティブ PRE1 モジュールは現在のスイッ
チオーバーが完了し、システムが安定するまで新しいスイッチオーバーを開始しません。

___________________
例

次に、スイッチオーバーを手動で開始する例を示します。
Router# redundancy force-failover main-cpu
Proceed with switchover to standby PRE? [confirm] y

（注）

enter または y を押すと、動作を確認しスイッチオーバーを開始します。他のキーを押すと、
スイッチオーバーが中止され、制御が現在のアクティブ PRE1 モジュールに戻ります。
次に、スタンバイ PRE1 モジュールが準備できていない、使用できない、または装着されていな
いためにスイッチオーバーが試みられたものの失敗する例を示します。
Router# redundancy force-failover main-cpu
Proceed with switchover to standby PRE? [confirm]
Standby PRE not ready, switchover aborted.
Router#

（注）

Cisco IOS ソフトウェアのいくつかのバージョンでは、障害の起きたソフトウェア スイッチオー
バーは次のメッセージを表示します。
Unable to communicate with standby PRE, switchover aborted.
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

associate

2 つのライン カードを自動保護スイッチング
（APS）冗長性保護に関連付けます。

redundancy

同期パラメータを設定できるように、冗長性コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

redundancyreload

スタンバイ PRE モジュールをリセットするか、
アクティブおよびスタンバイ PRE1 モジュール
をリセットします。

redundancyswitch-activity

スタンバイ RPE モジュールへのスイッチオー
バーを強制します。
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redundancy force-switchover main-cpu
スタンバイ Performance Routing Engine（PRE）にアクティブ PRE の役割を担わせるには、特権
EXEC モードで redundancyforce-switchovermain-cpu コマンドを使用します。
redundancy force-switchovermain-cpu
___________________
構文の説明

なし

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用する前に、Cisco IOS ソフトウェア イメージを（高可用性を保証するために）
インストールし、両方の PRE モジュールでルート プロセッサの冗長性（RPR）モードを設定しま
す。

（注）

フェールオーバーとスイッチオーバーという用語は相互に置き換え可能ですが、高可用性動作
が可能なシスコ プラットフォームで使用される用語はスイッチオーバーです。

（注）

redundancy force-switchovermain-cpu コマンドは、アクティブ PRE モジュールでのみ使用する
ことを推奨します。アクティブ PRE はスタンバイ PRE で使用されるとクラッシュします。

___________________
例

次の例は、手動のスイッチオーバーを示します。

Router# redundancy force-switchover main-cpu
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Proceed with switchover to standby PRE? [confirm] y
Preparing to Switch Activity

（注）

Enter または y を押すと、動作を確認しスイッチオーバーを開始します。他のキーを押すと、
スイッチオーバーを中止し制御を現在のアクティブ PRE モジュールに戻します。
次に、スタンバイ PRE モジュールが準備できていない、使用できない、または装着されていない
ためにスイッチオーバーが試みられたものの失敗する例を示します。

Router# redundancy force-switchover main-cpu
Proceed with switchover to standby PRE? [confirm] n
Standby PRE not ready, switchover aborted.
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

redundancy

同期パラメータを設定できるように、冗長性コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

redundancyreload

スタンバイ PRE モジュールをリセットするか、
アクティブおよびスタンバイ PRE モジュールを
リセットします。

redundancy switch-activity

スタンバイ RPE モジュールへのスイッチオー
バーを強制します。

showredundancy

現在のアクティブまたはスタンバイ スーパーバ
イザ カード冗長性の状態を表示します。
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redundancy linecard-group
Cisco uBR10012 および Cisco cBR シリーズ ルータで現用ライン カードから保護ライン カードへの
スイッチオーバーをトリガーするか、保護ラインカードから現用ラインカードに復元するには、
特権 EXEC モードで redundancylinecard-group コマンドを使用します。
redundancy linecard-group {lockout| resync| revertback| switchover from| unlockout} slot/subslot
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータs
redundancy linecard-group switchover from slot
___________________
構文の説明

lockout

指定された現用スロット/サブスロットからのラ
イン カードのスイッチオーバーをロックしま
す。

resync

現用ライン カードから保護ライン カードへの
静的同期を指定します。

revertback

保護ライン カードから現用ライン カードに復
元します。

switchoverfrom

現用ライン カードから保護ライン カードへの
スイッチオーバーをトリガーします。

slot

（Cisco cBR シリーズ ルータ）インターフェイ
ス カードのスロット番号。Cisco cBR-8 ルータ
では、範囲は 0 ～ 3 および 6 ～ 9 です。

unlockout

指定された現用スロット/サブスロットからのス
イッチオーバー ロックアウトを解除します。

slot/subslot

（Cisco uBR10012 ルータ）ケーブル インター
フェイス ラインカードを指定します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号。有効範
囲は 5 ～ 8 です。
• subslot：（Cisco uBR10012 ルータのみ）

___________________
コマンド モード
デフォルト

ケーブル インターフェイス ライン カード
のセカンダリ スロット番号。有効なサブ
スロットは 0 および 1 です。
なし EXEC（#）
特権
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。新しいキーワード resync が追加され、
Cisco uBR10012 ルータが現用ラインカードから保護ラインカードへの
手動同期を実行できるようになりました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。lockout、resync、revertback、および unlockout
キーワードが削除されました。

___________________
使用上のガイドライン redundancylinecard-group コマンドは、Cisco uBR10012 および Cisco cBR シリーズ ルータでのみ
サポートされます。
通常の（システムが開始した）静的ライン カードの同期に失敗する場合は、
redundancylinecard-group コマンドを resync キーワードと共に使用して、Cisco uBR10012 ルータ
が現用ライン カードから保護ライン カードへの手動同期を実行できるようにします。
___________________
例

次に、redundancylinecard-group コマンドを lockout キーワードと共に使用して、Cisco uBR10012
ルータのスロット 5 およびサブスロット 0 からのライン カード スイッチオーバーをロックする例
を示します。
Router# redundancy linecard-group lockout 5/0
HCCP LC: 5/0 Working will be locked out, this operation will prevent all kinds of switchover.

次に、redundancylinecard-group コマンドを unlockout キーワードと共に使用して、Cisco uBR10012
ルータのスロット 5 およびサブスロット 0 からのスイッチオーバー ロックアウトを削除する例を
示します。
Router# redundancy linecard-group unlockout 5/0

次に、redundancylinecard-group コマンドを resync キーワードと共に使用して、Cisco uBR10012
ルータが現用ラインカードから保護ラインカードへの手動同期を実行できるようにする例を示し
ます。
Router# redundancy linecard-group resync 5/0
*Nov 9 23:09:09.049: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U2, changed state
administratively down
*Nov 9 23:09:09.049: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U1, changed state
administratively down
*Nov 9 23:09:09.049: %SNMP-5-LINK_DOWN: LinkDown:Interface Cable5/1/1-upstream2
state to down
*Nov 9 23:09:09.049: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U0, changed state
administratively down
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*Nov 9 23:09:09.057: %SNMP-5-LINK_DOWN: LinkDown:Interface Cable5/1/1-upstream1 changed
state to down
*Nov 9 23:09:09.057: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U0, changed state to up
*Nov 9 23:09:09.057: %SNMP-5-LINK_DOWN: LinkDown:Interface Cable5/1/1-upstream0 changed
state to down
*Nov 9 23:09:09.061: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U1, changed state to up
*Nov 9 23:09:09.061: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U2, changed state to up
*Nov 9 23:09:09.173: %SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Cable5/1/1-upstream0 changed state
to up
SLOT 5/1: Nov 9 23:09:09.057: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U2, changed state
to administratively down
SLOT 5/1: Nov 9 23:09:09.057: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U1, changed state
to administratively down
SLOT 5/1: Nov 9 23:09:09.057: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U0, changed state
to administratively down
SLOT 5/1: Nov 9 23:09:09.173: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U0, changed state
to up
SLOT 5/1: Nov 9 23:09:09.177: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U1, changed state
to up
SLOT 5/1: Nov 9 23:09:09.177: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U2, changed state
to up
*Nov 9 23:09:19.457: %HCCP-5-SWITCHOVERREADY: HCCP card 5/1 Mbr 50 Protect: ready to
switchover.
*Nov 9 23:09:19.457: %HCCP-5-SWITCHOVERREADY: HCCP card 5/0 Mbr 50 Working: ready to
switchover.

次に、redundancylinecard-group コマンドを switchoverfrom キーワードと共に使用して、Cisco
uBR10012 ルータが現用ライン カードから保護ライン カードへのスイッチオーバーを実行できる
ようにする例を示します。
次に、redundancylinecard-group コマンドを switchover from キーワードと共に使用して、Cisco
uBR10012 ルータが現用ライン カードから保護ライン カードへのスイッチオーバーを実行できる
ようにする例を示します。
Router# redundancy linecard-group switchover from 5/0
*Nov 9 23:17:27.489: %HCCP-5-LC_ACTIVE: HCCP card 5/1 Mbr 50 Protect: change state to
active due to: CLI Switch.
*Nov 9 23:17:27.525: %HCCP-5-LC_STANDBY: HCCP card 5/0 Mbr 50 Working: change state to
standby due to: CLI Switch.
*Nov 9 23:17:27.525: %HCCP-5-CHANON: HCCP card 5/1 Mbr 50 Protect: turning on channel.
*Nov 9 23:17:27.525: %HCCP-6-HCCP_CHAN_RFSW_SNMP_INFO: HCCP_LC_CHAN: waits forsnmp response
asynchronously.
*Nov 9 23:17:27.541: %SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Wideband-Cable5/1/1:0 changed state
to up
*Nov 9 23:17:27.541: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Wideband-Cable5/1/1:0,
changed state to up
*Nov 9 23:17:27.541: %SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Wideband-Cable5/1/1:2 changed state
to up
*Nov 9 23:17:27.541: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Wideband-Cable5/1/1:2,
changed state to up
*Nov 9 23:17:27.541: %SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Wideband-Cable5/1/1:4 changed state
to up
*Nov 9 23:17:27.541: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Wideband-Cable5/1/1:4,
changed state to up
*Nov 9 23:17:27.905: %HCCP-6-HCCP_CHAN_RFSW_SNMP_INFO: HCCP_LC_CHAN: snmp set to rf switch
is successful.
SLOT 5/1: Nov 9 23:17:27.597: %HCCP-6-LC_RPLC_CFGSYNC_CONFIG_RECOVER: HCCP 14 50 Protect:
LC critical rplc_cfgsync configuration recover is succeed.
SLOT 5/1: Nov 9 23:17:27.601: %HCCP-6-LC_RPLC_CFGSYNC_CONFIG_RECOVER: HCCP 15 50 Protect:
LC critical rplc_cfgsync configuration recover is succeed.
*Nov 9 23:17:28.121: %HCCP-3-DATA_PLANE_READY: HCCP data plane for card 5/1 member 50 is
ready.
*Nov 9 23:17:28.493: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Cable5/1/0, changed
state to up
*Nov 9 23:17:28.493: %SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Cable5/1/0 changed state to up
*Nov 9 23:17:28.497: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Cable5/1/1, changed
state to up
*Nov 9 23:17:28.497: %SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Cable5/1/1 changed state to up
*Nov 9 23:17:28.497: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Cable5/1/2, changed
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state to up
*Nov 9 23:17:28.497:
*Nov 9 23:17:37.801:
*Nov 9 23:17:38.513:
50 is completed in 56
*Nov 9 23:17:38.801:
changed state to up
*Nov 9 23:17:48.513:
switchover.
*Nov 9 23:17:48.513:
switchover.

%SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Cable5/1/2 changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Modular-Cable5/1/1:0, changed state to up
%HCCP-6-STATICSYNC_COMPLETED: HCCP static sync for card 5/1 member
ms.
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Modular-Cable5/1/1:0,
%HCCP-5-SWITCHOVERREADY: HCCP card 5/0 Mbr 50 Working: ready to
%HCCP-5-SWITCHOVERREADY: HCCP card 5/1 Mbr 50 Protect: ready to

次に、Cisco uBR10012 ルータ上で redundancylinecard-group コマンドを revertback キーワードと
共に使用して、保護ライン カードから現用ライン カードに復元する例を示します。
Router# redundancy linecard-group revertback 5/0
*Nov 9 23:21:33.277: %HCCP-5-LC_ACTIVE: HCCP card 5/0 Mbr 50 Working: change state to
active due to: CLI Switch.
*Nov 9 23:21:33.285: %HCCP-5-LC_STANDBY: HCCP card 5/1 Mbr 50 Protect: change state to
standby due to: CLI Switch.
*Nov 9 23:21:33.297: %HCCP-5-CHANON: HCCP card 5/0 Mbr 50 Working: turning on channel.
*Nov 9 23:21:33.301: %HCCP-5-CHANOFF: HCCP card 5/1 Mbr 50 Protect: turning off channel.
*Nov 9 23:21:33.301: %HCCP-6-HCCP_CHAN_RFSW_SNMP_INFO: HCCP_LC_CHAN: waits for snmp response
asynchronously.
*Nov 9 23:21:33.433: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/0 U2, changed state to
administratively down
*Nov 9 23:21:33.437: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/0 U1, changed state to
administratively down
*Nov 9 23:21:33.441: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/0 U0, changed state to
administratively down
*Nov 9 23:21:33.481: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U2, changed state to
administratively down
*Nov 9 23:21:33.481: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U2, changed state to
administratively down
Nov 9 23:21:33.585: %interface Cable5/1/0 U0 Docsis mode set to DOCSIS 1.x-only Nov 9
23:21:33.585: %Modulation profile set to 21
*Nov 9 23:21:34.277: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Cable5/0/0, changed
state to up
*Nov 9 23:21:34.277: %SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Cable5/0/0 changed state to up
*Nov 9 23:21:34.277: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Cable5/0/1, changed
state to up
*Nov 9 23:21:34.277: %SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Cable5/0/1 changed state to up
*Nov 9 23:21:34.277: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Cable5/0/2, changed
state to up
*Nov 9 23:21:34.277: %SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Cable5/0/2 changed state to up
*Nov 9 23:21:34.309: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Cable5/0/3, changed
state to up
*Nov 9 23:21:34.309: %SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Cable5/0/3 changed state to up
*Nov 9 23:21:34.309: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Cable5/0/4, changed
state to up
*Nov 9 23:21:34.309: %SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Cable5/0/4 changed state to up
*Nov 9 23:21:35.513: %LINK-3-UPDOWN: Interface Modular-Cable5/1/1:0, changed state to down
*Nov 9 23:21:36.513: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Modular-Cable5/1/1:0,
changed state to down
*Nov 9 23:21:46.537: %UBR10000-5-USFREQCHG: Interface Cable5/1/0 U0, changed to Freq 10.000
MHz
*Nov 9 23:21:46.545: %UBR10000-5-USFREQCHG: Interface Cable5/1/0 U1, changed to Freq 30.000
MHz
*Nov 9 23:21:46.549: %UBR10000-5-USFREQCHG: Interface Cable5/1/0 U2, changed to Freq 20.000
MHz
*Nov 9 23:21:46.581: %UBR10000-5-USFREQCHG: Interface Cable5/1/1 U0, changed to Freq 25.000
MHz
*Nov 9 23:21:46.585: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U0, changed state to up
*Nov 9 23:21:46.585: %UBR10000-5-USFREQCHG: Interface Cable5/1/1 U1, changed to Freq 15.000
MHz
*Nov 9 23:21:46.585: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U1, changed state to up
*Nov 9 23:21:46.589: %UBR10000-5-USFREQCHG: Interface Cable5/1/1 U2, changed to Freq 35.000
MHz
*Nov 9 23:21:46.589: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U2, changed state to up
*Nov 9 23:21:46.657: %SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Cable5/1/1-upstream0 changed state
to up
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Nov 9 23:21:46.669: %interface Cable5/1/0 U0 Docsis mode set to ATDMA-only (1.x CMs will
go offline)
Nov 9 23:21:46.669: %Modulation profile set to 221
SLOT 5/1: Nov 9 23:21:46.689: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U0, changed state
to up
SLOT 5/1: Nov 9 23:21:46.693: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U1, changed state
to up
SLOT 5/1: Nov 9 23:21:46.693: %UBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/1/1 U2, changed state
to up
*Nov 9 23:21:57.033: %HCCP-5-SWITCHOVERREADY: HCCP card 5/1 Mbr 50 Protect: ready to
switchover.
*Nov 9 23:21:57.033: %HCCP-5-SWITCHOVERREADY: HCCP card 5/0 Mbr 50 Working: ready to
switchover.

次に、Cisco cBR-8 ルータ上で現用カードから保護カードへのスイッチオーバーをトリガーする例
を示します。
Router# redundancy linecard-group switchover from slot 3

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showhccp

（Cisco cBR シリーズ ルータは適用外）
特定のケーブル インターフェイスの Hot Standby
Connection-to-Connection Protocol（HCCP）グ
ループ情報を表示します。

showhccpinterface

（Cisco cBR シリーズ ルータは適用外）
1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。

showhccplinecard

（Cisco cBR シリーズ ルータは適用外）
ライン カードに関連付けられた HCCP グループ
に関する情報が表示されます。
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redundancy reload
スタンバイ ルート プロセッサ（RP）モジュールを手動でリロードするには、特権 EXEC モード
で redundancyreload コマンドを使用します。
redundancy reload {peer| shelf}
___________________
構文の説明

peer

スタンバイ PRE1 モジュールまたは Supervisor
カードのみをリロードします。

shelf

アクティブおよびスタンバイ PRE1 モジュール
または Supervisor カードをリロードします。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(4)XF1

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA から削除されまし
た。このコマンドは、hw-modulestandby-cpureset コマンドに置き換
えられました。

12.2(44)SQ

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(44)SQ に統合されました。
Cisco RF ゲートウェイ 10 のサポートが追加されました。

15.2(4)M

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。
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___________________
使用上のガイドライン アクティブおよびスタンバイ RP モジュールの 1 つまたは両方で、障害、トレースバック、また
は機能や動作の不一致が生じた場合、スタンバイ RP モジュールをリセットするには
redundancyreloadpeer コマンドを使用します。
このコマンドは、スタンバイ モジュールがリセットする際にスイッチオーバーが不要であること
を前提とするアクティブ デバイスの動作には影響はありません。
redundancyreloadshelf コマンドは、アクティブおよびスタンバイ RP モジュールの Cisco IOS ソフ
トウェアをリロードします。このコマンドは、すべての RP モジュールおよびライン カードが初
期化しオンラインに戻るまでルータのサービスを中断します。
___________________
例

次に、スタンバイ RP モジュールを手動でリロードする例を示します。
Router# redundancy reload peer
Reload peer? [confirm] y
Preparing to reload peer

（注）

enter または y を押すと、リロードが開始します。他の何らかのキーを押すと、リロードが中
止され、制御がアクティブ RP モジュールに戻ります。
次に、スタンバイ RP モジュールがルータに装着されていない場合の出力例を示します。
Router# redundancy reload peer
System is running in SIMPLEX mode, reload anyway? [confirm] n
Peer reload not performed.

次に、すべての RP モジュールをリロードする例を示します。
Router# redundancy reload shelf
Reload the entire shelf [confirm] y
Preparing to reload entire shelf

（注）

enter または y を押すと、リロードが開始します。他のキーを押すと、リロードが中止され、
制御が現在のアクティブ PRE1 モジュールに戻ります。
CiscoRFGateway10
次に、スタンバイ Supervisor カードが Cisco RFGW-10 に装着されていないときのシステムの応答
例を示します。
Switch# redundancy reload peer
System is running in SIMPLEX mode, reload anyway? [confirm] n

ピア リロードは実施されません。
次に、Cisco RFGW-10 で両方の Supervisor カードをリロードする例を示します。
Switch# redundancy reload shelf
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Reload the entire shelf [confirm] y
Preparing to reload entire shelf

（注）

___________________
関連コマンド

Enter または y を押すと、動作を確認し両方のカードのリロードを開始します。他のキーを押
すと、リロードが中止され、制御が現在のアクティブ Supervisor カードに戻ります。

コマンド

説明

associateslot

スロットを APS プロセッサの冗長性に関連付け
ます。

redundancy

同期パラメータを設定できるように、冗長性コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

redundancyforce-failovermain-cpu

スタンバイ RP モジュールがアクティブ RP モ
ジュールになるように、スイッチオーバーを強
制します。

redundancyswitch-activity

スタンバイRPモジュールへのスイッチオーバー
を強制します。
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redundancy switch-activity
スタンバイ PRE モジュールへのスイッチオーバーを強制するには、特権 EXEC モードで
-->redundancyswitch-activity コマンドを使用します。

（注）

フェールオーバーとスイッチオーバーという用語は相互に置き換え可能ですが、高可用性動作
が可能なシスコ プラットフォームで使用される用語はスイッチオーバーです。

redundancy switch-activity [force]
___________________
構文の説明

（任意）スイッチオーバーを即座に強制し、ス
イッチオーバーを妨げるか遅らせる可能性のあ
る、コードまたは設定のチェックをオーバーラ
イドします。

force

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(4)XF1

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン redundancyswitch-activity コマンドは redundancyforce-failovermain-cpu コマンドに似ていますが、
スイッチオーバーを強制し、スイッチオーバーを妨げる可能性のあるソフトウェアの設定のチェッ
クまたは他のチェックをオーバーライドする点が違います。いずれの状況でもこのコマンドは、
制御を PRE モジュールに移行する前に、スタンバイ PRE モジュールが利用可能でありスイッチ
オーバーを実行できることを確認します。このコマンドはまた、スイッチオーバーを開始する前
に、現在の実行コンフィギュレーションおよびクライアント データを同期します。
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___________________
例

次に、スイッチオーバーが手動で開始され、スイッチオーバーを妨げるか遅らせる可能性のある
チェックをすべてオーバーライドします。
Router# redundancy switch-activity force
Proceed with switchover to standby PRE? [confirm] y

（注）

___________________
関連コマンド

enter または y を押すと、動作を確認しスイッチオーバーを開始します。他のキーを押すと、
スイッチオーバーが中止され、制御が現在のアクティブ PRE1 モジュールに戻ります。

コマンド

説明

associate

2 つのライン カードを自動保護スイッチング
（APS）冗長性保護に関連付けます。

redundancy

同期パラメータを設定できるように、冗長性コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

redundancyreload

スタンバイ PRE モジュールをリセットするか、
アクティブおよびスタンバイ PRE1 モジュール
をリセットします。

redundancyforce-failovermain-cpu

スタンバイ パフォーマンス ルーティング エン
ジン（PRE1）モジュールがアクティブ PRE1 モ
ジュールになるようにスイッチオーバーを強制
します。
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registered qos-profile
（注）

Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC 以降では、registeredqos-profile コマンドは qos-profileregistered-->
コマンドに置き換えられています。
この強制ルールに使用される登録 Quality of Service（QoS）を指定するには、強制ルール コンフィ
ギュレーション モードで、registeredqos-profile コマンドを使用します。強制ルールから登録 QoS
プロファイルを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
registered qos-profile profile-id
no registered qos-profile profile-id

___________________
構文の説明

profile-id

モニタする QoS プロファイルを指定します。こ
のプロファイルは、Cisco CMTS ルータで作成
する必要があります。モデムにより作成された
QoS プロファイルを使用するケーブル モデムを
管理する場合、このコマンドを使用する前に、
まずその QoS プロファイルを CMTS ルータで
作成する必要があります。範囲は 0 ～ 16383 で
す。デフォルトは 0 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトのプロファイル ID は 0 です。

___________________
コマンド モード

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。

12.3(9a)BC

このコマンドは qos-profileregistered--> コマンドに置き換えられ
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1545

ケーブル コマンド：q ～ sg
registered qos-profile

___________________
使用上のガイドライン 各強制ルールに登録 QoS プロファイルを指定する必要があります。Cisco CMTS ルータは次に登
録プロファイル ID を使用してサブスクライバのサービス フローを適切な強制ルールに一致させ
ます。
アクティブ ルールの登録 QoS プロファイルを変更する場合、以前の登録 QoS プロファイルを使
用しているケーブル モデムは、それ以降加入者トラフィック管理機能に管理されません。代わり
に、ルールが新しい登録 QoS プロファイルを使用するケーブル モデムの管理を開始します。

（注）

___________________
例

登録 QoS プロファイルは、Cisco CMTS ルータで作成してからでなければ強制ルールに指定す
ることはできません。ルールが存在しない場合、エラー メッセージが表示されます。CM 作成
の QoS プロファイルを使用する CM を管理する場合、Cisco CMTS ルータ上で CM 作成プロ
ファイルに厳密に一致する QoS プロファイルをまず作成する必要があります。次に、
registeredqos-profile コマンドを使用して、そのプロファイルをこの強制ルールに割り当てま
す。

次に、登録 QoS プロファイルとしてプロファイル 50 が強制ルールに割り当てられている例を示
します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule enforce-rule
Router(enforce-rule)# registered qos-profile 50

次に、指定された QoS プロファイルが CMTS に存在しない場合に表示されるエラー メッセージ
の例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable qos enforce-rule test
Router(enforce-rule)# registered qos-profile 99
The qos profile 99 doesn't exist or it's a cm created QoS profile

___________________
関連コマンド

Command

Description

activate-ruleat-byte-count

サブスクライバがモニタリング期間中に Cisco
CMTS ルータで送信できるバイト数を指定しま
す。

cableqosenforce-rule

加入者トラフィック管理に特定の QoS プロファ
イルを適用するための強制ルールを作成し、強
制ルール コンフィギュレーション モードを開
始します。
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Command

Description

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

enabled(enforce-rule)

強制ルールを有効にして、Cisco CMTS ルータ
で加入者トラフィック管理を開始します。

penalty-period

適用される QoS プロファイルが、登録済み QoS
プロファイルに違反するサブスクライバに対し
て有効である期間を指定します。

qos-profileenforced

ユーザが登録済み QoS プロファイルに違反する
場合に適用する QoS プロファイルを指定しま
す。

showcableqosenforce-rule

現在定義されている QoS 強制ルールを表示しま
す。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。
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request platform software package expand
ブートフラッシュにパッケージを展開するには、特権 EXEC モードで
requestplatformsoftwarepackageexpand コマンドを使用します。
request platform software package expand file bootflash:[force| to bootflash:[force| wipe| [force]]| wipe|
[force]]
___________________
構文の説明

bootflash:

ブートフラッシュにパッケージを展開します。
Cisco cBR-8 ルータはブートフラッシュからの
み起動します。

force

警告を無視して進みます。

wipe

先に宛先メディアのコンテンツを削除してくだ
さい。

to

含まれるファイルの場所です。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.16.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン ブートフラッシュにパッケージを展開するには、特権 EXEC モードで
requestplatformsoftwarepackageexpand コマンドを使用します。
___________________
例

次に、ブートフラッシュにパッケージを展開する例を示します。
router# request platform software package expand file
bootflash:subpkg_3_16/cbrsup-universalk9.03.16.00.S.155-3.S-std.SPA.bin
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request platform software package expand

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

requestplatformsoftwarepackageinstall

単一のコマンドによる ISSU インストールを実
行します。
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request platform software package install node
アップグレード プロセスのためにパッケージをインストールするには、特権 EXEC モードで
requestplatformsoftwarepackageinstallnode コマンドを使用します。
request platform software package install node {abort| attach| file bootflash:[linecard-delay delay|
[switchback]| noreload| [linecard]]| linecard-only{all| slot slot-number}| rollback}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
デフォルト

abort

ISSU プロセスを中止します。

attach

ユーザが、ワンショット アップグレードのすべ
ての段階のレポートを含む前回の実行ログを表
示できるようにします。

file

アクティブ ブートフラッシュの統合パッケージ
ファイルです。

linecard-delaydelay

デフォルトでは、アップグレード手順中に 240
秒の間隔ですべてのライン カードがリロードさ
れます。ライン カードのリロード間隔を指定す
るには、linecard-delaydelay オプションを使用
します。

switchback

デフォルトでは、アップグレード手順が完了す
るとアクティブ SUP はスタンバイ SUP に変更
されます。アクティブ SUP が ISSU の後もアク
ティブ SUP であるようにするには、アップグ
レード手順の最後に switchback オプションを使
用してアクティブおよびスタンバイ SUP をス
イッチオーバーします。

noreload

noreload オプションを使用すると、SUP および
ライン カードはアップグレード手順中にリロー
ドされません。アップグレードは次のシステム
リブート時に有効になります。noreloadlinecard
オプションを使用すると、ライン カードのみが
アップグレード手順中にリロードされません。

linecard-only

ライン カードのみをアップグレードします。

rollback

シャーシを以前のイメージにロール バックしま
す。

なし。
特権
EXEC（#）
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ケーブル コマンド：q ～ sg
request platform software package install node

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.16.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに導入されました。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。abort、linecard-only、および rollback キー
ワードが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン アップグレードプロセスのためのパッケージをインストールするか、アップグレードプロセスを
中止するか、シャーシをロールバックするには、特権 EXEC モードで
requestplatformsoftwarepackageinstallnode コマンドを使用します。
___________________
例

次に、パッケージ ファイルをインストールする例を示します。
router# request platform software package install node file
bootflash:subpkg_3_16/cbrsup-universalk9.03.16.00.S.155-3.S-std.SPA.bin

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

requestplatformsoftwarepackageexpand

ブートフラッシュにパッケージを展開します。
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request platform software package install rp
古いパッケージにロールバックするか、単一の SUP に ISSU サブパッケージ アップグレードを実
装するには、特権 EXEC モードで requestplatformsoftwarepackageinstalrprp-slotrollback コマンド
を使用します。
request platform software package install rp rp-slot {file bootflash:[interface-module-delay delay-seconds]|
rollback[as-booted]}
___________________
構文の説明

interface-module-delaydelay-second

インターフェイス モジュールの再起動タイムア
ウト遅延を指定します。

rollback

インストール前に戻します。

as-booted

ブート時にプロビジョニングされたソフトウェ
アに戻ります。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.16.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン 古いパッケージにロールバックするには、特権 EXEC モードで
requestplatformsoftwarepackageinstalrprp-slotrollback コマンドを使用します。
___________________
例

次に、アップグレードをロールバックする例を示します。
router# request platform software package install rp 0 rollback
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request platform software package install rp

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

requestplatformsoftwarepackageinstallnode

アップグレード プロセスのためにパッケージを
インストールします。
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request platform software process restart

request platform software process restart
ソフトウェア プラットフォームのプロセスを再起動するには、特権 EXEC モードで request platform
software process restart コマンドを使用します。
request platform software process restart [ interval secs |slot slot-number ]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

interval secs

ライン カード リロードの間隔（秒）。有効範
囲は 0 ～ 500 です。

slot slot-number

ライン カードのスロット番号。有効範囲は 0 ～
9 です。

このコマンドは、新しい iosd および iosdb と、us-scheduler サブパッケージが、スーパーバイザに
すでにインストールされている場合に有効になります。アクティブでプライマリであるライン
カードのみ影響を受けます。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

IOS-XE 3.16.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン 新しい iosd、iosdb および us-scheduler サブパッケージをスーパバイザにインストールした後での
み、request platform software process restart コマンドを使用します。このコマンドは、ライン
カードに新しいサブパッケージをインストールし、影響を受けたプロセスを再起動します。
___________________
例

この例では、10 秒の間隔で isod プロセスを再起動する方法を示します。
Router# request platform software process restart interval 10
Restarting the process ubrclc_k9lc_ms
SUCCESS: Finished Restarting the process ubrclc_k9lc_ms
Will automatically restart process iosdb
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request platform software process restart

この例では、us-scheduler プロセスを再起動する方法を示します。
Router#request platform software process restart slot 6
Restarting the process us-scheduler on slot 6
SUCCESS: Finished Restarting the process us-scheduler on slot 6
Router#
*Jan 23 16:51:36.160 PDT: %CMCC_CBR-4-PROC_DOWN: CLC6: cmcc: Process us-sched (cdman) is
down
*Jan 23 16:51:36.506 PDT: %CMCC_CBR-4-PROC_RESTART: CLC6: cmcc: Process us-sched (cdman)
restarted. Please redo any config changes
made during process restart
*Jan 23 16:51:39.737 PDT: lcpr_enqueue_reco_event: lc_slot=6 peer=6
*Jan 23 16:51:39.881 PDT: %CBR-4-RECONCL_CM_FINISH: Reconciliation (clc->sup) for slot 6
finished: total 31, success 31, failed 0,
clc-only 0, sup-only 0, mismatch 0, offline 0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

request platform software package install

統合パッケージまたは個々のサブパッケージを
アップグレードします。
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restricted

restricted
一般ロード バランシング グループ（GLBG）を DOCSIS ロードバランシングの制限付きロード バ
ランシング グループ（RLBG）に変換するには、config-lb-group コンフィギュレーション モード
で restricted コマンドを使用します。DOCSIS ロード バランシングの一般グループ タイプに復元
するには、このコマンドの no 形式を使用します。
restricted
no restricted
___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、ロード バランシングには一般グループ タイプが選択されます。

___________________
コマンド モード

DOCSIS ロード バランシング グループ モード（config-lb-group）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ に実装されました。

次に、restricted コマンドを使用して GLBG を RLBG に変換する方法を示しています。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
Router(config-lb-group)# restricted
Router(config-lb-group)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータでのリアルタイムの設定、統計、および
ロード バランシング操作の動作情報を表示しま
す。
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revertive

revertive
保護カードの復元動作を有効にするには、ライン カードの冗長グループ モードで revertive コマ
ンドを使用します。復元動作を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
revertive time
no revertive time
___________________
構文の説明

time

復元動作時間を分単位で指定します。有効な値
は 1 ～ 35791 です。
Cisco cBR シリーズ ルータでの有効な値は 10 ～
86400 秒です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ライン カードの冗長グループ（config-red-lc）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ に実装されました。

次に、uBR10012 ルータで保護カードの復元動作時間を指定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# linecard-group 1 cable
Router(config-red-lc)# revertive 30

次に、Cisco cBR シリーズ ルータで復元動作時間を指定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# linecard-group 0 internal-switch
Router(config-red-lc)# revertive 30
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ケーブル コマンド：q ～ sg
revertive

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

linecard-group

1 対 1 のライン カード冗長性に対してライン
カード グループを作成します。

redundancy

冗長性モードを開始します。

membersubslot

ライン カードの冗長性の役割を有効化します。
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rf-channel cable downstream channel-id
RF チャネルにダウンストリーム チャネル ID を割り当てるには、コントローラ コンフィギュレー
ション モードで rf-channelcabledownstreamchannel-id コマンドを使用します。RF チャネルのダウ
ンストリーム チャネル ID を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
rf-channel rf-port cable downstream channel-id channel-id
no rf-channel rf-port cable downstream channel-id channel-id
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

rf-port

ワイドバンド SPA FPGA 上の RF チャネルの物
理ポートを指定します。rf-port の有効な値は、
annexmodulation コマンドのコンフィギュレー
ション セットによって異なります。

channel-id

一意のチャネル ID。Cisco IOS リリース
12.2(33)SCB よりも前のリリースで有効な値は
0 ～ 255 で、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB 以
降の有効な値は 1 ～ 255 で、0 はネットワーク
管理のために予約済みです。

rf-channelcabledownstreamchannel-id--> コマンドが発行されていない場合、Cisco IOS ソフトウェ
アは、RF チャネルに一意のダウンストリーム チャネル ID を割り当てます。

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。

12.2(33)SCB1

ダウンストリーム チャネル ID スキームが変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。
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ケーブル コマンド：q ～ sg
rf-channel cable downstream channel-id

___________________
使用上のガイドライン ワイドバンド チャネルが正しく動作するには、ワイドバンド チャネルが使用するファイバ ノー
ドの各 RF チャネルには一意のダウンストリーム チャネル ID が必要です。デフォルトでは、Cisco
IOS ソフトウェアは、RF チャネルに一意のダウンストリーム チャネル ID を割り当てます。デフォ
ルトのチャネル ID を変更するには、rf-channelcabledownstreamchannel-id--> コマンドを使用しま
す。
RF チャネルに割り当てられているダウンストリーム チャネル ID はファイバ ノード上で一意であ
る必要があります。
• ID は、ファイバ ノードの別の RF チャネルに使用されているのと同じ ID にはできません。
• ID は、ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネルに使用されているのと同じ
ID にはできません。
CMTS ルータのコンフィギュレーション ファイルを調べることにより、使用されているダウンス
トリーム チャネル ID を確認できます。
cabledownstreamchannel-ididcommandfortheupdateddownstreamchannelIDschemetable を参照してくだ
さい。

（注）

ファイバ ノードで一意でないダウンストリーム チャネル ID を指定すると、
rf-channelcabledownstreamchannel-id コマンドはエラー メッセージを表示します。コマンドは
チャネル ID を割り当てますが、ファイバ ノードの状態は無効になります。
Cisco uBR10012 ルータは、2 つのワイドバンド SPA をサポートします。annexmodulation コマン
ドでどのように SPA が設定されるかにより、ワイドバンド SPA ごとに最大 24 の RF チャネルが
サポートされます。
• Annex A および 256 QAM では、それぞれのワイドバンド SPA は 18 の RF チャネルをサポー
トします。この場合、rf-port 引数の有効値は 0 ～ 17 です。
• それ以外の場合では、SPA は 24 個の RF チャネルをサポートします。これらの場合、rf-port
引数の有効値は 0 ～ 23 です。

（注）

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC 以降では、annexmodulation コマンドが廃止され、annex および
modulation がキーワード オプションとして rf-channelfrequency コマンドに追加されています。
また、Annex A および 256 QAM では、各ワイドバンド SPA は最大レートの場合は最大 18 の
RF チャネルを、最大レート未満の場合は最大 24 の RF チャネルをサポートします。

次に、123 のダウンストリーム チャネル ID を、スロット/サブスロット/ベイ 1/0/1 に配置されたワ
イドバンド SPA 上の RF チャネル 3 に割り当てる例を示します。
Router# configure terminal
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rf-channel cable downstream channel-id

Router(config)# controller modular-cable 1/0/1
Router(config-controller)# rf-channel 3 cable downstream channel-id 123

___________________
関連コマンド

Command

Description

annexmodulation

ワイドバンド SPA に Annex と変調を設定しま
す。

cableprimary

ワイドバンド チャネルをプライマリ ワイドバ
ンド チャネルとして指定します。

cablerf-channel

ワイドバンド SPA 上の RF チャネルをワイドバ
ンド チャネルに関連付けます。

controllermodular-cable

コントローラ コンフィギュレーション モード
を開始し、ワイドバンド SPA コントローラを設
定します。

ip-address(controller)

ワイドバンド SPA FPGA の IP アドレスを設定
します。

modular-hostsubslot

モジュラ ホスト ライン カードを指定します。

rf-channelfrequency

各 RF チャネルの周波数を設定します。

rf-channelip-addressmac-addressudp-port

各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス
と UDP ポートを設定します。

rf-channelnetworkdelay

各 RF チャネルの CIN 遅延を指定します。

rf-channeldescription

各 RF チャネルの説明を指定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1561

ケーブル コマンド：q ～ sg
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rf-channel depi-tunnel
指定された l2tp-class および dpi-class の設定を継承する depi-tunnel を共有ポート アダプタ（SPA）
の rf-channel にバインドするには、コントローラ コンフィギュレーション モードで
rf-channeldepi-tunnel コマンドを使用します。tsid キーワードが、SPA の論理 rf-channel を無線周
波数ゲートウェイ（RFGW-10）の物理直交振幅変調（QAM）と関連付けるために使用されます。
depi-tunnel をアンバインドするには、このコマンドの no 形式を使用します。
rf-channel rf-channel depi-tunnel depi-tunnel-name tsid id
no rf-channel rf-channel depi-tunnel depi-tunnel-name tsid id
___________________
構文の説明

rf-channel

ワイドバンド SPA 上の RF チャネル物理ポー
ト。指定できる範囲は 0 ～ 3 です。

depi-tunnel-name

DEPI トンネルの名前。

tsidid

TS ID 値。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
サブインターフェイス コンフィギュレーション（config-subif）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン M-CMTS で DEPI を設定するには、コントローラ コンフィギュレーション モードで
rf-channeldepi-tunnel コマンドを使用して、depi-tunnel を SPA の rf-channel にバインドします。
SPA の論理 rf-channel を RFGW の QAM に関連付けるには、tsid キーワードを使用します。
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rf-channel depi-tunnel

___________________
例

次に、depi-tunnel SPA0 を SPA 上の rf-channel 0 にバインドし、tsid 100 を QAM と関連付ける例を
示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# rf-channel 0 depi-tunnel SPA0 tsid 100

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

controllermodular-cable

設定するスロット、ベイ、およびポートを指定
します。

showinterfacemodular-cable

モジュラ ケーブルの DEPI 情報を表示します。
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rf-channel description

rf-channel description
ワイドバンド SPA 上の RF チャネルの説明を設定するには、コントローラ コンフィギュレーショ
ン モードで rf-channeldescription コマンドを使用します。RF チャネル設定を削除するには、この
コマンドの no 形式を使用します。
rf-channel rf-port description description
no rf-channel rf-port description description
___________________
構文の説明

rf-port-->

ワイドバンド SPA FPGA 上の RF チャネルの物
理ポートを指定します。有効な値の範囲は 0 ～
23 です。rf-port に有効な値は、annexmodulation
コマンドで設定されるコンフィギュレーション
によって異なります（「使用上のガイドライ
ン」セクションを参照）。

descriptiondescription-->

RF チャネルの説明を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、RF チャネルの description に値は設定されません。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco uBR10012 ルータは、2 つのワイドバンド SPA をサポートします。annexmodulation コマン
ドでどのように SPA が設定されるかにより、ワイドバンド SPA ごとに最大 24 の RF チャネルが
サポートされます。Annex A および 256 QAM の場合、ワイドバンド SPA ごとにサポートされる
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RF チャネルは、フル レートでは最大 18 個、フル レート未満では最大 24 個です。それ以外の場
合では、SPA は 24 個の RF チャネルをサポートします。

（注）

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.3(21)BC では、annexmodulation コマンドを使用して各 SPA の Annex と
変調のパラメータがグローバルに設定されていました。Cisco IOS リリース 12.3(23)BC 以降で
は、rf-channelfrequency コマンドを使用して、RF チャネルごとに Annex と変調の値を設定し
ます。annexmodulation コマンドは廃止されました。

以下に、RF ポート 0 に RF チャネル特性の説明を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# rf-channel 0 description Primary downstream channel

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableprimary

ワイドバンド チャネルをプライマリ ワイドバ
ンド チャネルとして指定します。

cablerf-channel

ワイドバンド SPA 上の RF チャネルをワイドバ
ンド チャネルに関連付けます。

controllermodular-cable

コントローラ コンフィギュレーション モード
を開始し、ワイドバンド SPA コントローラを設
定します。

ip-address(controller)

ワイドバンド SPA FPGA の IP アドレスを設定
します。

modular-hostsubslot

ワイドバンド プロトコル動作用のモジュラ ホ
スト ライン カードを指定します。

rf-channelcabledownstreamchannel-id

ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネル
に割り当てます。

rf-channelfrequency

各 RF チャネルの周波数を設定します。

rf-channelip-addressmac-addressudp-port

各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス
と UDP ポートを設定します。

rf-channelnetworkdelay

RFチャネルのネットワーク遅延を設定します。
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rf-channel frequency
ワイドバンド インターフェイス上の RF チャネルの周波数を設定するには、コントローラ コン
フィギュレーション モードで rf-channelfrequency コマンドを使用します。RF チャネル設定から
周波数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(21)BC および 12.2(33)SCA
rf-channel rf-port frequency freq
no rf-channel rf-port frequency
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCB
rf-channel rf-port frequency freq [annex {A| B} modulation {64| 256} [interleave-depth {8| 12| 16| 32|
64| 128}]]
no rf-channel rf-port frequency
___________________
構文の説明

rf-port-->

ワイドバンド SPA FPGA 上の RF チャネルの物
理ポートを指定します。有効な値の範囲は 0 ～
23 です。rf-port に有効な値は、annexmodulation
コマンドで設定されるコンフィギュレーション
によって異なります（「使用上のガイドライン」
セクションを参照）。

freq

RF チャネルの中心周波数を設定します。許容さ
れる値の範囲は 55000000 ～ 1050000000 MHz で
す。

annex {A|B}

RF チャネルの MPEG フレーミング形式を指定し
ます。
• A：Annex A。ダウンストリームは、
ITU-TJ.83 Annex A で指定されている欧州向
け MPEG フレーミング形式に準拠します。
• B：Annex B。ダウンストリームは、
ITU-TJ.83 Annex B で指定されている北米向
け MPEG フレーミング形式に準拠します。

modulation {64|256}

各 RF チャネルの変調レートを指定します。
• 64：64-QAM
• 256：256-QAM
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interleave-depth{8| 12| 16| 32| 64|128}

ダウンストリームのインターリーブ深度を指定
します。デフォルト値は 32 です。

___________________
コマンド デフォルト

周波数、Annex、変調に設定されるデフォルトの RF チャネル設定値はありません。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.3(23)BC

以下のキーワード オプションが追加されました。
• annex-->
• modulation-->
• interleave-depth

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
annex、modulation、および interleave-depth キーワード オプションは
サポートされていません。

12.2(33)SCB

annex、modulation、および interleave-depth キーワード オプションが
サポートされています。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン CiscoIOSRelease12.3(21)BCandCiscoIOSRelease12.2(33)SCA
このコマンドは、ワイドバンド SPA 上の RF チャネルの周波数を設定します。
Cisco uBR10012 ルータは、2 つのワイドバンド SPA をサポートします。annexmodulation コマン
ドでどのように SPA が設定されるかにより、ワイドバンド SPA ごとに最大 24 の RF チャネルが
サポートされます。Annex A および 256 QAM の場合、ワイドバンド SPA ごとに最大 18 個の RF
チャネルがサポートされます。それ以外の場合は、SPA で最大 24 個の RF チャネルがサポートさ
れます。
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（注）

Cisco IOS 12.3(21)BC および 12.3(21a)BC3 リリースでは、annexmodulation コマンドを使用し
て各 SPA の annex および modulation パラメータがグローバルに設定されていました。Cisco
IOS リリース 12.3(23)BC 以降では、rf-channelfrequency コマンドを使用して、RF チャネルご
とに Annex と変調の値を設定します。annexmodulation コマンドは廃止されました。
CiscoIOSReleases12.3(23)BCand12.2(33)SCB
このコマンドは、ワイドバンド SPA 上の RF チャネルの周波数を設定します。Cisco uBR10012 ルー
タは、2 つのワイドバンド SPA をサポートします。ワイドバンド SPA ごとに最大 24 個の RF チャ
ネルがサポートされます。Annex A および 256 QAM の場合、フル レートの RF チャネルはワイド
バンド SPA ごとに最大 18 個サポートされます。それ以外の場合は、SPA で最大 24 個の RF チャ
ネルがサポートされます。
RF チャネルごとに、コントローラ コンフィギュレーション モードで rf-channelfrequency コマン
ドを使用して RF チャネル特性を設定します。Cisco IOS リリース 12.3(21)BC の場合、RF チャネ
ル（rf-port）ごとに rf-channelfrequency コマンドを使用して周波数のオプションを設定する必要
があります。
CMTS のすべてのケーブル インターフェイスおよびワイドバンド SPA にわたり、あらゆるケーブ
ル ダウンストリーム チャネルに周波数の一意性が必要です。

（注）

必ず、rf-channelfrequency で設定される RF チャネルの値がエッジ QAM デバイスの QAM 出
力に設定されている値と一致することを確認してください。周波数の値は一致していなければ
なりません。値が一致していないと、ワイドバンド SPA はエッジ QAM デバイスと正常に通信
できません。
CiscoIOSRelease12.2(33)SCE
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降では、コントローラ内の単一の RF チャネルの周波数を変更
すると、そのコントローラ内のすべての RF チャネルの周波数が変更されます。周波数が変更さ
れると、すべての DOCSIS 3.0 ケーブル モデムがダウンストリーム部分的サービス モード（p オ
ンライン）で再登録を開始します。

___________________
例

以下に、RF ポート 0 に RF チャネルの周波数を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# rf-channel 0 frequency 699000000 annex A modulation 256
interleave-depth 64

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableprimary

ワイドバンド チャネルをプライマリ ワイドバ
ンド チャネルとして指定します。
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Command

Description

controllermodular-cable

コントローラ コンフィギュレーション モード
を開始し、ワイドバンド SPA コントローラを設
定します。

rf-channeldescription

各 RF チャネルの説明を指定します。

rf-channelip-addressmac-addressudp-port

各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス
と UDP ポートを設定します。

rf-channelnetwork-delay

RFチャネルのネットワーク遅延を設定します。
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rf-channel group-address
RF チャネルの DEPI マルチキャスト グループ アドレスを設定するには、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードで rf-channel group-address コマンドを使用します。この設定を無効にする
には、このコマンドの no 形式を使用します。
rf-channel rf-number group-address ip-address
no rf-channel rf-number group-address
___________________
構文の説明

rf-number

RF チャネル番号。値の範囲は 0 ～ 23 です。

ip-address

DEPI マルチキャスト グループの IP アドレス。

___________________
コマンド デフォルト

RF チャネルの DEPI マルチキャスト グループ アドレスは設定されません。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)CX

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン rf-channel group-address コマンドは、特定のチャネル グループのアップストリームとダウンスト
リームのマッピング情報を指定します。
___________________
例

以下に、RF チャネル 0 に DEPI マルチキャスト グループ アドレスを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router# controller Modular-Cable 8/1/0
Router(config-controller)# rf-channel 0 group-address 224.0.0.1
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

controller modular-cable

DEPI コントローラを設定します。
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rf-channel ip-address mac-address udp-port
ワイドバンド SPA 上の RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、UDP ポート、DEPI リモート
ID を設定するには、コントローラ コンフィギュレーション モードで
rf-channelip-addressmac-addressudp-port コマンドを使用します。RF チャネルの IP アドレス、
MAC アドレス、UDP ポート、DEPI リモート ID 設定を削除するには、このコマンドの no 形式を
使用します。
CiscoIOSReleases12.3(21)BCand12.2(33)SCA
rf-channel rf-port ip-address ip-address mac-address mac-address udp-port portnum
no rf-channel rf-port ip-address ip-address mac-address mac-address udp-port portnum
CiscoIOSReleases12.3(23)BCand12.2(33)SCB
rf-channel rf-port ip-address ip-address mac-address mac-address {udp-port portnum| depi-remote-id
session-id}
no rf-channel rf-port ip-address ip-address mac-address mac-address {udp-port portnum| depi-remote-id
session-id}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
デフォルト

rf-port

ワイドバンド SPA FPGA 上の RF チャネルの物
理ポートを指定します。有効な値の範囲は 0 ～
23 です。rf-port に有効な値は、annexmodulation
コマンドで設定されるコンフィギュレーション
によって異なります（「使用上のガイドライ
ン」セクションを参照）。

ip-address

この RF チャネルに対し、エッジ QAM デバイ
ス上のギガビット イーサネット インターフェ
イスの IP アドレスを指定します。

mac-address

この RF チャネルに対し、ネクストホップ イン
ターフェイスまたはエッジ QAM デバイスの
MAC アドレスを指定します。

portnum

この RF チャネルに使用するエッジ QAM デバ
イスの UDP ポート番号を指定します。有効な
値の範囲は 0 ～ 65535 です。

session-id

DOCSIS-MPT モードでのフレームのカプセル化
に使用する DEPI リモート セッション ID を指
定します。

なし
コントローラ
コンフィギュレーション（config-controller）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.3(23)BC

depi-remote-id キーワード オプションが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
depi-remote-id キーワード オプションはサポートされていません。

12.2(33)SCB

depi-remote-id キーワード オプションはサポートされています。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン RF チャネルごとに、コントローラ コンフィギュレーション モードで
rf-channelip-addressmac-addressudp-port コマンドを使用して RF チャネル特性を設定します。
Cisco uBR10012 ルータは、2 つのワイドバンド SPA をサポートします。annexmodulation コマン
ドでどのように SPA が設定されるかにより、ワイドバンド SPA ごとに最大 24 の RF チャネルが
サポートされます。Annex A および 256 QAM の場合、ワイドバンド SPA ごとに最大 18 個の RF
チャネルがサポートされます。それ以外の場合は、SPA で最大 24 個の RF チャネルがサポートさ
れます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.3(21)BC および 12.3(21a)BC3 リリースでは、annexmodulation コマンド
を使用して各 SPA の annex--> および modulation オプションがグローバルに設定されていまし
た。Cisco IOS リリース 12.3(23)BC 以降では、rf-channelfrequency コマンドを使用して、RF
チャネルごとに Annex と変調の値を設定します。annexmodulation コマンドは廃止されまし
た。
RF チャネル（rf-port）ごとに、rf-channelip-addressmac-addressudp-port コマンドで以下の項目を
設定する必要があります。
CiscoIOSRelease12.3(21)BCandCiscoIOSRelease12.2(33)SCA
• IP アドレス
• MAC アドレス
• UDP ポート
• 関連付けるワイドバンド チャネル（cablerf-channel--> コマンドを参照）
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCB
• IP アドレス
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• MAC アドレス
• UDP ポートまたは DEPI リモート ID
• 関連付けるワイドバンド チャネル（cablerf-channel--> コマンドを参照）
mac-address 引数で mac-address として使用する値は以下のとおりです。
• ワイドバンド SPA とエッジ QAM デバイスの間でギガビット イーサネット ルータまたはレ
イヤ 3 スイッチを使用する場合、mac-address には、ルータまたはレイヤ 3 スイッチ上のネク
ストホップ インターフェイスの MAC アドレスを値として指定します。
• ギガビット イーサネット ルータまたはレイヤ 3 スイッチを使用しない場合、mac-address に
は、エッジ QAM デバイス上のギガビット イーサネット インターフェイスの MAC アドレス
を値として指定します。
RF チャネルに設定する UDP ポート番号を使用して、入力 UDP セッションを特定の QAM 出力
ポートにマッピングできます。異なる複数のワイドバンド SPA からのワイドバンド トラフィック
を同じ QAM 出力ポートで混在させることはできません。

（注）

___________________
例

必ず、rf-channelfrequency で設定される RF チャネルの値がエッジ QAM デバイスの QAM 出
力に設定されている値と一致することを確認してください。IP アドレス、MAC アドレス、UDP
ポート、および DEPI リモート ID は一致していなければなりません。これらの値のいずれか
が一致していないと、ワイドバンド SPA はエッジ QAM デバイスと正常に通信できません。

以下に、RF ポート 0 に RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、UDP ポート、DEPI リモー
ト ID の各特性を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# rf-channel 0 ip-address 192.168.200.30 mac-address
0011-920e-a9ff udp-port 49152

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableprimary

ワイドバンド チャネルをプライマリ ワイドバ
ンド チャネルとして指定します。

cablerf-channel

ワイドバンド SPA 上の RF チャネルをワイドバ
ンド チャネルに関連付けます。

controllermodular-cable

コントローラ コンフィギュレーション モード
を開始し、ワイドバンド SPA コントローラを設
定します。
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Command

Description

ip-address(controller)

ワイドバンド SPA FPGA の IP アドレスを設定
します。

modular-hostsub-slot

ワイドバンド プロトコル動作用のモジュラ ホ
スト ライン カードを指定します。

rf-channelcabledownstreamchannel-id

ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネル
に割り当てます。

rf-channeldescription

各 RF チャネルの説明を指定します。

rf-channelfrequency

各 RF チャネルの周波数を設定します。

rf-channelnetworkdelay

RFチャネルのネットワーク遅延を設定します。
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rf-channel network-delay
ワイドバンド SPA 上の RF チャネルのネットワーク遅延を設定するには、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードで rf-channelnetworkdelay コマンドを使用します。RF チャネルのネット
ワーク遅延設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
rf-channel rf-port network-delay delay [sampling-rate rate]
no rf-channel rf-port network-delay delay [sampling-rate rate]
___________________
構文の説明

rf-port

ワイドバンド SPA FPGA 上の RF チャネルの物
理ポート。有効範囲は 0 ～ 23 です。rf-port に
有効な値は、annexmodulation コマンドで設定
されるコンフィギュレーションによって異なり
ます（「使用上のガイドライン」セクションを
参照）。

delay

Converged Interconnect Network（CIN）遅延。デ
フォルト値は 550 us です。有効範囲は 0 ～ 3000
us です。delay の値を auto に設定すると、DEPI
Latency Measurement（DLM）パケットによる遅
延が自動的に決定されます。

sampling-raterate

（任意）DLM の送信頻度を指定します。値の
範囲は 1 ～ 500 秒です。デフォルト値は 10 秒
です。このオプションを使用できるのは、delay
の値が auto に設定されている場合のみです。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルー
タに導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。
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リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが変更されて、DLM の送信頻度を指定するための
sampling-raterate が組み込まれました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータは、2 つのワイドバンド SPA をサポートしま
す。annexmodulation コマンドでどのように SPA が設定されるかにより、ワイドバンド SPA ごと
に最大 24 の RF チャネルがサポートされます。Annex A および 256 QAM の場合、ワイドバンド
SPA ごとに最大 18 個の RF チャネルがサポートされます。それ以外の場合は、SPA で最大 24 個
の RF チャネルがサポートされます。

（注）

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.3(21)BC および 12.3(21a)BC3 では、annexmodulation コマンドを使用し
て各 SPA の annex および modulation パラメータがグローバルに設定されていました。Cisco
IOS リリース 12.3(23)BC 以降では、rf-channelfrequency コマンドを使用して、RF チャネルご
とに Annex と変調の値を設定します。annexmodulation コマンドは廃止されました。

以下に、RF ポート 0 に RF チャネルのネットワーク遅延特性を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# rf-channel 0 network-delay 1000

以下に、サンプリング レートを 1 秒に指定して、RF ポート 0 に RF チャネルのネットワーク遅延
特性を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# rf-channel 0 network-delay auto sampling-rate 1

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableprimary

ワイドバンド チャネルをプライマリ ワイドバ
ンド チャネルとして指定します。

cablerf-channel

ワイドバンド SPA 上の RF チャネルをワイドバ
ンド チャネルに関連付けます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1577

ケーブル コマンド：q ～ sg
rf-channel network-delay

Command

Description

controllermodular-cable

コントローラ コンフィギュレーション モード
を開始し、ワイドバンド SPA コントローラを設
定します。

ip-address(controller)

ワイドバンド SPA FPGA の IP アドレスを設定
します。

modular-hostsubslot

ワイドバンド プロトコル動作用のモジュラ ホ
スト ライン カードを指定します。

rf-channelcabledownstreamchannel-id

ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネル
に割り当てます。

rf-channeldescription

各 RF チャネルの説明を指定します。

rf-channelfrequency

各 RF チャネルの周波数を設定します。

rf-channelip-addressmac-addressudp-port

各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、
および UDP ポートを設定します。
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rf-channel rf-power
Cisco UBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC88V ケーブル インターフェイス ライン カードに RF
送出電力レベルを設定するには、コントローラ コンフィギュレーション モードで rf-channelrf-power
コマンドを使用します。RF 送出電力レベルをデフォルト値にリセットするには、このコマンドの
no 形式を使用します。
rf-channel rf-port rf-power power-level
no rf-channel rf-port rf-power power-level
___________________
構文の説明

rf-port-->

ワイドバンド SPA FPGA 上の RF チャネルの物
理ポート。値の範囲は 0 ～ 3 です。rf-port の値
は、annexmodulation コマンドで設定されるコ
ンフィギュレーションによって異なります。

power-level

目的の RF 送出電力レベル（dBmV 単位）。有
効範囲は、ケーブル インターフェイス ライン
カードによって異なります。フォーマットは、
XY.Z です。デフォルトでは、.Z は、.0 として
追加されます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCD

このコマンドが変更されました。Cisco uBR7246VXR および Cisco
uBR7225VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータのコントローラ イ
ンターフェイス コンフィギュレーションのサポートが追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。
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___________________
使用上のガイドライン Cisco UBR-MC20X20V ケーブル インターフェイス ライン カードの場合、コントローラ内のすべ
てのチャネルに同じ RF 電力値が設定されている必要があります。いずれかのチャネルで RF 電力
値が変更されると、その値がコントローラ内のすべてのチャネルに適用されます。推奨される RF
電力の範囲は、アップコンバータのモードによって異なります。アップコンバータのモードは、
有効にされているチャネルのうち、最上位の番号が割り当てられているチャネルによって決まり
ます。

（注）

推奨される RF 電力範囲外の RF 電力値を入力することもできますが、その値は自動的に調整
されます。推奨される RF 電力範囲を上回る RF 電力値を入力した場合は範囲の上限より小さ
い値に調整され、推奨範囲を下回る RF 電力値を入力した場合は範囲の下限より大きい値に調
整されます。RF 電力レベルは小数で設定することもできます。
以下の表に、Cisco UBR-MC20X20V ライン カードでの異なるチャネル設定ごとに推奨される RF
電力範囲をリストします。
表 33：Cisco UBR-MC20X20V ライン カードの RF 電力範囲

アップコンバータのモード

チャネル設定

推奨される RF 電力範囲

Single

チャネル 0 のみが有効にされま 60.0 ～ 52.0 dBmV
す。

Dual

チャネル 0 は有効または無効に 56.0 ～ 48.0 dBmV
されます。チャネル 1 は有効に
されます。
チャネル 2 とチャネル 3 は無効
にされます。

Triple

チャネル 0 とチャネル 1 は有効 54.0 ～ 46.0 dBmV
または無効にされます。
チャネル 2 は有効にされて、
チャネル 3 は無効にされます。

Quad

チャネル 0、1、2 は有効または 52.0 ～ 44.0 dBmV
無効にされます。チャネル 3 は
有効にされます。

以下の表に、Cisco uBR-MC88V ライン カードでの異なるチャネル設定ごとに推奨される RF 電力
範囲をリストします。
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表 34：Cisco uBR-MC88V ライン カードの RF 電力範囲

___________________
例

アップコンバータのモード

チャネル設定

推奨される RF 電力範囲

Single

このモードでの RF チャネル ス 45 ～ 63 dBmV
タック番号は 1 です。チャネル
0 は有効にされて、その他の
チャネルは無効にされます。

Dual

このモードでの RF チャネル ス 48 ～ 56 dBmV
タック番号は 2 です。チャネル
0 とチャネル 1 は有効にされ
て、チャネル 2 とチャネル 3 は
無効にされます。

Triple

このモードでの RF チャネル ス 46 ～ 54 dBmV
タック番号は 3 です。チャネル
0、1、2 は有効にされて、チャ
ネル 3 は無効にされます。

Quad

RF チャネル スタック番号は 4 44 ～ 52 dBmV
です。チャネル 0、1、2、3 が
有効にされます。

以下に、モジュラ ケーブル コントローラ モードで RF ポート 0 の RF 電力を設定する例を示しま
す。
Router# configure terminal
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# rf-channel 0 rf-power 50.6

以下に、統合ケーブル コントローラ モードで RF ポート 0 の RF 電力を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller integrated-cable 1/0/0
Router(config-controller)# rf-channel 0 rf-power 50.6

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableprimary

ワイドバンド チャネルをプライマリ ワイドバ
ンド チャネルとして指定します。
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Command

Description

controllermodular-cable

コントローラ コンフィギュレーション モード
を開始し、ワイドバンド SPA コントローラを設
定します。

controllerintegrated-cable

統合ケーブル コントローラ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

rf-channeldescription

各 RF チャネルの説明を指定します。

rf-channelip-addressmac-addressudp-port

各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス
と UDP ポートを設定します。

rf-channelfrequency

各 RF チャネルの周波数を設定します。

rf-channelnetwork-delay

RFチャネルのネットワーク遅延を設定します。

rf-channelrf-shutdown

ワイドバンド SPA 上の RF 出力を有効または無
効にします。
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rf-channel rf-shutdown
ワイドバンド インターフェイス上の RF 出力を無効にするには、コントローラ コンフィギュレー
ション モードで rf-channelrf-shutdown コマンドを使用します。RF 出力を有効にするには、この
コマンドの no 形式を使用します。
rf-channel rf-port rf-shutdown
no rf-channel rf-port rf-shutdown
___________________
構文の説明

rf-port

RF チャネルの物理ポートを指定します。値の
範囲は 0 ～ 3 です。rf-port に有効な値は、
annexmodulation コマンドで設定されるコンフィ
ギュレーションによって異なります。

___________________
コマンド デフォルト

RF 出力は無効にされます。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降では、rf-channelrf-shutdown コマンドを使用すると、特定の
ワイドバンド インターフェイス上の RF チャネルに関連付けられているすべての DOCSIS 3.0 ケー
ブル モデムがオフラインになり、ダウンストリーム部分的サービス モード（P オンライン）で再
登録を開始します。Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD 以前のリリースでは、rf-channelrf-shutdown
コマンドの使用中にケーブル モデルはオフラインになりません。
Cisco RFGW-10 上の QAM をミュートおよびミュート解除するには、M-CMTS で
rf-channelrf-shutdown コマンドを使用します。
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___________________
例

以下に、Cisco ワイドバンド SPA で RF 出力を有効にする例を示します。
Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# controller integrated-cable 7/1/0
Router(config-controller)# no rf-channel 0 rf-shutdown

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

controllermodular-cable

コントローラ コンフィギュレーション モード
を開始し、ワイドバンド SPA コントローラを設
定します。

controllerintegrated-cable

統合ケーブル コントローラ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

rf-channel network-delay

RFチャネルのネットワーク遅延を設定します。

rf-channelrf-power

Cisco UBR-MC20X20V ケーブル インターフェ
イス ライン カードに RF 送出電力レベルを設定
します。
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rf-channel stacking
キャリアを抑制する場合、または Cisco uBR-MC88V ケーブル インターフェイス ライン カード上
の無線周波数（RF）チャネルをミュートする場合は、コントローラ コンフィギュレーション モー
ドで rf-channelstackingcommandin コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの
no 形式を使用します。
rf-channel stacking stacking-number
no rf-channel stacking stacking-number
___________________
構文の説明

stacking-number

RF チャネル スタック番号。値の範囲は 1 ～ 4
です。デフォルト値は 4 です。

___________________
コマンド デフォルト

RF チャネル スタック番号は 4 に設定されます。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCD

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン デフォルトのスタック番号設定を変更すると、アクティブ チャネルでトラフィックが失われる可
能性があります。たとえば、スタック番号を 4 から 2 に変更すると、RF チャネル 0 および 1 でト
ラフィックが中断されます。ただし、rf-channelrf-shutdownrf-channel rf-shutdown コマンドを使
用して RF チャネルをシャットダウンしたときにスタック番号設定を変更しなかった場合は、ト
ラフィックは失われません。
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（注）

___________________
例

デフォルトのスタック番号設定を変更しないことをお勧めします。特定のチャネルで RF 診断
を実行する場合は、デフォルトの設定を変更できます。たとえば、RF チャネル 2 で RF 診断を
実行する場合は、デフォルトのスタック番号設定を2に変更して、このチャネルを完全にミュー
トする必要があります。

以下に、Cisco uBR-MC88V ケーブル インターフェイス ライン カードの RF スタック番号を設定す
る例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller integrated-cable 5/1
Router(config-controller)# rf-channel stacking 3

___________________
関連コマンド

Command

Description

rf-channelrf-shutdown

Cisco ワイドバンド SPA またはケーブル イン
ターフェイス ライン カード上の RF 出力を無効
にします。
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rf-switch auxport enable
RF スイッチの AUX ポートを有効にするには、冗長モードで rf-switchauxportenable コマンドを使
用します。AUX ポートを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
rf-switch auxport enable
no rf-switch auxport
___________________
構文の説明

Cisco NGRFSW-ADV を有効にします。デフォ
ルト設定では、Cisco NGRFSW-ADV は無効に
されています。Cisco NGRFSW-ADV を有効に
すると、Cisco CMTS ルータが Cisco
NGRFSW-ADV のステータスを確認するため
に、設定されている間隔でポーリングを開始し
ます。

enable

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、Cisco NGRFSW-ADV ポートは無効にされています。

___________________
コマンド モード

冗長モード（config-red）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

以下に、Cisco NGRFSW-ADV の AUX ポートを有効にする例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# linecard-group 1 cable
Router(config-red-lc)# rf-switch auxport enable
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rf-switchauxportenable コマンドは、Cisco uBR アドバンスド RF スイッチ（NGRFSW-ADV）を設
定するために使用します。『Cisco uBR Advanced RF Switch Software Configuration Guide』を参照し
てください。
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

linecard-groupidcable

ケーブル インターフェイス ライン カード上の
すべてのインターフェイスまたは Cisco
Broadband Processing Engine に Hot Standby
Connection-to-Connection Protocol（HCCP）グ
ループを割り当てます。

showredundancylinecard

冗長ライン カードまたはライン カード グルー
プに関する情報を表示します。
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secondary aux
スタンバイ PRE1 モジュール上の補助ポートを有効にするには、冗長コンフィギュレーション
（main-cpu）モードで secondaryaux--> コマンドを使用します。補助ポートを無効にするには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
secondary aux
no secondary aux
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

スタンバイ PRE1 モジュール上の補助ポートは無効にされます。

___________________
コマンド モード

冗長コンフィギュレーション（main-cpu）モード

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(11)BC3

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

以下に、スタンバイ PRE1 モジュール上の補助ポートを有効にする例を示します。
Router# config t
Router(config)# redundancy
Router(config-r)# main-cpu
Router(config-r-mc)# secondary aux
Router(config-r-mc)# exit
Router(config-f)# exit
Router(config)#
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ケーブル コマンド：q ～ sg
secondary aux

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

main-cpu

アクティブとスタンバイの Performance Routing
Engine（PRE1）モジュールの同期化を設定可能
にするために、メイン CPU 冗長コンフィギュ
レーション モードを開始します。

redundancy

アクティブ PRE1 モジュールとスタンバイ PRE1
モジュール間でのシステム ファイルの同期化を
設定します。

redundancyforce-failovermain-cpu

アクティブおよびスタンバイ PRE1 モジュール
間の手動スイッチオーバーを強制的に発生させ
ます。
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ケーブル コマンド：q ～ sg
service-class（cmts-tag）

service-class（cmts-tag）
CMTS タグに指定のサービス クラス名を設定するには、CMTS タグ コンフィギュレーション モー
ドで service-class コマンドを使用します。設定したサービス クラス名を CMTS タグから削除する
には、このコマンドの no 形式を使用します。
[exclude] service-class service-class-name
no service-class service-class-name
___________________
構文の説明

exclude

（任意）指定のサービス クラス名を CMTS タ
グから除外するよう設定します。

service-class-name

ルールと一致させるサービス クラス名

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

CMTS タグ モード（cmts-tag）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

以下に、service-class コマンドを使用して CMTS タグに指定のサービス クラス名を設定する例を
示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)# cable tag 1
Router(cmts-tag)# service-class uBR

End with CNTL/Z.
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ケーブル コマンド：q ～ sg
service-class（cmts-tag）

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータ上のロード バランシング動作のリアルタ
イムの設定、統計情報、動作情報を表示しま
す。

cabletag

CMTS 上の DOCSIS ロード バランシング グルー
プのタグを設定します。
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ケーブル コマンド：q ～ sg
service-class（enforce-rule）

service-class（enforce-rule）
ケーブル モデムをモニタリングする特定のサービス クラスを強制ルールに指定するには、強制
ルール コンフィギュレーション モードで service-class(enforce-rule) コマンドを使用します。強制
ルールからサービス クラスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
service-class {enforced| registered} name
no service-class {enforced| registered} name
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
service-class { {enforced name[no-persistence] | {registered name} }
no service-class { {enforced name[no-persistence] | {registered name} }
___________________
構文の説明

enforced

適用対象とするサービス クラスを指定します。

registered

登録済みサービス クラスの QoS プロファイル
の適用を指定します。

name

サービス クラスの名前を指定します。

no-persistence

（任意）ケーブル モデムのリブート時には、適
用された QoS プロファイルを有効なままにしな
いことを指定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(9a)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1593

ケーブル コマンド：q ～ sg
service-class（enforce-rule）

リリース

変更内容

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン service-class(enforce-rule) コマンドを使用して、オペレータは強制ルールに CM の初期登録済み
サービス クラスの名前を指定できます。また、CM が登録済みサービス パラメータに違反した場
合に適用する新しいサービス クラスの名前を指定することもできます。
___________________
例

以下に、強制ルールに「test」というサービス クラスを適用対象として指定する例を示します。
Router(enforce-rule)# service-class enforced test

以下に、no-persistence オプションを使用して、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに適用対象のサービス クラスを指定する例を示します。
Router(enforce-rule)# service-class enforced test1 no-persistence

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableqosenforce-rule（uBR シリーズ ルータ用） 加入者トラフィック管理に特定の QoS プロファ
イルを適用するための強制ルールを作成し、強
制ルール コンフィギュレーション モードを開
始します。
debugcablesubscriber-monitoring

Cisco CMTS ルータでの加入者トラフィック管
理に対する強制ルール デバッグ メッセージを
表示します。

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

enabled(enforce-rule)

強制ルールを有効にして、Cisco CMTS ルータ
で加入者トラフィック管理を開始します。

monitoring-basics

Cisco CMTS ルータ上の加入者トラフィック管
理に必要なモニタリングのタイプを指定しま
す。

peak-time1

Cisco CMTS ルータでのピークおよびオフピー
ク モニタリングを指定します。
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ケーブル コマンド：q ～ sg
service-class（enforce-rule）

コマンド

説明

qos-profileregistered

この強制ルールに使用される登録 QoS プロファ
イルを指定します。

showcableqosenforce-rule

現在定義されている QoS 強制ルールを表示しま
す。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。
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ケーブル コマンド：q ～ sg
service divert-limit

service divert-limit
レイヤ 3 モビリティのしきい値制限を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モード
で service divert-limit コマンドを使用します。デフォルト値を設定するには、このコマンドの no
形式を使用します。
service divert-limit {l3-mobility-counter limit | l3-mobility-timeslot timeslot }
no service divert-limit {l3-mobility-counter limit | l3-mobility-timeslot timeslot }
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

l3-mobility-counter

レイヤ 3 CPE モビリティ カウンタのしきい値を
設定します。

limit

モビリティ カウンタのしきい値制限をパケット
数で指定します。値の範囲は 1 ～ 127 です。デ
フォルトは 16 です。

l3-mobility-timeslot

レイヤ 3 CPE モビリティのタイムスロットを設
定します。

timeslot

モビリティのタイムスロットをミリ秒単位で指
定します。値の範囲は 1 ～ 4095 です。デフォ
ルトは 300 です。

divert-limit l3-mobility-counter のデフォルト値は 16 パケット、divert-limit l3-mobility-timeslot の
デフォルト値は 300 ミリ秒です。

グローバル コンフィギュレーション（config）

12.2(33)SCH2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータの platform punt-sbrl subscriber コマンドと置き換えられまし
た。
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ケーブル コマンド：q ～ sg
service divert-limit

___________________
使用上のガイドライン cablel3-mobility コマンドを有効にすると、servicedivert-limit コマンドもデフォルトで有効にされ
ます。このコマンドは一般に、デフォルト値を変更するために使用します。

（注）

___________________
例

cablel3-mobility コマンドが無効にされている場合、このコマンドは機能しません。

以下に、CPE モビリティのしきい値とタイムスロットを設定する例を示します。
Router
Router
Router
Router

___________________
関連コマンド

# enable
# configure terminal
(config) # service divert-limit l3-mobility-counter 127
(config) # service divert-limit l3-mobility-timeslot 4095

コマンド

説明

cablel3-mobility

特定の IPv4 または IPv6 サブネットに対してモ
ビリティを有効にします。
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service divert-rate-limit

service divert-rate-limit
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB 以降、servicedivert-rate-limitfib-rp-glean コマンドは WAN 側で
servicedivert-rate-limitipfib-rp-glean コマンドに置き換えられています。詳細については、
servicedivert-rate-limitip コマンドを参照してください。WAN 側の非 IP パケットには、
servicedivert-rate-limitnon-ipfib-rpf-glean コマンドの代わりに servicedivert-rate-limitfib-rp-glean
コマンドを使用します。詳細については、servicedivert-rate-limitnon-ip コマンドを参照してく
ださい。ケーブル側の DRL 設定については、cabledivert-rate-limit コマンドを参照してくださ
い。
PXF 転送レート制限を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
servicedivert-rate-limit コマンドを使用します。この機能をデフォルト パラメータにリセットする
には、このコマンドの no 形式を使用します。
service divert-rate-limit divert-code rate [limit limit]
no service divert-rate-limit divert-code

___________________
構文の説明

divert-coderate

以下のいずれかのパケットの PXF 転送レート制
限を設定します。
• fwd-glean：FIB 内のグリーニング隣接関係
にヒットしたパケット
• rpf-glean：RPF チェックでグリーニング隣
接関係にヒットしたパケット
値の範囲は 1 ～ 255 パケット/秒です。
デフォルトのレートは 20 パケット/秒です。

limitlimit

（任意）最初のパケット バーストで転送するパ
ケット数の制限を設定します。
範囲は 4 ～ 255 パケットです。
デフォルトの制限は 5 パケットです。
（注）

___________________
コマンド デフォルト

転送レート制限のデフォルトの動作と値は以下のとおりです。
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制限を設定しても、アルゴリズムの
動作に与える影響は限られます。し
たがって、CLI のこの部分は明らかに
なりません。

ケーブル コマンド：q ～ sg
service divert-rate-limit

• 転送レート制限は常にアクティブです。
• デフォルトのレートは 20 パケット/秒です。
• デフォルトの制限は 5 パケットです。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

グローバル コンフィギュレーション（config）

12.3(17a)BC

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ユニバーサル
ブロードバンド ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが servicedivert-rate-limitipfib-rp-glean コマンドおよび
servicedivert-rate-limitnon-ipfib-rpf-glean コマンドに置き換えられました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タの platform punt-sbrl subscriber コマンドと置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン servicedivert-rate-limit コマンドは、FP と RP 間のインターフェイスの輻輳を引き起こすパケット
ストリームを識別する目的で、fwd-glean および rpf-glean パケットの PXF 転送レート制限を設定
するために使用します。
___________________
例

以下に、レートを 10 パケット/秒および制限を 20 パケットに指定して、fib-rp-glean のレート制限
を設定する例を示します。
Router(config-if)# service divert-rate-limit fib-rp-glean 10 limit 20

以下に、fib-rp-glean のレート制限をデフォルト値に戻す例を示します。
Router(config-if)# no service divert-rate-limit fib-rp-glean

合格および失敗カウンタは、fwd-glean、rpf-glean、および cable-ARP パケットに関して保持されま
す。合格および失敗カウンタの統計情報を表示するには、showpxf cpu statistics drl コマンドを使
用します。
Router(config-if)# show pxf cpu statistics drl
Divert-Rate-Limit statistics
code
total
diverted
fib_rpf_glean 500
59
fib_rp_glean
500
54
arp_filter
0
0

dropped
441
446
0
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ケーブル コマンド：q ～ sg
service divert-rate-limit

（注）

上記の arp_filter stats は、PXF ARP フィルタリングのグローバル統計情報です。これらの統計
情報を CLI でクリアすることはできません。ただし、リロード時に 0 にリセットされます。
転送レート制限と ARP フィルタによってドロップされたパケットは、通常の PXF ドロップ統計
情報に記録されます。
Router(config-if)# show pxf cpu statistics drop c5/0/0
FP drop statistics for Cable5/0/0
packets
vcci undefined
0
vcci C
...
divert_rate_limit
441
arp_filter_reply
0
arp_filter_request
0

___________________
関連コマンド

28224
0
0

コマンド

説明

showcablearp-filter

Address Resolution Protocol（ARP）違反者の合
計数を表示します。
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bytes
0

ケーブル コマンド：q ～ sg
service divert-rate-limit ip

service divert-rate-limit ip
WAN 側の IP パケット ストリームに対して DRL のレートと制限を設定するには、グローバル コ
ンフィギュレーション モードで servicedivert-rate-limitip コマンドを使用します。すべての IP 転
送コードに対して rate および limit をデフォルト値にリセットするには、このコマンドの no 形式
を使用します。指定の転送コードのレートと制限をデフォルト値にリセットする場合は、
noservicedivert-rate-limitipdivert-code を使用します。
service divert-rate-limit ip divert-code rate rate limit limit
no service divert-rate-limit ip
___________________
構文の説明

divertcode

該当する転送コードを指定します。

rate

1 秒あたりのパケット数で転送レートを指定し
ます。最小レートは 1 パケット/秒です。最大
レートは 65535 パケット/秒です。
WAN 側の IP パケットのデフォルト レートは
4000 パケット/秒です。

limit

最初のパケット バーストで転送するパケット数
を指定します。下限は 4 パケットです。上限は
4194 パケットです。
WAN 側の IP パケットのデフォルト制限は 4000
パケットです。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

WAN 側の IP パケット ストリームのデフォルト レートは 4000 パケット/秒、デフォルト制限は
4000 パケットです。これらのデフォルト値は、それぞれ一意的に識別された IP パケット ストリー
ムに適用されます。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。
WAN 側では、servicedivert-ratelimitfib-rp-glean コマンドの代わりに
servicedivert-rate-limitipfib-rp-glean--> コマンドを使用します。
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ケーブル コマンド：q ～ sg
service divert-rate-limit ip

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タの platform punt-sbrl wan コマンドと置き換えられました。

___________________
使用上のガイドライン WAN 側の IP パケットに対して特定の IP 転送コードのレートと制限を設定できます。ただし、各
IP パケット ストリームは（VRF のハッシュ、IP 送信元アドレス、および転送コードを使用して）
一意的に識別されてから、そのストリームのパケットがレート リミッタにより、設定されたレー
トと制限で送信されます。
___________________
例

以下に、指定の転送コードのレートと制限を設定する例を示します。
Router(config)# service divert-rate-limit ip fib-rp-glean rate 1 limit 4

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

servicedivert-rate-limitnon-ip

このコマンドは、WAN 側の非 IP パケット スト
リームの DRL を設定します。

servicedivert-rate-limittrusted-site

このコマンドは、信頼できるサイトのリストに
エントリを追加します。
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ケーブル コマンド：q ～ sg
service divert-rate-limit ipv6

service divert-rate-limit ipv6
WAN 側の IPv6 パケット ストリームに対して転送レート制限（DRL）のレートと制限を設定する
には、グローバル コンフィギュレーション モードで service divert-rate-limit ipv6 コマンドを使用
します。
service divert-rate-limit ipv6 divert-code rate rate limit limit
no service divert-rate-limit ipv6
___________________
構文の説明

divert-code

該当する転送コードを指定します。

rate

1 秒あたりのパケット数で転送レートを指定し
ます。最小レートは 1 パケット/秒です。最大
レートは 65535 パケット/秒です。
WAN 側の IPv6 パケットのデフォルト レートは
4000 パケット/秒です。

limit

最初のパケット バーストで転送するパケット数
を指定します。下限は 4 パケットです。上限は
4194 パケットです。
WAN 側の IPv6 パケットのデフォルト制限は
4000 パケットです。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

WAN 側の IPv6 パケット ストリームのデフォルト レートは 4000 パケット/秒、デフォルト制限は
4000 パケットです。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの platform punt-sbrl wan コマンドと置き換えられまし
た。
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ケーブル コマンド：q ～ sg
service divert-rate-limit ipv6

___________________
使用上のガイドライン WAN 側の IP パケットに対して特定の IPv6 転送コードのレートと制限を設定できます。ただし、
各 IP パケット ストリームは（VRF のハッシュ、IP 送信元アドレス、および転送コードを使用し
て）一意的に識別されてから、そのストリームのパケットがレート リミッタにより、設定された
レートと制限で送信されます。
このコマンドは、PRE4 でのみサポートされています。
DRL を設定する前に、showpxfcpustatistics コマンドの diversion オプションを使用して転送コー
ドをトラブルシューティングしてください。
正しい転送コードを設定するには、転送コードのリストを参照してください。
表 35：転送コードのリスト

転送コード

説明

6pe_dst_linklocal

6PE DST リンクローカル

6pe_dst_mcast

6PE DST マルチキャスト

6pe_ttl

6PE TTL

icmpv6

IPv6 ICMP

ipv6_cable_filter_ds

ipv6 ケーブル フィルタ DS

ipv6_dhcp_ucast

IPv6 ユニキャスト DHCP

ipv6_hopopts

IPv6 HopOpt

ipv6_lng_ext_hdr

IPv6 ロング拡張 HDR

ipv6_mcast_rsvd

IPv6 マルチキャスト

ipv6_nd_na_mcast

IPv6 ND NA（マルチキャスト）

ipv6_nd_na_ucast

IPv6 ND NA（ユニキャスト）

ipv6_nd_ns_mcast

IPv6 ND NS（マルチキャスト）

ipv6_nd_ns_ucast

IPv6 ND NS（ユニキャスト）

ipv6_nd_rs_mcast

IPv6 ND RS（マルチキャスト）

ipv6_rp_dest

IPv6 受信隣接関係

ipv6_rp_glean

IPv6 グリーニング隣接関係
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service divert-rate-limit ipv6

（注）

___________________
例

転送コード

説明

ipv6_rp_pbr

IPv6 RP PBR

ipv6_rp_punt

IPv6 パント隣接関係

ipv6_src_linklocal

IPv6 SRC リンクローカル

ipv6_src_ver_lq_req

IPv6 SRC 確認リース クエリー要求

ipv6_src_ver_mac_req

IPv6 SRC 確認 MAC 要求

すべての IPv6 転送コードに対して rate および limit をデフォルト値にリセットするには、この
コマンドの no 形式を使用します。指定の転送コードの rate と limit デフォルト値にリセットす
る場合は、noservicedivert-rate-limitipv6divert-code を使用します。

以下に、指定の転送コードのレートと制限を設定する例を示します。
Router(config)# service divert-rate-limit ipv6 ipv6_rp_glean rate 20 limit 10
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

servicedivert-rate-limittrusted-site

信頼できるサイトのリストに IPv4 固有のエン
トリを追加します。

servicedivert-rate-limitnon-ip

WAN 側の非 IP パケット ストリームの DRL を
設定します。

servicedivert-rate-limittrusted-site-ipv6

信頼できるサイトのリストに IPv6 固有のエン
トリを追加します。

showpxfcpustatistics

Parallel eXpress Forwarding（PXF）の CPU 統計
情報を表示します。
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service divert-rate-limit ip trusted-site
信頼できるサイトのリストにエントリを追加するには、グローバルコンフィギュレーションモー
ドで servicedivert-rate-limitiptrusted-site コマンドを使用します。信頼できるサイトのリストから
すべてのエントリを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
service divert-rate-limit ip trusted-site ip-address mask ip-address tos tos-value mask tos-mask vrf vrf-name
no service divert-rate-limit ip trusted-site ip-address mask ip-address tos tos-value mask tos-mask vrf
vrf-name
___________________
構文の説明

ip-address

一致させる送信元 IP アドレスを指定します。

maskip-address

パケットの送信元 IP アドレスに適用するマス
ク。このマスクを適用してから、一致するかど
うかをテストします。マスク値に制約はありま
せん。

tostos-value

信頼できるサイトの ToS 値。tos_value 値に制約
はありません。例：0xD0

masktos-mask

IP ToS 値と信頼できるサイトの tos_value に適
用するマスク。このマスクを適用してから、一
致するかどうかをテストします。tos_mask 値に
制約はありません。
例：0xF3
（注）

vrfvrf-name

tos_mask を 0x00 に設定することで、
ToS 値にワイルドカードを設定できま
す。

この信頼できるサイトを適用する対象の VRF。
グローバル VRF を指定するには、global キー
ワードを使用します。信頼できるサイトをすべ
ての VRF（グローバル VRF を含む）に適用す
るには、tos-mask を指定した後に Enter キーを
押します。
存在しない VRF が指定されている場合、テー
ブル エントリは入力されますが、トースター型
メモリに情報は書き込まれません。指定された
VRF が後で作成されると、その時点でトース
ター型メモリに情報が書き込まれます。

___________________
コマンド モード
デフォルト

なし
グローバル
コンフィギュレーション（config）
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service divert-rate-limit ip trusted-site

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン servicedivert-rate-limitiptrusted-site コマンドは、送信元 IP アドレスとマスク、IP ToS 値とマス
ク、および VRF が含まれる信頼できるサイトのリストを設定するために使用します。IP アドレス
が指定されていない場合、信頼できるサイトのリスト全体がクリアされます。信頼できるサイト
のリストには、送信元 IP アドレスとマスク、IP ToS 値とマスク、および VRF が含まれます。信
頼できるサイトのリストが適用されるのは、WAN-IP IPv4 パケットのみです。信頼できるサイト
の数は 4 つに制限されます。
___________________
例

以下に、信頼できるサイトのリストを設定する例を示します。
Router(config
)# service divert-rate-limit trusted-site 192.0.13.2 255.255.255.0
tos 0xD0 mask 0xF3 vrf name1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

servicedivert-rate-limitnon-ip

このコマンドは、指定の転送コードのデフォル
ト制限値を設定します。
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service divert-rate-limit max-rate us-cable

service divert-rate-limit max-rate us-cable
アップストリームケーブルインターフェイスに転送コードごとのレート制限を設定するには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで service divert-rate-limit max-rateus-cable コマンドを
使用します。すべての転送コードに対して転送レート制限のパラメータをデフォルト値にリセッ
トするには、このコマンドの no 形式を使用します。
service divert-rate-limit max-rate us-cable divert-code rate ratelimit limit
___________________
構文の説明

divert-code 以下のいずれかのパケットの転送レート制限を設定します。
• mfib_224_0_0_x：宛先 IP が 224.0.0.x のパケット
• icmpv6：IPv6 ICMP
• mfib_igmp：IGMP プロトコル パケット
• ipv6_nd_na_mcast：IPv6 ND NA（マルチキャスト）
• ipv6_nd_na_ucast：IPv6 ND NA（ユニキャスト）
• ipv6_nd_ns_mcast：IPv6 ND NS（マルチキャスト）
• ipv6_nd_ns_ucast—IPv6 ND NS（ユニキャスト）
• fib_rp_dest：CMTS を対象とする IPv4 パケット
• fib_rp_dest_precedence：宛先が RP で、IP ヘッダーに 0 以外の優先順位値が設定
されているパケット
• fib_rp_glean：IPv4 隣接関係の解決に使用される FIB グリーニング隣接関係
• fib_rp_punt：IPv4 隣接関係の解決に使用される FIB パント隣接関係
• src_ver_leasequery_req：MD および SID 値がないため RP に転送し、パケットに関
するリース クエリーを DHCP サーバに送信する必要があるパケット
• src_ver_unknown_ip_addr：MD および SID 値がなく、パケットの送信元 IP アドレ
スに関する隣接関係情報がないため、RP に転送するパケット
• ipv6_rp_dest：CMTS を対象とする IPv4 パケット
• ipv6_rp_dest_precedence：宛先が RP で、IPv6 ヘッダーに 0 以外の優先順位値が設
定されているパケット
• ipv6_rp_glean：IPv4 隣接関係の解決に使用される IPv6 隣接関係
• ipv6_rp_punt：IPv4 隣接関係の解決に使用される IPv6 パント隣接関係
• ipv6_src_linklocal：IPv6 SRC リンクローカル
• ipv6_src_ver_mac_req：MD および SID 値がないため RP に転送するパケット
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service divert-rate-limit max-rate us-cable

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

rate

転送レートをパケット/秒単位で指定します。値の範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルト
値は 4194 です。

limit

最初のパケット バーストで転送するパケット数の制限を指定します。値の範囲は 4 ～
4194 です。デフォルト値は 4194 です。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCJ

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン service divert-rate-limit max-rateus-cable コマンドは、DDos が発生し、フラッディング パケット
にサポートされる転送コードのいずれかが設定されている場合に設定できます。

（注）

___________________
例

service divert-rate-limit max-rate コマンドを設定する前に、最初に DRL に基づくソースを設定す
ることを推奨します。

以下に、指定の転送コードのレートと制限を設定する例を示します。
Router(config)# service divert-rate-limit max-rate us-cable fib_rp_glean rate 5000 limit
100

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showpxfcpustatisticsdrlmax-rateus-cable

アップストリーム ケーブル インターフェイス
上の DRL 最大レートのドロップ カウンタを確
認します。
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service divert-rate-limit max-rate wan

service divert-rate-limit max-rate wan
WAN インターフェイスに転送コードごとのレート制限を設定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで service divert-rate-limit max-ratewan コマンドを使用します。すべての転送
コードに対して転送レート制限のパラメータをデフォルト値にリセットするには、このコマンド
の no 形式を使用します。
service divert-rate-limit max-rate wan divert-code rate ratelimit limit
___________________
構文の説明

divert-code 以下のいずれかのパケットの転送レート制限を設定します。
• fib_rp_dest：CMTS を対象とする IPv4 パケット
• fib_rp_glean：IPv4 隣接関係の解決に使用される FIB グリーニング隣接関係
• fib_rp_punt：IPv4 隣接関係の解決に使用される FIB パント隣接関係
• ipv6_rp_dest：CMTS を対象とする IPv4 パケット
• ipv6_rp_glean：IPv4 隣接関係の解決に使用される IPv6 隣接関係
• ipv6_rp_punt：IPv4 隣接関係の解決に使用される IPv6 パント隣接関係
• mfib_224_0_0_x：宛先 IP が 224.0.0.x のパケット
• icmpv6：IPv6 ICMP
• mfib_igmp：IGMP プロトコル パケット
• ipv6_nd_na_mcast：IPv6 ND NA（マルチキャスト）
• ipv6_nd_na_ucast：IPv6 ND NA（ユニキャスト）
• ipv6_nd_ns_mcast：IPv6 ND NS（マルチキャスト）
• ipv6_nd_ns_ucast—IPv6 ND NS（ユニキャスト）
• ipv6_rp_dest_precedence：宛先が RP で、IPv6 ヘッダーに 0 以外の優先順位値が設
定されているパケット
• ipv6_src_linklocal：IPv6 SRC リンクローカル
• fib_rp_dest_precedence：宛先が RP で、IP ヘッダーに 0 以外の優先順位値が設定
されているパケット
rate

転送レートをパケット/秒単位で指定します。値の範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルト
値は 4194 です。

limit

最初のパケット バーストで転送するパケット数の制限を指定します。値の範囲は 4 ～
4194 です。デフォルト値は 4194 です。
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service divert-rate-limit max-rate wan

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCH3

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCJ

このコマンドが更新されて、転送コードが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン service divert-rate-limit max-ratewan コマンドは、DDos が発生し、フラッディング パケットにサ
ポートされる転送コードのいずれかが設定されている場合に設定できます。

（注）

___________________
例

service divert-rate-limit max-rate コマンドを設定する前に、最初に DRL に基づくソースを設定す
ることを推奨します。

以下に、指定の転送コードのレートと制限を設定する例を示します。
Router(config)# service divert-rate-limit max-rate wan fib_rp_glean rate 5000 limit 100

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showpxfcpustatisticsdrlmax-ratewan

WAN インターフェイス上の DRL 最大レートの
ドロップ カウンタを確認します。

clear pxf statistics drl max-rate

WAN インターフェイスの DRL 最大レート統計
情報をクリアします。
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service divert-rate-limit non-ip

service divert-rate-limit non-ip
WAN 側の非 IP パケット ストリームに対して DRL を設定するには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで servicedivert-rate-limitnon-ip コマンドを使用します。すべての非 IP 転送コード
に対して rate および limit をデフォルト値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。指定の転送コードのレートと制限をデフォルト値にリセットする場合は、
noservicedivert-rate-limitnon-ipdivert-code を使用します。
service divert-rate-limit non-ip divert-code rate rate limit limit
no service divert-rate-limit non-ip
___________________
構文の説明

divert-code

該当する転送コードを指定します。

rate

レートをパケット/秒単位で指定します。最小
レートは 1 パケット/秒です。最大レートは
65535 パケット/秒です。
WAN 側の非 IP パケットのデフォルト レートは
2000 パケット/秒です。

limit

最初のパケット バーストで転送するパケット数
を指定します。下限は 4 パケットです。上限は
4194 パケットです。
WAN 側の非 IP パケットのデフォルト制限は
2000 パケットです。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

WAN 側の非 IP パケットのデフォルト レートは 2000 パケット/秒、デフォルト制限は 2000 パケッ
トです。

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。
WAN 側の非 IP パケットには、servicedivert-rate-limit fib-rpf-glean コマ
ンドの代わりに servicedivert-rate-limit non-ipfib-rpf-glean コマンドを使
用します。
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service divert-rate-limit non-ip

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 特定の非 IP 転送コードに対してレートと制限を設定できます。この場合、その転送コードで到着
したすべてのパケットは、単一のレート リミッタにより、設定されたレートと制限で送信されま
す。簡単に言うと、非 IP 転送コードごとにレート リミッタが 1 つだけ存在するということです。
攻撃パケット ストリームの送信元を一意に識別する試みは行われません。
___________________
例

以下に、指定の転送コードのデフォルト値を設定して制限する例を示します。
Router(config)# service divert-rate-limit non-ip fib-rp-glean 10 rate 1 limit 4

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

servicedivert-rate-limitip

このコマンドは、WAN 側の IP パケット スト
リームの DRL レートおよび制限を設定します。
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service divert-rate-limit trusted-site

service divert-rate-limit trusted-site
信頼できるサイトのリストにエントリを追加するには、グローバルコンフィギュレーションモー
ドで servicedivert-rate-limittrusted-site コマンドを使用します。信頼できるサイトのリストからす
べてのエントリを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
service divert-rate-limit trusted-site ip-address mask-ip-address tos tos-value mask tos-mask [global| vrf
vrf-name]
no service divert-rate-limit trusted-site
___________________
構文の説明

ip-address

一致させる送信元 IP アドレスを指定します。

maskip-address

パケットの送信元 IP アドレスに適用するマス
ク。このマスクを適用してから、一致するかど
うかをテストします。マスク値に制約はありま
せん。

tostos-value

信頼できるサイトの ToS 値。tos_value 値に制約
はありません。例：0xD0

masktos-mask

IP ToS 値と信頼できるサイトの tos_value に適
用するマスク。このマスクを適用してから、一
致するかどうかをテストします。tos_mask 値に
制約はありません。
例：0xF3
（注）

vrfvrf-name

tos_mask を 0x00 に設定することで、
ToS 値にワイルドカードを設定できま
す。

この信頼できるサイトを適用する対象の VRF。
グローバル VRF を指定するには、global キー
ワードを使用します。信頼できるサイトをすべ
ての VRF（グローバル VRF を含む）に適用す
るには、tos-mask を指定した後に Enter キーを
押します。
存在しない VRF が指定されている場合、テー
ブル エントリは入力されますが、トースター型
メモリに情報は書き込まれません。指定された
VRF が後で作成されると、その時点でトース
ター型メモリに情報が書き込まれます。

___________________
コマンド モード
デフォルト

なし
グローバル
コンフィギュレーション（config）
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service divert-rate-limit trusted-site

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン servicedivert-rate-limitiptrusted-site コマンドは、送信元 IP アドレスとマスク、IP ToS 値とマス
ク、および VRF が含まれる信頼できるサイトのリストを設定するために使用します。信頼できる
サイトのリストには、送信元 IP アドレスとマスク、IP ToS 値とマスク、および VRF が含まれま
す。信頼できるサイトのリストが適用されるのは、WAN-IP IPv4 パケットのみです。信頼できる
サイトの数は 4 つに制限されます。
信頼できるサイトのリストから指定のエントリを削除するには、
noservicedivert-rate-limittrusted-siteip-addressmaskip-addresstostos-valuemasktos-mask[global
|vrfvrf-name ] を使用します。IP アドレスが指定されていない場合、信頼できるサイトのリスト全
体がクリアされます。
___________________
例

以下に、信頼できるサイトのリストを設定する例を示します。
Router(config
)# service divert-rate-limit trusted-site 192.0.13.0 255.255.255.0
tos 0xD0 mask 0xF3 vrf name1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

servicedivert-rate-limitnon-ip

このコマンドは、指定の転送コードのデフォル
ト制限値を設定します。
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service divert-rate-limit trusted-site-ipv6

service divert-rate-limit trusted-site-ipv6
信頼できるサイトのリストに IPv6 固有のエントリを追加するには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで servicedivert-rate-limittrusted-site-ipv6 コマンドを使用します。信頼できるサイト
のリストからすべてのエントリを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
service divert-rate-limit trusted-site-ipv6 ip-address traffic-class tc_value mask tc-mask [global| vrf
vrf-name]
no service divert-rate-limit trusted-site-ipv6
___________________
構文の説明

ip-address

一致させる送信元 IPv6 アドレスを指定します。

traffic-classtc_value

信頼できるサイトの 8 ビットのトラフィック ク
ラス。tc_value に制約はありません。例：0xD0

masktc-mask

パケット トラフィック クラスと信頼できるサ
イトの tc_value に適用するマスク。このマスク
を適用してから、一致するかどうかをテストし
ます。tc-mask 値に制約はありません。例：0xF3

vrfvrf-name

この信頼できるサイトを適用する対象の Virtual
Route Forwarding（VRF）インスタンス。
グローバル VRF を指定するには、global キー
ワードを使用します。信頼できるサイトをすべ
ての VRF（グローバル VRF を含む）に適用す
るには、tc-mask を指定した後に Enter キーを押
します。

___________________
コマンド デフォルト

ディセーブル

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。
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ケーブル コマンド：q ～ sg
service divert-rate-limit trusted-site-ipv6

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、IPv6 送信元アドレス/プレフィックス長、トラフィック クラス値とマスク、およ
び VRF が含まれる信頼できるサイトのリストを設定するために使用します。信頼できるサイトの
数は 4 つに制限されます。

（注）

___________________
例

このコマンドの no 形式は、信頼できるサイトのリストからすべてのエントリを削除するため
に使用します。特定のエントリを削除するには、一致する送信元 IP アドレスを指定する必要
があります。例：noservice divert-rate-limit trusted-site-ipv6ip-address traffic-class
tc_valuemasktc-mask [ global | vrfvrf-name ]

以下に、IPv6 の信頼できるサイトのリストを設定する例を示します。
Router(config)# service divert-rate-limit trusted-site-ipv6 2001:420:3800:800:21F:29FF::1/128
2001:420:3800:800:21F:29FF::1/128 traffic-class 0x3 mask 0xFF global
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showpxfcpustatisticsdrlus-cable

CMTS からドロップされたアップストリーム
ケーブル パケットの数を表示します。

showpxfcpustatisticsdrlipv6

WAN-IPv6 パケットのドロップ カウンタを確認
します。

showpxfcpustatisticsdrlipv4

WAN-IPv4 パケットのドロップ カウンタを確認
します。
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service instance

service instance
イーサネット サービス インスタンスを設定するには、レイヤ 2 VPN コンフィギュレーション モー
ドで serviceinstance コマンドを使用します。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式
を使用します。
service instance id service-type
no service instance id service-type
___________________
構文の説明

id

サービス インスタンス ID。

service-type

インスタンスのサービス タイプ。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

レイヤ 2 VPN コンフィギュレーション（config-l2vpn）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン レイヤ 2 VPN コンフィギュレーション モードでイーサネット サービス インスタンスを設定する
前に、マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）の疑似回線をプロビジョニングする必要
があります。
___________________
例

以下に、Cisco uBR10012 ルータ上でイーサネット サービス インスタンスを設定する例を示しま
す。
Router # configure terminal
Router(config) # cable l2vpn 001e.6bfb.0f9e customer2
Router(config-l2vpn) # service instance 7000 ethernet
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ケーブル コマンド：q ～ sg
service instance

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablel2-vpn-servicexconnect

MPLS 疑似回線に基づくレイヤ 2 トンネルの使
用を有効にします。
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service udp-small-servers max-servers no-limit

service udp-small-servers max-servers no-limit
UDP プロトコル（ToD、echo、chargen、discard など）を使用するマイナー サーバを有効にするに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで serviceudp-small-serversmax-serversno-limit コ
マンドを使用します。この設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
service udp-small-servers max-servers no-limit
no service udp-small-servers max-servers no-limit
___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、DHCP または ToD サーバは設定されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1 EC

Cisco CMTS にコマンド サポートが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 多数のモデムが同時に接続を使用する場合、ping オプションを無効にすることで、アドレスの割
り当てにかかる時間を短縮できます。ただし、ping オプションを無効にすると、ユーザの CPE デ
バイスに許可されない静的 IP アドレスが割り当てられている場合、重複する IP アドレスが割り
当てられる可能性もあります。
___________________
例

以下に、このコマンドの設定例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# service udp-small-servers max-servers no-limit
Router(config)#

以下に、一般的な ToD サーバの構成例を示します。
service udp-small-servers max-servers no-limit
cable time-server

ToD サーバを有効にするために必要なのは、上記のコマンドだけです。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1620

ケーブル コマンド：q ～ sg
service udp-small-servers max-servers no-limit

___________________
使用上のガイドライン max-serversno-limit オプションを使用すると、ケーブルの障害や停電によってケーブル モデムの
多くがオフラインになった場合、多数のケーブル モデルが同時に ToD サーバを取得できます。問
題が解決した時点で、ケーブル モデムを簡単に再接続できます。

（注）

他の DHCP または TFTP サーバも有効にしている場合は、マイナー UDP サーバを無効にしな
いでください。
Cisco CMTS での DHCP 設定の詳細については、Cisco.com で以下のマニュアルを参照してくださ
い。
• Filtering Cable DHCP Lease Queries on the Cisco CMTS
• DHCP and Time-of-Day Services on the Cisco CMTS

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledhcp-giaddrpolicy

DHCP 要求パケットの DHCP giaddr フィールド
をプライマリ アドレス（ケーブル モデルの場
合）またはセカンダリ アドレス（CPE デバイス
の場合）に設定して、クライアントごとに個別
のアドレス プールを使用できるようにします。

cabledhcp-parseoption （uBR シリーズ ルータ
用）

特定の DHCP オプションの解析を有効にしま
す。

cablehelper-address

ケーブル インターフェイスまたはサブインター
フェイスに応じて異なる DHCP サーバを指定し
て、ケーブル モデムおよび CPE デバイスから
の DHCP 要求のロード バランシングを有効に
します。

ipdhcppingpacket0

DHCP サーバに対し、最初に ICMP ping を送信
してクライアントが現在すでにその IP アドレ
スを使用しているかどうかをテストすることな
く、サーバのプールから IP アドレスを割り当
てるよう指示します。

ipdhcprelayinformationoption

転送された BOOTREPLY メッセージ内のリレー
エージェント情報オプションを DHCP サーバが
検証するように設定します。
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ケーブル コマンド：q ～ sg
service udp-small-servers max-servers no-limit

コマンド

説明

ipdhcpsmart-relay

プライマリ DHCP サーバが 3 回連続して要求に
応答しない場合、CMTS 上の DHCP リレー エー
ジェントが自動的にケーブル モデムまたは CPE
デバイスをセカンダリ DHCP サーバまたはアド
レス プールに切り替えられるようにします。
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service-class

service-class
CM コンフィギュレーション ファイルに Quality of Service（QoS）サービス クラス オプションを
指定するための DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作成するには、ケーブル コンフィ
ギュレーション ファイル コンフィギュレーション モードで -->service-class コマンドを使用しま
す。指定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
service-class {guaranteed-upstreamus-bandwidth| max-burst burst-size| max-downstream max-dsbandwidth|
max-upstream max-usbandwidth| prioritypriority-num| privacy}
no service-class
___________________
構文の説明

class

サービス クラス番号を指定します。範囲は 1 ～
16 です。デフォルト値は 1 です。

guaranteed-upstreamus-bandwidth

保証アップストリーム帯域幅を kbps 単位で指
定します。us-bandwidth に有効な値の範囲は 0
～ 100000 kbps です。デフォルト値は 0 です。

max-burst

アップストリームの最大バースト サイズをバイ
ト単位で指定します。burst-size に有効な値の範
囲は 0 ～ 65535 です。デフォルト値は 0 で、
バースト サイズは無制限になります。推奨され
る値の範囲は 1600 ～ 1800 バイトです。0 の値
または 1800 バイトより大きい値を使用すると、
Voice-over-IP で遅延の問題が生じる可能性があ
ります。1500 バイト未満の値を使用すると、フ
ラグメンテーション（DOCSIS 1.0 のオプション
機能）を実装していないモデムまたは CMTS で
は、サイズの大きいイーサネット フレームを
アップストリームで伝送できなくなります。

burst-sizemax-downstreammax-dsbandwidth

ダウンストリーム帯域幅を kbps 単位で指定し
ます。max-dsbandwidth に有効な値の範囲は 0 ～
100000 kbps です。デフォルト値は 0 です。

max-upstreammax-usbandwidth

アップストリーム帯域幅を kbps 単位で指定し
ます。max-usbandwidth に有効な値の範囲は 0 ～
100000 kbps です。デフォルト値は 0 です。

prioritypriority-num

サービス クラスの優先順位を指定します。
priority-num に有効な値の範囲は 0 ～ 7 です。7
が最上位の優先順位のサービス クラス設定で
す。
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service-class

ベースライン プライバシー インターフェイス
（BPI）を有効にします。

privacy

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

デフォルトでは、サービス クラスは設定されません。サービス クラスに少なくとも 1 つのパラ
メータが指定されない限り、CM は Cisco CMTS に登録できません。

ケーブル コンフィギュレーション ファイル（config-file）

リリース

変更内容

12.1(2)EC1

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(4)BC1 に統合されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン デフォルト値を使用できるのは、service-class クラスが指定されている場合のみです。1 つのコン
フィギュレーション ファイルに複数のサービス クラス ID 番号を含めることはできません。した
がって、すべてのパラメータは単一のサービス クラス ID を使用して設定する必要があります。
ただし、異なる複数のコンフィギュレーション ファイルで同じサービス クラス ID を再使用する
ことは可能です。

（注）

ケーブル コマンドに対してベースライン プライバシー インターフェイス（BPI）の操作を有
効にするには、ケーブル モデムの DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに
service-classprivacy コマンドと privacy コマンドの両方を指定する必要があります。
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service-class

___________________
例

以下に、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに service-class コマンドを指定する例を示し
ます。
router(config)# cable config-file upgrade.cm
router(config-file)# service-class 1 priority 0
router(config-file)#service-class 1 max-upstream 3247
router(config-file)# service-class 1 max-downstream 10000
router(config-file)# service-class 1 max-burst 1600
router(config-file)# service-class 1 privacy
router(config-file)# privacy
router(config-file)# exit

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableconfig-file

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作
成し、コンフィギュレーション ファイル モー
ドを開始します。

access-denied

ネットワークへのアクセスを無効にします。

channel-id

アップストリーム チャネル ID を指定します。

cpemax

CPE 情報を指定します。

download

コンフィギュレーション ファイルのダウンロー
ド情報を指定します。

frequency

ダウンストリーム周波数を指定します。

option

ベンダー固有の情報フィールドおよびその他の
コンフィギュレーション ファイル オプション
を指定します。

privacy

ベースライン プライバシー イメージのプライ
バシー オプションを指定します。

snmpmanager

SNMP オプションを指定します。

timestamp

タイムスタンプの生成を有効にします。
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service-type-id（ロード バランシング）

service-type-id（ロード バランシング）
該当する制限付きロード バランシング グループ（RLBG）を判別するために、ケーブル モデムに
よりプロビジョニングされたサービス タイプ ID と照合するサービス タイプ ID を追加するには、
config-lb-group コンフィギュレーション モードで service-type-id コマンドを使用します。サービス
タイプ ID を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
service-type-id string
no service-type-id string
___________________
構文の説明

string

ロード バランシング グループに追加するサー
ビス タイプ ID。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

DOCSIS ロード バランシング グループ モード（config-lb-group）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン service-type-id コマンドを使用してサービス タイプ ID を追加できるのは、RLBG のみです。
___________________
例

以下に、service-type-id コマンドを使用して CMTS でサービス タイプ ID を追加する例を示しま
す。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
Router(config-lb-group)# restricted
Router(config-lb-group)# service-type-id commercial
Router(config-lb-group)# no service-type-id commercial
Router(config-lb-group)#
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service-type-id（ロード バランシング）

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータでのリアルタイムの設定、統計、および
ロード バランシング操作の動作情報を表示しま
す。
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service-type-id（cmts-tag）

service-type-id（cmts-tag）
CMTS タグに指定のサービス タイプ ID を設定するには、CMTS タグ コンフィギュレーション
モードで service-type-id コマンドを使用します。サービス タイプ ID を削除するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
[exclude] service-type-id service-type-id
no service-type-id service-type-id
___________________
構文の説明

exclude

（任意）指定のサービス タイプ ID を除外する
ように CMTS タグを設定します。

service-type-id

指定のサービス タイプ ID と一致させるルール
を設定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

CMTS タグ モード（cmts-tag）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

以下に、service-type-id コマンドを使用して CMTS タグに指定のサービス タイプ ID を設定する例
を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable tag 1
Router(cmts-tag)# service-type-id commercial
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service-type-id（cmts-tag）

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS に DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータ上のロード バランシング動作のリアルタ
イムの設定、統計情報、動作情報を表示しま
す。

cabletag

CMTS 上の DOCSIS ロード バランシング グルー
プのタグを設定します。
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session-range

session-range
マルチキャスト QoS グループのセッション範囲を指定するには、マルチキャスト QoS コンフィ
ギュレーション モードで session-range コマンドを使用します。QoS グループのセッション範囲を
無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
session-range ip-address ip-mask
no session-range ip-address ip-mask
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

ip-address

マルチキャスト QoS グループの IP アドレスを
指定します。

ip-mask

マルチキャスト QoS グループの IP マスクを指
定します。

特定のマルチキャスト QoS グループのセッション範囲の IP アドレスおよび IP マスクは定義され
ていません。

マルチキャスト QoS コンフィギュレーション（config-mqos）

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン session-range コマンドを使用して、特定のサービス フローで許容されるマルチキャスト セッショ
ンの数を指定するセッション範囲を設定します。現在のセッション数が定義された制限に達する
と、CMTS は新しいセッションを許可しなくなります（転送が行われなくなります）。その場合、
CMTS はセッションが終了してスロットが新しいセッションのために解放されるまで待機します。
複数のセッション範囲を設定できます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1630

ケーブル コマンド：q ～ sg
session-range

___________________
例

以下に、session-range コマンドを使用してセッション範囲の IP アドレスと IP マスクを定義する
例を示します。
Router(config)# cable multicast qos group 20 priority 55 global
Router(config-mqos)# session-range 224.10.10.01 255.255.255.254

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemulticastqosgroup

ケーブル マルチキャスト QoS グループを指定
および設定します。

showinterfacebundlemulticast-sessions

特定の仮想ケーブル バンドルのマルチキャスト
セッション情報を表示します。

showinterfacecablemulticast-sessions

ケーブル インターフェイスのマルチキャスト
セッション情報を表示します。
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ケーブル コマンド：q ～ sg
set clock

set clock
Cisco CMTS のシステム クロックを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
setclock コマンドを使用します。
set clock time-date
___________________
構文の説明

time-date

Cisco CMTS のクロックに設定する日付と時刻。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、Cisco CMTS に時刻、DHCP、および TFTP サーバの設定は定義されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(4)XI

この機能が Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

この機能が Cisco uBR7100 シリーズ ルータでサポートされるようにな
りました。

12.2(4)BC1

この機能が、すべての CMTS プラットフォームのリリース 12.2 BC ト
レインでサポートされるようになりました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 正確なクロックを提供するには、Cisco CMTS のシステム クロックが正しい時刻に設定されてい
る必要があります。それには、setclock--> コマンドを使用するか、Network Time Protocol（NTP）
または Simple Network Time Protocol（SNTP）クライアントとして機能するように Cisco CMTS を
設定します。
DOCSIS ネットワークを適切に運用するには（BPI+ 暗号化および認証を使用する DOCSIS 1.1 ネッ
トワークの場合は特に）、Cisco CMTS のシステム クロックを正確に設定する必要があります。
それには、setclock コマンドを使用して手動で設定するか、Network Time Protocol（NTP）または
Simple Network Time Protocol（SNTP）を使用するように CMTS を設定します。
setclock コマンドの詳細については、Cisco.com で以下のマニュアルを参照してください。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1632

ケーブル コマンド：q ～ sg
set clock

• http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cable/configuration/guide/cmts_services.html#wp1051747
Time-of-Day Server for the Cisco CMTS
• http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cable/configuration/guide/cmts_services.html DHCP, ToD, and
TFTP Services for the Cisco Cable Modem Termination System

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledhcp-giaddrpolicy

DHCP 要求パケットの DHCP giaddr フィールド
をプライマリ アドレス（ケーブル モデルの場
合）またはセカンダリ アドレス（CPE デバイス
の場合）に設定して、クライアントごとに個別
のアドレス プールを使用できるようにします。

cabledhcp-parseoption

特定の DHCP オプションの解析を有効にしま
す。

cablehelper-address

ケーブル インターフェイスまたはサブインター
フェイスに応じて異なる DHCP サーバを指定し
て、ケーブル モデムおよび CPE デバイスから
の DHCP 要求のロード バランシングを有効に
します。

ipdhcppingpacket0

DHCP サーバに対し、最初に ICMP ping を送信
してクライアントが現在すでにその IP アドレ
スを使用しているかどうかをテストすることな
く、サーバのプールから IP アドレスを割り当
てるよう指示します。

ipdhcprelayinformationoption

転送された BOOTREPLY メッセージ内のリレー
エージェント情報オプションを DHCP サーバが
検証するように設定します。

ipdhcpsmart-relay

プライマリ DHCP サーバが 3 回連続して要求に
応答しない場合、CMTS 上の DHCP リレー エー
ジェントが自動的にケーブル モデムまたは CPE
デバイスをセカンダリ DHCP サーバまたはアド
レス プールに切り替えられるようにします。
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ケーブル コマンド：q ～ sg
set clock
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
• show application-buckets, 1637 ページ
• show bridge cable-modem, 1640 ページ
• show cable acfe controller, 1642 ページ
• show cable acfe interface, 1646 ページ
• show cable acfe summary, 1650 ページ
• show cable active-reman, 1652 ページ
• show cable admission-control, 1655 ページ
• show cable admission-control fiber-node , 1665 ページ
• show cable arp-filter, 1667 ページ
• show cable bgsync, 1676 ページ
• show cable bundle, 1678 ページ
• show cable bundle multicast, 1682 ページ
• show cable burst-profile, 1685 ページ
• show cable calls, 1688 ページ
• show cable card , 1691 ページ
• show cable cgd-associations, 1696 ページ
• show cable channel-group, 1698 ページ
• show cable clock, 1701 ページ
• show cable clock dti counters, 1708 ページ
• show cable clock dti status, 1710 ページ
• show cable cmc, 1711 ページ
• show cable cmts-id, 1722 ページ
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l

• show cable device access-group, 1723 ページ
• show cable dp pfg, 1726 ページ
• show cable dp queue, 1728 ページ
• show cable dsg, 1730 ページ
• show cable dsg cfr, 1735 ページ
• show cable dsg host, 1740 ページ
• show cable dsg static-group bundle, 1742 ページ
• show cable dsg tg, 1744 ページ
• show cable dsg tunnel, 1748 ページ
• show cable dynamic-qos trace, 1755 ページ
• show cable fiber-node, 1757 ページ
• show cable filter, 1763 ページ
• show cable flap-list, 1770 ページ
• show cable flap-list wb-rf, 1784 ページ
• show cable freq-profile, 1788 ページ
• show cable hop, 1791 ページ
• show cable host access-group, 1798 ページ
• show cable ib-ipc, 1801 ページ
• show cable ipc-stats, 1802 ページ
• show cable ipv6 leasequery-filter, 1806 ページ
• show cable l2-vpn dot1q-vc-map, 1808 ページ
• show cable l2-vpn vc-map, 1815 ページ
• show cable l2-vpn xconnect, 1818 ページ
• show cable leasequery-filter, 1824 ページ
• show cable licenses all, 1828 ページ
• show cable load-balance, 1831 ページ
• show cable load-balance docsis-group, 1849 ページ
• show cable logging, 1889 ページ
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show application-buckets

show application-buckets
Cisco CMTS 上でサービス フロー アドミッション コントロールをサポートしている任意またはす
べてのバケットのルールを表示するには、特権 EXEC モードで showapplication-buckets コマンド
を使用します。特定のバケットに対して設定されているルールが、ルール フィールドに設定され
た優先度順に表示されます。
show application-buckets [bucket-no n]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

Cisco CMTS の特定のバケット番号を指定する
ことで、そのバケットのパラメータだけを表示
できます。有効な値の範囲は 1 ～ 8 です。特定
のバケットを指定しない場合は、すべてのバ
ケットが対象になります。

-->bucket-non

このコマンドにはデフォルトの動作または値はありません。ただし、Cisco IOS Release 12.3(21)BC
では、Cisco CMTS のデフォルトの動作とデフォルト以外の設定がサポートされています。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 および Cisco uBR7246VXR ルータ
に導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS Release 12.3(21)BC 以降でのサービス フロー アドミッション コントロールについて詳し
くは、Cisco.com で以下のドキュメントを参照してください。
• Service Flow Admission Control for the Cisco Cable Modem Termination System
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show application-buckets

___________________
例

以下に、show application-buckets コマンドの出力例を示します。
Router# show cable application-type
For bucket 1, Name PktCable
Packetcable normal priority gates
Packetcable high priority gates
For bucket 2, Name PCMM-Vid
PCMM gate app-id = 30
For bucket 3, Name Gaming
PCMM gate app-id = 40
For bucket 4, Name
For bucket 5, Name
For bucket 6, Name
For bucket 7, Name
For bucket 8, Name HSD
Best-effort (CIR) flows

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableadmission-controlds-bandwidth

Cisco CMTS 上の各インターフェイスまたはす
べてのインターフェイスに対し、ダウンスト
リームの音声帯域幅またはデータ帯域幅のマイ
ナー、メジャー、および排他的しきい値を設定
します。

cableadmission-controlpreemptpriority-voice

Cisco CMTS ルータでのデフォルトの PacketCable
緊急 911 コール プリエンプション機能を変更し
て、Cisco CMTS ルータのその他すべてのバケッ
トに優先して緊急 911 コールのスループットと
帯域幅の要件をサポートします。

cableadmission-controlus-bandwidth

グローバルまたはインターフェイス レベルで、
Cisco CMTS のアップストリーム帯域幅しきい
値と専用リソースまたは非専用リソースを設定
します。

cableapplication-typeinclude

アプリケーション タイプに Cisco CMTS 上の特
定の優先度のバケットを関連付けます。

cableapplication-typename

指定のバケットに英数字の名前を割り当てま
す。

debugcableadmission-controlflow-categorization サービス フローの分類時に有効にされるサービ
ス フロー カテゴリ化の結果を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1638

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show application-buckets

コマンド

説明

showapplication-buckets

Cisco CMTS 上でサービス フロー アドミッショ
ン コントロールをサポートしている任意または
すべてのバケットのルールを表示します。

showinterfacecableadmission-controlreservation 指定のインターフェイスの指定のサービス フ
ロー方向について、Cisco CMTS でのサービス
フロー、カテゴリ化、および帯域幅使用量を表
示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show bridge cable-modem

show bridge cable-modem
ルータのケーブル インターフェイスのブリッジング情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showbridgecable-modem コマンドを使用します。
CiscouBR904,uBR905,uBR924,uBR925cableaccessrouters,CiscoCVA122CableVoiceAdapter
show bridge cable-modem number
___________________
構文の説明

number

ケーブル インターフェイスを指定します（常に
0）。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3(4)NA

このコマンドが Cisco uBR904 ケーブル アクセス ルータに導入され
ました。

12.0(4)XI1

Cisco uBR924 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されまし
た。

12.1(3)XL

Cisco uBR905 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されまし
た。

12.1(5)XU1

Cisco CVA122 ケーブル音声アダプタのサポートが追加されました。

12.2(2)XA

Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されまし
た。

___________________
例

以下に、この showbridgecable-modem コマンドの出力例を示します。
Router#
show bridge cable-modem 0
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show bridge cable-modem

Total of 300 station blocks, 298 free
Codes: P - permanent, S - self
Bridge Group 59:

表 36：show bridge cable-modem のフィールドの説明

ヒント

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Total of 300 station blocks

システム内の転送データベース要素の合計数。
ブリッジ エントリを保持するメモリは、300 個
の個別エントリを保持するのに十分な数のメモ
リ ブロックに割り当てられます。エントリを保
持できるブロックの数が 25 を下回ると、さら
に 300 個のエントリを保持するのに十分な数の
メモリ ブロックが追加で割り当てられます。し
たがって、システム内の転送エレメントの合計
数は、ルータ内の空きメモリの量を上限として
必要に応じて拡大されます。

Bridge Group

このインターフェイスが割り当てられているブ
リッジ グループの番号。

Cisco IOS Release 12.2(8)T 以降のリリースでは、回線コンフィギュレーション モードで
execprompttimestamp コマンドを使用することで、show コマンドにタイムスタンプを追加で
きます。

Command

Description

showdhcp

ポイントツーポイント インターフェイスでの現
在の DHCP 設定を表示します。

showinterfacescable-modem

ケーブル インターフェイスに関する情報を表示
します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable acfe controller

show cable acfe controller
DOCSIS インターフェイス コントローラ統計情報全体でのフェアネスを表示するには、特権 EXEC
モードで showcableacfecontroller コマンドを使用します。
show cable acfe controller modular-cable slot/subslot/unit[cluster cluster-index]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable acfe controller Integrated-Cable slot/subslot/unit[cluster cluster-index]
___________________
構文の説明

modular-cableslot/subslot/unit

Cisco uBR10012 ルータ上の指定のモジュラ ケー
ブル インターフェイスのすべてのコントローラ
に関する情報を表示します。
• slot：コントローラのスロット番号。値の
範囲は 0 ～ 8 です。
• subslot：コントローラのサブスロット番
号。値の範囲は 0 ～ 3 です。
• unit：コントローラのユニット番号。有効
な値は 0 です。

Integrated-Cableslot/subslot/port

Cisco cBR シリーズ ルータ上の指定の統合ケー
ブル インターフェイスのすべてのコントローラ
の情報を表示します。
• slot：コントローラのスロット番号。Cisco
cBR-8 ルータでは、範囲は 0 ～ 3 および 6
～ 9 です。
• subslot：コントローラのサブスロット番
号。Cisco cBR-8 ルータでは、有効な値は
0 です。
• port：コントローラ ポート番号。Cisco
cBR-8 ルータでは、この範囲は 0 ～ 7 で
す。

clustercluster-index

クラスタ レベルでの情報を表示します。
• cluster-index：クラスタ インデックス。値
の範囲は、Cisco uBR10012 ルータでは 0 ～
253、Cisco cBR シリーズ ルータでは 0 ～
1021 です。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable acfe controller

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に実装されました。Integrated-Cable キーワードが追加され
て、modular-cable キーワードが削除されました。

___________________
使用上のガイドライン showcableacfecontroller コマンドは、コントローラ インターフェイスごとの DOCSIS インターフェ
イスのステータスおよび統計情報全体でのフェアネスを表示するために使用します。
___________________
例

以下に、Cisco uBR10012 ルータに対する showcableacfecontroller コマンドの出力例を示します。
Router# show cable acfe controller modular-Cable 1/0/0
EIR Rebalance invoked: 76476
Adaptive CIR granted: 0
Adaptive CIR rejected: 0
Total clusters:
2
RF
FlexBW
0
28687
1
28687
RF
FlexBW
2
28687
3
28687

以下に、Cisco uBR10012 ルータに対して cluster キーワードを指定して実行した
showcableacfecontroller コマンドの出力例を示します。
Router# show cable acfe controller modular-Cable 1/0/0 cluster 1
EIR Rebalance invoked: 1810
Adaptive CIR granted: 0
Adaptive CIR rejected: 0
Total clusters:
2
RF
FlexBW
2
28687
3
28687

以下に、Cisco cBR-8 ルータに対する showcableacfecontroller コマンドの出力例を示します。
Router# show cable acfe controller integrated-Cable 1/0/0
EIR Rebalance invoked: 450963
Adaptive CIR granted: 20
Adaptive CIR rejected: 1
Total clusters:
9
RF
FlexBW
8
36376
9
36376
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable acfe controller

10

32625

以下に、Cisco cBR-8 ルータに対して cluster キーワードを指定して実行した showcableacfecontroller
コマンドの出力例を示します。
Router# show controllers integrated-Cable 1/0/0 acfe cluster 0
Integrated-Cable 1/0/0 status:
Topology changed: No
========Cluster 0========
Number of RF: 2
RF
FlexBW
WB
ExcessBW
Quanta
0
35625
35438
35438
0
187
187
1
35250
0
35250
35250
Number of BG: 2
Intf Demand CIR
Max
CstrMin Alloc NBonus Ratio
WB0
1000
0
70875
35250
35437 35438
14855190400
IC0
1000
0
35625
0
35438 187
14855609600

表 37：show cable acfe controller のフィールドの説明

フィールド

説明

EIR Rebalance invoked

EIR 再調整の呼び出し回数。

Adaptive CIR granted

許可された CIR の数。

Adaptive CIR rejected

拒否された CIR の数。

Total Clusters

クラスタの数。

RF

RF チャネル番号。

FlexBW

フレクシブル帯域幅。

Intf

インターフェイス番号。

Demand

EIR 需要。

CIR

CIR。

Max

最大ボーナス帯域幅の割り当て。

CstrMin

CIR を考慮した最小ボーナス帯域幅。

Alloc

割り当て済み帯域幅。

NBonus

非保証ボーナス帯域幅。

Ratio

割り当て済み帯域幅と需要の比率。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable acfe controller

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcableacfeinterface

特定のインターフェイスの DOCSIS インター
フェイス統計情報全体でのフェアネスを表示し
ます。

showcableacfesummary

DOCSIS インターフェイスのステータスおよび
統計情報全体でのフェアネスを表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable acfe interface

show cable acfe interface
特定のインターフェイスに関する DOCSIS インターフェイス統計情報全体でのフェアネスを表示
するには、特権 EXEC モードで showcableacfeinterface コマンドを使用します。
Cisco uBR シリーズ ルータ
show cable acfe interface {modular-cable | wideband-cable |
integrated-cable}slot/subslot/port:interface-num[verbose]
Cisco cBR シリーズ ルータ
show cable acfe interface {wideband-cable | integrated-cable}slot/subslot/port:interface-num[verbose]
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable acfe interface

___________________
構文の説明

interface

ケーブル インターフェイスを指定します。
• modular-cable：モジュラ ケーブル インター
フェイスを指定します。
• wideband-cable：ワイドバンド ケーブル イ
ンターフェイスを指定します。
• integrated-cable：統合ケーブル インター
フェイスを指定します。
• slot：ケーブル インターフェイスのスロッ
ト番号。有効範囲は uBR シリーズ ルータ
の場合は 5 ～ 8、cBR シリーズ ルータの場
合は 0 ～ 9 です。
• subslot：ケーブル インターフェイスのサブ
スロット番号。有効な値は、uBR シリーズ
ルータでは 0 または 1、cBR シリーズ ルー
タでは 0 です。
• port：ポート番号。有効な値は、uBR シ
リーズ ルータでは 0 または 1、cBR シリー
ズ ルータでは 0 ～ 7 です。
• interface-num：インターフェイス番号。
◦ uBR シリーズ ルータでの有効な値の
範囲は、モジュラ インターフェイス
の場合は 0 ～ 23、ワイドバンド イン
ターフェイスの場合は 0 ～ 31、統合
インターフェイスの場合は 0 ～ 3 で
す。
◦ cBR シリーズ ルータでの有効な値の
範囲は、ワイドバンド インターフェ
イスの場合は 0 ～ 63、統合インター
フェイスの場合は 0 ～ 157 です。

verbose

___________________
コマンド モード

（任意）詳細出力モードを有効にして、モジュ
ラ インターフェイス、ワイドバンド インター
フェイス、または統合インターフェイスに関す
る情報を出力に追加します。

特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable acfe interface

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。modular-cable キーワードが削除されま
した。

___________________
使用上のガイドライン showcableacfeinterface コマンドは、特定のインターフェイスに関する DOCSIS インターフェイス
統計情報全体でのフェアネスを表示するために使用します。uBR シリーズ ルータでは、このコマ
ンドの出力に、ルート プロセッサのサービス フロー アドミッション コントロール（SFAC）シャ
ドウとしきい値および予約も表示されます。
uBR シリーズ ルータでは、integrated-cable オプションは Cisco UBR-MC20X20V ケーブル インター
フェイス ライン カードに対してのみ有効です。
___________________
例

以下に、uBR シリーズ ルータに対する showcableacfeinterface コマンドの出力例を示します。
Router# show cable acfe interface modular-Cable 1/0/0:1
Adaptive CIR granted:
0
Adaptive CIR rejected:
0
EIR Demand (raw/scale):
0/1
EIR Per-Flow BW (kbps):
18991
Guar Bonus BW (kbps):
18991
Non-guar Bonus BW (kbps): 9696
Reserved Bonus BW (kbps): 0
Router# show cable acfe interface wideband-Cable 1/0/0:1
Adaptive CIR granted:
0
Adaptive CIR rejected:
0
EIR Demand (raw/scale):
0/1
EIR Per-Flow BW (kbps):
18991
Guar Bonus BW (kbps):
19391
Non-guar Bonus BW (kbps): 37983
Reserved Bonus BW (kbps): 400
Router# show cable acfe interface integrated-Cable 6/1/0:0
Adaptive CIR granted:
0
Adaptive CIR rejected:
0
EIR Demand (raw/scale):
0/1
EIR Per-Flow BW (kbps):
20028
Guar Bonus BW (kbps):
20028
Non-guar Bonus BW (kbps): 10009
Reserved Bonus BW (kbps): 0

以下に、cBR シリーズ ルータに対する showcableacfeinterface コマンドの出力例を示します。
Router# show cable acfe interface integrated-Cable 9/0/0:1
EIR Demand (raw/scale): 1/1000
Per-Flow EIR BW (kbps): 7499
Guar Bonus BW (kbps): 7499
Non-guar Bonus BW (kbps): 12391
Reserved Bonus BW (kbps): 0
Router# show cable acfe interface wideband-Cable 9/0/0:0
EIR Demand (raw/scale): 1/1000
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable acfe interface

Per-Flow EIR BW (kbps): 11233
Guar Bonus BW (kbps): 29733
Non-guar Bonus BW (kbps): 39566
Reserved Bonus BW (kbps): 23125

以下の表に、出力に表示される重要なフィールドの説明を記載します。
表 38：show cable acfe interface のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Adaptive CIR granted

許可された CIR の数（uBR シリーズ ルータの
場合）。

Adaptive CIR rejected

拒否された CIR の数（uBR シリーズ ルータの
場合）。

EIR Demand (raw/scale)

EIR 需要の合計。

EIR Per-Flow BW (kbps)

このインターフェイスで期待される優先順位 0
の BE フローの飽和スループット。

Guar Bonus BW (kbps)

保証ボーナス帯域幅（KB/秒単位）。

Non-guar Bonus BW (kbps)

非保証ボーナス帯域幅（KB/秒単位）。

Reserved Bonus BW (kbps)

予約ボーナス帯域幅（KB/秒単位）。

コマンド

説明

showcableacfecontroller

DOCSIS インターフェイス コントローラ統計情
報全体でのフェアネスを表示します。

showcableacfesummary

DOCSIS インターフェイスのステータスおよび
統計情報全体でのフェアネスを表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable acfe summary

show cable acfe summary
DOCSIS インターフェイスのステータスおよび統計情報全体でのフェアネスを表示するには、特
権 EXEC モードで showcableacfesummary コマンドを使用します。
show cable acfe summary
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。コマンド出力に CIR Oversubscriptions
項目が追加されました。

___________________
使用上のガイドライン showcableacfesummary コマンドは、DOCSIS インターフェイスのステータスおよび統計情報全体
でのフェアネスを表示します。
___________________
例

以下に、uBR シリーズ ルータに対する -->showcableacfesummary コマンドの出力例を示します。
Router# show cable acfe summary
ACFE state: Enabled
EIR Rebalance period (secs):
EIR Rebalance invocations:
CIR Acquire invocations:
CIR Acquire rate/limit:
CIR Acquire throttled:
Maximal EIR ratio:

5
32416
1
100/100
0
16

以下に、cBR シリーズ ルータに対する -->showcableacfesummary コマンドの出力例を示します。
Router# show cable acfe summary
ACFE state: Enabled
EIR Rebalance period (secs):
EIR Rebalance invocations:
CIR Acquire rate/limit:
CIR Acquire invocations:
CIR Acquire throttled:
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5
153243
100/100
0
0

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable acfe summary

CIR Oversubscriptions:
Maximal EIR ratio:

8
10

以下の表に、出力に表示される重要なフィールドの説明を記載します。
表 39：show cable acfe summary のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

ACFE state

DOCSIS インターフェイス全体での状態（有効/
無効）のフェアネス。

EIR Rebalance period (secs)

EIR 再調整期間（秒単位）。

EIR Rebalance invocations

EIR 再調整の呼び出し回数。

CIR Acquire invocations

CIR 取得の呼び出し回数。

CIR Acquire rate/limit

CIR 取得のレートと制限。

CIR Acquire throttled

レート制限に達したために失敗した CIR 取得の
回数。

Maximal EIR ratio

最大 EIR 比率。

CIR Oversubscriptions

CIR オーバーサブスクリプション回数（cBR シ
リーズ ルータの場合）。

コマンド

説明

cableacfeenable

CMTS ルータで Fairness Across DOCSIS Interfaces
機能を有効にします。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable active-reman

show cable active-reman
ライン カードの高可用性情報を表示するには、特権 EXEC モードで show cable active-reman コマ
ンドを使用します。
show cable active-reman {all| slot/subslot}
___________________
構文の説明

all

すべてのライン カード インターフェイスの高
可用性情報を表示します。

slot

ケーブル インターフェイス ライン カードのス
ロット。有効範囲は 5 ～ 8 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのサ
ブスロット。有効な値の範囲は 0 ～ 1 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SCF に追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

以下に、show cable active-reman コマンドの出力例を示します。この出力には、Cisco uBR10012
ルータのすべてのケーブル インターフェイスの高可用性情報が示されています。
Router# show cable active-reman all
------------------------------------------------------------Active Reman info on LC 5/0:
[slot_index 0]: work_slot:1/0, active_slot:1/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 1]: work_slot:3/0, active_slot:3/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
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is_standby
is_standby

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable active-reman

[slot_index 2]: work_slot:5/0, active_slot:5/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 3]: work_slot:5/1, active_slot:5/1, is_protect:TRUE ,
:TRUE
[slot_index 4]: work_slot:6/0, active_slot:6/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 5]: work_slot:6/1, active_slot:6/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 6]: work_slot:7/0, active_slot:7/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 7]: work_slot:7/1, active_slot:7/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 8]: work_slot:8/0, active_slot:8/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 9]: work_slot:8/1, active_slot:8/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
------------------------------------------------------------Active Reman info on LC 5/1:
[slot_index 0]: work_slot:1/0, active_slot:1/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 1]: work_slot:3/0, active_slot:3/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 2]: work_slot:5/0, active_slot:5/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 3]: work_slot:5/1, active_slot:5/1, is_protect:TRUE ,
:TRUE
[slot_index 4]: work_slot:6/0, active_slot:6/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 5]: work_slot:6/1, active_slot:6/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 6]: work_slot:7/0, active_slot:7/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 7]: work_slot:7/1, active_slot:7/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 8]: work_slot:8/0, active_slot:8/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 9]: work_slot:8/1, active_slot:8/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
------------------------------------------------------------Active Reman info on LC 6/0:
[slot_index 0]: work_slot:1/0, active_slot:1/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 1]: work_slot:3/0, active_slot:3/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 2]: work_slot:5/0, active_slot:5/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 3]: work_slot:5/1, active_slot:5/1, is_protect:TRUE ,
:TRUE
[slot_index 4]: work_slot:6/0, active_slot:6/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 5]: work_slot:6/1, active_slot:6/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 6]: work_slot:7/0, active_slot:7/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 7]: work_slot:7/1, active_slot:7/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 8]: work_slot:8/0, active_slot:8/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 9]: work_slot:8/1, active_slot:8/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
------------------------------------------------------------Active Reman info on LC 7/0:
[slot_index 0]: work_slot:1/0, active_slot:1/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 1]: work_slot:3/0, active_slot:3/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 2]: work_slot:5/0, active_slot:5/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 3]: work_slot:5/1, active_slot:5/1, is_protect:TRUE ,
:TRUE
[slot_index 4]: work_slot:6/0, active_slot:6/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 5]: work_slot:6/1, active_slot:6/1, is_protect:FALSE,

is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby

is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby

is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby

is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable active-reman

:FALSE
[slot_index 6]: work_slot:7/0, active_slot:7/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 7]: work_slot:7/1, active_slot:7/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 8]: work_slot:8/0, active_slot:8/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 9]: work_slot:8/1, active_slot:8/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
------------------------------------------------------------Active Reman info on LC 8/0:
[slot_index 0]: work_slot:1/0, active_slot:1/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 1]: work_slot:3/0, active_slot:3/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 2]: work_slot:5/0, active_slot:5/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 3]: work_slot:5/1, active_slot:5/1, is_protect:TRUE ,
:TRUE
[slot_index 4]: work_slot:6/0, active_slot:6/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 5]: work_slot:6/1, active_slot:6/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 6]: work_slot:7/0, active_slot:7/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 7]: work_slot:7/1, active_slot:7/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 8]: work_slot:8/0, active_slot:8/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 9]: work_slot:8/1, active_slot:8/1, is_protect:FALSE,

is_standby
is_standby
is_standby
is_standby

is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby

以下に、show cable active-reman コマンドの出力例を示します。この出力には、Cisco uBR10012
ルータのスロット 5、サブスロット 0 の高可用性情報が示されています。
Router# show cable active-reman 5/0
------------------------------------------------------------Active Reman info on LC 5/0:
[slot_index 0]: work_slot:1/0, active_slot:1/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 1]: work_slot:3/0, active_slot:3/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 2]: work_slot:5/0, active_slot:5/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 3]: work_slot:5/1, active_slot:5/1, is_protect:TRUE ,
:TRUE
[slot_index 4]: work_slot:6/0, active_slot:6/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 5]: work_slot:6/1, active_slot:6/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 6]: work_slot:7/0, active_slot:7/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 7]: work_slot:7/1, active_slot:7/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 8]: work_slot:8/0, active_slot:8/0, is_protect:FALSE,
:FALSE
[slot_index 9]: work_slot:8/1, active_slot:8/1, is_protect:FALSE,
:FALSE
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is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby
is_standby

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable admission-control

show cable admission-control
Cisco CMTS ルータまたは指定したインターフェイスでの現在のアドミッション コントロールの
設定とステータスを表示するには、特権 EXEC モードで -->showcableadmission-control コマンド
を使用します。
show cable admission-control [global| interface | {slot/port| slot/subslot/port}] [all | verbose]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show cable admission-control {global| interface | {cable slot/subslot/cable-interface-index| {integrated-cable
| modular-cable | wideband-cable}}}slot/subslot/port:interface-num[all | verbose]
Cisco cBR シリーズ ルータ
show cable admission-control interface {cable slot/subslot/cable-interface-index| {integrated-cable |
wideband-cable}}slot/subslot/port:interface-numall
___________________
構文の説明

global

uBR シリーズ ルータの場合は、以下の情報を表
示します。
• AC に設定されているパラメータ
• 各リソースのメジャー/マイナー/クリティ
カル レベルを超えた要求の数。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable admission-control

interfaceslot/port-->|slot/subslot/port

指定したインターフェイスのアドミッション コ
ントロール情報を表示します。uBR シリーズ
ルータの場合は、以下の情報が含まれます。
• slot：インターフェイス上のスロット。有
効な値の範囲は、Cisco uBR10012 ルータの
場合は 5～8、Cisco uBR7200 シリーズ ルー
タの場合は 3～6 です。
• subslot：インターフェイス上のサブスロッ
ト。有効な値は 0 または 1 です。
• port：インターフェイス上のポート。有効
な値の範囲は、Cisco uBR10012 ルータでは
0～4、Cisco uBR7200 シリーズ ルータでは
0 または 1 です。
• cable-interface-index
◦ Cisco uBR7200 シリーズ ルータ：有効
な値は 0 または 1 です。
◦ Cisco uBR10012 ルータ：有効な値の
範囲は、Cisco uBR-MC20X20V およ
び Cisco uBR-MC5X20 ライン カード
の場合は 0 ～ 4、Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの場合
は 0 ～ 14 です。
• interface-num：インターフェイス番号。有
効な値の範囲は、モジュラ インターフェ
イスの場合は 0 ～ 23、ワイドバンド イン
ターフェイスの場合は 1 ～ 31、統合イン
ターフェイスの場合は 0 ～ 3 です。

___________________
コマンド モード

all

（任意）Cisco CMTS で AC に設定されている
すべてのインターフェイスに関する情報を表示
します。

verbose

（任意）Cisco CMTS で AC に設定されている
ワイドバンド インターフェイスに関する詳細情
報を表示します（uBR シリーズ ルータの場
合）。

特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable admission-control

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 および Cisco uBR7246VXR ルータに導入
されました。

12.3(23)BC

このコマンドが変更され、出力に新しいフィールドが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCC

このコマンドが変更され、モジュラ ケーブル、インターフェイス ケーブ
ル、または DS チャネル ボンディングのバケットごとの DS しきい値およ
び予約が表示されるようになりました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。ポート パラメータが cable-interface-index
に変更され、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブ
ル インターフェイス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを指定
できるようになりました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更され、ACFE 機能による保証ボーナス帯域幅と非保証
ボーナス帯域幅が表示されるようになりました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。global、modular-cable、および verbose キーワードが
削除されました。

___________________
使用上のガイドライン showcableadmission-control コマンドでは柔軟な構文を使用して、Cisco CMTS に明示的に設定さ
れた AC を表示することができます。詳細については、例を参照してください。
___________________
例

以下に、指定したケーブル インターフェイスのアップストリームおよびダウンストリームの AC
の情報を表示する例を示します。
Router# show cable admission-control interface cable 7/0/0
Interface

Cable7/0/0

Resource - Upstream Bandwidth
----------------------------Thresholds applicable to upstream ports with no interface level
configurations in place
Bucket
Minor
Major
Exclusive
No
Level
Level
Level
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0

Non-Excls
Level
0
0
0
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable admission-control

4
5
6
7
8

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Downstream Bit Rate (bits per second) = 24273316
Resource - Downstream Bandwidth
------------------------------Bkt
Name
Minor # of Major # of Excls # of Non-Ex Curr. Curr. Conf # of
No
Level Times Level Times Level Times Level Resv Ovrsb Level Rej
1
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
2
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
3
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
4
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
5
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
6
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
7
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
8
0
0
0
0
0
0
100*
12.3
0.0 G
0
Note: * indicates that the thresholds are implicit
Resource - Modular Downstream Bandwidth
------------------------------Interface
Total(Kbps)
Reservable(Kbps)
Mo1/0/0:0
19405
12424

Allocated(Kbps)
3100

Cisco IOS Release 12.2(33)SCF 以降、ワイドバンド ケーブル インターフェイスに対する
showcableadmission-control コマンド出力が変更されています。
以下に、ワイドバンドケーブルインターフェイスのアップストリームおよびダウンストリームの
AC の情報を表示する例を示します。
Router# show cable admission-control interface wideband-Cable 1/0/0:1
Interface Wideband-Cable1/0/0:1
Configured AC Max Reservable Bandwidth = 600000 bps
Resource - Downstream Bandwidth
------------------------------Bkt
Name
Minor # of Major # of Excls # of Non-Ex Curr. Curr.
No
Level Times Level Times Level Times Level Resv Ovrsb
1
0
0
0
0
0
0
0 *
0.0
0.0
2
0
0
0
0
0
0
0 *
0.0
0.0
3
0
0
0
0
0
0
0 *
0.0
0.0
4
0
0
0
0
0
0
0 *
0.0
0.0
5
0
0
0
0
0
0
0 *
0.0
0.0
6
0
0
0
0
0
0
0 *
0.0
0.0
7
0
0
0
0
0
0
0 *
0.0
0.0
8
0
0
0
0
0
0
100* 1333.31233.3
Note: * indicates that the thresholds are implicit

Conf # of
Level Rej
G
0
G
0
G
0
G
0
G
0
G
0
G
0
G
0

以下に、verbose キーワードを指定して、ワイドバンド ケーブル インターフェイスのアップスト
リームおよびダウンストリームの AC のさらに詳細な情報を表示する例を示します。
Router# show cable admission-control interface wideband-Cable 1/0/0:1 verbose
Interface Wideband-Cable1/0/0:0
Configured AC Max Reservable Bandwidth = 72000000 bps
Resource - Downstream Bandwidth
------------------------------Bkt
Name
Minor # of Major # of Excls # of Non-Ex Curr. Curr. Conf # of
No
Level Times Level Times Level Times Level Resv Ovrsb Level Rej
1
DEF_MULTI 10
0
20
0
25
0
0
0.0
0.0 I
0
2
PKTCBL_N 2
0
3
0
5
0
0
0.0
0.0 I
0
3
PCMM_1
1
0
2
0
3
0
0
0.0
0.0 I
0
4
0
0
0
0
0
0
0 *
0.0
0.0 I
0
5
0
0
0
0
0
0
0 *
0.0
0.0 I
0
6
0
0
0
0
0
0
0 *
0.0
0.0 I
0
7
0
0
0
0
0
0
0 *
0.0
0.0 I
0
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable admission-control

8
0
0
0
0
0
0
67 *
27.7
Note: * indicates that the thresholds are implicit
WB-NB CIR for Wideband-Cable1/0/0:0
CIR Values for Cable6/1/0
Bkt SFAC BW
Rsvd CIR
Reject #
1
4499750
0
0
2
1800000
0
0
3
540000
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
8
34120000
20000000
0
Available Guaranteed Bonus BW (bps): 2531250
Available Non-guaranteed Bonus BW (bps): 10125000
CIR Values for Cable6/1/1
Bkt SFAC BW
Rsvd CIR
Reject #
1
4499750
0
0
2
1800000
0
0
3
540000
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
8
14120000
0
0
Available Guaranteed Bonus BW (bps): 2531250
Available Non-guaranteed Bonus BW (bps): 10125000
WB Multicast CIR Utilization
Bkt SFAC BW
Rsvd CIR
Reject #
1
9000500
1000
0
2
0
0
0
3
1080000
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
8
0
0
0
Available Guaranteed Bonus BW (bps):
5062500 Available Non-guaranteed Bonus BW (bps): 10125000

0.0

I

0

verbose キーワードは、統合ケーブル インターフェイスとモジュラ ケーブル インターフェイスに
は適用されません。
Cisco IOS Release 12.2(33)SCF 以降、モジュラ ケーブル インターフェイスに対する
showcableadmission-control コマンド出力が変更されています。
以下に、指定したモジュラケーブルインターフェイスのアップストリームおよびダウンストリー
ムの AC の情報を表示する例を示します。
Router# show cable admission-control interface modular-Cable 1/0/0:1
Interface Mo1/0/0:1
Configured AC Max Reservable Bandwidth = 3000000 bps
Resource - Downstream Bandwidth
------------------------------Bkt
Name
Minor # of Major # of Excls # of Non-Ex Curr. Curr.
No
Level Times Level Times Level Times Level Resv Ovrsb
1
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0
2
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0
3
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0
4
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0
5
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0
6
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0
7
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0
8
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0
Note: * indicates that the thresholds are implicit
Total Current Reservation = 0 bps
Guaranteed Bonus available/total = 13657000/13657000 bps
Non-guaranteed Bonus available/total = 13658000/13658000 bps

Conf # of
Level Rej
G
0
G
0
G
0
G
0
G
0
G
0
G
0
G
0
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable admission-control

Cisco IOS Release 12.2(33)SCF 以降、統合ケーブル インターフェイスに対する
showcableadmission-control コマンド出力が変更されています。
以下に、指定した統合ケーブル インターフェイスのアップストリームおよびダウンストリームの
AC の情報を表示する例を示します。
Router# show cable admission-control interface integrated-Cable 6/1/0:0
Interface In6/1/0:0
Configured AC Max Reservable Bandwidth = 300000 bps
Resource - Downstream Bandwidth
------------------------------Bkt
Name
Minor # of Major # of Excls # of Non-Ex Curr. Curr. Conf # of
No
Level Times Level Times Level Times Level Resv Ovrsb Level Rej
1
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
2
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
3
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
4
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
5
ACFE
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
6
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
7
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
8
0
0
0
0
0
0
100*
0.0
0.0 G
0
Note: * indicates that the thresholds are implicit
Total Current Reservation = 0 bps
Guaranteed Bonus available/total = 20028000/20028000 bps
Non-guaranteed Bonus available/total = 10009000/10009000 bps

以下に、指定したケーブル インターフェイスのアップストリームおよびダウンストリームの AC
の情報を表示する例を示します。
Router# show cable admission-control interface cable 6/1/0
Interface Cable6/1/0
Resource - Upstream Bandwidth
----------------------------Thresholds applicable to upstream ports with no interface level configurations in place
Bucket
Name
Minor
Major
Exclusive
Non-Excls
Config
No
Level
Level
Level
Level
Level
1
DEF_MULTI
15
20
25
10
I
2
UGS
15
20
25
10
I
3
PCMM_1
0
0
0
0*
I
4
0
0
0
0*
I
5
0
0
0
0*
I
6
0
0
0
0*
I
7
0
0
0
0*
I
8
10
15
20
15
I
Downstream Bit Rate (bits per second) = 34307436
Resource - Downstream Bandwidth
------------------------------Bkt
Name
Minor # of Major # of Excls # of Non-Ex Curr. Curr. Conf # of
No
Level Times Level Times Level Times Level Resv Ovrsb Level Rej
1
DEF_MULTI 1
0
3
0
10
0
0
0.0
0.0 I
0
2
UGS
10
0
15
0
20
0
5
0.2
0.0 I
0
3
PCMM_1
0
0
0
0
0
0
70 *
0.0
0.0 I
0
4
0
0
0
0
0
0
70 *
0.0
0.0 I
0
5
0
0
0
0
0
0
70 *
0.0
0.0 I
0
6
0
0
0
0
0
0
70 *
0.0
0.0 I
0
7
0
0
0
0
0
0
70 *
0.0
0.0 I
0
8
0
0
0
0
0
0
70 *
58.7
0.0 I
0

以下に、global キーワードを指定してアップストリームおよびダウンストリームの AC の情報を表
示する例を示します。
Router# show cable admission-control global
CM registration event enabled
Dynamic service event enabled
Call preemption due to priority call enabled
Resource Minor #times Major #times Critical #times Current
cpu-5sec
50%
7
70%
0
99%
0
2
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proc-mem
50%
0
80%
0
90%
0
11
io-mem
50%
1
60%
1
90%
0
75
total-mem
50%
0
80%
0
90%
0
36
Number of Packetcable voice calls = 80/100 (maximum)
Number of times voice count exceeded = 1
Resource - Upstream Bandwidth
----------------------------Thresholds applicable to upstream ports with no interface or port level configurations in
place
Bucket
Name
Minor
Major
Exclusive
Non-Excls
No
Level
Level
Level
Level
1
DEF_MULTI
5
8
20
10
2
UGS
5
10
15
5
3
PCMM_1
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
6
40
45
50
5
7
0
0
0
0
8
0
0
0
0
Resource - Downstream Bandwidth
------------------------------Thresholds applicable to interfaces with no interface level configurations in place
Bucket
Name
Minor
Major
Exclusive
Non-Excls
No
Level
Level
Level
Level
1
DEF_MULTI
0
0
0
0
2
UGS
0
0
0
0
3
PCMM_1
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
6
0
0
0
0
7
0
0
0
0
8
0
0
0
0

以下の表に、show cable admission-control コマンドで表示される、アップストリームおよびダウン
ストリームのスループットに関する重要なフィールドの説明を記載します。
表 40：show cable admission-control のフィールドの説明

フィールド

説明

Bucket No

特定のバケット番号。

Names

バケット名。

Minor Level

Cisco CMTS に現在定義されているマイナーし
きい値（パーセンテージ）。

# of Times

Cisco CMTS で最後にカウンタがクリアされた
後、トラフィックがこのしきい値を超えた回
数。

Major Level

Cisco CMTS に現在定義されているメジャーし
きい値（パーセンテージ）。

Excls Level

Cisco CMTS で対応するトラフィック タイプ用
に予約されている排他的スループットのパーセ
ンテージ。アップストリームまたはダウンスト
リームのトラフィックに適用されます。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable admission-control

フィールド

説明

Non-Ex Level

Cisco CMTS に設定されている非排他的スルー
プットのパーセンテージ。一般に、ベスト エ
フォート（低優先順位）トラフィックで使用さ
れます。

Curr Resv

対応するフロー タイプ用に排他的に予約されて
いるスループットのパーセンテージ。

Conf Level

設定レベル。対象のアップストリーム/ダウンス
トリームで実際に適用される設定のスコープ
（グローバル、インターフェイス レベル、また
はアップストリーム レベル）を示します。この
フィールドの値は以下のいずれかになります。
• U：アップストリーム
• I：インターフェイス
• G：グローバル

# of Rejec

拒否の回数。

Sched Type

アップストリーム専用。このフィールドには、
以下の情報が表示されます。
• UGS：設定されている UGS しきい値およ
びトラフィック レート。
• RTPS：設定されている RTPS しきい値お
よびトラフィック レート。
• BE：設定されているベスト エフォートし
きい値およびトラフィック レート。

Flow Type

ダウンストリーム専用。このフィールドには、
音声およびデータの情報が表示されます。
• voice：設定されている音声しきい値およ
びトラフィック レート。
• data：設定されているデータしきい値およ
びトラフィック レート。

Class Name
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アップストリーム専用。

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable admission-control

フィールド

説明

CM-Registration event

ケーブル モデムが登録時にしきい値を超えるご
とに、カウンタが 1 つ増分します。たとえば、
Cisco CMTS でメジャー、マイナー、クリティ
カルしきい値がそれぞれ 60%、70%、80% に設
定されている場合、現在の値が 80% となってい
るときにケーブル モデムが登録しようとする
と、ケーブル モデムは登録されますが、メ
ジャー、マイナー、クリティカルのそれぞれの
しきい値のカウンタが 1 つ増えます。

Voice-Call event

音声コールの実行時にリソース チェックが失敗
すると、カウンタが増加します。たとえば、2
つの MAT が両方とも Cisco CMTS 上にあり、
I/O メモリのマイナー、メジャー、クリティカ
ルのしきい値がそれぞれ 50%、60%、70% に設
定されているとします。また、現在の I/O メモ
リの値は 75% です。このシナリオでは、ゲート
を作成する前に、AC が I/O メモリをチェック
します。その結果、メジャー、マイナー、クリ
ティカルのしきい値の各カウンタが 1 つ増分
し、音声コードが失敗します。音声コールが失
敗したため、パケット対応のゲートは作成され
ません。

以下に、ワイドバンドケーブルインターフェイスのアップストリームおよびダウンストリームの
AC の情報を表示する例を示します。
Router# show cable admission-control interface wideband-Cable 8/0/0:0
Interface Wideband-Cable8/0/0:0
Resource - Downstream Bandwidth
------------------------------Max Reserved BW = 18000000 bps
Total Current Reservation = 1000000 bps
Guaranteed Bonus BW = 0 bps
Non-guaranteed Bonus BW = 0 bps

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableadmission-control

Cisco CMTS とサポート Broadband Processing
Engine の CPU およびメモリのしきい値を設定
します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable admission-control

コマンド

説明

cableadmission-controlevent

AC イベント タイプを設定して有効にします。

cableadmission-controlds-bandwidth

AC ダウンストリーム帯域幅のしきい値を設定
します。

cable admission-control max-reserved-bandwidth Cisco CMTS で許可されるすべてのサービス フ
ローに対し、ボンディング グループごとの最大
予約帯域幅を定義します。
cableadmission-controlus-bandwidth

AC アップストリーム帯域幅のしきい値を設定
します。

clearcableadmissioncontrolcounters

すべての AC リソース カウンタをクリアしま
す。

debugcableadmission-control

自動 AC トラブルシューティング プロセスを有
効にします。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable admission-control fiber-node

show cable admission-control fiber-node
ファイバ ノードの Service Group Admission Control（SGAC）設定情報を表示するには、特権 EXEC
モードで show cable admission-control fiber-node コマンドを使用します。
show cable admission-control fiber-node node-id
___________________
構文の説明

node-id

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

ケーブル ファイバ ノード ID。有効な範囲は 1
～ 512 です。

リリース

変更内容

IOS-XE 3.16.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで導入されました。

___________________
使用上のガイドライン アドミッション コントロールの設定を検証するには、show cable admission-control fiber-node コ
マンドを使用します。
___________________
例

次に、ファイバ ノードの SGAC 設定情報の例を示します。
Router# show cable admission-control fiber-node 2
Constraint
Name
Limit
1
15%
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show cable admission-control interface

特定のインターフェイスの現在の予約およびそ
の他の AC 関連情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable admission-control fiber-node
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable arp-filter

show cable arp-filter
フィルタリングされた要求数を含め、送受信されたアドレス解決プロトコル（ARP）応答および
要求の合計数を表示するには、特権 EXEC モードで showcablearp-filter コマンドを使用します。
Cisco uBR7246VXR ルータ
show cable arp-filter cable slot/port[ip-requests-filtered number] [requests-filtered number| replies-filtered
number]
Cisco uBR10012 ルータ
show cable arp-filter cable slot/subslot/port [ip-requests-filtered number] [requests-filtered number|
replies-filtered number]
Cisco cBR-8 ルータ
show cable arp-filter {cable slot/subslot/port| bundle number} [ip-requests-filtered number]
[requests-filtered number| replies-filtered number]
___________________
構文の説明

cableslot/port

Cisco uBR7246VXR ルータ上の指定のケーブル
インターフェイスおよびダウンストリーム ポー
トのすべての CM に関する情報を表示します。
Cisco uBR7246VXR ルータでは、ケーブル イン
ターフェイスに応じて slot の値の範囲は 3 ～
6、port の値は 0 または 1 になります。

cableslot/subslot/port

ルータ上の指定のケーブル インターフェイスの
すべての CM に関する情報を表示します。有効
な値は次のとおりです。
• slot：uBR10012 ルータの場合は 5 ～ 8、
cBR-8 ルータの場合は 0 ～ 9
• subslot：uBR10012 ルータの場合は 0 また
は 1、cBR-8 ルータの場合は 0
• port：uBR10012 ルータの場合は 0 ～ 4、
cBR-8 ルータの場合は 0 ～ 15（ケーブル
インターフェイスに依存）

bundle number

バンドル インターフェイスの番号。number に
有効な値の範囲は 1 ～ 255 です。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable arp-filter

[ip-requests-filterednumber]

（任意）フィルタリングされた IP パケットの
ARP 要求を、number に指定されたパケットの
最小数よりも多く生成または転送しているサー
ビス ID（SID）を表示します。number に有効な
値の範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルト値はあ
りません。
（注）

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

[requests-filterednumber]

（任意）フィルタリングされた ARP 要求を、
number に指定されたパケットの最小数よりも多
く生成または転送しているサービス ID（SID）
を表示します。number に有効な値の範囲は 1 ～
65535 です。デフォルト値はありません。

[replies-filterednumber]

（任意）フィルタリングされた ARP 応答を、
number に指定されたパケットの最小数よりも多
く生成またはフィルタリングしているサービス
ID（SID）を表示します。number に有効な値の
範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルト値はありま
せん。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ユニバーサ
ル ブロードバンド ルータに導入されました。

12.2(15)BC2b

ip-requests-filtered オプションが追加され、最小 ARP パケット数を生成
または転送している特定のサービス ID（SID）を表示できるようになり
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。slot/subslot/port 変数の値の範囲が変更されまし
た。
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このフィールドには、TCP SYN フ
ラッドや ping スキャンなどの攻撃の
一環として IP トラフィックを転送し
ている可能性のあるモデムが示され
ます。

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable arp-filter

___________________
使用上のガイドライン cablearpfilter コマンドは、ケーブル インターフェイスで ARP 要求パケットおよび応答パケット
のフィルタングを可能にします。ケーブル ネットワークでユーザがサービス盗難やサービス妨害
攻撃の一環として大量の ARP トラフィックを生成している場合、またはウィルスが AARP 要求を
使用して感染可能な他のコンピュータを探している場合には、ARP パケットをフィルタリングす
る必要があります。
showcablearp-filter コマンドは、ケーブル インターフェイスで受信された ARP 応答パケットの合
計数、ケーブル インターフェイスで送信された ARP 要求パケットの合計数、およびこれらのパ
ケットのうち、フィルタリングされたパケットの数を表示します。

ヒント

___________________
例

すべてのインターフェイスのカウンタをクリアするには、clearcounters コマンドを使用しま
す。特定のインターフェイスのカウンタをクリアするには、clearcounterscableinterface コマン
ドを使用します。

以下に、Cisco uBR10012 ルータに対する showcablearp-filter コマンドの一般的な出力例を示しま
す。他の Cisco CMTS プラットフォームでも、同様の表示になります。
Router# show cable arp-filter Cable6/0/0
ARP Filter statistics for Cable6/0/0:
Replies Rcvd: 177387 total, 1869 unfiltered, 8824 filtered
Requests Sent For IP: 68625 total, 964 unfiltered, 36062 filtered
Requests Forwarded: 7969175 total, 7213 unfiltered, 366167 filtered
Router#

表 41：Cisco uBR10012 ルータでの show cable arp-filter のフィールドの説明

フィールド

説明

Replies Rcvd
Total

電源投入後、ケーブル インターフェイスで受信
された ARP 応答パケットの合計数。

Unfiltered

cablearpfilterreply-accept コマンドを使用して
フィルタリングが有効にされている間、ケーブ
ル インターフェイスで受信して受け入れられた
ARP 応答パケットの数。

Filtered

フィルタリングが有効にされている間、
cablearpfilterreply-accept コマンドを使用してイ
ンターフェイスに設定された許容しきい値を超
えてしまうためにケーブル インターフェイスで
ドロップされた ARP 応答パケットの数。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable arp-filter

フィールド

説明

Requests Sent For IP
Total

電源投入後、ケーブル インターフェイスで転送
するよう求められた ARP 要求パケットの合計
数。

Unfiltered

cablearpfilterrequest-send コマンドを使用して
フィルタリングが有効にされている間、ケーブ
ル インターフェイスで送信された ARP 要求パ
ケットの数。

Filtered

cablearpfilterrequest-send コマンドを使用して
インターフェイスに設定された許容しきい値を
超えてしまうためにケーブル インターフェイス
でドロップされた ARP 要求パケットの数。

Requests Forwarded
Total

電源投入後、ケーブル インターフェイスで ARP
プロキシに転送するよう求められた ARP 要求
パケットの合計数。

Unfiltered

cablearpfilterrequest-send コマンドを使用して
フィルタリングが有効にされている間、ケーブ
ル インターフェイスで ARP プロキシに送信さ
れた ARP 要求パケットの数。

Filtered

cablearpfilterrequest-send コマンドを使用して
インターフェイスに設定された許容しきい値を
超えてしまうためにケーブル インターフェイス
でドロップされた、ARP プロキシに対する ARP
要求パケットの数。

（注）

すべてのカウンタは 16 ビット カウン
タで、最大値は 65,535 パケットで
す。パケット数がこの最大値を超え
ると、カウンタが 0 に戻って再び増
分を開始します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable arp-filter

（注）

ARP フィルタリングが有効にされているかどうかに関わらず、showcablearp-filter コマンドの
Total カウントは増分し続けます。Unfiltered および Filtered カウントが増分するのは、
cablearpfilter コマンドを使用して ARP フィルタリングが有効にされている場合のみです。ケー
ブル ARP フィルタリングが無効にされると、これらのカウンタは clearcounters コマンドを使
用して手動でリセットされるまで、現在の値を保持します。
以下に、レポート期間ごとに 100 を超える ARP 要求を生成またはフィルタリングしているデバイ
スを表示する例を示します。このコマンドを繰り返すことで、デバイスがどれだけのスピードで
ARP パケットを生成しているのかがわかります。
Router# show cable arp-filter c6/0/0 requests-filtered 100
Sid MAC Address
IP Address
Req-Filtered
Req-For-IP-Filtered
1
0006.2854.72d7 50.3.81.4
12407
0
Router# show cable arp-filter c6/0/0 requests-filtered 100

Rep-Filtered
0

Sid MAC Address
IP Address
1
0006.2854.72d7 50.3.81.4
Router#

Rep-Filtered
0

Req-Filtered
14597

Req-For-IP-Filtered
0

以下に、レポート期間ごとに 200 を超える ARP 応答を生成またはフィルタリングしているデバイ
スを表示する例を示します。このコマンドを繰り返すことで、デバイスがどれだけのスピードで
ARP パケットを生成しているのかがわかります。
Router# show cable arp-filter c6/0/0 replies-filtered 200
Sid MAC Address
IP Address
Req-Filtered
Req-For-IP-Filtered
2
0006.53b6.562f 50.3.81.6
0
0
Router# show cable arp-filter c6/0/0 replies-filtered 200

Rep-Filtered
2358

Sid MAC Address
IP Address
2
0006.53b6.562f 50.3.81.6
Router#

Rep-Filtered
4016

Req-Filtered
0

Req-For-IP-Filtered
0

以下に、レポート期間ごとに 10 を超える IP パケットの ARP 要求を生成またはフィルタリングし
ているデバイスを表示する例を示します。このコマンドを繰り返すことで、デバイスがどれだけ
のスピードで ARP パケットを生成しているのかがわかります。
Router# show cable arp-filter c6/0/0 ip-requests-filtered 10
Sid MAC Address
IP Address
2
0006.2854.71e7 50.3.72.4
Router#

Req-Filtered
0

Req-For-IP-Filtered
1926

Rep-Filtered
0

表 42：Cisco uBR10012 ルータでの show cable arp-filter のフィールドの詳細説明

フィールド

説明

SID

デバイスのサービス ID（SID）。

MAC Address

ケーブル モデムまたは CPE デバイスのハード
ウェア（MAC レイヤ）アドレス。

IP Address

ケーブル モデムまたは CPE デバイスの IP アド
レス。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable arp-filter

フィールド

説明

Req-Filtered

デバイスが生成または転送した ARP 要求の合
計数。

Req-For-IP-Filtered

デバイスが生成または転送した IP パケットの
ARP 要求の合計数。

Rep-Filtered

デバイスが生成または転送した ARP 応答の合
計数。

（注）

___________________
例

Req-Filter および Rep-Filtered カウンタ
は 16 ビット カウンタで、最大値は
65,535 パケットです。パケット数が
この最大値を超えると、カウンタが
0 に戻って再び増分を開始します。

以下に、Cisco cBR-8 ルータに対する showcablearp-filter コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable arp-filter c9/0/0 requests-filtered 100
May 8 16:28:17.252 CST: %IP-4-ZERO_ADDR: Zero MAC
Interface Cable9/0/0
SID CPE Mac
CPE IP
Modem Mac
6
0000.af0e.26e4 30.141.0.2
c8fb.26a5.5954
6
0000.af0e.26e4 30.141.0.2
c8fb.26a5.5954

address for 30.140.2.1 in ARP cache
Modem IP
30.140.1.3
30.140.1.3

M/S Rate Pro REQ
MAC RP 10849
MAC PXF 59705

以下に、レポート期間ごとに 200 を超える ARP 応答を生成またはフィルタリングしているデバイ
スを表示する例を示します。このコマンドを繰り返すことで、デバイスがどれだけのスピードで
ARP パケットを生成しているのかがわかります。
Router# show cable arp-filter c9/0/0 requests-filtered 200
Interface Cable9/0/0
SID CPE Mac
CPE IP
6
0000.af0e.26e4 30.141.0.2
6
0000.af0e.26e4 30.141.0.2

Modem Mac
Modem IP
c8fb.26a5.5954 30.140.1.3
c8fb.26a5.5954 30.140.1.3

M/S Rate Pro REQ
MAC RP 10849
MAC 934 PXF 352036

以下に、レポート期間ごとに 10 を超える IP パケットの ARP 要求を生成またはフィルタリングし
ているデバイスを表示する例を示します。このコマンドを繰り返すことで、デバイスがどれだけ
のスピードで ARP パケットを生成しているのかがわかります。
Router# show cable arp-filter c9/0/0 ip-requests-filtered 100
Interface Cable9/0/0
SID CPE Mac
CPE IP
1
0000.af0e.26e4 30.141.0.2
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Modem Mac
Modem IP
c8fb.26a5.5954 30.140.1.3

M/S Rate Pro IP
MAC RP 1203

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable arp-filter

表 43：Cisco cBR-8 ルータでの show cable arp-filter のフィールドの説明

___________________
例

フィールド

説明

SID

デバイスのサービス ID（SID）。

CPE MAC

ケーブル CPE デバイスのハードウェア（MAC
レイヤ）アドレス。

CPE IP

CPE デバイスの IP アドレス。

Modem MAC

ケーブル モデムハードウェア（MAC レイヤ）
アドレス。

Modem IP

ケーブル モデムの IP アドレス。

M/S

フィルタリングのタイプ。M は MAC ごとの
フィルタリング、S は SID ごとのフィルタリン
グを意味します。

Rate

パケットのフィルタリング レート。ハードウェ
ア支援フィルタリングの場合にのみ値が示され
ます。

Pro

フィルタリングが行われた場所。オプションは
RP および PXF(FP) です。

[REQ|REP|REQIP]

REQ は ARP 要求パケット、REP は ARP 応答パ
ケット、REQIP は IP の ARP 要求パケットを意
味します。

以下に、clearcounterscableinterface コマンドでケーブル ARP カウンタをクリアする例を示しま
す。ARP カウンタは 16 ビット カウンタであり、大量の ARP トラフィックが生成されているとき
に短時間で繰り返し 0 にラップ アラウンドできるため、このコマンドが役立ちます。また、ARP
パケット カウンタには、過去に大量の ARP トラフィックを転送したものの、現在はそのようなト
ラフィックを転送していない SID が含まれることがあります。カウンタをクリアすることで、現
在 ARP フィルタをトリガーしている ARP トラフィックを転送している SID を明確に見極めるこ
とができます。
uBR シリーズ ルータの場合：
Router# show cable arp cable 6/0/0
ARP Filter statistics for Cable6/0/0:
Replies Rcvd: 3278 total. 84 unfiltered, 3194 filtered
Requests Sent For IP: 941 total. 30 unfiltered, 911 filtered
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable arp-filter

Requests Forwarded: 941 total. 37 unfiltered, 904 filtered
Router# show cable arp-filter cable 6/0/0 requests-filtered 10
Sid MAC Address
IP Address
1
0006.2854.72d7 10.3.81.4
23
0007.0e02.b747 10.3.81.31
57
0007.0e03.2c51 10.3.81.31
...
81
00C0.c726.6b14 10.3.81.31
Router# clear counter cable 6/0/0

Req-Filtered
8
32
12407

Req-For-IP-Filtered
0
0
0

Rep-Filtered
0
0
0

23

0

0

Clear "show interface" counters on this interface [confirm] y
08:17:53.968: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on interface Cable6/0/0 by console
Router# show cable arp cable 6/0/0
ARP Filter statistics for Cable6/0/0:
Replies Rcvd: 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Requests Sent For IP: 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Requests Forwarded: 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Router# show cable arp-filter cable 6/0/0 requests-filtered 10
Sid MAC Address
IP Address
Req-Filtered
Req-For-IP-Filtered
Router# show cable arp-filter cable 6/0/0 requests-filtered 10

Rep-Filtered

Sid MAC Address
IP Address
57
0007.0e03.2c51 10.3.81.31
81
00C0.c726.6b14 10.3.81.31
Router# show cable arp-filter cable

Req-Filtered
Req-For-IP-Filtered
20
0
12
0
6/0/0 requests-filtered 10

Rep-Filtered
0
0

Sid MAC Address
IP Address
57
0007.0e03.2c51 10.3.81.31
81
00C0.c726.6b14 10.3.81.31
Router#

Req-Filtered
31
18

Rep-Filtered
0
0

Req-For-IP-Filtered
0
0

cBR シリーズ ルータの場合：
Router# show cable arp-filter c9/0/0
ARP Filter statistics for Cable9/0/0:
Replies Rcvd: 3868865 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Requests Forwarded: 82364 total. 2707 unfiltered, 70878 filtered
Requests Sent For IP: 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Router# show cable arp-filter c9/0/0 requests-filtered 1
Interface Cable9/0/0
SID CPE Mac
CPE IP
6
0000.af0e.26e4 30.141.0.2
6
0000.af0e.26e4 30.141.0.2

Modem Mac
Modem IP
c8fb.26a5.5954 30.140.1.3
c8fb.26a5.5954 30.140.1.3

M/S Rate Pro REQ
MAC RP 7480
MAC PXF 6987

Router# clear counter cable 9/0/0
Clear "show interface" counters on this interface [confirm]
Router# show cable arp-filter c9/0/0 requests-filtered 1
May

8 17:53:14.557 CST: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on interface Cable9/0/0 by console

Router# show cable arp-filter c9/0/0
ARP Filter statistics for Cable9/0/0:
Replies Rcvd: 6288 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Requests Forwarded: 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Requests Sent For IP: 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Router# show cable arp-filter c9/0/0 requests-filtered 1
Interface Cable9/0/0 - none
Router# show cable arp-filter c9/0/0 requests-filtered 1
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable arp-filter

Interface Cable9/0/0 - none

（注）

___________________
関連コマンド

clearcounters コマンドは、ARP パケット カウンタだけでなく、インターフェイスのすべての
パケット カウンタをクリアします。

Command

Description

cablearp

ケーブルの Address Resolution Protocol（ARP）
をアクティブにします。

cablearpfilter

ケーブル インターフェイスで各サービス ID
（SID）に許可する ARP パケットの数を制御し
ます。

cableproxy-arp

ケーブル インターフェイスのケーブル プロキ
シ ARP をアクティブにします。

cleararp

ルータ上のルーティング テーブルをクリアしま
す。

clearcounters

すべてのインターフェイスまたは特定のイン
ターフェイスに対するパケット カウンタをクリ
アします。

debugcablearpfilter

ARP ブロードキャストのフィルタリングに関す
るデバッグ メッセージを表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable bgsync

show cable bgsync
Cisco CMTS で SNMP バックグラウンド同期が行われるときに統計情報を表示するには、特権
EXEC モードで -->showcablebgsync コマンドを使用します。
show cable bgsync
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ で、この
コマンドが show cable snmp cache-status コマンドに置き換えられ
ました。

___________________
使用上のガイドライン showcablebgsync コマンドは、SNMP 同期に関する情報を表示するために使用します。
___________________
例

以下に、8/0/0 のケーブル インターフェイスに対する -->showcablebgsync コマンドの出力例を示し
ます。
Router# show cable bgsync
Background Sync is active, uptime is 28 minutes, 59 seconds.
Background Sync last active time is 200 seconds since CMTS bootup.
I-packet interval time is 1 day, P-packet interval time is 5 seconds.
Line Card with bg-sync: 5/0 6/0 7/1 8/0
Line Card working on I syncing:
Last clear cable bg sync counters Time:
Total bytes: 446239
Total background sync packets: 3584
Ack packets: 2215
Run Ctrl Msg packets: 4
Data packets: 1365
Interval packets: 7377
I Type packets: 794
P Type packets: 6583
Mismatched packets: 0
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable bgsync

Bg sync data IPC lost packets: 0
Router#

以下の表に、出力に表示される重要なフィールドの説明を記載します。
表 44：show cable bgsync のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

I-packet interval

ライン カードからルート プロセッサ（RP）へ
のパケット送信時間間隔。

P-packet interval

ライン カードから RP への差分パケット送信時
間間隔。

Line Card with bgsync

バックグラウンド同期がアクティブなライン
カード。

Mismatched Packets

IPC バージョンが異なるパケット。

コマンド

説明

cablebgsync

Cisco CMTS のバックグラウンド同期のデータ
間隔を設定します。

cablebgsyncactive

Cisco CMTS のバックグラウンド同期プロセス
をアクティブにします。

clearbgsynccounters

Cisco CMTS のバックグラウンド同期カウンタ
をクリアします。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable bundle

show cable bundle
指定のインターフェイスの転送テーブルを表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC
モードで showcablebundle コマンドを使用します。
show cable bundle n [forwarding-table| mobility]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

n

バンドル識別子を指定します。有効な値の範囲
は 1 ～ 255 です。

forwarding-table

指定されたインターフェイスの転送テーブルを
表示します。

mobility

バンドル インターフェイスのモビリティ サブ
ネットを表示します。

ユーザ EXEC または特権 EXEC

リリース

変更内容

12.0(7)XR2

このコマンドが導入されました。

12.0(8) SC

このコマンドがサポートされるようになりました。

12.1(2) EC1

このコマンドがサポートされるようになりました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインにサポートが追加されました。

12.1(13)EC、12.2(11)BC1 デバッグを支援するために、フラグ、ロケーション、リンク、および
サブリンク フィールドが出力に追加されました。
12.3(21)BC
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現在、すべてのケーブル バンドルは自動的に変換されて仮想バンドル
に含まれるように設定されます。スタンドアロン ケーブル インター
フェイスを正常に機能させるには、仮想バンドルに含まれるように手
動で設定する必要があります。以前は、新しい仮想インターフェイス
バンドルとバンドル メンバを再設定する必要があり、スタンドアロン
インターフェイスがバンドルにまったく含まれない場合もありました。

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable bundle

12.2(33)SCH2

このコマンドが変更されました。mobility パラメータが追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン
• Cisco IOS Release 12.3(21)BC 以降、uBR シリーズ ルータでは、ソフトウェア イメージをロー
ドすると、すべてのケーブル バンドルが自動的に変換され、仮想バンドルに含まれるように
設定されるようになりました。
• Cisco IOS Release 12.3(21)BC より前のリリースでは、uBR シリーズ ルータで仮想バンドル イ
ンターフェイスを削除すると、仮想バンドルが消失します。
• Cisco IOS Release 12.3(21)BC 以降、uBR シリーズ ルータでスタンドアロン ケーブル インター
フェイスを正常に機能させるには、仮想バンドルに含まれるよう手動で設定する必要があり
ます。
• 仮想バンドル インターフェイスはメンバーからのカウンタを累積します。バンドルに追加さ
れる際に、メンバー リンクのカウンタはクリアされません。バンドル専用のカウンタが必要
な場合は、バンドルに追加する前、または（Cisco IOS Release 12.3(21)BC 以降の場合）イメー
ジをロードする前に、メンバー上のバンドル カウンタをクリアしてください。
Cisco CMTS でのケーブル インターフェイスのバンドルおよび仮想インターフェイスのバンドル
に関する詳細については、Cisco CMTS で以下のドキュメントを参照してください。
• Cable Interface Bundling and Virtual Interface Bundling on the Cisco CMTS

___________________
例

以下に、showcablebundle コマンドの一般的な例を示します。
Router# show cable bundle 1 forwarding-table
MAC address
Interface
Flags Location
00c0.5e01.0203
Cable8/0/0
3
64E5BF60
00c0.5e01.0203
Cable7/0/0
3
64E5BE00
00c0.5e01.0101
Cable8/0/0
3
64E5BEE0
00c0.5e01.0101
Cable7/0/0
3
64E5BE40
00c0.a375.cc1c
Cable8/0/0
1
64E5BEC0
00c0.0e01.a835
Cable8/0/0
1
64E5BEA0
00c0.0e01.a799
Cable8/0/0
1
64E5BDE0
00c0.0e01.a405
Cable8/0/0
1
64E5BF00
00c0.0e01.a5d1
Cable7/0/0
1
64E5BE20
00c0.0e01.a5d9
Cable8/0/0
1
64E5BE60
00c0.0e01.a5e1
Cable7/0/0
1
64E5BF40
00c0.0e01.a5f1
Cable7/0/0
1
64E5BE80
00c0.0eb4.0a41
Cable5/0/0
1
63704D1C
00c0.f03b.ed59
Cable6/1/0
1
6370427C
00c0.f03b.ed97
Cable6/1/0
1
63703F3C
00c0.0eb4.1373
Cable5/0/0
1
6370479C
00c0.f03b.edd3
Cable6/1/0
1
637042BC
00c0.7371.6df6
Cable5/0/0
1
63703DFC

link
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sublink
64E5BE00
0
64E5BE40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable bundle

以下の表に、showcablebundle コマンドの出力に表示されるフィールドの説明を記載します。
表 45：show cable bundle コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

MAC address

バンドルに含まれる各インターフェイスのMAC
（ハードウェア）アドレスを示します。

Interface

ケーブル インターフェイスのスロットおよび
ポート番号を示します。

Flag

このバンドル エントリのフラグ バイトに現在
設定されている値。以下のいずれかのビットが
設定されます。
• ビット 0（0x01）：バンドルはアクティブ
です。
• ビット 1（0x02）：バンドルは静的マルチ
キャスト グループです。
（注）

ヒント

Location

ルータのメモリ内でのこのバンドル エントリの
フラグ バイトの場所。この値は、デバッグを行
う TAC エンジニアにのみ役立ちます。

link

このバンドル エントリのリンク ポインタの値。
この値は、デバッグを行う TAC エンジニアに
のみ役立ちます。

sublink

このバンドル エントリのサブリンク ポインタ
の値。この値は、デバッグを行う TAC エンジ
ニアにのみ役立ちます。

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。
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複数のビットが設定されている場合
は、値を合計します。たとえば、3 は
アクティブな静的マルチキャスト グ
ループを意味します。

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable bundle

以下に、12.3 BC Cisco IOS 以降のリリースで Cisco CMTS での仮想インターフェイス バンドルを
サポートする showcablebundlefowarding-table コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable bundle 1 forwarding-tableMAC
link
sublink
00c0.5e01.0203
Cable8/0/0
3
64E5BF60
00c0.5e01.0203
Cable7/0/0
3
64E5BE00
00c0.5e01.0101
Cable8/0/0
3
64E5BEE0
00c0.5e01.0101
Cable7/0/0
3
64E5BE40
00c0.a375.cc1c
Cable8/0/0
1
64E5BEC0
00c0.0e01.a835
Cable8/0/0
1
64E5BEA0
00c0.0e01.a799
Cable8/0/0
1
64E5BDE0
00c0.0e01.a405
Cable8/0/0
1
64E5BF00
00c0.0e01.a5d1
Cable7/0/0
1
64E5BE20
00c0.0e01.a5d9
Cable8/0/0
1
64E5BE60
00c0.0e01.a5e1
Cable7/0/0
1
64E5BF40
00c0.0e01.a5f1
Cable7/0/0
1
64E5BE80
00c0.0eb4.0a41
Cable5/0/0
1
63704D1C
00c0.f03b.ed59
Cable6/1/0
1
6370427C
00c0.f03b.ed97
Cable6/1/0
1
63703F3C
00c0.0eb4.1373
Cable5/0/0
1
6370479C
00c0.f03b.edd3
Cable6/1/0
1
637042BC
00c0.7371.6df6
Cable5/0/0
1
63703DFC
Total = 18, sublink total = 2
Free = 1016, low_mark = 1016

address
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Interface

Flags Location

64E5BE00
0
64E5BE40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

以下に、showcablebundlemobility コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable bundle 1 mobility
Interface
IP/IPv6 Subnet
------------------------------------------------------------------------------Bundle1
--Bundle1.1
192.0.3.0/16
192.0.3.1/16
192.0.4.1/16
2001:DB:5:4:100::1/32
2001:DB:5:4:101::1/32
Bundle1.2
192.0.3.1/16

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablebundle

インターフェイス バンドルを作成します。

showipinterfacebrief

インターフェイスの IP 情報とステータスの概
要を、仮想インターフェイス バンドルの情報も
含めて表示します。

showpxfcable （uBR シリーズ ルータ用）

1 つまたはすべてのケーブル インターフェイス
のマルチキャスト エコー、パケット インター
セプト、または送信元確認機能を、仮想イン
ターフェイス バンドルの情報も含めて表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable bundle multicast

show cable bundle multicast
指定の仮想インターフェイス バンドルについて、IGMPv3 に基づくマルチキャスト情報を表示す
るには、特権 EXEC モードで showcablebundlemulticast コマンドを使用します。
show cable bundle bundle#multicast group
show cable bundle bundle#multicast [MAC addr| IP addr]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

bundle#

仮想インターフェイス バンドルの英数字による
ID。

group

マルチキャスト グループ メンバーシップ ID。

MACaddr

どの MAC アドレスの情報を返すかを指定する
オプション パラメータ。

IPaddr

どの IP アドレスの情報を返すかを指定するオ
プション パラメータ。

ユーザ EXEC または特権 EXEC

リリース

変更内容

12.3(21)BC

Cisco CMTS 上の仮想インターフェイス バンドルをサポートするために、こ
のコマンドが導入されました。現在、すべてのケーブル バンドルは自動的に
変換されて仮想バンドルに含まれるように設定されます。スタンドアロン
ケーブル インターフェイスを正常に機能させるには、仮想バンドルに含まれ
るように手動で設定する必要があります。以前は、新しい仮想インターフェ
イス バンドルとバンドル メンバを再設定する必要があり、スタンドアロン
インターフェイスがバンドルにまったく含まれない場合もありました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータに実
装されました。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable bundle multicast

___________________
使用上のガイドライン
• Cisco IOS Release 12.3(21)BC 以降、uBR シリーズ ルータでは、ソフトウェア イメージをロー
ドすると、すべてのケーブル バンドルが自動的に変換され、仮想バンドルに含まれるように
設定されるようになりました。
• Cisco IOS Release 12.3(21)BC より前のリリースでは、uBR シリーズ ルータで仮想バンドル イ
ンターフェイスを削除すると、仮想バンドルが消失します。
• Cisco IOS Release 12.3(21)BC 以降、uBR シリーズ ルータでスタンドアロン ケーブル インター
フェイスを正常に機能させるには、仮想バンドルに含まれるよう手動で設定する必要があり
ます。
• 仮想バンドル インターフェイスはメンバーからのカウンタを累積します。バンドルに追加さ
れる際に、メンバー リンクのカウンタはクリアされません。バンドル専用のカウンタが必要
な場合は、バンドルに追加する前、または（Cisco IOS Release 12.3(21)BC 以降の場合）イメー
ジをロードする前に、メンバー上のバンドル カウンタをクリアしてください。
Cisco CMTS でのケーブル インターフェイスのバンドルおよび仮想インターフェイスのバンドル
に関する詳細については、Cisco CMTS で以下のドキュメントを参照してください。
• Cable Interface Bundling and Virtual Interface Bundling on the Cisco CMTS

___________________
例

以下に、この新しいコマンドの例を示します。このコマンドは、バンドルのマルチキャスト MAC
アドレスをマルチキャスト IP アドレス情報（関連付けられたマルチキャスト送信元を含む）に変
換します。
Router# show cable bundle bundle1.1 multicast
CableBundle Interface
Source IP
Multicast IP
1
Bundle1.1
*
230.1.1.1

MAC Address
0100.5e00.0001

以下に、指定の仮想バンドルに関するマルチキャスト情報の例を示します。
Router# sh cable bundle 1 multicast
CableBundle Interface
Source IP
1
Bundle1
*

Multicast IP
239.0.0.100

MAC Address
0100.5e00.0001

MAC アドレスをマルチキャスト IP アドレスに変換するには、以下のオプション構文を使用しま
す。
showcablebundlebundle#-->multicast [ <MAC addr | IP addr > ]
以下に、この拡張した show コマンドの例を示します。
Router# show cable bundle bundleID multicast 0100.5e00.0001
MAC address
Interface
Flags Location
link
sublink
0100.5e00.0001
Bundle1
1
646FE4D8
0
646FE4EC
0100.5e00.0001
Cable6/0/0
1
646FE4EC
0
0
^^^^^^^^^^^^^^
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable bundle multicast

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablebundle

インターフェイス バンドルを作成します。

showipinterfacebrief

インターフェイスの IP 情報とステータスの概
要を、仮想インターフェイス バンドルの情報も
含めて表示します。

showpxfcable （uBR シリーズ ルータ用）

1 つまたはすべてのケーブル インターフェイス
のマルチキャスト エコー、パケット インター
セプト、または送信元確認機能を、仮想イン
ターフェイス バンドルの情報も含めて表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable burst-profile

show cable burst-profile
アップストリーム PHY の設定に使用されているアップストリーム データ バースト プロファイル
を表示するには、特権 EXEC モードで showcableburst-profile コマンドを使用します。
show cable burst-profile

（注）

すべての Cisco IOS ルータの現在の Cisco IOS ソフトウェア バージョンでは、このコマンドは
廃止されて削除されています。

___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

11.3(5)NA、12.0(5)T1、12.0(6)SC、 このコマンドが削除され、showcablemodulation-profile コマ
12.1(2)EC1
ンドに置き換えられました。
IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、DOCSIS でデータ、範囲、ステーション保守バーストを制御するために当初使
用していたケーブル バースト プロファイルの設定を表示するために使用されていました。Cisco
CMTS ルータで現在サポートしている包括的な一連の変調プロファイルは、
showcablemodulation-profile コマンドを使用して表示します。

（注）

showcableburst-profile コマンドは、DOCSIS 仕様の初期バージョンでのみサポートされていた
フィールドおよび値を表示するために使用されていました。現在の DOCSIS 1.0 の仕様と 1.1
の仕様とでは、使用されるパラメータおよび値が異なります。これらは、
showcablemodulation-profile コマンドで表示されます。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable burst-profile

___________________
例

次に、showcableburst-profile コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable burst-profile
Burst
number
1
2
3
4
5
6
Router#

Type Preamb Diff
1
1
1
1
1
1

48
48
48
48
48
48

no
no
no
no
no
no

FEC err FEC
length
0x0
0x6
0x0
0x6
0x5
0x2C
0x5
0x2C
0x5
0x32
0x0
0x32

Scrambl Max
size
0x152
1
0x152
1
0x152
0
0x152
0
0x152
0
0x152
0

Guard
size
16
12
48
48
20
20

Last
Scrambl profile
shortened
1
yes
1
no
1
yes
1
yes
1
yes
1
no

表 46：show cable burst-profile のフィールドの説明

ヒント

フィールド

説明

Burst profile number

バースト プロファイルの番号。

Type

バースト プロファイルのタイプ。

Preamb length

プリアンブルの長さ。

Diff encode

diff エンコードの有無を示します。

FEC err correct

前方誤り訂正を示します。

FEC codeword length

前方誤り訂正コード ワードの長さを示します。

Scrambl seed

スクランブラのシードを示します。

Max size

最大バースト サイズを示します。

Guard size

ガード時間のサイズを示します。

Last codeword shortened

短縮された最終コード ワードを示します。

Scrambl

スクランブルが有効（yes）か無効（no）かを示
します。

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable burst-profile

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreammodulation-profile

指定の周波数を使用するスペクトル グループを
設定します。

showcablehop

CM 構成設定を表示します。

showcablemodulation-profile

現在定義されている変調プロファイルを表示し
ます。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable calls

show cable calls
PacketCable 緊急 911 コール サービス リストおよび履歴を対象に音声コールの履歴情報とステー
タスを表示するには、特権 EXEC モードで showcablecalls コマンドを使用します。このコマンド
は、グローバル コンフィギュレーション モードで cablehigh-priority-call-window コマンドを使用
して有効にされた音声通話履歴の情報を表示します。
show cable calls [slot| slot/subslot]
___________________
構文の説明

interface

PacketCable 緊急 911 コール履歴を有効にするイ
ンターフェイスを選択します。

slot

Cisco ルータ上の特定のケーブル インターフェ
イスのスロットまたはスロットとポートを指定
します。
Cisco uBR7246VXR ルータの場合、有効な値は
以下のとおりです。
• slot に有効な値の範囲は 3 ～ 6 です。

slot/subslot

Cisco ルータ上の特定のケーブル インターフェ
イスのスロットまたはスロットとポートを指定
します。
Cisco uBR10012 ルータの場合、有効な値は以下
のとおりです。
• slot = 5 ～ 8
• subslot = 0 または 1
Cisco cBR-8 ルータの場合、有効な値は以下の
とおりです。
• slot = 0 ～ 9
• subslot = 0

___________________
コマンド モード

特権 EXEC
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable calls

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

Cisco CMTS の PacketCable 緊急 911 サービス リストおよび履歴をサポー
トするために、このコマンドが導入されました。
• Cisco uBR7246VXR ルータ
• Cisco uBR10012 ルータ

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。slot/subslot 変数に有効な値の範囲が変更されまし
た。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco CMTS の PacketCable 緊急 911 サービス リストおよび履歴機能をサポート
します。Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco CMTS の PacketCable 緊急 911 コールの情報に
関するサポートが拡張されて、以下の情報および関連する履歴も表示されるようになっています。
• アクティブな緊急 911 コール
• 最近の緊急 911 コール
• 通常の音声コール
• 最近の緊急 911 コールの後に行われた音声コール
Cisco CMTS で緊急 911 コールの記録を保持する期間（分単位）を設定するには、
-->cablehigh-priority-call-window コマンドを使用します。cablehigh-priority-call-window コマンド
の詳細については、『Cisco IOS CMTS Cable Command Reference』を参照してください。
PacketCable および PacketCable マルチメディア（PCMM）による音声コール サポートの詳細につ
いては、Cisco.com の以下のドキュメントで確認できます。
Cisco CMTS PacketCable and PacketCable Multimedia Features Configuration Guide, Release 12.2SC
___________________
例

以下に、Cisco CMTS 上のコール ステータスの例を示します。
Router# show cable calls
Interface
ActiveHiPriCalls
Cable3/0
0
Cable3/1
0
Cable4/0
0
Cable4/1
0
Total
0
Router #

ActiveAllCalls
0
0
0
0
0

PostHiPriCallCMs
0
0
0
0
0

RecentHiPriCMs
1
0
1
0
2
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable calls

以下のコマンド例には、優先順位の高いコールに対して設定された期間中に、Cisco uBR10012 ルー
タ上の Cable8/1/1 インターフェイスで緊急 911 コールが 1 回行われたことが示されています。
Router# show cable calls
Interface
ActiveHiPriCalls
Cable5/0/0 0
Cable5/0/1 0
Cable5/1/0 0
Cable5/1/1 0
Cable5/1/2 0
Cable5/1/3 0
Cable5/1/4 0
Cable6/0/0 0
Cable6/0/1 0
Cable7/0/0 0
Cable7/0/1 0
Cable8/1/0 0
Cable8/1/1 1
Cable8/1/2 0
Cable8/1/3 0
Cable8/1/4 0
Total
1

___________________
関連コマンド

PostHiPriCallCMs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RecentHiPriCMs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

コマンド

説明

cablehigh-priority-call-window

Cisco CMTS で緊急 911 コールの記録を保持す
る期間（分単位）を設定します。

showcablemodemcalls

特定のケーブル モデムの音声コール情報を表示
します。
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ActiveAllCalls
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable card

show cable card
アップストリームおよびダウンストリームのトラフィックに関連した問題をデバッグするために
必要なさまざまなアップストリーム/ダウンストリームの物理デバイスおよび MAC デバイス関連
の情報を表示するには、特権 EXEC モードで show cable card コマンドを使用します。
show cable card slot/sub-slot{{ds-mac {all} | {bg} | {index} | {links} | {resources} | {state}} |
{ds-phy{display | trigger}} | {memory [summary]} | {proc-cpu [history | sorted ]} | {qam-repl
{config-validate }| {group [group-id[counters | verbose]]} | {port downstream port number{{group} |
{pilot} | {rf-channel grouplist}}}} | {tech-support} | {us-mac {config {bpi BPI indexsegment value} |
{bwr physical channel number} | {gs MAC domain number} | {hwflow physical channel numberSID
valuesegment value} | {swflow HW flow valuesegment value}} | {counts {all} | {ccf} | {esi} | {frag} | {frame}
| {global} | {ilk} | {interrupt} | {pkt} | {uepi}}} | {us-phy {channel {MG device instancephysical channel
number[clear] logical channel number{{all} | {get} | {show IUC number}}} | {fec-summary}} | {driver
[MG device instance ]} | {errors [MG device instance]}}}
___________________
構文の説明

slot/sub-slot

スロット/サブスロット番号。スロットの値の範
囲は 0 ～ 9、サブスロットの値は 0 です。

ds-mac

ダウンストリーム MAC 情報を指定します。

all

すべてのダウンストリーム MAC 情報を指定し
ます。

bg

ダウンストリーム MAC BG 割り当て情報を指
定します。

index

ダウンストリーム MAC ハードウェア フロー、
DSID、および BPI インデックス割り当て情報
を指定します。

links

ダウンストリーム MAC リンク情報を指定しま
す。

resources

ダウンストリーム MAC リソース（free/used
jib/spr grps）を指定します。

state

ダウンストリーム MAC 状態の情報を指定しま
す。

ds-phy

DSPHY 関連の情報を収集して表示する DSPHY
コマンドを指定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1691

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable card

display

ハードウェアから収集した DSPHY 情報を指定
します。

trigger

DSPHY ハードウェア情報収集トリガーを指定
します。

memory

メモリ情報を指定します。

summary

（任意）メモリ統計情報を指定します。

pro-cpu

CPU 情報を指定します。

history

（任意）グラフ形式で CPU 履歴を表示します。

sorted

（任意）使用率に基づいてソートした出力を表
示します。

qam-repl

カード レベルの QAM レプリケーション情報を
指定します。

config-validate

QAM レプリケーションの検証設定を指定しま
す。

group

QAM レプリケーション グループ情報を表示し
ます。

group-id

（任意）QAM レプリケーション グループ ID
を指定します。値の範囲は 24576 ～ 25599 で
す。

counters

（任意）QAM レプリケーション グループのカ
ウンタを表示します。

verbose

（任意）QAM レプリケーション グループの詳
細情報を表示します。

pilot

カード上のパイロット チャネルを指定します。

port

ダウンストリーム ポートを指定します。

downstream port number

ダウンストリーム ポート番号。値の範囲は 0 ～
7 です。

rf-channel

RF チャネル情報を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1692

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable card

group list

RF チャネルのリストおよび RF チャネルの範
囲。

tech-support

テクニカル サポート情報を表示します。

us-mac

重要なアップストリーム MAC 情報を指定しま
す。

config

アップストリームMAC設定情報を指定します。

bpi

アップストリーム MAC BPI 設定情報を指定し
ます。

BPI index number

BPI インデックス番号。値の範囲は 0 ～ 32767
です。

segment value

セグメント値。値の範囲は 1 ～ 14 です。

bwr

アップストリーム MAC 帯域幅要求設定情報を
指定します。

physical channel number

物理チャネル番号。値の範囲は 0 ～ 127 です。

gs

アップストリーム MAC GS 設定情報を指定しま
す。

MAC domain number

MAC ドメイン番号。値の範囲は 0 ～ 127 です。

hwflow

アップストリーム MAC ハードウェア フロー設
定情報を指定します。

SID value

SID 値。値の範囲は 0 ～ 16383 です。

swflow

アップストリーム MAC ソフトウェア フロー設
定情報を指定します。

HW flow value

ハードウェア フロー値。値の範囲は 0 ～ 131071
です。

counts

アップストリーム MAC カウント情報を表示し
ます。

all

すべてのアップストリーム MAC 情報を表示し
ます。
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ccf

アップストリーム MAC CCF 情報を表示しま
す。

esi

アップストリーム MAC ESI 情報を表示します。

frag

アップストリーム MAC フラグメント処理情報
を表示します。

frame

アップストリーム MAC フレーム処理情報を表
示します。

global

アップストリーム MAC グローバル情報を表示
します。

ilk

アップストリーム MAC リンク情報を表示しま
す。

interrupt

アップストリームMAC中断情報を表示します。

pkt

アップストリーム MAC パケット処理情報を表
示します。

uepi

アップストリーム MAC UEPI/SGMII 情報を表示
します。

us-phy

アップストリームの物理デバイス関連の情報を
指定します。

channel

3142 チャネル カウンタを指定します。

MG device instance

MG デバイス インスタンス。値の範囲は 0 ～ 7
です。

clear

チャネル カウンタをクリアします。

logical channel number

論理チャネル番号。値の範囲は 0 ～ 1 です。

get

MG から IUC を取得することを指定します。

show IUC number

ダンプ IUC の番号を表示します。

fec-summary

すべてのチャネル FEC エラーを表示します。

driver

内部ドライバ情報を表示します。

errors

3142 エラー カウンタを指定します。
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show cable card

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン show cable card コマンドは、ダウンストリームに関連する問題をデバッグするために使用しま
す。
___________________
例

次に、show cable card コマンドの一般的な出力例を示します。
Router#
all
bg
index
links
resources
state

sh cab card 3/0 ds-mac ?
show all ds-mac information
show ds-mac bg alloc information
show ds-mac hw-flow index alloc information
show ds-mac links information
show ds-mac resources (free/used jib/spr grps)
show ds-mac state information
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show cable cgd-associations
Cisco CMTS 上のチャネル グループ ドメイン（CGD）のダウンストリーム関連付けを表示するに
は、特権 EXEC モードで showcablecgd-associations コマンドを使用します。
show cable cgd-associations
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCG4

このコマンドが変更されました。

12.2(33)SCH

[Active Remote DS] 出力フィールドが [Active DS] に変更されま
した。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

以下に、showcablecgd-associations コマンドの出力例を示します。この出力には、Cisco ワイドバ
ンド SPA ダウンストリームの Cisco uBR-MC3GX60V および Cisco uBR-MC20X20V ライン カード
との関連付けが表示されています。
Router# show cable cgd-associations
CGD Host Resource DS Channels
Ca7/1/0
7/1/0
4

（注）

Upstreams (AllUS)
0-3
Yes

Active DS
4

[AllUS] フィールドの [Yes] は、すべてのアップストリーム チャネルが MAC ドメインのダウ
ンストリーム チャネルに関連付けられていることを意味します。[AllUS] フィールドがブラン
クの場合、すべてのアップストリーム チャネルがダウンストリーム チャネルに関連付けられ
ているわけではありません。
次の表で、showcablecgd-associationscommand の出力で表示されるフィールドを説明します。
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show cable cgd-associations

表 47：show cable cgd-associations のフィールドの説明

フィールド

説明

CGD Host

CGD の MAC ドメイン インターフェイス。

Resource

ダウンストリーム ケーブル インターフェイス
ライン カード。

DS Channels

ダウンストリーム RF チャネル。

Upstreams

MAC ドメイン内のアップストリーム チャネル
の関連付け。

（AllUS）

MAC ドメイン内のすべてのアップストリーム
チャネルとダウンストリーム チャネルの関連付
け。

Active Remote DS

アクティブなダウンストリーム チャネル。
（注）

___________________
関連コマンド

Cisco IOS Release 12.2(33)SCG4 以降、
[Active Remote DS] フィールドは
[Active DS] に変更されています。

Active DS

Cisco IOS Release 12.2(33)SCG4 以降、アクティ
ブなダウンストリーム チャネルは、このフィー
ルドに表示されます。

コマンド

説明

showcablemac-domaincablecgd-associations

すべてのケーブル MAC ドメインの CGD 関連
付けの概要を表示します。

showcablemac-domaincabledownstream-service-group プライマリ ダウンストリーム チャネルの MAC
ドメイン ダウンストリーム サービス グループ
情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable channel-group

show cable channel-group
チャネル グループ情報を表示するには、特権 EXEC モードで show cable channel-group コマンド
を使用します。
show cable channel-group {all | group-id}
___________________
構文の説明

all

すべてのチャネル グループのチャネル グループ情報を表示します。

group-id

チャネル グループ ID。有効範囲は 1 ～ 1000 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

Cisco IOS リリース 12.2(33)CX

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータではサポートされていません。

次に、show cable channel-group all コマンドの出力例を示します。
Router# show cable channel-group all
-------------------------------------------------------------------------------Channel Group 1
State: Valid
Host: 8/1/0
Upstream channels (total 1):
Cable8/1/0 channel 1
Downstream channels (total 15):
Modular-Cable 8/1/0 rf-channel 0-14
Associated CMC List (total/registered: 1/0):
MAC Address
Registered
Offset
0001.0002.0003 N
-------------------------------------------------------------------------------Channel Group 710
State: Valid
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show cable channel-group

Host:

7/1/0

Upstream channels (total 4):
Cable7/1/0 channel 0-3
Downstream channels (total 16):
Modular-Cable 7/1/0 rf-channel 0-15
Associated CMC List (total/registered: 4/1):
MAC Address
Registered
Offset
0010.2024.7035 Y
0
badb.ad02.1cca N
badb.ad02.1cc6 N
badb.ad02.1cee N
-

次に、show cable channel-group 710 コマンドの出力例を示します。
Router# show cable channel-group 710
-------------------------------------------------------------------------------Channel Group 710
State: Valid
Host: 7/1/0
Upstream channels (total 4):
Cable7/1/0 channel 0-3
Downstream channels (total 16):
Modular-Cable 7/1/0 rf-channel 0-15
Associated CMC List (total/registered: 4/1):
MAC Address
Registered
Offset
0010.2024.7035 Y
0
badb.ad02.1cca N
badb.ad02.1cc6 N
badb.ad02.1cee N
-

次の表で、show cable channel-group コマンドの出力に表示される重要なフィールドを説明しま
す。
表 48：show cable channel-group のフィールドの説明

フィールド

説明

Channel Group

チャネル グループ ID。

State

チャネル グループの状態。

Host

チャネル グループのホスト名。

Upstream channels (total number)

アップストリーム チャネル情報。

Downstream channels (total number)

ダウンストリーム チャネル情報。

Associated CMC List (total/registered:
number/number)

関連付けられている Cisco CMC に関する情報。

MAC Address

Cisco CMC の MAC アドレス。
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___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Registered

Cisco CMC が登録されているかどうかを示しま
す。

Offset

チャネル グループの Cisco CMC の内部インデッ
クス。

コマンド

説明

cable channel-group

チャネル グループを設定します。

upstream cable channel

チャネル グループのアップストリーム ケーブ
ル チャネルを設定します。

downstream modular-cable rf-channel

チャネル グループのダウンストリーム モジュ
ラ ケーブル RF チャネルを設定します。

cmc

Cisco CMC をチャネル グループに設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1700

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable clock

show cable clock
クロック カードのクロック基準ステータス情報を表示する場合、および Timing, Communicaton and
Control（TCC）カードの DOCSIS Timimg Interface（DTI）クライアントおよびサーバの統計カウ
ントの情報を表示する場合には、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで showcableclock
コマンドを使用します。
Cisco uBR シリーズ ルータ
show cable clock [ slot ] {client port id| server port id| counters}
Cisco cBR シリーズ ルータ
show cable clock dti {client| server} slot/subslot
___________________
構文の説明

slot

（任意）Cisco RF Gateway 10 の TCC インター
フェイスを指定します。有効な TCC スロット
は 13 および 14 です。

clientportid

DTI クライアントのポート ID を指定します。
有効なポート値は 1 および 2 です。

serverportid

DTI サーバのポート ID を指定します。有効な
ポート値は 1 および 2 です。

counters

DTI クライアントのカウンタを指定します。

slot/subslot

DTCC ポートのスロットとサブスロットの場所
を指定します。有効な値は 4/1 または 5/1 です。

___________________
コマンド デフォルト

TCC DTI クライアントおよびサーバに関する情報が表示されます。カウンタは表示されません。

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC または特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(1a)T1

このコマンドが導入されました。

12.1(2)EC1

このコマンドが EC トレインでサポートされるようになりました。
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リリース

変更内容

12.2(1)XF1、12.2(4)BC1

このコマンドが Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ
でサポートされるようになりました。

12.3(23)BC

このコマンドが DTI モードに対してサポートされるようになりまし
た。

12.2(44)SQ

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(44)SQ で変更され、Cisco RF
Gateway 10 をサポートするようになりました。slot、client、server、
および counters オプションが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。dti キーワードが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、クロックを同期して Voice-over-IP（VoIP）操作を改善する Cisco CMTS クロッ
ク機能セットをサポートしています。クロック機能セットには、以下のいずれかの設定が必要で
す。
• 1 つ以上の TCC+ カードが外部の国内クロック ソースに接続された Cisco uBR10012 ルータ。

（注）

Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降、TCC+ は DOCSIS Timing and Control Card（DTCC）に置き
換えられています。
• Cisco uBR-MC16S、Cisco uBR-MC16E、Cisco uBR-MC28C、または Cisco uBR-MC28C-BNC
ケーブル インターフェイス ライン カードを使用する Cisco uBR7246 VXR ルータ。このルー
タは Cisco ケーブル クロック カードを搭載していて、Cisco IOS 12.1(1a)T1、12.1(2)EC1 以降
のリリースを実行している必要があります。Cisco ケーブル クロック カードは、外部の国内
クロック ソースに接続する必要があります。
クロックカードからの外部クロック基準信号をサポートして、その信号を特定のネットワークセ
グメントに接続された CM またはセットトップ ボックス（STB）に配信するのは、これらのケー
ブル インターフェイス カードのみです。他のケーブル インターフェイス カード（Cisco uBR-MC16C
など）を使用することもできますが、それらのケーブル インターフェイス カードのダウンスト
リーム SYNC メッセージは外部クロック ソースと同期されません。
各 CM または STB が、VoIP アプリケーションとクロック機能セットをサポートしている必要も
あります。たとえば、Cisco IOS Release 12.0(7)T 以降を実行する Cisco uBR924 は、自動的にクロッ
ク カード機能をサポートします。
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（注）

___________________
例

システムにクロック カードがインストールされていない場合、このコマンドは表示されませ
ん。

以下に、Cisco uBR7246VXR ルータに対する showcableclock コマンドの出力例を示します。この
出力は、外部ソースの両方が使用可能であること、クロック カードがクロック基準を提供してい
ることを示しています。
Router# show cable clock
Clockcard primary input is present
Clockcard secondary input is present
Cable clock reference is clockcard primary input
Cable3/0 Timestamp clock reference is from Clockcard
Cable4/0 Timestamp clock reference is from Clockcard

以下に、Cisco uBR10012 ルータに対する showcableclock コマンドの出力例を示します。この出力
は、外部ソースの両方が使用可能であること、スロット 1/1 の TCC+ カードがクロック基準を提
供していることを示しています。
Router# show cable clock
Number of TCCplus Cards in the Chassis: 2
Active TCCplus Card is in slot: 1 subslot: 1
Backup TCCplus Card is in slot: 2 subslot: 1
Clock reference used by the active card is Primary T1
External T1 References:
Card: 1/1
Primary T1 : Available
Secondary T1: Available
Card: 2/1
Primary T1 : Available
Secondary T1: Available

以下に、Cisco uBR10012 ルータに対する showcableclock コマンドの出力例を示します。この出力
は、スロット 1/1 の TCC+ カードが保守モードであること、スロット 2/1 の TCC+ カードがクロッ
ク基準を提供していることを示しています。
Router# show cable clock
Number of TCCplus Cards in the Chassis: 2
TCCplus card in 1/1 under maintenance
Active TCCplus Card is in slot: 2 subslot: 1
Clock reference used by the active card is Primary T1
External T1 References:
Card: 2/1
Primary T1 : Available
Secondary T1: Available

ヒント

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable clock

以下に、Cisco uBR10012 ルータに対する showcableclock コマンドの出力例を示します。この出力
は、スロット 1/1 の DTCC カードが DTI モードであることを示しています。
Router# show cable clock
Number of TCC Cards in the Chassis: 1
Active TCC Card is in slot: 1 subslot: 1,(DTCC Eightbells card)
Clock reference used by the active card is DTI
Active TCC card in slot 1/1
TCC Card 1/1 DTI status:
------------------------------------------Active Client port
: 2
Active Client status
: normal
Active Client Server status
: freerun
Active Client frame error rate : < 2%
Active Client CRC error count : 0xAD
Standby Client Signal detected : yes
No card in slot 2/1

___________________
例

以下に、TCC DTI クライアントおよびサーバの統計カウント情報の例を示します。
Router# show cable clock
DTI Client status: TCC 13
----------------Client status
: normal
Client clock type
: ITU type 1
Client firmware version
: 7
Client dti version
: 0
Client timestamp
: 657519453
Client phase correction
: 65535
Client normal time
: 65535
Client holdover time
: 0
Client transition t3 count
: 0
Client transition t4 count
: 1
Client transition t6 count
: 0
Client transition t7 count
: 0
Client port switch count
: 1
Client Integral Frequency Term : 64518
Client EFC Value
: 63282
DTI Client Port 1 Status:
------------------------Port Status
: Active
Signal detected
: yes
CRC error count
: 2
Frame error rate
: < 2%
Cable advance
: 2560
-- Connected server information --Server status
: Active free-run
Root Server clock type
: ITU type 3
Root Server source
: none
Server Type
: Root
Client Performance Stable
: yes
Client Cable advance Valid
: yes
DTI Client Port 2 Status:
------------------------Port Status
: Inactive
Signal detected
: no
CRC error count
: 66
Frame error rate
: > 5%
Cable advance
: 0
DTI Client status: TCC 14
----------------Client status
: normal
Client clock type
: ITU type 1
Client firmware version
: 7
Client dti version
: 0
Client timestamp
: 672169320

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1704

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable clock

Client phase correction
: 65535
Client normal time
: 65535
Client holdover time
: 0
Client transition t3 count
: 0
Client transition t4 count
: 1
Client transition t6 count
: 0
Client transition t7 count
: 0
Client port switch count
: 1
Client Integral Frequency Term : 64760
Client EFC Value
: 63832
DTI Client Port 1 Status:
------------------------Port Status
: Inactive
Signal detected
: no
CRC error count
: 26
Frame error rate
: > 5%
Cable advance
: 0
DTI Client Port 2 Status:
------------------------Port Status
: Active
Signal detected
: yes
CRC error count
: 2
Frame error rate
: < 2%
Cable advance
: 1792
-- Connected server information --Server status
: Active free-run
Root Server clock type
: ITU type 3
Root Server source
: none
Server Type
: Root
Client Performance Stable
: yes
Client Cable advance Valid
: yes

以下に、Cisco RF Gateway 10 上にあるスロット 13 の TCC カードの出力例を示します。
Router#show cable clock 13
DTI Client Port 1 Status:
------------------------Port Status
Signal detected
CRC error count
Frame error rate
Cable advance

client 1
:
:
:
:
:

Inactive
no
63006
> 5%
0x0000

表 49：show cable clock client のフィールドの説明

フィールド

説明

Port status

TCC カードにある DTI ポートの現在のステータ
スを示します。

Signal detected

DTI 信号が検出されたかどうかを示します。

CRC error count

巡回冗長検査（CRC）エラーの数。断続的な
アップストリーム、レーザー クリッピング、ま
たは共通パスの不整合を示すことができます。

以下に、Cisco RFGW-10 上にあるスロット 13 の TCC カードのサーバ ステータスの例を示します。
Router#show cable clock 13 server 2
TCC Card 13 port 2 DTI Server status:
--------------------------------------
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable clock

Server signal detected
Server status
Root Server clock type
Root Server source
Server Type
Client Performance Stable
Client Cable advance Valid
TOD Setting Mode
TOD gpssec
TOD leap seconds

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

yes
free-run
ITU type 3
none
Root
yes
yes
Short
902825745
14

表 50：show cable clock server のフィールドの説明

フィールド

説明

Server signal detected

サーバが検出されたかどうかを示します。

Server status

サーバの機能状態を示します。状態はウォーム
アップ（warm-up）、フリー実行モード
（free-run）、高速モード（fast mode）、通常
（normal）、ホールドオーバー（holdover）、
またはブリッジ モード（bridge mode）です。

Root server source

サーバ ソース（内部、外部、GPS、またはな
し）。

Root server clock type

クロック タイプ。タイプは 1、2、3、または
ITU Stratum 3 あるいは DTI Min. クロックです。

TOD setting mode

時刻（ユーザ時刻、NTP、GPS）モードを表示
します（Short または Long など）。

以下の出力例に、Cisco RFGW-10 上の TCC カード 13 のカウンタが示されています。
Router#show cable clock 13 counters
TCC Card 13 DTI counters:
------------------------Client Normal time
:
Client Holdover time
:
Client Phase Correction
:
Client Freq Correction
:
Client EFC Correction
:
Client transition count t3
:
Client transition count t4
:
Client transition count t6
:
Client transition count t7
:
Client port switch count
:
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0x1EB6
0x0000
0
63213
61039
0
1
0
0
1

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable clock

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcontrollersclock-reference

ケーブル クロック カードのハードウェア情報、
レジスタ値、および現在のカウンタを表示しま
す。

show cable clock dti status

DOCSIS Timing Interface（DTI）クライアントの
ステータスに関する情報を表示します。

cableclockfree-run

フリー実行モードのクロックを許可します。

clearcableclockcounters

TCC DTI クライアントおよびサーバの DTI クラ
イアント遷移カウンタをクリアします。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable clock dti counters

show cable clock dti counters
クロック カードの DTI カウンタを表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで
showcableclockdticounters コマンドを使用します。
show cable clock dti counters slot/subslot
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

slot/subslot

DTCC ポートのスロットとサブスロットの場所
を指定します。有効な値は 1/1 または 2/1 です。

ユーザ EXEC または特権 EXEC

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが DTI モードに対してサポートされるようになりま
した。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

以下に、ユーザ EXEC モードでの showcableclockdticounters コマンドの出力例を示します。
Router> show cable clock dti counters 1/1
TCC Card 1/1 DTI counters:
------------------------------------------Client Normal time
: 0xFFFF
Client Holdover time
: 0x0000
Client Phase Correction
: 0x0000
Client Freq Correction
: 0xFBD7
Client EFC Correction
: 0xF7AD
Client transition count t3
: 0x00
Client transition count t4
: 0x01
Client transition count t6
: 0x00
Client transition count t7
: 0x00

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

-->cableclockdticlear-counters

showcableclockdticounters コマンドで表示され
るカウンタをリセットします。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1708

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable clock dti counters

コマンド

説明

show cable clock dti status

DOCSIS Timing Interface（DTI）クライアントの
ステータスに関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable clock dti status

show cable clock dti status
DOCSIS Timing Interface（DTI ）クライアントのステータスに関する情報を表示するには、特権
EXEC モードで show cable clock dti status コマンドを使用します。
show cable clock dti status
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、DTI クライアントのステータスに関する情報を表示します。
___________________
例

次に、showcableclockdti コマンドの出力例を示します。
Router# show cable clock dti status
Status of DTI component:
Active TCC card in slot 1/1
TCC Card 1/1 DTI status:
------------------------------------------Active Client port
: 2
Active Client status
: normal
Active Client Server status
: freerun
Active Client frame error rate : < 2%
Active Client CRC error count : 0x06
Standby Client Signal detected : no
No card in slot 2/1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcableclock

クロック カードのクロック基準ステータス情報
を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1710

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable cmc

show cable cmc
Cisco CMC 情報を表示するには、特権 EXEC モードで show cable cmc コマンドを使用します。
show cable cmc [summary | cmc-value{cap | dom | ds_cnt | frx_info| info | modem | spec-analysis
upstream_id low_freqhigh_freq| us_uepi_cnt | verbose}]
___________________
構文の説明

summary

任意。Cisco CMC の要約を表示します。

cmc-value

任意。Cisco CMC の詳細を指定します。
• mac-address：Cisco CMC の MAC アドレス。
• ip-address：Cisco CMC の IP アドレス。
• cmc-index：Cisco CMC ID。有効な範囲は 1 ～ 4096 です。

cap

Cisco CMC の機能情報を表示します。

dom

Cisco CMC の光トランシーバに関するデジタル診断モニタリング情
報を表示します。

ds_cnt

Cisco CMC のダウンストリーム カウンタ情報を表示します。

frx_info

Cisco CMC の FRx 情報を表示します。

info

Cisco CMC の情報を表示します。

modem

Cisco CMC に関連付けられているケーブル モデムの情報を表示しま
す。

spec-analysis
Cisco CMC のアップストリームのスペクトル モニタリング情報を表
upstream_idlow_freqhigh_freq 示します。
• upstream_id：アップストリームの ID。
• low_freq：スペクトルの最低周波数。有効な範囲は 5000 ～ 85000
です。
• high_freq：スペクトルの最高周波数。有効な範囲は 5000 ～ 85000
です。

___________________
コマンド モード
デフォルト

us_uepi_cnt

Cisco CMC のアップストリーム UEPI カウンタ情報を表示します。

verbose

Cisco CMC の詳細情報を表示します。

なし EXEC（#）
特権
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable cmc

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

Cisco IOS リリース 12.2(33)CX

このコマンドが導入されました。

Cisco IOS リリース 12.2(33)CY

このコマンドが変更されました。dom キーワードと
spec-analysis キーワードが追加され、verbose キーワードが変
更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータではサポートされていません。

次に、show cable cmc コマンドの出力例を示します。
Router# show cable cmc
MAC Address
IP Address
0010.2024.7035 192.168.0.4

State
online

Group Offset CMCID Conn ID
710
1
2
0xF0000

IF
Gi7/1/0

次の表で、show cable cmc コマンドの出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 51：show cable cmc のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

Cisco CMC の MAC アドレス。

IP Address

Cisco CMC に割り当てられた IP アドレス。

State

Cisco CMC の現在の状態。
• Offline：CMC が動作していない
• Reject(i)：IP 割り当て失敗
• Init(d)：DHCP ディスカバリ
• Init(g)：GCP 接続確立中
• Init(est)：GCP 接続確立完了
• Init(c)：CMC 機能の取得
• Init(s)：CMC への設定のダウンロード
• Reject(c)：CMC 機能の取得の失敗
• Online：CMC が動作している
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable cmc

フィールド

説明

Group

Cisco CMC が割り当てられているチャネル グ
ループ ID。

Offset

チャネル グループの Cisco CMC の内部インデッ
クス。

CMC ID

Cisco CMC ID。

Conn ID

Cisco uBR-MC3GX60V-RPHY ライン カードご
との GCP 接続 ID。

IF

Cisco CMC の接続先インターフェイス。

次に、show cable cmc summary コマンドの出力例を示します。
Router# show cable cmc summary
Gi7/1/0

:1

次に、MAC アドレスが 0010.2024.7035 の Cisco CMC に関する機能情報を示す show cable cmc コ
マンドの出力例を示します。
Router# show cable cmc 0010.2024.7035 cap
cmcDsChanNum : 16
cmcUsChanNum : 4
IsFRxEmbeded : 0

次の表で、show cable cmc cap コマンドの出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 52：show cable cmc cap のフィールドの説明

フィールド

説明

cmcDsChanNum

Cisco CMC のダウンストリーム チャネルの数。

cmcUsChanNum

Cisco CMC のアップストリーム チャネルの数。

IsFRxEmbeded

FRx が Cisco CMC にインストールされている
かどうかを示します。

次に、MAC アドレスが 0004.9f01.9100 の Cisco CMC に関するデジタル診断モニタリング情報を示
す show cable cmc コマンドの出力例を示します。
Router# show cable cmc 0004.9f01.9100 dom
Port

Temperature
(Celsius)

Voltage
(volts)

Current
(mA)

Optical
Tx Power
(dBm)

Optical
Rx Power
(dBm)
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable cmc

----- --------------------------------G0/0
30.01
3.29
7.24
-4.05
-33.00
Router# show cable cmc 0004.9f01.9100 dom detail
High Alarm
High Warn
Low Warn
Low Alarm
Temperature Threshold
Threshold
Threshold
Threshold
Port
(Celsius)
(Celsius)
(Celsius)
(Celsius)
(Celsius)
----- -----------------------------------------G0/0
30.05
109.00
103.00
-13.00
-29.00
High Alarm
High Warn
Low Warn
Low Alarm
Voltage
Threshold
Threshold
Threshold
Threshold
Port
(volts)
(volts)
(volts)
(volts)
(volts)
----- -----------------------------------------G0/0
3.29
3.90
3.70
2.90
2.70
High Alarm
High Warn
Low Warn
Low Alarm
Current
Threshold
Threshold
Threshold
Threshold
Port
(mA)
(mA)
(mA)
(mA)
(mA)
----- -----------------------------------------G0/0
7.18
15.00
12.00
2.00
1.00
Optical
High Alarm
High Warn
Low Warn
Low Alarm
Tx Power
Threshold
Threshold
Threshold
Threshold
Port
(dBm)
(dBm)
(dBm)
(dBm)
(dBm)
----- -----------------------------------------G0/0
-4.06
-1.09
-1.09
-11.00
-11.07
Optical
High Alarm
High Warn
Low Warn
Low Alarm
Rx Power
Threshold
Threshold
Threshold
Threshold
Port
(dBm)
(dBm)
(dBm)
(dBm)
(dBm)
----- -----------------------------------------G0/0
-33.09
0.09
-1.00
-18.00
-20.00

次の表で、show cable cmc dom コマンドの出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 53：show cable cmc dom のフィールドの説明

フィールド

説明

Temperature

内部で測定されたトランシーバ温度。

Voltage

内部で測定されたトランシーバ供給電圧。

Current

測定されたトランスミッタ バイアス電流（μA
単位）。

Optical Tx Power

測定されたトランスミッタ電力（mW 単位）。

Optical Rx Power

測定されたレシーバ受信平均光量（mW 単
位）。

High Alarm Threshold

アラームをトリガーする上限。

High Warn Threshold

警告をトリガーする上限。

Low Alarm Threshold

アラームをトリガーする下限。

Low Warn Threshold

警告をトリガーする下限。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1714

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable cmc

次に、ID が 2 の Cisco CMC に関するダウンストリーム カウンタ情報を示す show cable cmc コマ
ンドの出力例を示します。
Router# show cable cmc 2 ds_cnt
IpVerErr
IpLenErr
IpChsmErr
QamChanMismatchErr
SeqMismatchErr
MpegLenErr
L2TPv3HdrErr
DLMPacketCounter
DepiCtrlPacketCounter
NonDepiPacketCounter
GCPPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter
DepiChanPacketCounter
DepiPacketCounter

QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID
QAMchaID

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0
0
0
47523
0
0
0
0
0
255
232
0
2303083
1
1063
2
1063
3
1063
4
1063
5
1063
6
1063
7
1063
8
2302517
9
1063
10
1063
11
1063
12
1063
13
1063
14
1063
15
1063

次の表で、show cable cmc ds_cnt コマンドの出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 54：show cable cmc ds_cnt のフィールドの説明

フィールド

説明

IpVerErr

IP バージョン エラーの数。

IpLenErr

IP の長さエラーの数。

IpChsmErr

IP ヘッダーのチェックサム エラーの数。

QamChanMismatchErr

QAM チャネル不一致エラーの数。

SeqMismatchErr

シーケンス不一致エラーの数。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable cmc

フィールド

説明

MpegLenErr

MPEG の長さエラーの数。

L2TPv3HdrErr

L2TPv3 ヘッダー エラーの数。

DLMPacketCounter

DEPI Latency Measurement（DLM; DEPI 遅延測
定）パケットの数。

DepiCtrlPacketCounter

DEPI 制御パケットの数。

NonDepiPacketCounter

非 DEPI 制御パケットの数。

GCPPacketCounter

GCP パケットの数。

DepiChanPacketCounter QAMchaID

指定された QAM チャネル ID の DEPI チャネル
パケットの数。

DepiPacketCounter

DEPI パケットの数。

次に、ID が 1 の Cisco CMC に関する FRx 情報を示す show cable cmc コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show cable cmc 1 frx_info
FrxControllerType
FrxSerialNumber
FrxPID
FrxVID
FrxHWVersion
FrxSWId
FrxTemperature
FrxTimeInService
FrxOpticalStatus
FrxAgcStatus
FrxOpticalLevelInput
FrxAtt
FrxEQ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

8581
ABCDEFGHIJK
12345678
V01
0.1
FRx_0.00.06
14.5 Celsius Degree
300 day
No optical input
Out of range
-16.0 dBm
0 dB
3 dB

次の表で、show cable cmc frx_info コマンドの出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 55： show cable cmc frx_info のフィールドの説明

フィールド

説明

FrxControllerType

FRx の識別に使用するコントローラ。

FrxSerialNumber

FRx のシリアル番号。

FrxPID

FRx の製品 ID（PID）。

FrxVID

FRx のバージョン ID（VID）。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable cmc

フィールド

説明

FrxHWVersion

FRx のハードウェア バージョン。

FrxSWId

FRx のソフトウェア バージョン。

FrxTemperature

FRx の温度。

FrxTimeInService

FRx がサービス中である時間。

FrxOpticalStatus

FRx の光入力電力の状態。

FrxAgcStatus

FRx のオートゲインコントロール（AGC）の状
態。

FrxOpticalLevelInput

FRx の光入力電力レベル。

FrxAtt

FRx の減衰値（dB 単位）。

FrxEQ

FRx の均等化値（dB 単位）。

次に、MAC アドレスが 0010.2024.7035 の Cisco CMC に関する情報を示す show cable cmc コマン
ドの出力例を示します。
Router# show cable cmc 0010.2024.7035 info
Load for five secs: 5%/0%; one minute: 6%; five minutes: 6%
Time source is NTP, 04:06:39.772 UTC Mon Feb 24 2014
cmcModeName : DOCSIS-CMC-4P-FN
cmcDescription : 0
cmcVendorName : 0
cmcSerialNumber : CSJ13152101
cmcHWVersion : 1.0
cmcSWVersion : 0.10(Feb 18 10:40:03 CST 2014)
cmcTimeInService : 237616

次の表で、show cable cmc info コマンドの出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 56：show cable cmc info のフィールドの説明

フィールド

説明

cmcModeName

Cisco CMC の製品番号。

cmcDescription

Cisco CMC の説明。

cmcVendorName

Cisco CMC のベンダー名。

cmcSerialNumber

Cisco CMC のシリアル番号
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable cmc

フィールド

説明

cmcHWVersion

Cisco CMC ハードウェアのバージョン番号。

cmcSWVersion

Cisco CMC ソフトウェアのバージョン番号。

cmcTimeInService

Cisco CMC がサービス中である時間。

次に、MAC アドレスが 0010.2024.7035 の Cisco CMC のモデム情報を示す show cable cmc コマン
ドの出力例を示します。
Router# show cable cmc 0010.2024.7035 modem
MAC Address

IP Address

e448.c7bf.80aa 192.168.0.2

I/F
C7/1/0/UB

MAC
State
w-online(pt)

D
Prim RxPwr Timing Num I
Sid (dBmv) Offset CPE P
1
!-3.00 2089
0
N

次の表で、show cable cmc modem コマンドの出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 57：show cable cmc modem のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

ケーブル モデムの MAC アドレス。

IP Address

ケーブル モデムに割り当てられている IP アド
レス。

I/F

ケーブル モデムの接続先インターフェイス。

MAC State

ケーブル モデムの状態。

Prim Sid

ケーブル モデムに割り当てられているプライマ
リ サービス ID。

RxPwr (dBmv)

ケーブル モデムでの受信電力（dBmV 単位）。

Timing Offset

Cisco CMTS で認識されるケーブル モデムのタ
イミング オフセット（ティック単位）。1
ティックは 6.25/64 マイクロ秒です。これは、
ケーブル モデムが伝送を予定していた時点か
ら、Cisco CMTS が実際に受信した時点までの
遅延です。

Num CPE

顧客宅内機器（CPE）の数。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable cmc

次に、MAC アドレスが 0004.9f01.9100 の Cisco CMC に関するスペクトル モニタリング情報を示
す show cable cmc コマンドの出力例を示します。
Router# show cable cmc 0004.9f01.9100 spec-analysis 1 5000 85000
Spectrum Analysis Measurements for CMC spectrum-analysis upstream channel 1
Number of Bins: 251
Bin Spacing: 320 KHz
Resolution Bandwidth: 320 KHz
Amplitude Data:
Bin Num(spec)---------------------------dBmv--------------------------------0000( 5000KHz) -49.00 -46.00 -48.00 -49.00 -49.00 -45.00 -48.00 -52.00
0008( 7560KHz) -52.00 -52.00 -60.00 -55.00 -49.00 -60.00 -52.00 -49.00
0016(10120KHz) -52.00 -55.00 -60.00 -60.00 -60.00 -52.00 -52.00 -55.00
0024(12680KHz) -49.00 -52.00 -49.00 -49.00 -55.00 -52.00 -55.00 -49.00
0032(15240KHz) -55.00 -55.00 -49.00 -48.00 -52.00 -60.00 -55.00 -52.00
0040(17800KHz) -49.00 -46.00 -48.00 -46.00 -45.00 -49.00 -43.00 -44.00
0048(20360KHz) -46.00 -48.00 -46.00 -55.00 -52.00 -55.00 -52.00 -52.00
0056(22920KHz) -48.00 -52.00 -52.00 -48.00 -55.00 -55.00 -55.00 -52.00
0064(25480KHz) -55.00 -52.00 -48.00 -49.00 -55.00 -60.00 -48.00 -46.00
0072(28040KHz) -55.00 -48.00 -44.00 -48.00 -55.00 -55.00 -49.00 -43.00
0080(30600KHz) -46.00 -55.00 -52.00 -52.00 -60.00 -48.00 -49.00 -49.00
0088(33160KHz) -46.00 -49.00 -49.00 -44.00 -46.00 -48.00 -49.00 -55.00
0096(35720KHz) -52.00 -48.00 -48.00 -46.00 -48.00 -55.00 -48.00 -45.00
0104(38280KHz) -45.00 -49.00 -48.00 -49.00 -55.00 -52.00 -46.00 -52.00
0112(40840KHz) -60.00 -52.00 -48.00 -52.00 -55.00 -48.00 -46.00 -48.00
0120(43400KHz) -52.00 -60.00 -52.00 -46.00 -48.00 -55.00 -48.00 -49.00
0128(45960KHz) -55.00 -55.00 -48.00 -52.00 -52.00 -60.00 -55.00 -52.00
0136(48520KHz) -55.00 -52.00 -52.00 -52.00 -60.00 -47.00 -48.00 -45.00
0144(51080KHz) -46.00 -49.00 -52.00 -55.00 -52.00 -60.00 -60.00 -55.00
0152(53640KHz) -55.00 -55.00 -60.00 -55.00 -60.00 -60.00 -55.00 -55.00
0160(56200KHz) -55.00 -52.00 -48.00 -52.00 -60.00 -60.00 -55.00 -52.00
0168(58760KHz) -52.00 -52.00 -55.00 -55.00 -48.00 -55.00 -55.00 -49.00
0176(61320KHz) -46.00 -46.00 -48.00 -55.00 -55.00 -49.00 -46.00 -46.00
0184(63880KHz) -49.00 -55.00 -55.00 -55.00
N/A
N/A
N/A
N/A
0192(66440KHz)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0200(69000KHz)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0208(71560KHz)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0216(74120KHz)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0224(76680KHz)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0232(79240KHz)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0240(81800KHz)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0248(84360KHz)
N/A
N/A
N/A

次に、MAC アドレスが 0010.2024.7035 の Cisco CMC に関するアップストリーム UEPI カウント
情報を示す show cable cmc コマンドの出力例を示します。
Router# show cable cmc 0010.2024.7035 us_uepi_cnt
logicChannelID:
logicChannelID:
logicChannelID:
logicChannelID:
CounterType:
CounterType:

0, CounterType:
DataPacketCounter,
0, CounterType:
DataByteCounter,
0, CounterType: RngReqPacketCounter,
0, CounterType:
RngReqByteCounter,
BwReqPacketCount, CounterValue: 34
BwReqByteCounter, CounterValue: 2176

CounterValue:
CounterValue:
CounterValue:
CounterValue:

11
3715
274
56444

次に、MAC アドレスが 0010.2024.7035 の Cisco CMC に関する詳細情報を示す show cable cmc コ
マンドの出力例を示します。
Router# show cable cmc 0002.3dfe.fe01 verbose
Primary Mac Address
IP Address
Last IP Address
IP Mode
State
Next Hop Hw Address
Next Hop IP Address
Online Time
ARP Enabled
Reason

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0002.3dfe.fe01
192.80.0.2
0.0.0.0
DHCP
online
0002.3dfe.fe01
0.0.0.0
325285 seconds
FALSE
unknown
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable cmc

Ds8/0/0:0
Ds8/0/0:1
Ds8/0/0:2
Ds8/0/0:3
Ds8/0/0:4
Ds8/0/0:5
Ds8/0/0:6
Ds8/0/0:7
Us8/0/0:0
Us8/0/0:1
Us8/0/1:0

Frequency:
Frequency:
Frequency:
Frequency:
Frequency:
Frequency:
Frequency:
Frequency:
Frequency:
Frequency:
Frequency:

626.000 MHz
634.000 MHz
642.000 MHz
650.000 MHz
658.000 MHz
666.000 MHz
674.000 MHz
682.000 MHz
60.000 MHz
53.600 MHz
60.000 MHz

次の表で、show cable cmc verbose コマンドの出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 58：show cable cmc verbose のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Primary MAC Address

Cisco CMC の MAC アドレス。

IP Address

Cisco CMC に割り当てられた IP アドレス。

Last IP Address

Cisco CMC に以前に割り当てられていた IP ア
ドレス。

IP Mode

Cisco CMC の IP モード。

State

Cisco CMC の状態。

Next Hop Hw Address

CMTS と CMC 間の CMTS のネクスト ホップの
ハードウェア アドレス。

Next Hop IP Address

CMTS と CMC 間の CMTS のネクスト ホップの
IP アドレス。

Online Time

Cisco CMC がオンラインである時間（秒単
位）。

ARP Enabled

ARP が有効かどうかを示します。

Reason

前回の Cisco CMC のリセットの理由。

コマンド

説明

cable cmc

Cisco CMC のダウンストリーム RF 電力および
FRx を設定します。

clear cable cmc

Cisco CMC の情報をクリアします。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable cmc
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable cmts-id

show cable cmts-id
設定されている CMTS ID を表示するには、特権 EXEC モードで show cable cmts-id コマンドを使
用します。
show cable cmts-id
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ に導入されました。

次に、show cable cmts-id コマンドの出力例を示します。
Router# show cable cmts-id
Configured CMTSID is:9000

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable cmts-id

CMTS ID を設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1722

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable device access-group

show cable device access-group
CM とその顧客宅内機器（CPE）デバイスのリストを表示するには、特権 EXEC モードで
showcabledeviceaccessgroup コマンドを使用します。
show cable device [ ip-address ] access-group

（注）

showcabledeviceaccess-group コマンドは、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

___________________
構文の説明

ip-address

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.NA

このコマンドが導入されました。

12.1(3a)EC1

リリース 12.1 EC トレインにサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインに Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco
uBR7200 シリーズ ルータのサポートが追加されました。（このコマン
ドは Cisco uBR10012 ルータの CLI に表示されることがありますが、機
能しません。）

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

（任意）特定の CM またはホストの IP アドレ
スを指定します。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、CM と、CM に関連付けられている CPE デバイスの両方に関する情報を表示し
ます。ホストとその他の CPE デバイスに関する情報を表示するには、showcablehostaccess-group
コマンドを使用します。CM の情報だけを表示するには、showcablemodemaccess-group コマンド
を使用します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable device access-group

このコマンドの実行と同時に SNMP マネージャが CM または CPE デバイスに関する情報を要求す
ると、このコマンドは次のエラー メッセージを表示します。
No information is available, please try later.

SNMP の取得が完了するまで待ち、完了したら CLI コマンドを再試行します。
___________________
例

次に、CM とそのホストのリストを表示する例を示します。
Router# show cable device access-group
MAC address
00d0.ba77.7595
0020.4065.828c
0080.c6f9.b42e
0020.7806.defe
0020.4066.5c5c
0050.baa0.5ccd
0020.4070.56d8
0050.046f.f4cf
0020.40b4.0c80
0050.bacf.5d89
0020.4071.698e
0050.1800.a8cb
0020.407a.c196
0040.d00f.44f0
0020.407f.0c2c
0050.e456.9641
0020.4071.65de
0050.badd.2883
0020.4071.64b4
0050.badd.3b12
00D0.ba41.41fc
0020.78c7.f887
00D0.ba3d.871e
00e0.2969.a1a5
00D0.ba40.fff3
0020.78d5.ddf0
00001.02c5.9936
00D0.ba40.fe30
0020.78d0.fb32
00D0.ba3b.e08d
0050.1800.f458
0002.e301.df8f
00D0.ba3e.7b9c
00a0.2451.b7eb
00D0.ba3c.3ff2
0080.c7db.afba
00D0.2717.1899
00D0.ba33.a164
Router#

IP address
10.20.114.34
10.27.29.128
24.168.220.52
192.168.28.134
10.27.33.128
24.168.223.251
10.27.29.129
192.168.33.25
10.27.33.129
192.168.37.113
10.27.29.130
192.168.33.90
10.27.33.130
192.168.34.128
10.27.33.131
192.168.39.66
10.27.29.131
192.168.32.230
10.27.29.132
192.168.33.246
10.27.33.132
192.168.32.32
10.27.29.133
192.168.36.246
10.27.29.135
192.168.32.107
192.168.38.233
10.27.33.157
192.168.28.45
10.27.33.158
192.168.36.209
192.168.30.191
10.27.29.158
24.168.223.41
10.27.29.160
192.168.33.153
192.168.39.189
10.27.33.161

Type
modem
modem
host
host
modem
host
modem
host
modem
host
modem
host
modem
host
modem
host
modem
host
modem
host
modem
host
modem
host
modem
host
host
modem
host
modem
host
host
modem
host
modem
host
host
modem

Access-group
resident
resident
resident
resident
resident
resident
resident
resident
resident
resident
resident
resident
resident
resident
resident
resident
resident
resident

次の表で、showcabledeviceaccess-group の出力で表示されるフィールドを説明します。
表 59：show cable device access-group のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

CM または CPE デバイスの MAC アドレス。

IP Address

DHCP サーバが CM または CPE デバイスに割り
当てた IP アドレス。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1724

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable device access-group

フィールド

説明

Type

デバイスの種類を指定します。
• host = CPE デバイス
• modem = ケーブル モデム

Access-group

ヒント

___________________
関連コマンド

この CM または CPE デバイスに使用されてい
るアクセス グループの名前または番号（アクセ
ス グループが存在する場合）を表示します。

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

コマンド

説明

cabledevice

CM デバイスまたはホストのアクセス リストを
設定します。

cablehostaccess-group

指定されたホストのアクセス リストを設定しま
す。

clearcablehost

テーブルからホストをクリアします。

showcablehostaccess-group

ネットワークの CM の背後にあるホストと、そ
のアクセス グループを表示します。

showcablemodemaccess-group

特定のケーブル インターフェイス上の CM のア
クセス グループを表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dp pfg

show cable dp pfg
ケーブル データプレーン パケット フィルタ グループ情報を表示するには、特権 EXEC モードで
show cable dp pfg コマンドを使用します。
show cable dp pfg group { group-id| all }
___________________
構文の説明

pfg

ケーブル データプレーン パケット フィルタ グ
ループの情報を指定します。

group

ケーブル フィルタ グループ番号を指定します。

group-id

グループ ID を指定します。有効範囲は 1 ～ 255
です。

all

すべてのグループ ID 値の情報を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン show cable dp pfg コマンドは、パケット フィルタ グループ情報を表示します。
___________________
例

次に、show cable dp pfg コマンドの一般的な出力例を示します。
CBR8#show cable dp pfg group 1
Extended IP access list CMTS_PKT_FILTER_GROUP_1
51200 permit ip any any (8 matches)
IPv6 access list CMTS_PKT_FILTER_GROUP_IPV6_1 (TCAM loaded) (hidden) (refcount: 1)
permit tcp any range 0 65535 any range 0 65535 flow-label 1111 sequence 200
permit udp any range 0 65535 any range 0 65535 flow-label 1111 sequence 201
permit ipv6 any any sequence 51200
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dp pfg

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show cable dp queue

ケーブル データプレーン キュー情報を表示し
ます。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dp queue

show cable dp queue
ケーブル データプレーン キュー情報を表示するには、特権 EXEC モードで show cable dp queue
コマンドを使用します。
show cable dp queue { Integrated-Cable | Wideband-Cable }slot/subslot/port:interface-number
___________________
構文の説明

queue

ケーブル データプレーン キュー情報を指定し
ます。

Integrated-Cable

統合ケーブル インターフェイスを指定します。

Wideband-Cable

ワイドバンド CMTS インターフェイスを指定し
ます。

slot/subslot/port:interface-number

• slot/subslot：ライン カードが装着されてい
るスロット/サブスロット。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号。
• interface-number：ケーブル インターフェ
イスの番号。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン show cable dp queue コマンドは、指定されたインターフェイスのキュー情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dp queue

___________________
例

次に、show cable dp queue コマンドの一般的な出力例を示します。
Router#
sh cable dp queue wi2/0/2:2
MAC Address
I/F
Sfid
Flg
pDrops
0025.2e2d.7986 Ca2/0/10 190
0
0025.2e2d.7986 Ca2/0/10 205
0
0025.2e2d.7968 Ca2/0/10 192
0
0025.2e2d.7968 Ca2/0/10 206
0
0025.2e2d.762c Ca2/0/10 194
0
0025.2e2d.762c Ca2/0/10 207
0
0025.2e2d.762e Ca2/0/10 196
0
0025.2e2d.762e Ca2/0/10 208
0
0025.2e2d.7806 Ca2/0/10 198
0
0025.2e2d.7806 Ca2/0/10 210
0
0025.2e2d.7776 Ca2/0/10 200
0
0025.2e2d.7776 Ca2/0/10 209
0
0025.2e2d.77ea Ca2/0/10 202
0
0025.2e2d.77ea Ca2/0/10 211
0
0025.2e2d.7630 Ca2/0/10 204
0
0025.2e2d.7630 Ca2/0/10 212
0
Flags Legend:
$: Low Latency Queue (aggregated)
~: CIR Queue
#: Byte Queue Limit

___________________
関連コマンド

class-name

Length/Max

Dequeues

qDrops

class-default

0/63

0

0

16--class-map

0/63

0

0

class-default

0/63

7

0

16--class-map

0/63

0

0

class-default

0/63

7

0

16--class-map

0/63

0

0

class-default

0/63

7

0

16--class-map

0/63

0

0

class-default

0/63

7

0

16--class-map

0/63

0

0

class-default

0/63

7

0

16--class-map

0/63

0

0

class-default

0/63

7

0

16--class-map

0/63

0

0

class-default

0/63

7

0

16--class-map

0/63

0

0

コマンド

説明

show cable dp pfg

ケーブル データプレーン パケット フィルタ グ
ループの情報を表示します。
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show cable dsg

show cable dsg
現在の DOCSIS Set-Top Gateway (DSG) トンネリング パラメータを表示するには、特権 EXEC モー
ドで showcabledsg コマンドを使用します。
show cable dsg {stats| tunnel} [vendor CA-vendor-name| tunnel-mac-address]
___________________
構文の説明

stats

現在定義されている DSG トンネルの設定とラ
ンタイム統計情報を表示します。

tunnel

DSG トンネルからベンダーまたは既知の MAC
アドレスへのマッピングを表示します。

vendorCA-vendor-name

（任意）特定のコンディショナル アクセス
（CA）ベンダーに関する情報を表示します。
このパラメータには、最長 8 文字の任意の文字
列を指定できます。

tunnel-MAC-address

（任意）DSG トンネルに対して指定されている
既知の MAC アドレスの情報を表示します。
MAC アドレスとして 0000.0000.0000 を指定す
ると、このコマンドはすべての DSG トンネル
に関する情報を表示します（デフォルトの出
力）。

___________________
コマンド デフォルト

すべての DSG トンネルに関する情報を表示します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドは Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7246VXR
ルータに導入されました。

12.3(9a)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.3(13a)BC

このコマンドは廃止され、showcabledsgtunnel コマンドに置き換え
られました。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

次に、このコマンドの showcabledsgtunnel 形式の一般的な出力例を示します。
Router# show cable dsg tunnel
Group-ip
225.2.2.2
230.6.6.6
230.7.7.7
230.4.4.4
230.5.5.5
229.1.1.1
228.1.1.1
230.1.1.1
230.8.8.8
Router#

Src-ip
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tunnel-MAC
0001.0002.0003
000d.000d.000d
000e.000e.000e
000b.000b.000b
000c.000c.000c
0009.0009.0009
0008.0008.0008
000a.000a.000a
000f.000f.000f

Interface
Cable3/0
Cable3/0
Cable3/0
Cable3/0
Cable3/0
Cable3/0
Cable3/0
Cable3/0
Cable3/0

Packets
1589
12868464
24330138
22008648
6424012
12868440
6424012
24370812
23035116

CA-vendor
BBB
abc
abc
cisco
abc
cisco
cisco
cisco
abc

次に、showcabledsgstats コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable dsg stats
DSG statistics information
DSG keepalive is set
Vendor: DDD, Tunnel count: 1
Vendor: BBB, Tunnel count: 2
Vendor name is DDD, tunnel MAC is 0001.0002.0003
Group address is 226.2.2.2, source address is *
Interface is Cable5/1,
mapping entry is used 1
Received 5968 packets, forwarded 5289 packets
Dropped 679 packets, last second rate 16878 bits/sec
Vendor name is BBB, tunnel MAC is 0009.0010.0011
Group address is 227.2.2.2, source address is *
Interface is Cable3/0, interface Cable3/0 is bundle master
mapping entry is used 2
Received 0 packets, forwarded 0 packets
Dropped 0 packets, last second rate 0 bits/sec
Vendor name is CCC, tunnel MAC is 0005.0006.0007
Group address is 228.3.3.3, source address is *
Interface is Cable5/1,
mapping entry is used 2
Received 5970056 packets, forwarded 400333 packets
Dropped 5569723 packets, last second rate 96768 bits/sec
Router#

次に、個別のベンダーに対する showcabledsgstats コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable dsg stats vendor CCC
DSG statistics information
DSG keepalive is set
Vendor: CCC, Tunnel count: 1
Vendor name is CCC, tunnel MAC is 0005.0006.0007
Group address is 228.3.3.3, source address is *
Interface is Cable5/1,
mapping entry is used 2
Received 5970056 packets, forwarded 400333 packets
Dropped 5569723 packets, last second rate 96768 bits/sec
Router#
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show cable dsg

（注）

特定の DSG トンネルの stats および tunnel の両方のオプションのパケット カウンタは、トラ
フィックをそのトンネルで受信する限り、増加し続けます。トンネルがトラフィックを受信し
ない状態が 3 分以上続くと、カウンタは自動的に 0 にリセットされます。
次に、関連付けられているケーブル インターフェイスがシャットダウンしている場合の個々のベ
ンダーに対する showcabledsgstats コマンドの一般的な出力例を示します。インターフェイスが
シャットダウンしているときには、Received、Forwarded、および Dropped カウンタは表示されま
せん。
Router(config)# interface c5/1
Router(config-if)# shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router# show cable dsg stats vendor CCC
DSG statistics information
DSG keepalive is set
Vendor: CCC, Tunnel count: 1
Vendor name is CCC, tunnel MAC is 0005.0006.0007
Group address is 228.3.3.3, source address is *
Interface is Cable5/1,
mapping entry is used 2
Router#

表 0-1 で、showcabledsg コマンドで表示される主なフィールドを説明します。
表 60：show cable dsg のフィールドの説明

フィールド

説明

DSG keepalive is set

IP マルチキャスト グループに対してキープア
ライブ メッセージが有効に設定されている場
合、cabledsgkeepalive コマンドを使用するとこ
のメッセージが表示されます。

Dest-ip、Group address

DSG ストリームのマルチキャスト グループ IP
アドレス。

Src-ip、Source address

DSG ストリームの送信元 IP アドレス。送信元
IP アドレスとしてアスタリスク（*）が表示さ
れる場合、これは送信元 IP アドレスが 0.0.0.0
であり、送信元 IP アドレスとして任意のアド
レスを使用できることを意味します。
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show cable dsg

フィールド

説明

Mapped-MAC、Tunnel-MAC

DSG トンネルに使用される既知の MAC アドレ
ス。cabledsg コマンドを使用して、MAC アド
レスを 0000.0000.0000 として DSG トンネルを
設定している場合、このフィールドには、RFC
1112 に指定されている MAC アドレスから IP
マルチキャスト アドレスへのマッピングを使用
して CMTS が導出した MAC アドレスが示され
ます。

Interface

この DSG トンネルが設定されているケーブル
インターフェイス。

mapping entry is used

トンネルのグループ アドレスから既知の MAC
アドレスを解決するためにこの特定の DSG ト
ンネル マッピングが使用された回数。これは、
カウンタの前回のクリア以降にこの DSG トン
ネルにマップされた Set-top Box（STB）のおお
よその数として使用できます。
（注）

このカウンタをクリアするには、
clearcabledsg コマンドを使用します。

Packets

DSG トンネル経由で送信されたパケットの数。

CA-vendor

このトンネルを所有するコンディショナル アク
セス（CA）ベンダーの名前。

Received

マルチキャスト グループが受信したパケットの
数。このカウンタには、マルチキャスト グルー
プのトラフィックを受信するすべてのインター
フェイスが含まれます。インターフェイスが
シャットダウンしている場合はこのフィールド
は表示されませんが、マルチキャスト グループ
がトラフィックを受信する限りこのカウンタは
増加し続けます。インターフェイスが再び有効
になると、カウンタは最新の受信パケット数を
示します。

Forwarded

ケーブル インターフェイスで転送されたマルチ
キャスト グループのパケットの数。インター
フェイスがシャットダウンして再度有効になる
たびに、このカウンタは 0 にリセットされま
す。インターフェイスがシャットダウンしてい
る場合はこのフィールドは表示されません。
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show cable dsg

（注）

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Dropped

ドロップされたマルチキャスト グループのパ
ケットの数。このカウンタには、マルチキャス
ト グループのトラフィックを受信するすべての
インターフェイスが含まれます。インターフェ
イスがシャットダウンしている場合はこの
フィールドは表示されませんが、マルチキャス
ト グループがトラフィックを受信しパケットを
ドロップする限りこのカウンタは増加し続けま
す。インターフェイスが再び有効になると、カ
ウンタは最新のドロップ パケット数を示しま
す。

Received カウンタと Dropped カウンタにはマルチキャスト グループのアクティビティが反映
されますが、マルチキャスト グループがトラフィックを受信し続ける限り、ケーブル インター
フェイスのシャットダウンと再有効化の影響を受けません。Forwarded カウンタは、特定のケー
ブル インターフェイスのアクティビティを反映し、インターフェイスがシャットダウンされ
再有効化されるたびに 0 にリセットされます。DSG トンネルがトラフィックを受信しない状
態が 3 分以上続くと、すべてのパケット カウンタは自動的に 0 にリセットされます。

Command

Description

cabledsg

ケーブル インターフェイスの DOCSIS セット
トップ ゲートウェイ（DSG）を有効にし、その
トンネル マッピング パラメータを設定します。

cabledsgkeepalive

ケーブル インターフェイスの DOCSIS セット
トップ ゲートウェイ（DSG）トンネル経由の
キープアライブ メッセージを有効にします。

clearcabledsg

DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）ト
ンネルに関連するカウンタをリセットします。

debugcabledsg

DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）機
能の動作に関するデバッグ メッセージの表示を
有効にします。
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show cable dsg cfr

show cable dsg cfr
DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）分類子の詳細（分類子の状態、送信元と宛先の IP アドレスな
ど）を表示するには、特権 EXEC モードで showcabledsgcfr コマンドを使用します。
show cable dsg cfr [ index ] [verbose]
___________________
構文の説明

index

DSG 分類子の ID。有効な範囲は 1 ～ 65535 で
す。

verbose

DSG 分類子の詳細な出力を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

すべての DSG 分類子の詳細情報を表示します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次に、すべての DSG 分類子の詳細情報を表示する showcabledsgcfr コマンドの出力例を示します。
Router# show cable dsg cfr
cfr id state resolved applied conflict dest-ip
src-ip
-------------------------------------- ----------------- ----------------1000
en
yes
yes
no
232.10.10.0
dsg-server-a
(40.0.0.30)
1010
en
yes
yes
no
232.10.10.10
dsg-server-b
(40.0.0.40)
2000
en
yes
yes
no
232.10.11.0
dsg-server-c
(40.0.0.50)
2010
en
no
no
no
232.10.11.10
non-exist-hostnam
(----)
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg cfr

次に、指定された DSG 分類子の詳細情報を表示する showcabledsgcfr コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show cable dsg cfr 1010
cfr id state resolved applied conflict dest-ip
src-ip
-------------------------------------- ----------------- --------------1010
en
yes
yes
no
232.10.10.10
dsg-server-b
(40.0.0.40)

次に、すべての DSG 分類子の詳細出力を表示する、verbose キーワードを指定した showcabledsgcfr
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable dsg cfr verbose
Cfr Id
: 1000
State
: enable
Resolved
: yes
Applied
: yes
Conflict
: no
Conflict Cfr Id
: -Error Code
: 0(DSG_CFR_ERR_NONE)
Tunnel Id
: 1000
Dest Hostname
: ---Dest Hostname IP
: ---Dest IP
: 232.10.10.0
Src Hostname
: dsg-server-a
Src Hostname IP
: 40.0.0.30
Src IP
: 40.0.0.30
Src Prefix Length
: 32
Dest Port Start
: 2000
Dest Port End
: 13821
Priority
: 1
In DCD
: yes
Forwarded
: 0
Received
: 0
Cfr Id
: 1010
State
: enable
Resolved
: yes
Applied
: yes
Conflict
: no
Conflict Cfr Id
: -Error Code
: 0(DSG_CFR_ERR_NONE)
Tunnel Id
: 1010
Dest Hostname
: ---Dest Hostname IP
: ---Dest IP
: 232.10.10.10
Src Hostname
: dsg-server-b
Src Hostname IP
: 40.0.0.40
Src IP
: 40.0.0.40
Src Prefix Length
: 32
Dest Port Start
: 2000
Dest Port End
: 13821
Priority
: 1
In DCD
: yes
Forwarded
: 0
Received
: 0
Cfr Id
: 2000
State
: enable
Resolved
: yes
Applied
: yes
Conflict
: no
Conflict Cfr Id
: -Error Code
: 0(DSG_CFR_ERR_NONE)
Tunnel Id
: 2000
Dest Hostname
: ---Dest Hostname IP
: ---Dest IP
: 232.10.11.0
Src Hostname
: dsg-server-c
Src Hostname IP
: 40.0.0.50
Src IP
: 40.0.0.50
Src Prefix Length
: 32
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show cable dsg cfr

Dest Port Start
Dest Port End
Priority
In DCD
Forwarded
Received
Cfr Id
State
Resolved
Applied
Conflict
Conflict Cfr Id
Error Code
Tunnel Id
Dest Hostname
Dest Hostname IP
Dest IP
Src Hostname
Src Hostname IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start
Dest Port End
Priority
In DCD
Forwarded
Received
Cfr Id
State
Resolved
Applied
Conflict
Conflict Cfr Id
Error Code
Tunnel Id
Dest Hostname
Dest Hostname IP
Dest IP
Src Hostname
Src Hostname IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start
Dest Port End
Priority
In DCD
Forwarded
Received

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

13822
13822
1
yes
0
0
2010
enable
no
no
no
-0(DSG_CFR_ERR_NONE)
2010
------232.10.11.10
non-exist-hostname
---0.0.0.0
32
2000
13821
1
yes
0
0
3000
enable
yes
yes
no
-0(DSG_CFR_ERR_NONE)
3000
------239.10.11.11
------0.0.0.0
32
2000
13821
1
yes
0
0

次に、1 つの DSG 分類子の詳細出力を表示する、verbose キーワードを指定した showcabledsgcfr
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable dsg cfr 1010 verbose
Cfr Id
: 1010
State
: enable
Resolved
: yes
Applied
: yes
Conflict
: no
Conflict Cfr Id
: -Error Code
: 0(DSG_CFR_ERR_NONE)
Tunnel Id
: 1010
Dest Hostname
: ---Dest Hostname IP
: ---Dest IP
: 232.10.10.10
Src Hostname
: dsg-server-b
Src Hostname IP
: 40.0.0.40
Src IP
: 40.0.0.40
Src Prefix Length
: 32
Dest Port Start
: 2000
Dest Port End
: 13821
Priority
: 1
In DCD
: yes
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show cable dsg cfr

Forwarded
Received

: 0
: 0

次の表で、showcabledsgcfr コマンドの出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 61：show cable dsg cfr のフィールドの説明

フィールド

説明

cfr id

DSG 分類子の ID。

state

DSG 分類子の状態。「enable」または「disable」
のいずれかとして表示されます。

resolved

ホスト名の送信元と宛先の IP アドレスが解決
されたかどうかを示します。

applied

エラーなしでホスト名が設定されたことを示し
ます。

conflict

ホスト名の設定後にホスト名の IP アドレスが
変更され、エラーが原因で DSG 分類子を更新
できないことを示します。

dest-ip

宛先 IP アドレスまたは解決後のホスト名 IP ア
ドレスとして設定されている IP アドレス。分
類子が applied でなく conflict 状態の場合、この
IP アドレスは宛先ホスト名の IP アドレスと異
なる可能性があります。

src-ip

送信元 IP アドレスまたは解決後のホスト名 IP
アドレスとして設定されている IP アドレス。
分類子が applied でなく conflict 状態の場合、こ
の IP アドレスは送信元ホスト名の IP アドレス
と異なる可能性があります。

Conflict Cfr Id

MAC アドレスまたは分類子 ID が同一であるた
めに、新しい分類子と競合している分類子 ID
を示します。

Error Code

分類子が解決されたものの適用できない理由を
示します。

Tunnel Id

DSG トンネル ID。

Dest Hostname

宛先 IP アドレスとして設定されているホスト
名。
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show cable dsg cfr

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Dest Hostname IP

宛先ホスト名の解決後の IP アドレス。

Src Hostname

送信元 IP アドレスとして設定されているホス
ト名。

Src Hostname IP

送信元ホスト名の解決後の IP アドレス。

Src Prefix Length

送信元 IP アドレスの送信元プレフィクス長。

Dest Port Start

宛先 TCP/UDP ポートの開始範囲。

Dest Port End

宛先 TCP/UDP ポートの終了範囲。

Priority

DSG 分類子のプライオリティ。

In DCD

DSG 分類子がダウンストリーム チャネル記述
子（DCD）メッセージに含まれるか、または
メッセージから除外されるかを示します。

Forwarded

転送された統計情報。

Received

受信した統計情報。

コマンド

説明

showcabledsghost

Cisco CMTS ルータの DSG のホスト名と IP ア
ドレスのマッピングを表示します。
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show cable dsg host

show cable dsg host
Cisco CMTS ルータでホスト名と IP アドレスのマッピングを表示するには、特権 EXEC モードで
showcabledsghost コマンドを使用します。
show cable dsg host [verbose]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

ホスト名と IP アドレスのマッピングに関する
詳細な説明を表示します。

verbose

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン show cable dsg host コマンドは、ホスト IP アドレスのデバッグに使用されます。
___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータのホスト名と IP アドレスのマッピングを表示する showcabledsghost コ
マンドの出力例を示します。
Router# show cable dsg host
Host
IP Address
dsgserver1
232.1.1.10
dsgserver2
234.3.2.1
dsgserver3
---dsgserver4
---dsgserver5
---dsgserver6
235.5.5.5
dsgserver7
235.0.0.2

Reference
2
1
1
1
1
1
1

Last Update Time
21:41 08/01/2011
21:41 08/01/2011
never
never
never
21:41 08/01/2011
21:41 08/01/2011

次に、Cisco CMTS ルータでの verbose キーワードを指定した showcabledsghost コマンドの出力例
を示します。
Router# show cable dsg host verbose
Host
IP Address
dsgserver1
232.1.1.10
2
Cfrs:
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Reference Last Update Time
21:41 08/01/2011

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg host

cable dsg
cable dsg
dsgserver2
Cfrs:
cable dsg
dsgserver3
Cfrs:
cable dsg
dsgserver4
Cfrs:
cable dsg
dsgserver5
Cfrs:
cable dsg

cfr 2 dest-ip 232.1.1.125 tunnel 1 priority 0 src-ip a.b.c.d d...
cfr 3 dest-ip 232.1.1.125 tunnel 1 priority 10 src-ip a.b.c.d ...
234.3.2.1
1
21:41 08/01/2011
cfr 4 dest-ip aaabbccc priority 0 src-ip cccdddeee disable
---1
never
cfr 4 dest-ip aaabbccc priority 0 src-ip cccdddeee disable
235.0.0.2
1
21:41 08/01/2011
cfr 24 dest-ip g2 priority 0 disable
235.0.0.3
1
21:41 08/01/2011
cfr 30 dest-ip g3 tunnel 1 priority 0 disable

次の表で、showcabledsghost コマンドの出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 62：show cable dsg host のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Host

DSG 分類子のホスト名。

IP Address

ホスト名にマッピングされている IP アドレス。

Reference

ホストを完全修飾ドメイン名（FQDN）として
使用する DSG 分類子。

Last Update Time

DSG サーバの最終更新時刻。

コマンド

説明

showcabledsgcfr

DSG 分類子の詳細情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg static-group bundle

show cable dsg static-group bundle
バンドル インターフェイスで設定されている DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）静的グループの詳
細情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcabledsgstatic-groupbundle コマンドを使用しま
す。
show cable dsg static-group bundle index
___________________
構文の説明

index

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

バンドル インターフェイスの番号。有効な範囲
は 1 ～ 255 です。

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DSG の設定時にバンドル インターフェイスで自動的に作成される IGMP スタティック グループ
の IP アドレスは、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG 以降での
showrunning-configinterfacecommandoutputi では表示されません。iCisco IOS リリース 12.2(33)SCG
以降で、バンドル インターフェイスで設定されている DSG 静的グループを表示するには、特権
EXEC モードで showcabledsgstatic-groupbundle コマンドを使用します。
___________________
例

次に示す show cable dsg static-group bundle コマンドの出力例には、Cisco uBR10012 ルータのバン
ドル インターフェイスで設定されている DSG 静的グループがリストされています。
Router# show cable dsg static-group bundle 2
Bundle Interface
Group
Source
Bundle2
228.0.0.1
0.0.0.0
Bundle2
228.0.0.1
1.2.3.4
Bundle2
232.1.1.1
2.3.4.5
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg static-group bundle

次の表で、showcabledsgstatic-groupbundlecommand の出力に表示される重要なフィールドについ
て説明します。
表 63：show cable dsg static-group bundle コマンドのフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Bundle Interface

バンドル インターフェイスの番号。

Group

指定されたバンドル インターフェイスで設定さ
れている DSG 静的グループ。

Source

SSM 発信元アドレス。

Command

Description

cabledsgcfr

Cisco CMTS ルータで Advanced-mode DOCSIS
Set-Top Gateway（A-DSG）分類子を有効にしま
す。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg tg

show cable dsg tg
Cisco CMTS ルータの Advanced-mode DOCSIS Set-top Gateway（A-DSG）トンネル グループ設定の
情報を表示するには、特権 EXEC モードで show cable dsg tg コマンドを使用します。
show cable dsg tg [tunnel-group-id {channel channel-id} [verbose]
___________________
構文の説明

tunnel-group-id

（任意）指定するトンネル グループの英数字の
ID。

channel channel-id

DSG トンネル グループ チャネル ID を指定しま
す。

verbose

（任意）DSG トンネル グループの詳細情報を
表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(17a)BC

A-DSG をサポートするため、このコマンドが Cisco uBR10012 ルータ
と Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCD5

このコマンドが変更されました。showcabledsgtg コマンドの出力が
変更されました。

12.2(33)SCG

コマンド出力が変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg tg

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、すべての DSG トンネル グループに関する情報を表示します。Cisco IOS リリー
ス 12.2(33)SCG 以降、showcabledsgtg コマンド出力の「TG state」フィールドは、トンネル グルー
プに属するチャネルが有効または無効のいずれであるかを示す「Channel state」に置き換えられま
した。トンネルグループが有効になっていても、そのトンネルグループ内の特定のチャネルが無
効になっている可能性があります。
___________________
例

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG 以降での、すべての DSG トンネル グループの設定パラメー
タのある showcabledsgtg コマンドの出力例を示します。
Router# show cable dsg tg
TG
Chan Chan
Rule Vendor UCID
id
id
state I/F
pri Param list
----- ----- ----- ------ ---- ------ --------------10
1
en
C6/0
0
10
2
en
C6/0
0
10
3
en
C6/1
0
10
4
en
0
10
5
en
0
10
6
en
0

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以前での、すべての DSG トンネル グループの設定パラメー
タのある show cable dsg tg コマンドの出力例を示します。
Router# show cable dsg tg
TG
Chan TG
Rule
id
id
state I/F
pri
1
1
en
C5/0
16
1
2
en
0
2
1
en
C5/0
11
C5/1
2
2
en
0

Vendor UCID
Param list
1
1 2 3 4
2

次に、指定されたトンネル グループとチャンネルのすべての DSG トンネル グループの設定パラ
メータのある show cable dsg tg 1 channel 1 コマンドの出力例を示します。
Router# show cable dsg tg 1 channel 1
TG
Chan Chan
Rule Vendor UCID
id
id
state I/F
pri Param list
1
1
en
C5/0
16
1
1 2 3 4

次に、指定されたトンネル グループの詳細情報のある show cable dsg tg 1 channel 1 verbose コマ
ンドの出力例を示します。
Router# show cable dsg tg 1 channel 1 verbose
TG: 1
Chan: 1
state: en pri: 16 Vendor: 1
UCID: 1 2 3 4
rule
tunnel
cfr
I/F
id state id state mac-addr
id state dest-ip
In-DCD
C7/0/0 1
en 1
en 0101.5e01.0001 1
en 230.1.0.1
yes
6
en 231.1.1.6
no
7
en 231.1.1.7
no
8
en 231.1.1.8
no
2
en 2
en 0101.5e01.0002 2
en 230.1.0.2
yes
3
en 3
en 0101.5e01.0003 3
en 230.1.0.3
yes

clients
listId
1

2
3

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD5 で導入された ignore オプションが「In DCD」列にある
show cable dsg tg コマンドの出力例を示します。
Router# show cable dsg tg 1 channel 1 verbose
TG: 1
Chan: 1
state: en pri: 16 Vendor: 1

UCID: 1 2 3 4
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg tg

rule
tunnel
cfr
I/F
id state id state mac-addr
id state dest-ip
------ -------- ------------------------ ------------------------C7/0/0 1
en 1
en 0101.5e01.0001 1
en 230.1.0.1
6
en 231.1.1.6
7
en 231.1.1.7
8
en 231.1.1.8
2
en 2
en 0101.5e01.0002 2
en 230.1.0.2
3
en 3
en 0101.5e01.0003 3
en 230.1.0.3

clients
In-DCD listId
--- ------ign
1
no
no
no
yes
2
yes
3

表 1 で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 64：show cable dsg tg のフィールドの説明

フィールド

説明

TG id

トンネル グループ ID。

Chan id

チャネル ID。

TG state

ケーブル インターフェイスの現在の状態。

Chan state

チャネルの現在の状態（enabled または
disabled）。

pri

トラフィック プライオリティ パラメータ。

Vendor

ベンダー名

UCID

アップストリーム チャネル ID。

I/F

インターフェイス。

rule id

ルール ID。

tunnel state

トンネルの状態。

mac-addr

MAC アドレス。

cfr state

分類子の状態。

dest-ip

宛先 IP アドレス。

In-DCD

ダウンストリーム チャネル記述子。

clients listId

クライアント リスト ID。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg tg

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

debugcabledsg

一般、DCD、またはパケット関連のデバッグを
有効にします。

show cable dsg tunnel

Cisco CMTS ルータの A-DSG トンネル設定に関
する情報を表示します。

show interface

指定されたインターフェイスまたはすべてのイ
ンターフェイスの一般的なインターフェイス情
報を表示します。

show interface cable dsg downstream

ダウンストリーム インターフェイスの A-DSG
設定および状態に関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg tunnel

show cable dsg tunnel
Cisco CMTS ルータの Advanced-mode DOCSIS Set-top Gateway（A-DSG）トンネル設定の情報を表
示するには、特権 EXEC モードで show cable dsg tunnel コマンドを使用します。
show cable dsg tunnel tunnel-id [cfrs| clients| interfaces| statistics| verbose]
___________________
構文の説明

tunnel-id

（任意）指定するトンネルの英数字の ID。

cfrs

DSG トンネル分類子を表示します。

clients

DSG トンネル クライアントを表示します。

interfaces

DSG トンネル インターフェイスを表示します。

statistics

DSG トンネル統計情報を表示します。

verbose

DSG トンネルの詳細情報を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

A-DSG 1.1 をサポートするため、このコマンドが Cisco uBR10012 ルータと
Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.3(17a)BC

A-DSG 1.2 をサポートするため出力が変更されました。
• このコマンドの showcabledsgtunnel および verbose 形式に「TG id」
フィールドが追加されました。
• このコマンドの showcabledsgtunnelverbose 形式の「State」および
「MAC Addr」フィールドの位置が入れ替わりました。
• このコマンドの showcabledsgtunnelclients 形式に「vendor group」フィー
ルドが追加されました。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg tunnel

リリース

変更内容

12.2SB

このコマンドは、Cisco IOS リリース 12.2SB に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータに
実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC で使用可能なコマンドの showcabledsg 形式に置
き換わりました。
___________________
例

次の例は、show cable dsg tunnel コマンド構文の CLI ヘルプを表示します。
Router# show cable dsg tunnel 1 ?
cfrs
Show DSG tunnel classifiers
clients
Show DSG tunnel clients
interfaces Show DSG tunnel interfaces
statistics Show DSG tunnel statistics
verbose
Show DSG tunnel detail information
|
Output modifiers
<cr>

___________________
例

次のコマンドは、Cisco CMTS ルータの Advanced Mode DSG バージョン 1.1 トンネルのトンネル
MAC アドレス、状態、関連付けられている分類子、および状態情報を表示します。この出力は、
Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC で A-DSG バージョン 1.2 に対応して変更されました（次の例を参
照）。
Router# show cable dsg tunnel
tunnel tunnel tunnel
cfr
id
state mac-addr
id
1
en
0100.5e01.0114 1
5
11
14

2

en

0100.5e01.011e

3
4
5

en
en
en

0100.5e01.0128
0100.5e01.0132
0100.5e01.013c

6

dis

0100.5e01.0146

7

dis

0100.5e01.0150

8
9
10
11
12

en
en
en
en
en

0100.5e01.0119
0100.5e01.0133
0100.5e01.0147
2222.2222.2222
3333.3333.3333

2
10
3
4
9

cfr
tunnel in
state interface
en
Cable6/0
en
en
en
Cable6/1

en
en
en
en
en

7
13
8

en
dis
en

12

en

rule
state
en
en
en
en
en
en
en
en
en

client
listId
2
10
2
2
4
3
4
2
2

service
class
SI

Cable6/0

rule
id
1
7
8
20
1
3
4
11
2

Cable6/0
Cable6/0
Cable6/0
Cable6/1
Cable6/0
Cable6/1
Cable6/1

3
4
5
5
6
6
8

en
en
en
en
en
en
en

3
4
5
5
6
6
7

NDS-APP
MOTO-CA
MOTO-APP

NDS-CA

SA-CA
SA-APP
NDS-DNLD
MOTO-DNLD
SA-DNLD
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg tunnel

Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC から、この出力が変更され、次に示すように A-DSG バージョン
1.2 をサポートするためトンネル グループ ID（「TG id」）フィールドが追加されました。
Router# show cable dsg tunnel
tunnel
TG
cfr
tunnel
rule
client service
id state mac-addr
id
id state I/F
id state listId class
1
en 0100.5e01.0001 1
1
en C5/0
6
en
7
en
8
en
2
en 0100.5e01.0002 1
2
en C5/0
3
en 0100.5e01.0003 1
3
en C5/0
4
en 0002.0002.0001 2
4
en C5/0
C5/1
5
en 0002.0002.0002 2
5
en C5/0
C5/1
6
en 0002.0002.0003 2
9
en C5/0
C5/1

___________________
例

1

en 1

2
3
4
1
5
2
6
3

en
en
en
en
en
en
en
en

DSG-Rate1

2
3
1
1
2
2
21
21

DSG-Rate2

次の例に示されている情報は、showcabledsgtunnel コマンドと同じですが、指定されたトンネル
に関する情報です。次に、A-DSG バージョン 1.1 の場合の出力例を示します。この出力は、Cisco
IOS リリース 12.3(17a)BC で A-DSG バージョン 1.2 に対応して変更されました（次の例を参照）。
Router# show cable dsg tunnel
tunnel tunnel tunnel
id
state mac-addr
1
en
0100.5e01.0114

1
cfr
id
1
5
11
14

cfr
tunnel in
state interface
en
Cable6/0
en
en
en
Cable6/1

rule
id
1
7
8
20
1
3
4
11

rule
state
en
en
en
en
en
en
en
en

client service
listId class
2
SI
10
2
2
4
3
4
2

Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC から、この出力が変更され、次に示すように A-DSG バージョン
1.2 をサポートするためトンネル グループ ID（「TG id」）フィールドが追加されました。
Router# show cable dsg tunnel 1
tunnel
TG
cfr
tunnel
rule
client service
id state mac-addr
id
id state I/F
id state listId class
1
en 0100.5e01.0001 1
1
en C5/0
6
en
7
en
8
en

___________________
例

en 1

DSG-Rate1

次に、指定されたトンネルに関連付けられているすべての A-DSG 分類子の詳細情報を表示する例
を示します。
Router# show
tunnel cfr
id
id
1
1
5
11
14

cable
cfr
state
en
en
en
en

dsg
cfr
pri
1
1
1
0

tunnel 1 cfrs
destination ip
address
230.1.1.20
230.1.1.60
224.25.25.134
230.1.1.20
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1

source ip
address
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0

srcPre
length
32
32
32
32

d_port
start
0
0
0
1000

d_port
end
65535
65535
65535
2000

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg tunnel

___________________
例

次に、A-DSG バージョン 1.1 の指定されたトンネルに関連付けられているすべてのクライアント
の詳細情報を表示する例を示します。この出力は、Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC で A-DSG バー
ジョン 1.2 に対応して変更されました（次の例を参照）。
Router# show cable dsg tunnel 1 clients
tunnel client client client
client
id
listId id
id type
address
1
2
1
CA System ID
0X951
3
Broadcast
8
MAC Addr
1111.1111.1111
3
1
Application ID 0X1
4
1
CA System ID
0X701
10
1
Application ID 0X6

Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC から、この出力が変更され、次に示すように A-DSG バージョン
1.2 をサポートするため「vendor group」フィールドが追加されました。
Router# show cable dsg tunnel 1 clients
tunnel client client client
client
id
listId id
id type
address
1
1
1
MAC Addr
0100.5e00.0001
2
Application ID 0x0951
3
Broadcast
Unspecified
4
Broadcast
4

___________________
例

vendor
group

次に、指定されたトンネルに関連付けられているすべてのインターフェイスとルールを表示する
例を示します。
Router# show cable dsg tunnel 1 interfaces
tunnel downstream
rule
id
interface
id
1
Cable6/0
1
7
8
20
Cable6/1
1
3
4
11

___________________
例

次に、指定されたトンネルのパケット統計情報を表示する例を示します。
Router# sh cab dsg
tunnel cfr
cfr
id
id
state
1
1
en
5
en
11
en
14
en

___________________
例

tunnel 1 statistics
destination ip
source ip
address
address
230.1.1.20
0.0.0.0
230.1.1.60
0.0.0.0
224.25.25.134
0.0.0.0
230.1.1.20
0.0.0.0

total
forwarded
0
0
0
0

total
received
0
0
0
0

次に、A-DSG バージョン 1.1 の指定されたトンネルのすべての詳細情報を表示する例を示します。
この出力は、Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC で A-DSG バージョン 1.2 に対応して変更されました
（次の例を参照）。
Router# show cable dsg tunnel 1 verbose
Tunnel ID
: 1
MAC Addr
: 0100.5e01.0114
State
: enable
Cfr Id
: 1
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg tunnel

State
Priority
Dest IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start
Dest Port End
Forwarded
Received
Cfr Id
State
Priority
Dest IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start
Dest Port End
Forwarded
Received
Cfr Id
State
Priority
Dest IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start
Dest Port End
Forwarded
Received
Cfr Id
State
Priority
Dest IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start
Dest Port End
Forwarded
Received
Client List Id
Client Id
Client Id Type
Client Id
Client Id Type
Client Id
Client Id Type
Client List Id
Client Id
Client Id Type
Client List Id
Client Id
Client Id Type
Client List Id
Client Id
Client Id Type
Interface
Rule Id
Rule Id
Rule Id
Rule Id
Interface
Rule Id
Rule Id
Rule Id
Rule Id

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

enable
1
230.1.1.20
0.0.0.0
32
0
65535
0
0
5
enable
1
230.1.1.60
0.0.0.0
32
0
65535
0
0
11
enable
1
224.25.25.134
0.0.0.0
32
0
65535
0
0
14
enable
0
230.1.1.20
0.0.0.0
32
1000
2000
0
0
2
1
CA System ID: 0951
3
Broadcast
8
MAC Addr: 1111.1111.1111
3
1
Application ID: 0001
4
1
CA System ID: 0701
10
1
Application ID: 0006
Cable6/0
1
7
8
20
Cable6/1
1
3
4
11

Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC から、この出力が変更され、A-DSG バージョン 1.2 をサポートす
るため「TG id」フィールドが追加されました。また、出力での「State」および「MAC Addr」
フィールドの位置が入れ替わりました。
Router# show cable dsg tunnel 1 verbose
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg tunnel

Tunnel ID
State
MAC Addr
TG Id
Cfr Id
State
Priority
Dest IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start
Dest Port End
Forwarded
Received
Cfr Id
State
Priority
Dest IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start
Dest Port End
Forwarded
Received
Cfr Id
State
Priority
Dest IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start
Dest Port End
Forwarded
Received
Cfr Id
State
Priority
Dest IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start
Dest Port End
Forwarded
Received
Client List Id
Client Id
Client Id Type
Client Id
Client Id Type
Client Id
Client Id Type
Client Id
Client Id Type
Interface
Rule Id

___________________
関連コマンド

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
enable
0100.5e01.0001
1
1
enable
0
230.1.0.1
0.0.0.0
32
0
65535
0
0
6
enable
0
231.1.1.6
0.0.0.0
32
0
65535
0
0
7
enable
0
231.1.1.7
0.0.0.0
32
0
65535
0
0
8
enable
0
231.1.1.8
0.0.0.0
32
0
65535
0
0
1
1
MAC Addr
2
Application ID
3
Broadcast
4
Broadcast
Cable5/0
1

0100.5e00.0001
0x0951
Unspecified
4

コマンド

説明

debugcabledsg

一般、DCD、またはパケット関連のデバッグを
有効にします。

show cable dsg tg

Cisco CMTS ルータの A-DSG トンネル グループ
に関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dsg tunnel

コマンド

説明

show interface

指定されたインターフェイスまたはすべてのイ
ンターフェイスの一般的なインターフェイス情
報を表示します。

show interface cable dsg downstream

ダウンストリーム インターフェイスの A-DSG
設定および状態に関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dynamic-qos trace

show cable dynamic-qos trace
Cisco CMTS ルータでコール トレースが有効になっているサブスクライバの数を表示するには、
特権 EXEC モードで showcabledynamic-qostrace コマンドを使用します。
show cable dynamic-qos trace
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。 コマンドの出力が変更され
ました。

___________________
使用上のガイドライン showcabledynamic-qostrace コマンドを使用する前に、cabledynamic-qostrace コマンドを使用して
PacketCable or PacketCable Multimedia（PCMM）サービス サブスクライバのコール トレース機能
を有効にします。
___________________
例

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF で、Cisco uBR10012 ルータでコール トレースが有効になっ
ているサブスクライバの数を示す showcabledynamic-qostrace コマンドの出力例を示します。
Router# show cable dynamic-qos trace
Total number of subscribers: 0
Max configured number of subscribers: 12

次に、Cisco cBR-8 ルータでコール トレースが有効になっているサブスクライバの数を示す
showcabledynamic-qostrace コマンドの出力例を示します。
Router# show cable dynamic-qos trace
Total number of subscribers: 0

次の表で、show packetcable cms コマンド出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable dynamic-qos trace

表 65：show packetcable cms のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Total number of subscribers

コール トレースが有効なサブスクライバの数。
数値の範囲は 0 ～ 設定されているサブスクライ
バの数です。

Max configured number of subscribers

特定の時点でコール トレースを有効にできるサ
ブスクライバの最大数。

コマンド

説明

cabledynamic-qostrace

Cisco CMTS ルータで PacketCable または PCMM
サービス サブスクライバのコール トレース機
能を有効にします。

debugcabledynamic-qossubscriber

Cisco CMTS ルータで特定のサブスクライバの
コール トレース機能のデバッグを有効にしま
す。

debugcabledynamic-qostrace

コール トレースが設定されているすべてのサブ
スクライバに対し、Cisco CMTS ルータでコー
ル トレース デバッグを有効にします。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable fiber-node

show cable fiber-node
ファイバ ノードの情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcablefiber-node コマンドを使用
します。
show cable fiber-node fiber-node-id [spectrum | mapping | derived]
___________________
構文の説明

fiber-node-id

ファイバ ノード ID を指定します。有効値の範
囲は 1 ～ 256 です。
Cisco cBR ルータの有効値は 1 ～ 512 です。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

spectrum

アップストリーム チャネル周波数割り当て情報
とスペクトル グループ番号を表示します。

mapping

アップストリームおよびダウンストリーム チャ
ネル マッピング情報を表示します。

derived

このファイバ ノードに関連付けられているワイ
ドバンド インターフェイスと MAC ドメインを
表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.3BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ で実装されました。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが変更されました。mapping および derived キーワー
ドが追加されました。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable fiber-node

___________________
使用上のガイドライン ファイバ ノードごとに、MAC 管理およびシグナリング メッセージの送信には Cisco uBR10-MC5X20
ケーブル インターフェイス ライン カードの従来の DOCSIS ダウンストリーム チャネルが使用さ
れます。MAC ドメインに使用されるこの従来の DOCSIS ダウンストリーム チャネルはプライマ
リ ダウンストリーム チャネルと呼ばれます。関連付けられている従来の DOCSIS アップストリー
ム チャネルは、戻りデータ トラフィックとシグナリングに使用されます。
___________________
例

次に、showcablefiber-node コマンドの出力例を示します。
Router# show cable fiber-node 2
Fiber-Node
Config Status
Fiber-Node 2
downstream Modular-Cable 1/0/0: 0-3
downstream Cable 7/1/0
upstream Cable 7/1: 10-19
FN Config Status: Configured (status flags = 0x01)
MDD Status: Valid
Router#

次に、Cisco cBR ルータでの showcablefiber-node コマンドの出力例を示します。
Router# show cable fiber-node 1
--------------------------------------------------------------------------------Fiber-Node 1
Channel(s) : downstream Integrated-Cable 7/0/0: 0-23
Channel ID(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Upstream-Cable 7/0/0
FN Config Status: Configured (status flags = 0x01)
MDD Status: Valid
Router#

次の表で、 show cable fiber-node コマンドの出力に表示されるフィールドについて説明します。
-->
表 66：show cable fiber-node のフィールドの説明

フィールド

説明

Fiber-Node

CM で設定されているファイバ ノードを表示し
ます。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable fiber-node

フィールド

説明

Config Status

ファイバ ノードの設定ステータスを表示しま
す。ステータス フラグを次に示します。
• 0x01：CMTS_FN_CONFIG
• 0x02：CMTS_FN_FREQ_INVALID
• 0x04：CMTS_FN_CHID_INVALID
• 0x08：CMTS_FN_BUNDLE_INVALID
• 0x10：CMTS_FN_BOND_CHID_INVALID
• 0x20：CMTS_FN_US_FREQ_INVALID
• 0x40：CMTS_FN_NO_US_CONFIGURED

MDD Status

MAC Domain Descriptor（MDD）のステータス
を表示します。次の状況では、ファイバ ノード
のMDDステータスは無効として設定されます。
• 周波数が一意ではない。
• チャネル ID が一意ではない。
• ボンディング グループ ID が一意ではな
い。
• バンドルが一致しない。

Router# show cable fiber-node 2 spectrum
Fiber
Node No.
2
2
2
2
2
2
2
2

Upstream
Port
Cable7/1/0
Cable7/1/0
Cable7/1/0
Cable7/1/0
Cable7/1/4
Cable7/1/4
Cable7/1/4
Cable7/1/4

U0
U1
U2
U3
U0
U1
U2
U3

Physical
Port
10
11
12
13
16
17
18
19

Frequency
(MHz)
21.939 [1.6]
10.695 [1.6]
5.834 [1.6]
9.055 [1.6]
unassigned
unassigned
unassigned
unassigned

Spectrum
Group No.
1
1
1
1
No
No
No
No

次に、Cisco cBR ルータでの spectrum キーワードの出力例を示します。
Router# show cable fiber-node 2 spectrum
Fiber
Node No.

Upstream
Port

Physical
Port

Frequency
(MHz)

Spectrum
Group No.

2
2
2
2
2

UC3/0/1:U0
UC3/0/1:U1
UC3/0/1:U2
UC3/0/1:U3
UC3/0/1:U4

1
1
1
1
1

13.200 [6.4]
19.600 [6.4]
26.000 [6.4]
32.400 [6.4]
unassigned

No
No
No
No
No
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable fiber-node

2
2
2
2
2
2
2

UC3/0/1:U5
UC3/0/1:U6
UC3/0/1:U7
UC3/0/1:U8
UC3/0/1:U9
UC3/0/1:U10
UC3/0/1:U11

1
1
1
1
1
1
1

unassigned
unassigned
unassigned
unassigned
unassigned
unassigned
unassigned

No
No
No
No
No
No
No

次の表で、spectrum キーワードを使用する場合の showcablefiber-node コマンドの出力に表示され
るフィールドについて説明します。
表 67：show cable fiber-node のフィールドの説明

フィールド

説明

Upstream Port

ファイバ ノードに関連付けられているアップス
トリーム ポートを表示します。

Physical Port

アップストリーム チャネルの物理ポートを表示
します。

Frequency

CM のアップストリーム チャネルの周波数を表
示します。

Spectrum Group No.

ファイバ ノードのスペクトル グループ番号を
表示します。スペクトル グループはアップスト
リーム周波数と公称電力レベルのリストです。
各ケーブル モデムのアップストリーム ポート
用に 1 ～ 32 のスペクトル グループを作成でき
ます。

次に、Cisco cBR ルータでの mapping キーワードの出力例を示します。
Router# show cable fiber-node 2 mapping
Fiber-node 2:
Upstream:
Sg chan Us-chan
0
3/0/0 0
1
3/0/0 1
2
3/0/0 2
3
3/0/0 3
4
3/0/0 4
5
3/0/0 5
6
3/0/0 6
7
3/0/0 7
Downstream:
Sg chan Ds-rf-chan
0
3/0/0:0
1
3/0/0:1
2
3/0/0:2
3
3/0/0:3
4
3/0/0:4
5
3/0/0:5
6
3/0/0:6
7
3/0/0:7

Op state
Up
Up
Up
Up
Up
Up
Up
Up
Op state
Up
Up
Up
Up
Up
Up
Up
Up
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable fiber-node

8
9
10
11
12
13
14
15

3/0/0:8
3/0/0:9
3/0/0:10
3/0/0:11
3/0/0:12
3/0/0:13
3/0/0:14
3/0/0:15

Up
Up
Up
Up
Up
Up
Up
Up

次の表で、mapping キーワードを使用する場合の showcablefiber-node コマンドの出力に表示され
るフィールドについて説明します。
表 68：show cable fiber-node のフィールドの説明

フィールド

説明

Sg chan

サービス グループ プロファイルのサービス グ
ループ チャネル ID を表示します。

Us-chan

物理アップストリーム チャネル。

Op state

チャネルの状態を表示します。

Ds-rf-chan

物理ダウンストリーム RF チャネル

次に、Cisco cBR ルータでの derived キーワードの出力例を示します。
Router# show cable fiber-node 2 derived
Fiber-node 2:
Assoc
mac-domain 0 interface Cable3/0/0
Wideband 1 Wideband-Cable3/0/0:0

successed
Y
Y

次の表で、derived キーワードを使用する場合の showcablefiber-node コマンドの出力に表示され
るフィールドについて説明します。
表 69：show cable fiber-node のフィールドの説明

フィールド

説明

Assoc

このファイバ ノードに関連付けられているサー
ビス グループ プロファイルの MAC ドメインと
ワイドバンド インターフェイスの関連付け情報
を表示します。

succeeded

これらのインターフェイスのすべての設定が正
常に生成されたかどうかを示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable fiber-node

___________________
関連コマンド

Command

Description

show cable modem

登録済みケーブル モデムおよび登録解除された
ケーブル モデム（ワイドバンド ケーブル モデ
ムを含む）に関する情報を表示します。

showcablemodemwideband

登録済みワイドバンド ケーブル モデムまたは
登録解除されたワイドバンド ケーブル モデム
に関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable filter

show cable filter
現在定義されている DOCSIS 1.1 フィルタ グループを表示するには、ユーザ EXEC モードまたは
特権 EXEC モードで showcablefilter コマンドを使用します。
show cable filter [group group-index [index index-num]] [verbose]
___________________
構文の説明

group group-id

（任意）表示するフィルタ グループを指定しま
す。有効な範囲は 1 ～ 256 です。
Cisco cBR-8 ルータの場合、有効な範囲は 1 ～
254 です。

index index-num

（任意）表示するグループ内の特定フィルタの
インデックスを指定します。有効な範囲は、
uBR7200 シリーズ ルータでは 1 ～ 128、
uBR10012 ルータでは 1 ～ 256 です。
Cisco cBR-8 ルータの場合、有効な範囲は 1 ～
256 です。
（任意）デフォルトの出力よりも読みやすい形
式で、フィルタ グループに関する詳細情報を表
示します。

verbose

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

ユーザ EXEC、特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.1(6)EC1

このコマンドが Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータで導入されました。

12.2(2)XF、12.2(4)BC1

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータでサポートされました。

12.2(8)BC2

cablefiltergroup--> コマンドに、フィルタ グループの設定を削除せずに
フィルタ グループをアクティブまたは非アクティブにするためのオプ
ションが追加されました。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable filter

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

出力が変更され、IPv6 情報のフィールドが追加されました。追加され
たフィールドには、showcablefilter コマンドの「v6」フィールドや、
showcablefilterverbose コマンドの「Source IPv6 Address」フィールドと
「Destination IPv6 Address」フィールドがあります。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。

次に、showcablefilter コマンドの一般的な出力例を示します。
Router#
Filter
Grp Id
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
Router#

show cable filter
SrcAddr/Mask

DestAddr/Mask

Prot ToS
256
6
17
256
256
256
256
6
256
6
17
6
17
17
256
256
17
6
256
256

10.37.11.151/24

10.37.11.196/29
10.37.11.195/32
10.37.11.195/32
10.37.11.194/32
10.37.11.193/32
10.37.11.192/32
10.37.11.191/32
10.37.11.190/32
10.37.11.189/32
10.37.11.189/32
10.37.11.188/32
10.37.11.188/32
10.37.11.187/32

10.37.11.151/29
10.11.0.98/32
10.11.0.98/32
10.11.0.98/32
10.11.0.98/16
10.11.0.98/8
10.11.0.98/32
10.11.0.98/32
10.11.0.98/24
10.11.0.98/32
10.11.0.98/32
10.11.0.98/8
10.11.0.98/32
10.11.0.98/30
10.11.0.98/0

SPort DPort TCP
Flags
137
0,0
23
2,0
68
67
0,0
161
0,0
53
0,0

F,F
F,F
8,F
F,8
F,8

次に、このコマンドの verbose 形式の一般的な出力例を示します。
Router# show cable filter group 10 index 10 verbose
Filter Group
Filter Index
Matches
Match action
Status
Filter Group
Filter Index
Matches
Source IP Address
Destination IP Address
IP Protocol type
IP ToS (Mask, Value)
TCP/UDP Source Port
TCP/UDP Destination Port
TCP Flags (mask, value)
Match action
Status
Router#
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
1
0
accept
active
10
10
0
10.7.7.7/16
10.8.8.8/16
256
1, 2
2000
3000
0, 0
accept
active

Action

Status

drop active
drop active
drop active
drop active
drop active
accept active
accept active
drop active
accept active
accept active
drop active
accept active
accept active
accept active
drop active
accept active
accept active
drop active
accept active
drop active

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable filter

___________________
例

次に、IPv6 ケーブル フィルタ グループに対応するために Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA から導
入された変更を反映した showcablefilter コマンドの出力例を示します。
Router# show cable filter
Filter
SrcAddr/Mask
DestAddr/Mask
Grp Id v6
254 128Y Use Verbose
Use Verbose
Router# show cable filter group 254
Filter
SrcAddr/Mask
DestAddr/Mask
Grp Id v6
254 128Y Use Verbose
Use Verbose
Router# show cable filter group 254 index 128
Filter
SrcAddr/Mask
DestAddr/Mask
Grp Id v6
254 128Y Use Verbose
Use Verbose

Prot ToS

SPort DPort TCP
Action Status
Flags
drop
active

Prot ToS

SPort DPort TCP
Action Status
Flags
drop
active

Prot ToS

SPort DPort TCP
Action Status
Flags
drop
active

表 70：show cable filter のフィールドの説明

フィールド

説明

Filter Gp

フィルタ グループの ID 番号。cablefiltergroup
コマンドの group-id 引数により定義されます。

Filter Id

フィルタ グループのインデックス番号。
cablefiltergroup コマンドの index-num 引数によ
り定義されます。

v6

IP バージョン 6 フィルタ グループ タイプ イン
ジケータ。cablefiltergroup コマンドの ip-version
キーワードにより定義されます。指定できる値
は Y または N です。

SrcAddr/Mask

• IP バージョン 4：フィルタに一致する送信
元 IP アドレスとマスクをフィルタリング
します。cablefiltergroup コマンドの src-ip
および src-mask キーワードにより定義さ
れます。
• IP バージョン 6：IPv6 アドレスが出力表示
域に収まらないため、「Use Verbose」と表
示されます。IPv6 アドレスを表示するには
showcablefiltergroupverbose コマンドを使
用する必要があります。
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フィールド
DestAddr/Mask

説明
• IP バージョン 4：フィルタに一致する宛先
IP アドレスとマスクをフィルタリングしま
す。cablefiltergroup コマンドの dest-ip お
よび dest-mask キーワードにより定義され
ます。
• IP バージョン 6：IPv6 アドレスが出力表示
域に収まらないため、「Use Verbose」と表
示されます。IPv6 アドレスを表示するには
showcablefiltergroupverbose コマンドを使
用する必要があります。

Prot

フィルタに一致する IP プロトコル番号。
cablefiltergroup コマンドの ip-proto キーワード
により定義されます。

ToS

フィルタに一致するタイプ オブ サービス マス
クと値。cablefiltergroup コマンドの ip-tos キー
ワードにより定義されます。

SPort

フィルタに一致する TCP/UDP 送信元ポート番
号。cablefiltergroup コマンドの src-port キー
ワードにより定義されます。

DPort

フィルタに一致する TCP/UDP 宛先ポート番号。
cablefiltergroup コマンドの dest-port キーワー
ドにより定義されます。

TCP Flags

フィルタに一致する TCP フラグ マスクと値。
cablefiltergroup コマンドの tcp-flags キーワード
により定義されます。

Action

フィルタと一致した場合にパケットに対して実
行されるアクション（受け入れまたはドロッ
プ）。cablefiltergroup コマンドの match-action
キーワードにより定義されます。

Status

フィルタ グループ ステータス（active または
inactive）。cablefiltergroup コマンドの status
キーワードにより定義されます。

Router# show cable filter group 254 index 128 verbose
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable filter

Filter Group
Filter Index
Filter Version
Matches
Source IPv6 address
Destination IPv6 address
Match action
Status

:
:
:
:
:
:
:
:

254
128
IPv6
0
2001:33::20B:BFFF:FEA9:741F/128
2001:1::224/128
drop
active

表 71：show cable filter verbose のフィールドの説明

フィールド

説明

Filter Group

フィルタ グループの ID 番号。cablefiltergroup
コマンドの group-id 引数により定義されます。

Filter Index

フィルタ グループのインデックス番号。
cablefiltergroup コマンドの index-num 引数によ
り定義されます。

Filter Version

フィルタ グループの IP バージョン。
cablefiltergroup コマンドの ip-version キーワー
ドにより定義されます。有効値は IPv4 または
IPv6 です。

Matches: Source IP address または
Matches: Source IPv6 address

• Source IP address：フィルタに一致する IPv4
送信元 IP アドレスとマスク。
cablefiltergroup コマンドの src-ip および
src-mask キーワードにより定義されます。
• Source IPv6 address：フィルタに一致する
IPv6 送信元 IP アドレスとプレフィックス。
cablefiltergroup コマンドの
v6-src-address--> および v6-src-pfxlen キー
ワードにより定義されます。

Matches: Destination IP address または
Matches: Destination IPv6 address

• Destination IP address：フィルタに一致する
IPv4 宛先 IP アドレスとマスク。
cablefiltergroup コマンドの dest-ip および
dest-maskキーワードにより定義されます。
• Destination IPv6 address：フィルタに一致す
る IPv6 宛先 IP アドレスとプレフィック
ス。cablefiltergroup コマンドの
v6-dest-address--> および v6-dest-pfxlen
キーワードにより定義されます。
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フィールド

説明

Matches: IP Protocol type

フィルタに一致する IP プロトコル番号。
cablefiltergroup コマンドの ip-proto キーワード
により定義されます。

Matches: IP ToS (Mask, Value)

フィルタに一致するタイプ オブ サービス マス
クと値。cablefiltergroup コマンドの ip-tos キー
ワードにより定義されます。

Matches: TCP/UDP Source Port

フィルタに一致する TCP/UDP 送信元ポート番
号。cablefiltergroup コマンドの src-port キー
ワードにより定義されます。

Matches: TCP/UDP Destination Port

フィルタに一致する TCP/UDP 宛先ポート番号。
cablefiltergroup コマンドの dest-port キーワー
ドにより定義されます。

Matches: TCP Flags (mask, value)

フィルタに一致する TCP フラグ マスクと値。
cablefiltergroup コマンドの tcp-flags キーワード
により定義されます。

Matches: Match action

フィルタと一致した場合にパケットに対して実
行されるアクション（受け入れまたはドロッ
プ）。cablefiltergroup コマンドの match-action
キーワードにより定義されます。

Matches: Status

フィルタ グループ ステータス（active または
inactive）。cablefiltergroup コマンドの status
キーワードにより定義されます。

次に、Cisco cBR-8 ルータでの show cable filter コマンドの出力例を示します。
Router#show cable filter
Grp Id v6 SrcAddr/Mask
255 1 N
Router#
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DestAddr/Mask

Prot ToS

Action Status
drop
active

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable filter

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablefiltergroup

TCP/IP ヘッダーと UDP/IP ヘッダーに基づいて
パケットをフィルタリングする DOCSIS 1.1 フィ
ルタ グループを作成、設定、および有効化しま
す。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list

show cable flap-list
Cisco CMTS のケーブル フラップ リストを表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC
モードで showcableflap-list コマンドを使用します。
show cable flap-list
show cable flap-list sort-interface [sort-flap| sort-int| sort-mac| sort-time]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable flap-list
show cable flap-list [cable slot/subslot/cable-interface-index] [sort-flap| sort-interface| sort-time]
___________________
構文の説明

cableslot/port

（任意）Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco
uBR7200 シリーズ ルータの指定されたケーブル
インターフェイスとダウンストリーム ポートの
すべての CM の情報を表示します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号。
• port：ダウンストリーム ポート番号。
これらの引数の有効値は、CMTS ルータとケー
ブル インターフェイス ライン カードによって
異なります。サポートされるスロットとポート
番号については、ルータ シャーシおよびケーブ
ルインターフェイスラインカードのハードウェ
ア ドキュメントを参照してください。

cable slot/subslot/port

（任意）Cisco uBR10012 ルータの指定された
ケーブル インターフェイスのすべての CM の情
報を表示します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号。有効な
スロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号。有
効なサブスロットは 0 または 1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号。有効
なポートは、ケーブル インターフェイス
ライン カードに応じて 0 ～ 4 です。
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cable slot/subslot/cable-interface-index

（任意）Cisco cBR ルータの指定されたケーブ
ル インターフェイスのすべての CM の情報を表
示します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号。有効な
スロットは 0 ～ 3 および 6 ～ 9 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号。有
効なサブスロットは 0 です。
• cable-interface-index：ケーブル インター
フェイス インデックス番号。有効なイン
デックス番号は 0 ～ 15 です。

upstreamport

（任意）選択されているケーブル インターフェ
イスの特定のアップストリームのフラップ リス
トを表示します。

sort-interface

（任意）インターフェイス別にソートされたす
べてのケーブル インターフェイスのフラップ
リストを表示します。

sort-flap

（任意）CM のフラップ回数に基づいてリスト
をソートします。

sort-int

（任意）最初に Cisco CMTS ケーブル インター
フェイスに基づいてリストをソートします。
このキーワードは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

sort-mac

（任意）最初に Cisco CMTS ケーブル インター
フェイスに基づいてリストをソートし、次に
CM MAC（ハードウェア）アドレスに基づいて
ソートします。
このキーワードは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

sort-time

___________________
コマンド モード

（任意）CM がフラップしたことが最後に検出
された時点に基づいてリストをソートします。

ユーザ EXEC（>）、特権 EXEC（#）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.0(3)T

このコマンドが Cisco メインライン リリースでサポートされました。

12.0(7)XR および
12.1(1a)T1

このコマンドの出力が拡張され、Cisco CMTS が特定の CM の不安定なリ
ターン パスを検出し、電力調整で補正したことが示されるようになりま
した。電力調整が行われるとモデムの電力調整フィールドにアスタリス
ク（*）が表示されます。CM が最大電力伝送レベルに達し、電力レベル
をそれ以上増加させられない場合には感嘆符（!）が表示されます。

12.3(9a)BC

sort-int および sort-mac--> オプションが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCC

このコマンドの出力が変更され、Cisco uBR10012 ルータで Multiple Transmit
Channel（MTC）モードの CM のフラップ検出機能ごとに、すべてのアッ
プストリーム チャネルから集約されたデータが表示されるようになりま
した。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ で実
装されました。upstream キーワードと sort-mac キーワードが削除されま
した。

___________________
使用上のガイドライン sort オプションの動作は Cisco CMTS ルータに応じて異なります。Cisco uBR7100 シリーズおよび
Cisco uBR7200 シリーズのルータでは、sort オプションがすべてのケーブル インターフェイス ラ
イン カードに適用され、出力が 1 つにマージされます。
Cisco uBR10012 ルータでは、ソート オプションが個々のケーブル インターフェイスに適用されま
す。たとえば、sort-time オプションは 1 番目のケーブル インターフェイス（c5/0/0）でフラップ
エントリをすべてソートし、次に 2 番目のケーブル インターフェイス（c5/0/1）でエントリをソー
トします。

（注）

場合によっては、showcableflap-list コマンドを実行すると同一ケーブル モデムの重複エントリ
を一時的に表示することがあります。これは、ケーブル モデムがオフラインになった後から、
登録プロセスを完了してオンラインに戻るまでの間に発生することがあります。ケーブル モ
デムがオンライン状態になると、重複エントリは表示されなくなります。
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ヒント

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

次に、showcableflap-list コマンドの出力例を示します。
router# show cable flap-list
MAC Address
Upstream
Ins
0010.7bb3.fd19 Cable5/0/U1 0
0010.7bb3.fcfc Cable5/0/U1 0
0010.7bb3.fcdd Cable5/0/U1 0

（注）

Hit
Miss
2792 281
19
4
19
4

CRC
0
0
0

P-Adj Flap
*45
58
!43
43
*3
3

Time
Jul 27 16:54:50
Jul 27 16:55:01
Jul 27 16:55:01

P-Adj フィールドのアスタリスク（*）は、その CM に対して電力調整が行われていることを示
します。感嘆符（!）は、CM が最大電力伝送レベルに達し、電力レベルをこれ以上増加させら
れないことを示します。
次に、MAC アドレスに基づいてソートされたフラップ リスト テーブルの出力例を示します。
router# show cable
Mac Addr
0010.1eab.2c0b
0010.1eb2.bb07
0010.7b6b.71cd
0010.1eb2.bb8f

flap-list sort-flap
CableIF
C6/0 U0
C6/0 U0
C6/0 U0
C6/0 U0

Ins
108
0
1
1

Hit
318
293
288
295

Miss
27
31
32
30

CRC
0
1
0
0

P-Adj
0
1
0
0

Flap
108
1
1
1

Time
Sep 10 15:26:56
Sep 10 15:15:49
Sep 10 15:12:13
Sep 10 15:11:44

次に、時刻に基づいてソートされたフラップ リスト テーブルの出力例を示します。
Router# show cable flap-list sort-time
Mac Addr
CableIF
Ins
Hit
00e0.2222.2202 C4/0 U0
464
2069
0010.7b6b.57e1 C4/0 U0
0
2475

Miss
242
43

CRC
0
0

P-Adj
421
1041

Flap
Time
885 Oct 16 22:47:23
1041 Oct 16 22:47:04

次に示す showcableflap-list コマンドの出力例には、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で uBR10012
ルータの MTC モードの CM のすべてのアップストリーム チャネルから集約されたデータが示さ
れています。
router# show cable flap-listMAC Address
Upstream
Time
001e.6bfb.0f9e C5/0/0/UB
0
62539 0
0
0050.f110.b277 C5/0/0/UB
0
10965 211
0

Ins
2
0

Hit
2
9

Miss

CRC

P-Adj Flap

Apr 18 03:53:00
Apr 18 03:53:00

表 72：show cable flap-list コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Mac Addr

CM の MAC アドレス。

CableIF

アップストリームを含む、この CM のケーブル
インターフェイス ライン カード。
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フィールド
Ins
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説明

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list

フィールド

説明
CM が起動し、ネットワークに CM 自体を挿入
した回数。このカウンタは、ネットワークでRF
リンクが異常な方法で再確立された回数を示し
ます。このカウンタは、初期リンク確立から再
確立までの時間が、cableflap-listinsertion-time
コマンドを使用して設定されているしきい値パ
ラメータよりも短い場合に増加します。
正常なモデム アクティビティは次の順序で実行
されます。
• 初回のリンク挿入の後に、CMTS とケーブ
ル モデムの間でステーション メンテナン
ス メッセージが送信される。
• 電源オン
• 初期メンテナンス
• ステーション メンテナンス
• 電源オフ
リンクが切断すると、リンク再確立のために初
期メンテナンスが繰り返されます。
• 初期メンテナンス @ Time T1
• ステーション メンテナンス
• 初期メンテナンス @ Time T2
フラップ リストの Ins カウンタと Flap カウンタ
は、T2 – T1 < N（N は cableflap-listinsertion-time
コマンドで設定された insertion-time パラメー
タ）の場合に常に増加します。
この数は、断続的なダウンストリーム同期の損
失、DHCP またはモデム登録の問題を示してい
る可能性があります。後者の場合、Ins の数が
Flap の数に追従する傾向にあります。ダウンス
トリームが不安定な場合（レベルがモデムの範
囲外でしばしば変動する場合）に、挿入が発生
します。モデムが正しくプロビジョニングでき
ない場合には多数の挿入が発生します。
リンク再確立の発生頻度が非常に高い場合は通
常、モデムで登録の問題が発生しています。こ
の問題が発生しているかどうかを確認するに

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1775

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list

フィールド

説明
は、挿入カウンタの数値が、Flap カウンタの数
値と同程度であるかどうかを確認します。

Hit

CM が MAC レイヤ ステーションメンテナンス
（キープアライブ）メッセージに応答した回
数。最小ヒット率は 30 秒に 1 回です。断続的
なアップストリーム、レーザー クリッピング、
または共通パスの不整合を示すことができま
す。

Miss

CM が MAC レイヤ ステーションメンテナンス
（キープアライブ）メッセージを受信せず、
メッセージに応答しなかった回数。8 % のミス
率は、Cisco ケーブル インターフェイス ライン
カードでは正常です。断続的なアップストリー
ム、レーザー クリッピング、または共通パスの
不整合を示すことができます。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list

フィールド

説明
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list

フィールド
「Hit」列と「Miss」列は、CMTS と
ケーブル モデム間のキープアライブ
ポーリング統計情報です。ステーショ
ン メンテナンス プロセスは、すべて
のモデムで約25秒ごとに発生します。
CMTS がモデムからの応答を受信する
と、イベントがヒットとしてカウント
されます。CMTS がケーブル モデム
からの応答を受信しないと、イベント
がミスとしてカウントされます。
ヒット数がミス数よりも大幅に大きいことが理
想的です。モデムのヒット数がミス数よりも大
幅に少ない場合、登録が失敗しています。ノイ
ズが多いリンクがあると、ミス率またはヒット
率が名目上の 10 % 未満から大きくずれます。
ミス数が多い場合は、次の状況が発生している
可能性があります。
（注）

• ノイズが原因と思われる断続的なアップス
トリーム
• レーザー クリッピング
• 共通パス歪み
• 入力または干渉
• 多過ぎるまたは少な過ぎるアップストリー
ム減衰
ケーブル モデムが応答できない原因としては、
ノイズが発生しているか、またはモデムがダウ
ンしていることがあります。ミスだけを記録
し、ヒットを記録しないモデムは、電源がオフ
になっていると見なされます。ノイズが原因で
ポーリングが受信されない場合、ミスからヒッ
トへの遷移がフラップ状態として検出されま
す。モデムがポーリングを受信できないと、常
に、ポーリング レートが秒あたり 1 まで増加し
ます。これは、オフライン状態の検出を促進
し、ステーション メンテナンス オーバーヘッ
ドを削減する目的で使用されます。
ミスは通常リターン パスの問題を示すものであ
るため、望ましくありませんが、少数のミスが
発生することは普通です。ミスの数が 16 を超
えると、モデムの電源がオフになっていると想
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説明

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list

フィールド

説明

定され、リンクが切断されます。
M 回の連続ミス（M は cableflapmiss-threshold
コマンドで設定）が発生するとフラップの数が
増加します。パラメータの有効範囲は 1 ～ 12
です。デフォルトは 6 です。
Ins の数の増加が止まったら、ヒット アンド ミ
ス分析を実行できます。一般に、ヒット数とミ
ス数が同程度であり、CRC 数が低いかまたは存
在しない場合には、アップストリームでノイズ
が発生しています。
ミス数の方が大きい場合、モデムで共通パス歪
みが発生している可能性があり、モデムは頻繁
にドロップアウトするか、または登録を完了で
きません。接地接続を調べます。ケーブル接続
を切断するとノイズが消失するものの、しばら
くするとノイズが再び増える場合は、ケーブル
端末のターミネータを調べてください。デジタ
ル シグナル プロセッサではなく、規格外の周
波数変換を使用している可能性があります。回
線でノイズが発生しているもののノイズがそれ
ほど大きくない場合は、ミス率が増加します。
ノイズが非常に大きい場合は、範囲設定応答
（RNG-RSP）の 80 % 以上が受信されず、モデ
ムで多くの挿入が発生します。
CRC

このケーブル モデムの Cyclic Redundancy Check
（CRC;巡回冗長検査）エラーの数。CRCエラー
はモデム別に計算され、アップストリームの障
害を示します。CRC エラー数が多いケーブル
モデムでは、アップストリーム パスが不適切で
あるか、宅内配線の問題が発生しています。
CRC カウンタ フィールドは次の状況を示しま
す。
• 断続的なアップストリーム
• レーザー クリッピング
• 共通パス歪み
• 瞬間的なノイズまたは干渉
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list

フィールド

説明

P-Adj

ヘッドエンドから CM に対して 3dB を超える送
信（TX）電力調整が指示された回数。これは、
増幅器の劣化、接続不良、または熱感度を示し
ている可能性があります。
* は、このモデムでノイズ電力調整方式がアク
ティブであることを意味します。
! は、モデムがその最大送信電力に達している
ことを示します。
CMTS のステーション メンテナンス ポーリン
グにより、モデムの送信電力、周波数、タイミ
ングが常に調整されます。電力調整（P-Adj）
列は、モデムの電力調整がしきい値を超えた回
数を示します。電力調整のしきい値は、
cableflap-listpower-adjustthreshold コマンドと
0 ～ 10 dB の範囲の値を使用して設定されます。
デフォルト値は 2 dB です。フラップ リストで
の無関係なエントリの数を減らすため、このし
きい値を調整することをお勧めします。2dB 以
下の電力調整値を設定すると、P-Adj カウンタ
が継続的に増加します。モデム トランスミッタ
ステップ サイズは 1.5 dB ですが、ヘッドエン
ドは 0.25 dB ステップ サイズを指示することが
あります。
電力調整フラップが発生する場合は、次のよう
なアップストリーム設備の問題が発生している
可能性が高くなります。
• 増幅器の劣化
• 接続不良
• 熱感度
• 減衰の問題
「P-Adj」列は、設備の安定性を示すインジケー
タとして監視されることがよくあります。これ
は、設備停止が将来発生する可能性を事前に警
告している可能性があります。アップストリー
ム パスでの損失が多すぎるかまたは少なすぎる
場合、モデムでは多数の電力調整が実施されて
います。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list

フィールド

説明

Flap

モデムがフラップした回数の合計。これは、
P-Adj の値と Ins の値の合計です。このカウンタ
は、次のイベントが検出されると増加します。
• 異常なモデム挿入または再登録の試行。
ユーザ設定の挿入間隔値よりも短い期間内
に、モデムが CMTS との RF リンクを再確
立しようとすると、Flap カウンタと Ins カ
ウンタが増加します。
• 異常なミス率またはヒット率。Flap カウン
タは、ヒット後に N 回連続するミスが検
出されると増加します（N はユーザ設定値
でありデフォルト値は 6 です）。
• 異常な電力調整。モデムのアップストリー
ムの電力調整がユーザ設定の電力レベルを
超えている場合、Flap カウンタと P-Adj カ
ウンタが増加します。
Time は、最後にモデムの接続が切断されたかま
たはモデムがフラップした時刻です。この値
は、ローカル CMTS で設定されているクロック
に基づきます。時刻が設定されていない場合、
この値は CMTS の現在の稼働時間に基づきま
す。ケーブル モデムが 3 つのフラップ リスト
条件のいずれかを満たすと、Flap カウンタが増
加し、Time が現在の時刻に設定されます。

Time

（注）

___________________
例

show cable modem flap コマンドの出力
では、このフィールドの値はかっこで
囲まれて表示されます。これは、ケー
ブル インターフェイスがアクティブ
になってから、ライン カード スイッ
チオーバーの後に最初の範囲設定が成
功するまでの期間（ミリ秒単位）
（ケーブル モデムの回復時間）を示
します。

次に、Cisco cBR ルータ上の showcableflap-list コマンドの出力例を示します。
Router#show cable flap-list
MAC Address
Upstream
Ins
b0c2.87c2.830b C9/0/0/UB
0

Hit
3734

Miss
16

CRC
0

P-Adj Flap
3
5

Time
Jan 4

02:38:40
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list

0010.18de.8134 C9/0/0/UB
0025.2e2d.74e4 C9/0/0/U2
Router#

0
4139 11
0
0
*** No data available ***

2

Jan 4
Jan 3

00:26:45
23:33:00

次に、Cisco cBR ルータ上の showcableflap-list sort-flap コマンドの出力例を示します。
Router#show cable flap-list sort-flap
MAC Address
Upstream
Ins
Hit
b0c2.87c2.830b C9/0/0/UB
0
3749
0010.18de.8134 C9/0/0/UB
0
4154
0025.2e2d.74e4 C9/0/0/U2
*** No data
Router#

Miss CRC
P-Adj Flap
16
0
3
5
11
0
0
2
available ***

Time
Jan 4
Jan 4
Jan 3

02:38:40
00:26:45
23:33:00

次に、Cisco cBR ルータ上の showcableflap-list sort-interface コマンドの出力例を示します。
Router#show cable flap-list sort-interface
MAC Address
Upstream
Ins
Hit
Miss CRC
P-Adj Flap
b0c2.87c2.830b C9/0/0/UB
0
3753 16
0
3
5
0010.18de.8134 C9/0/0/UB
0
4158 11
0
0
2
0025.2e2d.74e4 C9/0/0/U2
*** No data available ***
Router#

Time
Jan 4
Jan 4
Jan 3

02:38:40
00:26:45
23:33:00

次に、Cisco cBR ルータ上の showcableflap-list sort-time コマンドの出力例を示します。
Router#show cable flap-list sort-time
MAC Address
Upstream
Ins
Hit
b0c2.87c2.830b C9/0/0/UB
0
3756
0010.18de.8134 C9/0/0/UB
0
4161
0025.2e2d.74e4 C9/0/0/U2
*** No data
Router#

___________________
関連コマンド

Time
Jan 4
Jan 4
Jan 3

02:38:40
00:26:45
23:33:00

Command

Description

cableflap-listaging

フラップ リスト テーブルの CM をテーブルか
らエージング アウトするまでに保持する日数を
指定します。

cableflap-listinsertion-time

CM がフラップ リストに配置されるかどうかを
決定する挿入時間間隔を設定します。

cableflap-listmiss-threshold

フラップ リスト イベントを記録するためのミ
スのしきい値を指定します。

cableflap-listpower-adjustthreshold

CM のフラップ リスト イベントを記録する電力
調整のしきい値を指定します。

cableflap-listsize

フラップ リスト テーブルに表示できる CM の
最大数を指定します。

clearcableflap-list

フラップ リスト テーブル内のすべてのエント
リを消去します。
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Miss CRC
P-Adj Flap
16
0
3
5
11
0
0
2
available ***

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list

Command

Description

debugcableflap

ケーブル インターフェイスで維持される CM フ
ラップ リストの操作に関する情報を表示しま
す。

pingdocsis

CM に DOCSIS ping を送信し、必要に応じてフ
ラップ リスト カウンタをインクリメントしま
す。

showcablemodem

インターフェイスのすべての CM または特定の
CM に関する情報を表示します。

showcablemodemflap

1 つ以上のケーブル モデムのフラップ リスト統
計情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list wb-rf

show cable flap-list wb-rf
すべての w-online ケーブル モデムのワイドバンド RF 関連データを表示するには、特権 EXEC モー
ドで showcableflap-listwb-rf コマンドを使用します。
show cable flap-list [cable slot/subslot/port]wb-rf [modular-cable slot/bay/port| integrated-cable slot/bay/port
WB RF channel number] [QAM | MDD]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable flap-list [cable slot/subslot/cable-interface-index]wb-rf integrated-Cable slot/subslot/port
___________________
構文の説明

cableslot/subslot/port

（任意）Cisco uBR10012 ルータの指定された
ケーブル インターフェイスのすべてのケーブル
モデムの情報を表示します。ここで、
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。

cableslot/subslot/cable-interface-index

Cisco cBR-8 ルータの場合：
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 0 ～ 3 および 6 ～
9 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 です。
• cable-interface-index：ケーブル インター
フェイス インデックスを指定します。有
効なインデックスは 0 ～ 15 です。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list wb-rf

modular-cableslot/bay/port

（任意）Cisco uBR10012 ルータの指定されたモ
ジュラ ケーブル インターフェイスのすべての
ケーブル モデムの情報を表示します。ここで、
• slot：SIP が装着されているスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、スロット 1 および
3 を SIP に使用できます。
• bay：SPA がある SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および1（下部ベイ）です。
• port：SPA のインターフェイス番号を指定
します。
このキーワードは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

integrated-cableslot/subslot/port

（任意）Cisco cBR-8 ルータの指定された統合
ケーブル インターフェイスのすべてのケーブル
モデムの情報を表示します。ここで、
• slot：有効なスロットは 0 ～ 3 および 6 ～
9 です。
• subslot：有効なサブスロットは 0 です。
• port：有効なポート番号は 0 ～ 15 です。

integrated-cableslot/bay/port

（任意）Cisco uBR10012 ルータの指定された統
合ケーブル インターフェイスのすべてのケーブ
ル モデムの情報を表示します。ここで、
• slot：SIP が装着されているスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、スロット 1 および
3 を SIP に使用できます。
• bay：SPA がある SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および1（下部ベイ）です。
• port：SPA のインターフェイス番号を指定
します。

WBRFchannelnumber

（任意）ワイドバンド RF チャネル番号を指定
します。

QAM

（任意）QAM フラップの数を指定します。

MDD

（任意）MDD フラップの数を指定します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list wb-rf

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。QAM および MDD キーワードと WB-RF
channel number 変数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン なし
___________________
例

次に、showcableflap-listwb-rf コマンドの出力例を示します。
router# show cable flap-list wb-rf
RF
-------3/0/0 1
2

___________________
例

Timeout
------1
0

Recover
------1
0

Failure
------0
1

Recover
------0
0

Flaps
----1
1

CM
------3
3

Percent
------33
33

次に、Cisco cBR ルータ上の showcableflap-listwb-rf コマンドの出力例を示します。
Router#show cable flap-list wb-rf
MDD
QAM/FEC
RF
Timeout Recover Failure Recover Flaps CM
Percent
-------- ------- ------- ------- ------- ----- ------- ------1/0/0 158 0
0
1
0
0
2
0
Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

showcableflap-list

Cisco CMTS のケーブル フラップ リストを表示
します。

clearcableflap-list

フラップ リスト テーブル内のすべてのエント
リを消去します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable flap-list wb-rf

Command

Description

debugcableflap

ケーブル インターフェイスで維持される CM フ
ラップ リストの操作に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemflap

1 つ以上のケーブル モデムのフラップ リスト統
計情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable freq-profile

show cable freq-profile
周波数プロファイルの情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcablefreq-profile コマンド
を使用します。
show cable freq-profile freq-profile-id
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

freq-profile-id

周波数プロファイル ID を指定します。有効値
の範囲は 0 ～ 15 です。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン showcablefreq-profile コマンドは、QAM プロファイルに関する情報を表示するために使用します。
freq-profile-id を指定すると、このコマンドは指定された ID の周波数プロファイルを表示します。
___________________
例

次に、showcablefreq-profile コマンドの出力例を示します。
Router# show cable freq-profile
Frequency Profile ID 0 annex-b-low:
Lane 1 start-freq 90000000hz
Block 1 start-freq 90000000hz
Block 2 start-freq 138000000hz
Block 3 start-freq 186000000hz
Block 4 start-freq 234000000hz
Lane 2 start-freq 282000000hz
Block 1 start-freq 282000000hz
Block 2 start-freq 330000000hz
Block 3 start-freq 378000000hz
Block 4 start-freq 426000000hz
Lane 3 start-freq 474000000hz
Block 1 start-freq 474000000hz
Block 2 start-freq 522000000hz
Block 3 start-freq 570000000hz
Block 4 start-freq 618000000hz
Lane 4 start-freq 666000000hz
Block 1 start-freq 666000000hz
Block 2 start-freq 714000000hz
Block 3 start-freq 762000000hz
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable freq-profile

Block 4 start-freq 810000000hz
Frequency Profile ID 1 annex-b-high:
Lane 1 start-freq 234000000hz
Block 1 start-freq 234000000hz
Block 2 start-freq 282000000hz
Block 3 start-freq 330000000hz
Block 4 start-freq 378000000hz
Lane 2 start-freq 426000000hz
Block 1 start-freq 426000000hz
Block 2 start-freq 474000000hz
Block 3 start-freq 522000000hz
Block 4 start-freq 570000000hz
Lane 3 start-freq 618000000hz
Block 1 start-freq 618000000hz
Block 2 start-freq 666000000hz
Block 3 start-freq 714000000hz
Block 4 start-freq 762000000hz
Lane 4 start-freq 810000000hz
Block 1 start-freq 810000000hz
Block 2 start-freq 858000000hz
Block 3 start-freq 906000000hz
Block 4 start-freq 954000000hz
Frequency Profile ID 2 annex-a-low:
Lane 1 start-freq 94000000hz
Block 1 start-freq 94000000hz
Block 2 start-freq 142000000hz
Block 3 start-freq 190000000hz
Block 4 start-freq 238000000hz
Lane 2 start-freq 286000000hz
Block 1 start-freq 286000000hz
Block 2 start-freq 334000000hz
Block 3 start-freq 382000000hz
Block 4 start-freq 430000000hz
Lane 3 start-freq 478000000hz
Block 1 start-freq 478000000hz
Block 2 start-freq 526000000hz
Block 3 start-freq 574000000hz
Block 4 start-freq 622000000hz
Lane 4 start-freq 670000000hz
Block 1 start-freq 670000000hz
Block 2 start-freq 718000000hz
Block 3 start-freq 766000000hz
Block 4 start-freq 814000000hz
Frequency Profile ID 3 annex-a-high:
Lane 1 start-freq 267000000hz
Block 1 start-freq 267000000hz
Block 2 start-freq 315000000hz
Block 3 start-freq 363000000hz
Block 4 start-freq 411000000hz
Lane 2 start-freq 459000000hz
Block 1 start-freq 459000000hz
Block 2 start-freq 507000000hz
Block 3 start-freq 555000000hz
Block 4 start-freq 603000000hz
Lane 3 start-freq 651000000hz
Block 1 start-freq 651000000hz
Block 2 start-freq 699000000hz
Block 3 start-freq 747000000hz
Block 4 start-freq 795000000hz
Lane 4 start-freq 843000000hz
Block 1 start-freq 843000000hz
Block 2 start-freq 891000000hz
Block 3 start-freq 939000000hz
Block 4 start-freq 987000000hz

次に、showcablefreq-profilefreq-profile-id コマンドの出力例を示します。
Router# show cable freq-profile 1
Frequency Profile ID 1 annex-b-high:
Lane 1 start-freq 234000000hz

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1789

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable freq-profile

Block 1 start-freq 234000000hz
Block 2 start-freq 282000000hz
Block 3 start-freq 330000000hz
Block 4 start-freq 378000000hz
Lane 2 start-freq 426000000hz
Block 1 start-freq 426000000hz
Block 2 start-freq 474000000hz
Block 3 start-freq 522000000hz
Block 4 start-freq 570000000hz
Lane 3 start-freq 618000000hz
Block 1 start-freq 618000000hz
Block 2 start-freq 666000000hz
Block 3 start-freq 714000000hz
Block 4 start-freq 762000000hz
Lane 4 start-freq 810000000hz
Block 1 start-freq 810000000hz
Block 2 start-freq 858000000hz
Block 3 start-freq 906000000hz
Block 4 start-freq 954000000hz

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable downstream freq-profile

ケーブル インターフェイス ライン カードの周
波数プロファイルを設定します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable hop

show cable hop
Cisco CMTS のケーブル ホップ統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcablehop コマ
ンドを使用します。
show cable hop [cable slot/port] [upstream uport] [history] [threshold]
show cable hop [cable slot/subslot/port] [upstream uport] [history] [threshold]
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable hop [upstream-cable slot/subslot/controller] [upstream uport] [history] [threshold]
___________________
構文の説明

cableslot/port

（任意）Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco
uBR7200 シリーズ ルータのケーブル インター
フェイスを指定します。
Cisco uBR7100 シリーズ ルータの場合、有効な
値は 1/0 のみです。Cisco uBR7200 シリーズ ルー
タの場合は、ケーブル インターフェイスに応じ
て、slot の範囲は 3 ～ 6、port の範囲は 0 ～ 1 で
す。

cableslot/subslot/port

（任意）Cisco uBR10012 ルータのケーブル イン
ターフェイスを指定します。有効な値は次のと
おりです。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号。有効な
スロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号。有
効なサブスロットは 0 または 1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号。有効
なポートは 0 ～ 4 です（ケーブル インター
フェイスラインカードに応じて異なる）。

upstreamuport

（任意）周波数ホップの状態を表示するアップ
ストリーム ポートを指定します。
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upstream-cable slot/subslot/controller

（任意）Cisco cBR ルータのケーブル インター
フェイスを指定します。有効な値は次のとおり
です。
• slot：シャーシのスロット番号。有効なス
ロットは 0 ～ 3 および 6 ～ 9 です。
• subslot：セカンダリ スロット番号。有効な
サブスロットは 0 です。
• controller：アップストリーム コントロー
ラ。有効なコントローラは、ケーブル イ
ンターフェイス ライン カードに応じて 0
～ 4 です。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

history

（任意）任意の時点および任意の理由での、周
波数、変調、およびチャネル幅の状態変更を表
示します。

summary

（任意）Cisco cBR ルータの情報の要約を表示
します。

threshold

（任意）アップストリームのユーザ定義しきい
値、現在の搬送波対雑音比（CNR）、信号対雑
音比（SNR）、訂正可能な前方誤り訂正（FEC）
の割合、訂正不能な FEC の割合、およびステー
ション メンテナンス欠落率の値を表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

12.3(13a)BC

このコマンドが拡張され、新しい 2 つのキーワード（history および
threshold）が追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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___________________
例

リリース

変更内容

12.3(23)BC7

showcablehophistory コマンドの出力が変更され、出力の「change from」
フィールドと「change to」フィールドに表示される情報が追加されまし
た。変更が発生すると、変調順序の代わりに変調プロファイル番号が表
示されます。

12.2(33)SCC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC に統合されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。 summary および upstream-cable キーワードが追
加されました。

次に、showcablehop コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable hop
Upstream
Port

Poll Missed Min
Missed Hop
Hop
Corr
Uncorr
Rate Poll
Poll
Poll
Thres Period FEC
FEC
(ms) Count Sample Pcnt
Pcnt (sec)
Errors Errors
Cable4/0/U0
down
1000 * * *
frequency not set
* * * 0
0
Cable4/0/U1
down
1000 * * *
frequency not set
* * * 0
0
Cable4/0/U2
down
1000 * * *
frequency not set
* * * 0
0
Cable4/0/U3
down
1000 * * *
frequency not set
* * * 0
0
Cable4/0/U4
down
1000 * * *
frequency not set
* * * 0
0
Cable4/0/U5
down
1000 * * *
frequency not set
* * * 0
0
Cable5/0/U0
down
1000 * * *
interface is down
* * * 0
0
Cable5/0/U1
down
1000 * * *
frequency not set
* * * 0
0
Cable5/0/U2
down
1000 * * *
interface is down
* * * 0
0
Cable5/0/U3
down
1000 * * *
interface is down
* * * 0
0
Cable5/0/U4
down
1000 * * *
interface is down
* * * 0
0
Cable5/0/U5
down
1000 * * *
interface is down
* * * 0
0
Cable6/0/U0
down
1000 * * *
interface is down
* * * 0
0
Cable6/0/U1
22.000 Mhz 1000 * * *set to fixed frequency * * * 31375 1912
Cable6/0/U2
26.000 Mhz 1000 * * *set to fixed frequency * * * 0
0
Cable6/0/U3
admindown 1000 * * *
frequency not set
* * * 0
0
The following example shows typical output from the show cable hop
upstream
command:
Router# show cable hop c2/0 upstream 2
Upstream
Port

Port
Status

Port
Status

Cable2/0/U2 admindown
Router#

Poll
Rate
(ms)
1000

Missed Min
Missed Hop
Hop
Poll
Poll
Poll
Thres Period
Count Sample Pcnt
Pcnt (sec)
* * *
frequency not set
* * *

Corr
FEC
Errors
0

Uncorr
FEC
Errors
0

表 73：show cable hop コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Upstream Port

この情報行のアップストリーム ポート。
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フィールド

説明

Port Status

ポートのステータスをリストします。有効な状
態は、周波数が未割り当ての場合は down、ポー
トがシャットダウンしている場合は admindown
です。ポートが稼働している場合、この列には
チャネルの中心周波数が表示されます。

Poll Rate

ステーション メンテナンス ポーリングの生成
レート（ミリ秒単位）。

Missed Poll Count

コードワード/FEC ブロックあたりの未検出ポー
リングの数。

Min Poll Sample

コードワード/FEC ブロックあたりのサンプルの
ポーリングの数。

Missed PollPcnt

ポーリング数に対する未検出ポーリングの比
率。割合（%）で示されます。

Hop Thres Pcnt

周波数ホップをトリガーするために超過する必
要がある未検出ポーリングの割合（%）。

Hop Period

周波数ホッピングを発生させる最大レート（秒
単位）。

Corr FEC Errors

このアップストリーム ポートで発生した、コー
ドワード/FEC ブロックあたりの訂正可能な前方
誤り訂正（FEC）エラーの数。

Uncorr FEC Errors

このアップストリーム ポートで発生した、コー
ドワード/FEC ブロックあたりの訂正不可能な前
方誤り訂正（FEC）エラーの数。

（注）

showcablehop コマンドと
showcontrollerscable コマンドはコー
ドワードあたりの FEC エラー数を表
示し、showinterfacecableupstream コ
マンドはパケットあたりのFECエラー
数を表示します。この場合、パケット
に複数のコードワードが含まれている
可能性があります。
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ヒント

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。
次に、showcablehopthreshold コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable hop c6/0/0 threshold
Upstream SNR(dB) CNR(dB) CorrFEC% UncorrFEC% MissedSM%
Port Val Thre1 Thre2 Val Thre1 Thre2 Pcnt Thre Pcnt Thre Pcnt Thre
Ca6/0/0/U0 27
25
15
39
35
25
0
3
0
1
Ca6/0/0/U1 31
25
15
51
35
25
0
3
0
1
Ca6/0/0/U2 -35
25
-35
25
0
3
0
1
Ca6/0/0/U3 -35
25
-35
25
0
3
0
1

75
90
0
0

75
75
75
75

表 74：show cable hop threshold のコマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Upstream Port

この情報行のアップストリーム ポート。

SNR (dB)

特定のケーブル モデム（CM）の信号対雑音比
（SNR）。単位はデシベル（dB）です。

CNR (dB)

特定のケーブル モデム（CM）の現在のアップ
ストリームの搬送波対雑音比（CNR）。単位は
デシベル（dB）です。

Corr FEC Errors

このアップストリーム ポートで発生した、コー
ドワード/FEC ブロックあたりの訂正可能な前方
誤り訂正（FEC）エラーの数。

Uncorr FEC Errors

このアップストリーム ポートで発生した、コー
ドワード/FEC ブロックあたりの訂正不可能な前
方誤り訂正（FEC）エラーの数。

Missed SM

コードワード/FEC ブロックあたりの欠落ステー
ション メンテナンス ポーリングの数。

次に、showcablehophistory コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable hop c8/1/1 upstream 0 history
F = Frequency Hop, M = Modulation Change, C = Channel Width Change
Upstream
Action
Chg
Chg
Action
Port
Time
Code From
To
Reason
C8/1/1 U0 Feb 20 12:21:29 M 142
141
SNR 28>=28 CFEC 0<=3 UnCFEC 0<=1
Feb 20 12:09:08 F
0.000 24.000 Configuration changed

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1795

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable hop

表 75：show cable hop history コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Upstream Port

この情報行のアップストリーム ポート。

Action Time

スペクトル管理アクションが実行された時刻。

Code

ホップのタイプに関連付けられているコード。

Chg From

スペクトル管理アクションの前の状態。

Chg To

スペクトル管理アクションの後の状態。

Action Reason

周波数を変更する理由。

次に、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ での show cable hop upstream-cable コマ
ンドの出力例を示します。
Router# show cable hop upstream-cable 1/0/0
Upstream
Channel
Poll Missed Min
Missed
Hop
Hop
Corr
Channel
Status
Rate Poll
Poll
Poll
Thres Period FEC
(ms) Count Sample Pcnt
Pcnt (sec)
Errors
UC1/0/0:U0
13.200 MHz 1000 * * * set to fixed frequency * * *
0
UC1/0/0:U1
19.600 MHz 1000 * * * set to fixed frequency * * *
0
UC1/0/0:U2
26.000 MHz * * * us-channel is not binded to any MD * * * 0
UC1/0/0:U3
32.400 MHz * * * us-channel is not binded to any MD * * * 0
UC1/0/0:U4
admindown * * * us-channel is not binded to any MD * * * 0
UC1/0/0:U5
admindown * * * us-channel is not binded to any MD * * * 0
UC1/0/0:U6
admindown * * * us-channel is not binded to any MD * * * 0
UC1/0/0:U7
admindown * * * us-channel is not binded to any MD * * * 0
UC1/0/0:U8
admindown * * * us-channel is not binded to any MD * * * 0
UC1/0/0:U9
admindown * * * us-channel is not binded to any MD * * * 0
UC1/0/0:U10
admindown * * * us-channel is not binded to any MD * * * 0
UC1/0/0:U11
admindown * * * us-channel is not binded to any MD * * * 0

Uncorr
FEC
Errors
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablespectrum-grouphopperiod

周波数ホップ間の最小間隔を変更します。

cablespectrum-grouphopthreshold

スペクトル グループの周波数ホップしきい値を
指定します。

cableupstreamhop-priority

アップストリームでイングレス ノイズが発生し
たために周波数ホップが必要な場合に実行され
る訂正アクションの優先度を設定します。
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Command

Description

cableupstreammodulation-profile

ダイナミック アップストリーム変調をアクティ
ブにするため、アップストリーム ポートに最大
3 つの変調プロファイルを設定します。

cableupstreamthreshold

許容可能なノイズレベルを決定するときにCNR
および FEC しきい値を使用するようにアップス
トリームを設定します。

cableupstreamthresholdhysteresis

ヒステリシス値をダイナミック変調アップグ
レードしきい値と組み合わせて使用するように
設定します。

clearcablehop

Cisco CMTS で 1 つまたはすべてのケーブル イ
ンターフェイスの前方誤り訂正（FEC）ホップ
カウンタをクリアします。

showcablehostaccess-group

CM の背後にあるホストの統計情報を表示しま
す。

showcablemodem

CM 構成設定を表示します。
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show cable host access-group
ネットワーク上で CM の背後にあるホストとその他の顧客宅内機器（CPE）デバイスのリストを
表示するには、特権 EXEC モードで showcablehostaccess-group コマンドを使用します。
show cable host [ip-address| mac-address] access-group

（注）

___________________
構文の説明

showcablehost コマンドは、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータではサポート
されていません。

mac-address

（任意）特定の CM またはホストの 48 ビット
ハードウェア アドレスを指定します。

ip-address

（任意）特定の CM またはホストの IP アドレ
スを指定します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.NA

このコマンドが導入されました。

12.1(3a)EC1

リリース 12.1 EC トレインにサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインに Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco
uBR7200 シリーズ ルータのサポートが追加されました。（このコマン
ドは Cisco uBR10012 ルータの CLI にも表示されることがありますが、
機能しません。）

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ホストおよびその他の CPE デバイスの情報だけを表示します。CM とその関連
CPE デバイスに関する情報を表示するには、showcabledeviceaccess-group コマンドを使用します。
CM の情報だけを表示するには、showcabledeviceaccess-group コマンドを使用します。
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このコマンドの実行と同時に SNMP マネージャが CM または CPE デバイスに関する情報を要求す
ると、このコマンドは次のエラー メッセージを表示します。
No information is available, please try later.

SNMP の取得が完了するまで待ち、完了したら CLI コマンドを再試行します。
___________________
例

次に、ネットワーク上の CM の背後にあるすべてのホストを表示する例を示します。
Router# show cable host access-group
MAC address
IP address
Type
0080.c6f9.b42e
24.168.220.52
host
0020.7806.defe
192.168.28.134 host
0050.baa0.5ccd
24.168.223.251 host
0050.046f.f4cf
192.168.33.25
host
0050.bacf.5d89
192.168.37.113 host
0050.1800.a8cb
192.168.33.90
host
0040.d00f.44f0
192.168.34.128 host
0050.e456.9641
192.168.39.66
host
0050.badd.2883
192.168.32.230 host
0050.badd.3b12
192.168.33.246 host
0020.78c7.f887
192.168.32.32
host
00e0.2969.a1a5
192.168.36.246 host
0020.78d5.ddf0
192.168.32.107 host
00001.02c5.9936 192.168.38.233 host
0020.78d0.fb32
192.168.28.45
host
0050.1800.f458
192.168.36.209 host
0002.e301.df8f
192.168.30.191 host
00a0.2451.b7eb
24.168.223.41
host
0080.c7db.afba
192.168.33.153 host
00D0.2717.1899
192.168.39.189 host
Router#

Access-group

次の表で、showcablehostaccess-group の出力で表示されるフィールドを説明します。
表 76：show cable host access-group のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

CPE デバイスの MAC アドレス。

IP Address

DHCP サーバが CPE デバイスに割り当てた IP
アドレス。

Type

デバイスの種類を示します。このコマンドで
は、このフィールドは常に CPE デバイスを示す
host になります。CM に関する情報を表示する
には、showcabledeviceaccess-group または
showcablemodemaccess-group コマンドを使用し
ます。

Access-group

この CPE デバイスで使用されているアクセス
グループの名前または番号（アクセス グループ
が使用されている場合）。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1799

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable host access-group

ヒント

___________________
関連コマンド

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

コマンド

説明

cabledevice

CM デバイスまたはホストのアクセス リストを
設定します。

cablehostaccess-group

指定されたホストのアクセス リストを設定しま
す。

clearcablehost

テーブルからホストをクリアします。

showcabledeviceaccess-group

CM、その CPE デバイス、およびこれらのモデ
ム/デバイスのアクセス グループのリストを表
示します。

showcablemodemaccess-group

特定のケーブル インターフェイス上の CM のア
クセス グループを表示します。
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show cable ib-ipc
ローカル IB IPC サーバのステータスと参加しているライン カードの情報を表示するには、特権
EXEC モードで show cable ib-ipc コマンドを使用します。
show cable ib-ipc {status| ports}
___________________
構文の説明

status

ローカル IB IPC サーバのステータスを表示しま
す。

ports

参加しているライン カードに関する情報を表示
します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
例

次に、showcableib-ipc コマンドの出力例を示します。showcableib-ipcports コマンドは、Ironbus
ベースの IPC の内部仮想チャネル ID と内部サービス フローを表示します。
Router# show cable ib-ipc ports
6/0: LCP High Priority VCCI 135, SFID 32891
LCP Normal Priority VCCI 135, SFID 135
8/0: LCP High Priority VCCI 153, SFID 32909
LCP Normal Priority VCCI 153, SFID 153
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show cable ipc-stats
Cisco CMTS ルータのすべての IPC メッセージの統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで
-->showcableipc-stats コマンドを使用します。
show cable ipc-stats
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

12.2(33)SCF

コマンド出力は、IPC メッセージのサービス タイプなどの IPC ポー
ト情報を表示します。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン show cable ipc-stats コマンドを使用する前に、cable ipc-stats コマンドを使用して Cable IPC Statistics
Collection ツールを有効にする必要があります。この show コマンドを使用すると、個別のシャドー
データベース バッファが割り当てられ、IPC 統計情報を表示するためアクティブ データベースの
内容がシャドー データベースにコピーされます。これにより、すべての統計情報が同時にフリー
ズされ、分析と比較が容易になります。
___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータのすべての IPC メッセージの統計情報を表示する show cable ipc-stats コ
マンドの出力例を示します。
Router# show cable ipc-stats
--- TIME --Start: 05:25:22 UTC Tue May 24 2011
End : 05:26:39 UTC Tue May 24 2011
Total: 0 days 00 hrs 01 mins 17 secs (77 seconds)
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable ipc-stats

size : 2186112 bytes
--- CMTS MSG --entity app
io
s/s reqid idx dbg :
rp-lc
rp-lc
rp-lc
rp-lc
rp-lc
rp-lc
rp-lc
rp-lc
rp-lc
rp-lc
rp-lc
rp-lc
58
rp-lc
2
rp-lc
58
rp-lc
4
rp-lc
1
rp-lc
4
rp-lc
1
rp-lc
2
rp-lc
0
rp-lc
4
rp-lc
2
rp-lc
0
rp-lc
1
rp-lc
4
rp-lc
4
rp-lc
2
rp-lc

bytes lastEvt totalDur maxDur lastMax

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2
15
15
16
15
24
16
17
15
22
15
2

(sec)
48
960
960
1024
960
1840
1024
1112
960
6080
960
8

RxRsp 8/1 10252

2 off :

1

72

c10k

RxReq 1/0 10241

1 off :

2

c10k

RxReq 1/0

10

14 off :

c10k

RxReq 1/1 10241

c10k

RxReq 1/1

c10k
c10k
c10k
c10k
c10k
c10k
c10k
c10k
c10k
c10k
c10k
c10k

TxReq
TxReq
TxReq
TxReq
TxReq
TxReq
TxReq
TxReq
TxReq
TxReq
TxReq
RxRsp

c10k

1/0
1/0
1/1
2/1
4/1
5/1
5/1
7/0
7/0
8/1
8/1
1/0

10241
10
10
10
10
10252
10
10252
10
10252
10
10241

1
14
14
14
14
2
14
2
14
2
14
1

off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off

(msec)
58
4
4
2
4
3
0
4
4
2
2
58

(msec) (sec)

4

4

2

0

0

64

58

0

0

15

960

4

0

0

1 off :

38

19684

1

0

0

10

14 off :

15

960

4

0

0

c10k

RxReq 2/1 10241

1 off :

37

19166

1

0

0

c10k

RxReq 2/1

10

14 off :

16

1024

2

0

0

c10k

RxReq 4/1 10241

1 off :

32

2144

0

0

0

c10k

RxReq 4/1

10

14 off :

15

960

4

0

0

c10k

RxReq 5/1 10252

2 off :

242

733456

2

0

0

c10k

RxReq 5/1

10

14 off :

16

1088

0

0

0

c10k

RxReq 7/0 10252

2 off :

257

783364

1

0

0

c10k

RxReq 7/0

10

14 off :

15

1020

4

0

0

c10k

RxReq 8/1 10252

2 off :

241

714668

4

0

0

c10k

RxReq 8/1

10

14 off :

15

1020

2

0

0

pnego

TxReq 5/1

14

6 off :

1

30

77

s/s reqid idx dbg :

pkts

entity app
rp-lc
rp-lc
rp-lc
12
rp-lc
12
rp-lc
12
rp-lc
21
rp-lc
1
rp-lc
1
rp-lc
28
rp-lc
4
rp-lc
4

pkts

io

bytes lastEvt totalDur maxDur lastMax
(sec)
30
30
24

pnego
pnego
plfm

TxReq 7/0
TxReq 8/1
RxReq 5/1

14
14
24

6 off :
6 off :
17 off :

1
1
2

plfm

RxReq 5/1

27

20 off :

225

23400

plfm

RxReq 5/1

28

21 off :

9900

plfm

RxReq 7/0

24

17 off :

plfm

RxReq 7/0

27

plfm

RxReq 7/0

plfm

(msec)
77
77
12

(msec) (sec)
0

0

2

36

4

554400

2

1584

4

1

12

21

0

0

20 off :

240

24960

1

72

4

28

21 off :

10560

591360

1

3168

4

RxReq 8/1

24

17 off :

1

12

28

0

0

plfm

RxReq 8/1

27

20 off :

225

23400

4

32

4

plfm

RxReq 8/1

28

21 off :

9900

554400

4

1408

4
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable ipc-stats

rp-lc docsis
TxReq 5/1
118 109 off :
30
rp-lc docsis
TxReq 7/0
118 109 off :
16
rp-lc docsis
TxReq 8/1
118 109 off :
16
rp-lc docsis
RxReq 5/1
153 144 off :
345
7
rp-lc docsis
RxReq 7/0
153 144 off :
384
66
rp-lc docsis
RxReq 8/1
153 144 off :
60
9
rp-lc docsis
RxReq 8/1
154 145 off :
15
9
rp-lc snmp
RxReq 5/1
42 42 off :
2
5
rp-lc test
TxReq 8/1
10
3 off :
1
rp-lc test
TxReq 8/1
20 13 off :
100
rp-lc test
RxRsp 8/1
10
3 off :
1
2
--- CMTS TXQ --TXQ_5_1_default
enQ: 24 pkts max Q size 1 at 3 sec ago
deQ: 24 pkts max delay 0 msec at 3 sec ago
delay between ( 0, 10) msec:
24 pkts
delay between ( 0,
1) sec :
24 pkts
flush: 0 ptks 0 times
TXQ_7_0_default
enQ: 17 pkts max Q size 1 at 4 sec ago
deQ: 17 pkts max delay 0 msec at 4 sec ago
delay between ( 0, 10) msec:
17 pkts
delay between ( 0,
1) sec :
17 pkts
flush: 0 ptks 0 times
TXQ_8_1_default
enQ: 17 pkts max Q size 1 at 3 sec ago
deQ: 17 pkts max delay 0 msec at 3 sec ago
delay between ( 0, 10) msec:
17 pkts
delay between ( 0,
1) sec :
17 pkts
flush: 0 ptks 0 times
TXQ_8_1_inband
enQ: 5 pkts max Q size 5 at 2 sec ago
deQ: 5 pkts max delay 4 msec at 2 sec ago
delay between ( 0, 10) msec:
5 pkts
delay between ( 0,
1) sec :
5 pkts
flush: 0 ptks 0 times
--- CMTS WATERMARK ----- CMTS RXQ --CMTS rxq
enQ: 956 pkts max Q size 6 at 41 sec ago
deQ: 956 pkts max delay 4 msec at 69 sec ago
delay between ( 0, 10) msec:
956 pkts
delay between ( 0,
1) sec :
956 pkts
flush: 0 ptks 0 times
CMTS LP rxq
enQ: 742 pkts max Q size 6 at 41 sec ago
deQ: 742 pkts max delay 8 msec at 64 sec ago
delay between ( 0, 10) msec:
742 pkts
delay between ( 0,
1) sec :
742 pkts
flush: 0 ptks 0 times

240
128
128
19320

3
4
3
2

184

4

21504

1

192

4

3360

4

80

4

480

4

20

4

32

5

4

4

16
1600
16

2
2
2

0

0

次の表で、showcableipc-stats コマンドにより表示されるフィールドを説明します。
表 77：show cable ipc-stats コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

entity

ルート プロセッサからライン カードへの接続
またはラインカード間接続。

app

メッセージ グループ。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable ipc-stats

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

io

送信要求または送信応答、レシーバ要求または
レシーバ応答。

s/s

スロット/サブスロット

reqid

元の要求の非順次メッセージ ID。

idx

元の要求の順次メッセージ インデックス。

pkts

メッセージ数。

bytes

バイト数

lastEvt (sec)

最後の送信イベントまたは受信イベント以降の
経過秒数。

totalDur (msec)

ブロックされた送信待機または受信要求プロセ
スの合計時間（ミリ秒）。

maxDur (msec)

ブロックされた送信待機または受信要求プロセ
スの最大時間（ミリ秒）。

lastMax (sec)

maxDur が最後に記録された時点からの経過秒
数。

コマンド

説明

cable ipc-stats

Cisco CMTS ルータのケーブル IPC 統計情報収
集ツールを有効にします。

clearcableipc-stats

アクティブ データベースをクリアし、アクティ
ブ データベースのすべての IPC 統計情報を 0 に
リセットします。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable ipv6 leasequery-filter

show cable ipv6 leasequery-filter
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ でサブスクライバ情報を確認するには、
リースクエリ フィルタ統計情報を表示する show cable ipv6 leasequery-filter コマンドを実行しま
す。
show cable ipv6 leasequery-filter[cableslot/subslot/cable-interface-index]
___________________
構文の説明

cableslot/subslot/cable-interface-index

（任意）Cisco cBR ルータの場合：
• slot の有効な範囲は 0 ～ 3 および 6 ～ 9 で
す。
• subslot の有効値は 0 です。
• cable-interface-index の有効な範囲は 0 ～ 15
です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 特定のケーブル インターフェイスのリースクエリ フィルタ統計情報を表示するには、
cableslot/subslot/cable-interface-index オプションを使用します。
___________________
例

次に、Cisco cBR ルータでの show cable ipv6 leasequery-filter コマンドの出力例を示します。
Router#show cable ipv6 leasequery-filter
Lease Query IPv6 Filter statistics for Unknown Sid
Requests Sent : 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1806

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable ipv6 leasequery-filter

Router#

次に、Cisco cBR ルータでの特定のケーブル インターフェイスに対する show cable ipv6
leasequery-filter コマンドの出力例を示します。
Router#show cable ipv6 leasequery-filter cable 1/0/0
Lease Query IPV6 Filter statistics for Cable1/0/0:
Requests Sent : 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Router#
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn dot1q-vc-map

show cable l2-vpn dot1q-vc-map
1 つまたはすべてのケーブル モデムからルータのイーサネット インターフェイスの IEEE 802.1Q
仮想ローカル エリア ネットワーク（VLAN）へのマッピングを表示するには、特権 EXEC モード
で showcablel2-vpndot1q-vc-map コマンドを使用します。
show cable l2-vpn dot1q-vc-map [mac-address [vpn vpnid] [verbose]] [customer cust-name] [vpn vpnid]
___________________
構文の説明

mac-address

（任意）指定されるハードウェア MAC アドレ
スのケーブル モデムのマッピングを表示しま
す。

vpnvpnid

（任意）指定される MAC アドレスのケーブル
モデムのレイヤ 2 VPN 情報、またはすべての
ケーブル モデムの指定される VPN ID のレイヤ
2 VPN 情報を表示します。

verbose

（任意）レイヤ 2 マッピングの追加情報（アッ
プストリームとダウンストリームでの受信パ
ケット数と受信バイト数を含む）を表示しま
す。

customercust-name

（任意）この特定の顧客名の VLAN マッピング
を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

IEEE 802.1Q VLAN マッピングが定義されているすべてのケーブル モデムの情報を表示します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドが Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ
に導入されました。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn dot1q-vc-map

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ユニバーサル
ブロードバンド ルータの Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。vpn キー
ワードが追加され、L2VPN 情報を表示するように出力フィールドが変更
されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、cabledot1q-vc-map コマンドを使用して定義されたケーブル モデムから VLAN
へのマッピングを表示します。ケーブル モデムが使用する MAC アドレス、サービス ID（SID）、
およびケーブルインターフェイスと、ケーブルモデムのマッピング先のインターフェイスおよび
VLAN ID を表示します。

ヒント

customer オプションは、cabledot1q-vc-map コマンドを使用して、特定の顧客名で設定されて
いる VLAN マッピングだけを表示します。
このコマンドは、cablel2-vpn-servicedefault-nsi コマンドを使用して定義されている CMTS ルータ
のイーサネット インターフェイス上のケーブル モデム トラフィックとサービス フローに関する
L2VPN 情報も表示します。

___________________
例

次に、IEEE 802.1Q VLAN にマップされているすべてのケーブル モデムに対する
showcablel2-vpndot1q-vc-map コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable l2-vpn dot1q-vc-map
MAC Address
Ethernet Interface
VLAN ID
0010.7bed.9c95 FE0/0.2
3
0007.0e03.69f9 FE0/0.1
4
Router#

Cable Intf
Cable4/0
Cable4/0

SID
3
1

Priv Bits
0
0

次に、MAC アドレスが 0001.0203.0405 の特定のケーブル モデムでの一般的な出力例を示します。
Router# show cable l2-vpn dot1q-vc-map 0001.0203.0405
MAC Address
Ethernet Interface
0010.7bed.9c91 GE2/0
Router#

VLAN ID
5

Cable Intf
Cable5/0

SID
7

Priv Bits
0

次に、verbose オプションの一般的な出力例を示します。
Router# show cable l2-vpn dot1q-vc-map 0001.0203.0405 verbose
MAC Address
Prim Sid
Cable Interface
Ethernet Interface
DOT1Q VLAN ID
Total US pkts

:
:
:
:
:
:

0010.7bed.9c91
7
Cable5/0
GigabitEthernet2/0
5
6
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn dot1q-vc-map

Total US bytes
Total DS pkts
Total DS bytes

: 1402
: 71
: 21975

次の表で、この出力で表示されるフィールドを説明します。
表 78：show cable l2-vpn dot1q-vc-map のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

マッピングされる CM のハードウェア（MAC）
アドレス。

Ethernet Interface

マッピングに使用される VLAN の宛先インター
フェイス（イーサネット、ファスト イーサネッ
ト、またはギガビット イーサネット）。

VLAN ID

イーサネット、ファスト イーサネット、または
ギガビット イーサネット インターフェイスで
の CM からのトラフィックの宛先 VLAN。

Cable Intf

CM の接続先ケーブル インターフェイス。

SID

このケーブル モデムのプライマリ サービス ID
（SID）。

Priv Bits

BPI 暗号化パケットで使用される拡張ヘッダー
（EH）の 2 つのプライバシー ビットの現在の
設定を示します。
• 1 番目のビット = Enable ビット。BPI また
は BPI+ が有効な場合は 1 に設定します。
• 2 番目のビット = Toggle ビット。EH のキー
シーケンス番号（KSN）の最下位ビット
（LSB）に一致します。
たとえば、値「0」は BPI が有効になっていな
いことを示します。値「10」は、BPI が有効で
あり、KSN が偶数であることを示します。値
「11」は、BPI が有効であり、KSN が奇数であ
ることを示します。
（注）
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これらのビットの詳細については、
『DOCSIS Baseline Privacy Interface
Plus Interface Specification』
（SP-BPI+-I08-020301 以降）を参照し
てください。

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn dot1q-vc-map

___________________
例

フィールド

説明

Total US pkts/bytes

このケーブル モデムによりアップストリームで
レイヤ 2 トンネルに送信されたパケットとバイ
トの総数。

Total DS pkts/bytes

このケーブル モデムによりダウンストリームで
レイヤ 2 トンネルから受信したパケットとバイ
トの総数。

次に、L2VPN をサポートするように設定されているすべてのケーブル モデムの VLAN 情報の出
力例を示します。
Router# show cable l2-vpn dot1q-vc-map
MAC Address
Ethernet Interface
VLAN ID
0014.f8c1.fd66 GigabitEthernet4/0/0
68

Cable Intf
Cable6/0/0

SID
3

Customer Name/VPN ID
0234560001

次に、ID が 0234560001 の VPN の VLAN 情報の出力例を示します。
Router# show cable l2 dot1q-vc-map vpn 0234560001
MAC Address
Ethernet Interface
0014.f8c1.fd66 GigabitEthernet4/0/0

VLAN ID
68

Cable Intf
Cable6/0/0

SID
3

Customer Name/VPNID
0234560001

次に、MAC アドレスが 0014.f8c1.fd66 のケーブル モデムで ID が 0234560001 の VPN の VLAN 情
報の出力例を示します。
Router# show cable l2-vpn dot1q-vc-map 0014.f8c1.fd66 vpn 0234560001
MAC Address
Ethernet Interface
0014.f8c1.fd66 GigabitEthernet4/0/0

VLAN ID
68

Cable Intf
Cable6/0/0

SID
3

Customer Name/VPNID
0234560001

次に、MAC アドレスが 0014.f8c1.fd66 のケーブル モデムで ID が 0234560001 の VPN の詳細な
VLAN 情報の出力例を示します。
Router# show cable l2-vpn dot1q-vc-map 0014.f8c1.fd66 vpn 0234560001 verbose
MAC Address
: 0014.f8c1.fd66
Prim Sid
: 3
Cable Interface
: Cable6/0/0
VPN ID
: 0234560001
L2VPN SAID
: 12294
Upstream SFID
: 23
Downstream CFRID[SFID]
: 2[24]
CMIM
: 0x60
Ethernet Interface
: GigabitEthernet4/0/0
DOT1Q VLAN ID
: 68
Total US pkts
: 1372
Total US bytes
: 500226
Total US pkt Discards
: 0
Total US byte Discards
: 0
Total DS pkts
: 1248
Total DS bytes
: 415584
Total DS pkt Discards
: 0
Total DS byte Discards
: 0
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn dot1q-vc-map

次に、MAC アドレスが 0014.f8c1.fd66 のケーブル モデムの詳細な VLAN 情報の出力例を示しま
す。
Router# show cable l2-vpn dot1q-vc-map 0014.f8c1.fd66 verbose
MAC Address
: 0014.f8c1.fd66
Prim Sid
: 3
Cable Interface
: Cable6/0/0
L2VPNs provisioned
: 1
DUT Control/CMIM
: Enable/0xFFFFFFFF
VPN ID
: 0234560001
L2VPN SAID
: 12294
Upstream SFID
: 23
Downstream CFRID[SFID]
: 2[24]
CMIM
: 0x60
Ethernet Interface
: GigabitEthernet4/0/0
DOT1Q VLAN ID
: 68
Total US pkts
: 1374
Total US bytes
: 501012
Total US pkt Discards
: 0
Total US byte Discards
: 0
Total DS pkts
: 1250
Total DS bytes
: 416250
Total DS pkt Discards
: 0
Total DS byte Discards
: 0

次の表で、この出力で表示されるフィールドを説明します。
表 79：show cable l2-vpn dot1q-vc-map with L2VPN のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

マッピングされる CM のハードウェア（MAC）
アドレス。

Prim Sid

CM のプライマリ サービス ID。

Cable Interface

CM の接続先ケーブル インターフェイス。

L2VPNs provisioned

CM でサポートされる L2VPN の数。

DUT Control/CMIM

Downstream Unencrypted Traffic（DUT）フィル
タリングと Cable Modem Interface Mask
（CMIM）の状態。

VPN ID

レイヤ 2 VPN トンネルの ID 番号。

L2VPN SAID

レイヤ 2 VPN セキュリティ アソシエーション
ID（SAID）。

Upstream SFID

アップストリーム サービス フロー ID
（SFID）。

Downstream CFRID [SFID]

この L2VPN のダウンストリーム分類子（分類
子 ID）と対応するダウンストリーム サービス
フロー ID。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn dot1q-vc-map

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

CMIM

Cable Modem Interface Mask。

Ethernet Interface

Ethernet Network System Interface（NSI）。

DOT1Q VLAN ID

イーサネット、ファスト イーサネット、または
ギガビット イーサネット インターフェイスで
の CM からのトラフィックの宛先 VLAN。

Total US pkts/bytes

この CM によりアップストリームでレイヤ 2 ト
ンネルに送信されたパケットとバイトの総数。

Total US pkt/byte Discards

この CM によりアップストリームでレイヤ 2 ト
ンネルでドロップされたパケットとバイトの総
数。

Total DS pkts/bytes

この CM によりダウンストリームでレイヤ 2 ト
ンネルから受信したパケットとバイトの総数。

Total DS pkt/byte Discards

この CM によりダウンストリームでレイヤ 2 ト
ンネルでドロップされたパケットとバイトの総
数。

コマンド

説明

cablel2-vpn-servicedot1q

ケーブル モデムの背後の顧客宅内機器（CPE）
トラフィックにレイヤ 2 トンネルを使用できる
ようにします。これにより、個々の CPE トラ
フィックを特定の仮想ローカル エリア ネット
ワーク（VLAN）経由でルーティングできます。

cabledot1q-vc-map

ローカルアウトバウンドイーサネットインター
フェイスで特定の VLAN にケーブル モデムを
マッピングします。

cable l2-vpn-service default-nsi

ケーブル経由でのレイヤ 2 VPN をサポートする
ようにイーサネット ネットワーク システム イ
ンターフェイスを設定します。

debugcablel2-vpn

特定の PVC または VLAN へのケーブル モデム
のレイヤ 2 マッピングに関するデバッグ メッ
セージを表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn dot1q-vc-map
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn vc-map

show cable l2-vpn vc-map
1 つまたはすべてのケーブル モデムから非同期転送モード（ATM）インターフェイスの相手先固
定接続（PVC）へのマッピングを表示するには、特権 EXEC モードで showcablel2-vpnvc-map コ
マンドを使用します。
show cable l2-vpn vc-map [ mac-address ] [customer cust-name]
___________________
構文の説明

mac-address

（任意）指定されるハードウェア（MAC）の
ケーブル モデムのマッピングを表示します。

customercust-name

（任意）この特定の顧客名の PVC マッピング
を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

ATM PVC マッピングが定義されているすべてのケーブル モデムの情報を表示します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(11)BC3

このコマンドが Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7246VXR
ユニバーサル ブロードバンド ルータに導入されました。

12.2(15)BC2

customer オプションのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、 cable vc-map コマンドを使用して定義されたケーブル モデムから ATM PVC へ
のマッピングを表示します。ケーブル モデムが使用する MAC アドレス、サービス ID（SID）、
およびケーブル インターフェイスと、ケーブル モデムのマッピング先の ATM インターフェイス
および PVC/PVI を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn vc-map

ヒント

___________________
例

customer オプションは、 cable vc-map コマンドを使用して、特定の顧客名で設定されている
PVC マッピングだけを表示します。

次に、ATM PVC にマップされているすべてのケーブル モデムに対する showcablel2-vpnvc-map コ
マンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable l2-vpn vc-map
MAC Address
ATM Intf
VPI/VCI
0010.7bed.9c95 ATM2/0.2
1/2
0007.0e03.69f9 ATM2/0.1
1/1
Router#

Cable Intf
Cable4/0
Cable4/0

SID
3
1

Priv Bits
0
0

次に、MAC アドレスが 0001.0203.0405 の特定のケーブル モデムでの一般的な出力例を示します。
Router# show cable l2-vpn vc-map 0001.0203.0405
MAC Address
ATM Intf
VPI/VCI
Cable Intf
0001.0203.0405 ATM3/0.2
1/2
Cable5/0
Router#

SID
3

Priv Bits
0

表 80：show cable l2-vpn vc-map のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

マッピングされる CM のハードウェア（MAC）
アドレス。

ATM Intf

マッピングに使用される VPI/VCI が含まれてい
る宛先 ATM インターフェイス。

VPI/VCI

ATM インターフェイスでの CM からのトラ
フィックの宛先 VPI/VCI。

Cable Intf

CM の接続先ケーブル インターフェイス。

SID

このケーブル モデムのプライマリ サービス ID
（SID）。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn vc-map

フィールド

説明

Priv Bits

BPI 暗号化パケットで使用される拡張ヘッダー
（EH）の 2 つのプライバシー ビットの現在の
設定を示します。
• 1 番目のビット = Enable ビット。BPI また
は BPI+ が有効な場合は 1 に設定します。
• 2 番目のビット = Toggle ビット。EH のキー
シーケンス番号（KSN）の最下位ビット
（LSB）に一致します。
たとえば、値「0」は BPI が有効になっていな
いことを示します。値「10」は、BPI が有効で
あり、KSN が偶数であることを示します。値
「11」は、BPI が有効であり、KSN が奇数であ
ることを示します。
（注）

___________________
関連コマンド

これらのビットの詳細については、
『DOCSIS Baseline Privacy Interface
Plus Interface Specification』
（SP-BPI+-I08-020301 以降）を参照し
てください。

コマンド

説明

cable l2-vpn-service atm-vc

ケーブル モデムの背後にある顧客宅内機器
（CPE）トラフィックのレイヤ 2 トンネルの使
用を有効にして、個々の CPE トラフィックを
ATM インターフェイス上の特定の PVC にルー
ティングできるようにします。

cable vc-map

ATM インターフェイスの特定の PVC にケーブ
ル モデムをマッピングします。

debugcablel2-vpn

ATM インターフェイスの特定の PVC へのケー
ブル モデムのレイヤ 2 マッピングに関するデ
バッグ メッセージを表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn xconnect

show cable l2-vpn xconnect
マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）疑似回線とその仮想回線の間のマッピングの詳
細を表示するには、特権 EXEC モードで -->showcablel2-vpnxconnect コマンドを使用します。
show cable l2-vpn xconnect {dot1q-vc-map| mpls-vc-map} [mac-address| customer customer-name| state]
[verbose]
___________________
構文の説明

dot1q-vc-map

1 つまたはすべてのケーブル モデムからルータ
のイーサネット インターフェイスの IEEE 802.1Q
仮想ローカル エリア ネットワーク（VLAN）へ
のマッピングを指定します。

mpls-vc-map

MPLS 疑似回線と仮想回線間のマッピングを指
定します。

mac-address

（任意）ケーブル モデムの MAC アドレス。

customer-->customer-name

（任意）顧客名を指定します。

state

（任意）すべての仮想回線の状態を指定しま
す。

verbose

（任意）出力の verbose モードを指定します。
これにより、MPLS 疑似回線とその仮想回線間
のマッピングに関する追加詳細情報が表示され
ます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn xconnect

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。verbose キーワード オプションが
追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ で実装されました。

___________________
例
___________________
例

次に、MPLS 疑似回線と Cisco uBR10012 ルータのすべての仮想回線の間のマッピングを表示する
-->showcablel2-vpnxconnect コマンドの出力例を示します。
Router# show cable l2-vpn xconnect mpls-vc-map
MAC Address
Peer IP Address VCID
CktID
Cable Intf SID
Name/VPNID
0000.396e.6a68 101.1.0.2
221
Bu254:221
Cable7/0/0 1
0014.f8c1.fd66 10.76.1.1
2004
Bu254:5121
Cable7/0/0 8
0019.474a.d566 10.76.1.1
2001
Bu254:5122
Cable7/0/0 4
0019.474a.d42e 10.76.1.1
2002
Bu254:2003
Cable7/0/0 5

___________________
例

0234560002
0234560003

Customer
customer1

次に、MPLS 疑似回線と、Cisco uBR10012 ルータで特定の顧客に対して設定されている仮想回線
の間のマッピングを表示する出力例を示します。
Router# show cable l2-vpn xconnect mpls-vc-map customer1
MAC Address
Peer IP Address VCID
CktID
Cable Intf SID
Name/VPNID
0000.396e.6a68 101.1.0.2
221
Bu254:221
Cable7/0/0 1

___________________
例

customer1

次に、MPLS 疑似回線と、Cisco uBR10012 ルータのケーブル モデムの特定 MAC アドレスの仮想
回線の間のマッピングを表示する出力例を示します。
Router# show cable l2-vpn xconnect mpls-vc-map 0000.396e.6a68
MAC Address
Peer IP Address VCID
CktID
Cable Intf SID
Name/VPNID
0000.396e.6a68 101.1.0.2
221
Bu254:221
Cable7/0/0 1

___________________
例

Customer

Customer
customer1

次に、Cisco uBR10012 ルータで MPLS 疑似回線に関連付けられているすべての仮想回線の状態を
表示する出力例を示します。
Router# show cable l2-vpn xconnect mpls-vc-map state
Peer IP Address VCID
STATE MAC Address
Customer Name/VPNID
101.1.0.2
22
DOWN 0000.396e.6a68 customer1
10.76.1.1
2004
UP
0014.f8c1.fd66
10.76.1.1
2001
UP
0019.474a.d566 0234560002
10.76.1.1
2002
UP
0019.474a.d42e 0234560003

STATE
UP
UP
UP
UP
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn xconnect

___________________
例

次に、MPLS 疑似回線と Cisco uBR10012 ルータでのすべての仮想回線の間のマッピングの詳細を
表示する -->showcablel2-vpnxconnect コマンドの出力例を示します。
Router# show cable l2-vpn xconnect mpls-vc-map
54d4.6f88.7362 verbose
Load for five secs: 2%/0%; one minute: 1%; five minutes: 2%
Time source is hardware calendar, *16:46:29.139 pst Thu Mar 3 2011
MAC Address
: 54d4.6f88.7362
Customer Name
:
Prim Sid
: 18
Cable Interface
: Cable5/0/1
MPLS-EXP
: 0
PW TYPE
: Ethernet
Backup enable delay
: 0 seconds
Backup disable delay
: 0 seconds
Primary peer
Peer IP Address (Active)
: 10.8.8.8
XConnect VCID
: 97
Circuit ID
: Bu254:97
Local State
: UP
Remote State
: UP
Total US pkts
: 418756
Total US bytes
: 586227332
Total US pkts
discards
: 0
Total US bytes discards
: 0
Total DS pkts
: 417347
Total DS bytes
: 591773612
Total DS pkts
discards
: 0
Total DS bytes discards
: 0

次の表で、showcablel2-vpnxconnectcommanddisplay で示されるフィールドを説明します。
表 81：show cable l2-vpn xconnect のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

ケーブル モデムの MAC アドレス。

Peer IP Address

リモート プロバイダー エッジ ルータの IP アド
レス。

VCID

仮想回線 ID。

CktID

回線 ID。

Cable Intf/Interface

MPLS 疑似配線のケーブル インターフェイス。

SID

サービス ID。

STATE

すべての仮想回線の状態。

Customer Name

顧客名。

Prim Sid

プライマリ サービス ID。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn xconnect

フィールド

説明

MPLS-EXP

マルチプロトコル ラベル スイッチングの EXP
ビット値。

PW TYPE

疑似回線のタイプ。

Backup enable delay

バックアップが有効になるまでの間隔。

Backup disable delay

バックアップが無効になるまでの間隔。

Peer IP Adress (Active)

アクティブなピア ルータの IP アドレス。

XConnect VCID

Xconnect 仮想回線 ID。

Circuit ID

回線 ID。

Local State

ローカル状態。

Remote State

リモート状態。

Total US pkts

アップストリームで送信されたパケットの総
数。

Total US bytes

アップストリームで送信されたバイトの総数。

Total US pkts discards

アップストリームで破棄されたパケットの総
数。

Total US bytes discards

アップストリームで破棄されたバイトの総数。

Total DS pkts

ダウンストリームで受信したパケットの総数。

Total DS bytes

ダウンストリームで受信したバイトの総数。

Total DS pkts discards

ダウンストリームで破棄されたパケットの総
数。

Total DS bytes discards

ダウンストリームで破棄されたバイトの総数。

次に、Cisco cBR ルータでの show cable l2-vpn xconnect コマンドの出力例を示します。
Router# show cable l2-vpn xconnect mpls-vc-map
MAC Address
Peer IP Address VCID Type Prio CktID
Cable Intf SID Customer Name/VPNID
602a.d083.2e1c 123.1.1.1
60
Prim*
Bu254:4102 Cable3/0/0 5
38c8.5cac.4a62 123.1.1.1
20
Prim*
Bu254:4103 Cable3/0/0 4
000232303230
156.1.3.1
30
Bkup 3
Bu254:4103
123.1.1.1
50
Bkup 8
Bu254:4103
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn xconnect

38c8.5cac.4a62 156.1.3.1
123.1.1.1

56
40

Prim*
Bkup 1

Bu254:4104 Cable3/0/0 4
Bu254:4104

000232303231

次に、疑似回線の冗長性が設定されていない場合に、 showcablel2-vpnxconnectmpls-vc-map state
コマンドを使用して表示される、MPLS 疑似回線に関連付けられているすべての仮想回線の状態
の例を示します。
Router# show cable l2-vpn xconnect mpls-vc-map state
MAC Address
Peer IP Address VCID Type Prio State Customer Name/VPNID
602a.d083.2e1c
123.1.1.1
60
Prim*
UP
38c8.5cac.4a62
123.1.1.1
20
Prim*
UP
000232303230
38c8.5cac.4a62
156.1.3.1
56
Prim*
UP
000232303231

State
UP
UP
UP

次に、疑似回線の冗長性が設定されている場合に、 showcablel2-vpnxconnectmpls-vc-map state コ
マンドを使用して表示される、MPLS 疑似回線に関連付けられているすべての仮想回線の状態の
例を示します。
Router# show cable l2-vpn xconnect mpls-vc-map state
MAC Address
Peer IP Address VCID Type
Prio State
602a.d083.2e1c
123.1.1.1
60
Prim*
UP
38c8.5cac.4a62
123.1.1.1
20
Prim*
UP
156.1.3.1
30
Bkup
3
UP
123.1.1.1
50
Bkup
8
DOWN
38c8.5cac.4a62
156.1.3.1
56
Prim*
UP
123.1.1.1
40
Bkup
1
UP

Customer Name/VPNID State
UP
000232303230
UP
000232303230
STDBY
000232303230
STDBY
000232303231
UP
000232303230
STDBY

次に、backup peer コマンドを使用して疑似回線が設定されたモデムの情報の例を表示します。
Router# show cable l2-vpn xconnect mpls-vc-map 0025.2e2d.7252 verbose
MAC Address
: 0025.2e2d.7252
Customer Name
:
Prim Sid
: 1
Cable Interface
: Cable8/0/3
MPLS-EXP
: 0
PW TYPE
: Ethernet
Backup enable delay
: 0 seconds
Backup disable delay
: 0 seconds
Primary peer
Peer IP Address (Active)
: 10.76.2.1
XConnect VCID
: 400
Circuit ID
: Bu254:400
Local State
: UP
Remote State
: UP
Backup peers
Peer IP Address
: 10.76.2.1
XConnect VCID
: 600
Circuit ID
: Bu254:600
Local State
: STDBY
Remote State
: UP
Priority
: 4
Total US pkts
: 0
Total US bytes
: 0
Total US pkts
discards
: 0
Total US bytes discards
: 0
Total DS pkts
: 0
Total DS bytes
: 0
Total DS pkts
discards
: 0
Total DS bytes discards
: 0
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable l2-vpn xconnect

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showxconnect

接続回線および疑似回線に関する情報を表示し
ます。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable leasequery-filter

show cable leasequery-filter
すべてのケーブル モデム（CM）または特定のケーブル インターフェイスでフィルタリングされ
た Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）LEASEQUERY 要求メッセージの数を表示するに
は、特権 EXEC モードで showcableleasequery-filter コマンドを使用します。
show cable leasequery-filter [cable | {slot/port| slot/subslot/port}| [requests-filtered [minimum-requests]]]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable leasequery-filter cable slot/subslot/cable-interface-index[requests-filtered [minimum-requests]]
___________________
構文の説明

cableslot/port

（任意）Cisco uBR7200 シリーズ ルータの指定
したケーブル インターフェイスとダウンスト
リーム ポートのすべての CM の情報を表示しま
す。
• slot：3 ～ 6
• port：0 または 1（ケーブル インターフェ
イスよって異なる）

cableslot/subslot/port

（任意）Cisco uBR10012 ルータの指定したケー
ブル インターフェイスのすべての CM の情報を
表示します。有効な値は次のとおりです。
• slot：5 ～ 8
• subslot：0 または 1
• port：0 ～ 4（ケーブル インターフェイス
によって異なる）

cableslot/subslot/cable-interface-index

（任意）Cisco uBR10012 ルータの指定したケー
ブル インターフェイスのすべての CM の情報を
表示します。有効な値は次のとおりです。
• slot：0 ～ 3 および 6 ～ 9
• subslot：0
• cable-interface-index：0 ～ 15
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable leasequery-filter

（任意）ケーブル インターフェイスの特定の
ケーブル モデムごとにフィルタリングされた
DHCP LEASEQUERY 要求の数を表示します。

requests-filtered

• minimum-requests：（任意）ルータにより
少なくともこの最小数のリース クエリが
フィルタリングされているケーブル モデ
ムだけを表示します。有効な範囲は、1 ～
65535 です。デフォルト値は 1 です。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(15)BC1d、12.2(15)BC2b このコマンドが導入されました。
12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。

12.2(33)SCF1

このコマンドが変更されました。コマンド出力が拡張され、IPv6
データが表示されるようになりました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ で実装されました。cable-interface-index 変数が追加され
ました。

___________________
使用上のガイドライン showcableleasequery-filter コマンドは、Cisco Cable Modem Termination System（CMTS）ルータと
特定のケーブル インターフェイスでフィルタリングされた DHCP LEASEQUERY 要求の総数を表
示します。このコマンドでは、DHCP リース クエリがフィルタリングされたインターフェイスの
特定のケーブル モデムの詳細情報もオプションで表示できます。
___________________
例

次に、ルータおよび特定のケーブルインターフェイスでフィルタリングされたDHCPLEASEQUERY
要求の総数を表示する例を示します。
Router# show cable leasequery-filter
Lease Query Filter statistics for Unknown Sid
Requests Sent : 138 total. 41 unfiltered, 97 filtered
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable leasequery-filter

Router# show cable leasequery-filter cable 8/1/0
Lease Query Filter statistics for Cable8/1/0:
Requests Sent : 35 total. 25 unfiltered, 10 filtered

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF1 で、ルータおよび特定のケーブル インターフェイスでフィ
ルタリングされた DHCP LEASEQUERY 要求の総数を表示する例を示します。
Router# show cable leasequery-filter
IPv4 Lease Query Filter statistics for Unknown Sid
Requests Sent : 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
IPv6 Lease Query Filter statistics for Unknown Sid
Requests Sent : 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Router# show cable leasequery-filter cable 7/0/0
IPv4 Lease
Requests
IPv6 Lease
Requests

Query Filter statistics for Cable7/0/0:
Sent : 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Query Filter statistics for Cable7/0/0:
Sent : 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered

次に、ケーブルインターフェイスのケーブルモデムのリストと、各インターフェイスでフィルタ
リングされた DHCP LEASEQUERY メッセージの数を表示する例を示します。
Router# show cable leasequery-filter cable 8/1/0 requests-filtered
Sid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MAC Address
0050.7366.1243
0007.0e06.953b
0007.0e06.97b5
00d0.ba45.4bd5
0007.0e06.9773
0001.42aa.737d
0001.42aa.738b
00d0.ba45.4955
0007.0e06.51ef
00d0.ba77.743b
0001.42aa.6e6f
0007.0e06.512f
0007.0e06.5137
0007.0e06.9be7
0002.b970.0027
0001.42aa.738d

IP Address
92.1.1.20
95.1.1.24
93.1.1.24
91.1.1.35
95.1.1.23
94.1.1.23
95.1.1.22
92.1.1.23
94.1.1.25
91.1.1.36
93.1.1.22
91.1.1.23
92.1.1.25
92.1.1.24
92.1.1.22
91.1.1.21

Req-Filtered
0
0
2
0
12
645
0
0
0
3
2
2
0
0
1
10

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF1 で、ケーブル インターフェイスのケーブル モデムのリス
トと、各インターフェイスでフィルタリングされた DHCP LEASEQUERY メッセージの数を表示
する例を示します。
Router# show cable leasequery-filter cable 8/1/0 requests-filtered
Sid
1
2
Sid
1
2

MAC Address
0018.6835.2756
0025.2e2d.7440
MAC Address
0018.6835.2756
0025.2e2d.7440

IP Address
0.0.0.0
0.0.0.0
IP Address
2001:DB8:1::1
2001:DB8:1::2

Req-Filtered
0
0
Req-Filtered
0
0

次に、10 件以上の DHCP LEASEQUERY メッセージがフィルタリングされているケーブル イン
ターフェイスのケーブル モデムのリストを表示する例を示します。
Router# show cable leasequery-filter cable 8/1/0 requests-filtered 10
Sid MAC Address
IP Address
Req-Filtered
5
0007.0e06.9773 95.1.1.23
12
6
0001.42aa.737d 94.1.1.23
645
16
0001.42aa.738d 91.1.1.21
10
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable leasequery-filter

次に、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ での show cable leasequery-filter
コマンドの出力例を示します。
Router#show cable leasequery-filter cable 1/0/0
IPv4 Lease Query Filter statistics for Cable1/0/0:
Requests Sent : 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
IPv6 Lease Query Filter statistics for Cable1/0/0:
Requests Sent : 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered
Router#show cable leasequery-filter
IPv4 Lease Query Filter statistics for Unknown Sid
Requests Sent : 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered

表 82：show cable leasequery-filter のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Sid

デバイスのサービス ID（SID）。

MAC Address

ケーブル モデムまたは CPE デバイスのハード
ウェア（MAC レイヤ）アドレス。

IP Address

ケーブル モデム（CM）または顧客宅内機器
（CPE）の IP アドレス。

Req-Filtered

デバイスが生成または転送した Address
Resolution Protocol（ARP）要求の総数。

Command

Description

cablearp

ケーブル ARP をアクティブにします。

cablearpfilter

ケーブル インターフェイスで転送される ARP
要求と応答の数を制御します。

cablesource-verify

アップストリームの CM および CPE デバイス
の IP アドレスの検証を有効にします。

cablesource-verifyleasequery-filterdownstream

Cisco CMTS ルータのすべてのケーブル ダウン
ストリーム インターフェイスで不明な IP アド
レスについて送信される DHCP リース クエリ
メッセージの数を制御します。

cablesource-verifyleasequery-filterupstream

アップストリームで各 SID の不明な IP アドレ
スについて送信される DHCP リース クエリ メッ
セージの数を制御します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1827

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable licenses all

show cable licenses all
CMTS シャーシの RF チャネルに適用されるライセンス情報を表示するには、特権 EXEC モード
で show cable licenses all コマンドを使用します。
show cable licenses all
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

ディセーブル

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

次に、CMTS シャーシの RF チャネルに適用されるライセンスに関する情報の例を示します。
Router# show cable licenses all
Load for five secs: 0%/0%; one minute: 1%; five
Time source is hardware calendar, *05:40:06.005
Subslot 6/0 : License Configuration : 20X20
Subslot 7/0 : Downstream Licenses : Installed :
Subslot 7/0 : Upstream Licenses
: Installed :
Subslot 7/1 : Downstream Licenses : Installed :
Subslot 7/1 : Upstream Licenses
: Installed :
Subslot 8/0 : Downstream Licenses : Installed :
Subslot 8/0 : Upstream Licenses
: Installed :
Subslot 8/1 : Downstream Licenses : Installed :
Subslot 8/1 : Upstream Licenses
: Installed :
Router#

minutes: 1%
UTC Mon May 3 2010
72
60
72
60
72
60
0
0

Consumed
Consumed
Consumed
Consumed
Consumed
Consumed
Consumed
Consumed

:
:
:
:
:
:
:
:

8
52
0
0
8
52
0
0

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available

:
:
:
:
:
:
:
:

64
8
72
60
64
8
0
0

次に、スロット/サブスロットにロードされているライセンスに関する情報の例を示します。
Router# show cable licenses 8/0
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five
Time source is hardware calendar, *05:59:18.633
Subslot 8/0 : Downstream Licenses : Installed :
Subslot 8/0 : Upstream Licenses
: Installed :
Router#
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minutes: 1%
UTC Mon May 3 2010
72 Consumed : 8
Available : 64
60 Consumed : 52 Available : 8

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable licenses all

次に、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ での show cable licenses all コマ
ンドの出力例を示します。
Router#show cable licenses all
-------------------------------------------Entitlement: Downstream License
Consumed count: 768
Consumed count reported to SmartAgent: 768
Forced-Shut count: 0
Enforced state: No Enforcement
License Shut Channels:
-------------------------------------------Entitlement: Upstream License
Consumed count: 64
Consumed count reported to SmartAgent: 64
Forced-Shut count: 0
Enforced state: No Enforcement
-------------------------------------------Entitlement: WAN License
Consumed count: 4
Consumed count reported to SmartAgent: 4
Forced-Shut count: 0
Enforced state: No Enforcement
-------------------------------------------Entitlement: LCHA License
Consumed count: 0
Consumed count reported to SmartAgent: 0
Forced-Shut count: 0
Enforced state: No Enforcement
-------------------------------------------Entitlement: Video Narrowcast License
Consumed count: 0
Consumed count reported to SmartAgent: 0
Forced-Shut count: 0
Enforced state: No Enforcement
-------------------------------------------Entitlement: Video Narrowcast Replicate License
Consumed count: 0
Consumed count reported to SmartAgent: 0
Forced-Shut count: 0
Enforced state: No Enforcement
-------------------------------------------Entitlement: Video Narrowcast PKEY License
Consumed count: 0
Consumed count reported to SmartAgent: 0
Forced-Shut count: 0
Enforced state: No Enforcement
-------------------------------------------Entitlement: Video Narrowcast PME License
Consumed count: 0
Consumed count reported to SmartAgent: 0
Forced-Shut count: 0
Enforced state: No Enforcement
-------------------------------------------Entitlement: Video Narrowcast DVB License
Consumed count: 0
Consumed count reported to SmartAgent: 0
Forced-Shut count: 0
Enforced state: No Enforcement
Router#
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable licenses all

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showlicensecall-homepak

製品認証キー（PAK）で利用可能な在庫管理単
位（SKU）リストと機能を表示します。

license call-home install pak

Cisco License Call Home 機能を使用してライセ
ンスをインストールします。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

show cable load-balance
ルータでのロード バランシング処理のリアルタイムの設定、統計、および処理に関する情報を表
示するには、特権 EXEC モードで showcableload-balance コマンドを使用します。
show cable load-balance [[group| n]| all| load| pending | {statistics error [detail| linecard slot /subslot|
summary]}| target| fiber-node-validation| vdoc]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable load-balance [all| fiber-node-validation| load| pending | statistics| target]
___________________
構文の説明

groupn

（任意）表示するロード バランシング グルー
プの番号を指定します。Cisco IOS リリース
12.2(33)SCE3 以前では、有効な範囲は 1 ～ 336
です。1 ～ 80 の範囲はレガシー ロード バラン
シング グループ（LBG）用に予約されていま
す。81 ～ 336 の範囲は DOCSIS LBG 用に予約
されています。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE4 以降では、有
効範囲は 1 ～ 256 です。この範囲はレガシー
LBG 専用に予約されています。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ では、このオプションはサポートさ
れていません。

all

（任意）LBG に関するすべての情報を表示しま
す。

load

（任意）現在のインターフェイスの負荷とロー
ド バランシング グループ割り当てを表示しま
す。

pending

（任意）ダウンストリームまたはアップスト
リーム間で移動したケーブル モデムのリストを
表示します。

statistics

（任意）ロードバランシング処理の累積統計情
報を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

error detail

（任意）すべてのアクティブ ライン カードの
エラー統計情報の詳細を表示します。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ では、このオプションはサポートさ
れていません。

error linecard slot /subslot

（任意）指定された slot/ subslot に装着されてい
るライン カードのエラー統計情報を表示しま
す。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ では、このオプションはサポートさ
れていません。

error summary

（任意）各アクティブ ライン カードのエラー
統計情報の要約を表示します。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ では、このオプションはサポートさ
れていません。

target

（任意）ロード バランシングに使用される現在
のインターフェイスおよびターゲット インター
フェイス（アップストリームとダウンストリー
ム）を表示します。

fiber-node-validation

（任意）ロード バランシングのチャネル設定が
ファイバ ノード設定に適合しているかどうかを
確認した後で、DOCSIS LBG とチャネルの情報
を表示します。

vdoc

（任意）ルール「video-over-DOCSIS
(vdoc)-enabled」が設定されているすべての LBG
に関する情報を表示します。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ では、このオプションはサポートさ
れていません。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

各ケーブル インターフェイスのすべてのロード バランシング グループの情報と、各インターフェ
イスの現在の負荷とロード バランシング ステータスを表示します。Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE4
以降、show cable load-balance コマンドはレガシー LBG だけをサポートします。
特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ルータに導
入されました。

12.2(33)SCC

このコマンドが変更されました。fiber-node-validation パラメータがこ
のコマンドに追加されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。vdoc キーワードがこのコマンドに追
加されました。

12.2(33)SCE4

ロード バランス グループの有効範囲が変更されました。

12.2(33)SCG

出力の新しい列には、レガシー LBG のグループ インデックスが示さ
れます。

12.2(33)SCH1

このコマンドの出力が変更されました（キーワードを指定せずに使用
する場合）。

12.2(33)SCI

このコマンドが変更されました。error キーワードが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。group、error（detail、linecard、および
summary オプションを含む）、および vdoc キーワードが削除されま
した。

___________________
使用上のガイドライン ロード バランシング処理の現在のリアルタイム統計情報を表示するには、showcableload-balance
コマンドを使用します。
cableload-balancedocsis30-enabledownstream-only コマンドのステータスを表示するには、このコ
マンドを使用します。
___________________
例

次に、showcableload-balance コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance
Group

Interval

1
2

10
10

Method

DCC Init
Technique
service-flows 1
modems
0

Threshold
Minimum Static
1
2%
5
10%

Enforce
2%
---

Ugs
-----

PCMM
-----

DOCSIS LB Enabled: No
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

Cisco IOS リリース 12.2(33) SCG 以降、showcableload-balance コマンドの出力の新しい列に、レガ
シー LBG のグループ インデックスも表示されるようになりました。Group Index 列は、レガシー
LBG ID とレガシー LBG の内部グループ インデックスの間のマッピングを示します。
Router# show cable load-balance
Legacy Group Interval Method
DCC Init
Group
Index
Technique
1
513
30
modems
0
2
514
30
modems
0
DOCSIS 2.0 LB Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Enabled:
DOCSIS
Group Status Interval DCC mask Policy
Group
Index
/UCC
2
1
GE
30
0xF8(0)/N 0
70
2
RE
30
0xF8(0)/N 0

Threshold
Minimum Static Enforce
5
10%
--5
10%
--No
Method Threshold
DS/US M/E/U/P/S
m/m
5/10/70/70/50
m/m
1/1/70/70/50

Ugs
-----

PCMM
-----

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH1 以降、showcableload-balance コマンドの出力が変更されました。
次に、変更後の出力の例を示します。
Router#show cable load-balance
Load for five secs: 0%/0%; one minute: 0%; five minutes: 0%
Time source is NTP, 20:22:33.307 UTC Wed Jul 17 2013
Legacy Group Interval Method
DCC Init
Threshold
Group
Index
Technique Minimum Static Enforce Ugs
PCMM
1
513
30
modems
0
5
10%
------DOCSIS 2.0 LB Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Downstream Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB U
pstream Enabled: No
DOCSIS
Group Status Interval DCC mask Policy
Method Threshold
Group
Index
/UCC
DS/US M/E/U/P/S
1
1
GE
30
0xF8(0)/N 5
m/m
5/10/70/70/50
2
2
RE
30
0x40(1)/N 1
m/m
2/2/70/70/50
DOCSIS 3.0 General LB
MD
FN Group S Intv DCC mask Policy
Mtd MD-CM-SG Threshold
Index
/UCC
D/U
M/E/U/P/S
Ca5/0/0 1
32768 E 30
0xF8(0)/N 0
m/m 0x101
5/10/70/70/50
Router#

次に、showcableload-balance コマンドの all オプションの出力例を示します。all オプションは、
このコマンドで使用可能なすべてのオプション（-->fiber-node-validation オプションを除く）の情
報を表示します。
Router# show cable load-balance all
Group

Interval

1
2

10
10

Method

DCC Init
Technique
service-flows 1
modems
0

Threshold
Minimum Static
1
2%
5
10%

Enforce
2%
---

Ugs
-----

PCMM
-----

DOCSIS LB Enabled: No
Current load:
Interface

State

Cable5/0/3 (459 MHz)
Cable5/0/3/U0
Cable5/0/3/U1
Cable5/0/3/U2
Cable5/0/3/U3
Cable5/0/4 (465 MHz)
Cable5/0/4/U0
Cable5/0/4/U1
Cable5/0/4/U2
Cable5/0/4/U3
Mo1/0/0:0 (555 MHz)

up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
down
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Group
Index
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utilization
0%(0%/0%)
0%
0%
0%
0%
0%(0%/0%)
0%
0%
0%
0%
0%(0%/0%)

Reserved Modems Flows Weight
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

7
2
3
1
1
7
2
2
1
2
0

7
2
3
1
1
7
2
2
1
2
0

37
1.2
1.2
1.2
1.2
37
1.2
1.2
1.2
1.2
0

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

Target assignments:
Interface

State

Cable5/0/3 (459 MHz)
Cable5/0/3/U0
Cable5/0/3/U1
Cable5/0/3/U2
Cable5/0/3/U3
Cable5/0/4 (465 MHz)
Cable5/0/4/U0
Cable5/0/4/U1
Cable5/0/4/U2
Cable5/0/4/U3
Mo1/0/0:0 (555 MHz)

up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
down

Group
Index
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Target
Cable5/0/4 (465 MHz) [enforce]
Cable5/0/3/U2
Cable5/0/3/U2 [enforce]

Cable5/0/4/U2
Cable5/0/4/U2 [enforce]
Cable5/0/4/U2

Statistics:
Target interface

State

Cable5/0/3 (459 MHz)
Cable5/0/3/U0
Cable5/0/3/U1
Cable5/0/3/U2
Cable5/0/3/U3
Cable5/0/4 (465 MHz)
Cable5/0/4/U0
Cable5/0/4/U1
Cable5/0/4/U2
Cable5/0/4/U3
Mo1/0/0:0 (555 MHz)

up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
down

Transfers
Complete
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pending
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Retries
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Failures
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pending:
Modem
Grp Idx
001a.c30c.7e74 1
0000.ca45.9886 1
Router#

Source interface
Cable5/0/4
Cable5/0/4/U2

Target interface
Retries
Cable5/0/3 (459 MHz) 0
U1
0

Cisco IOS リリース 12.2(33) SCG 以降、showcableload-balanceall コマンドの出力の新しい列に、レ
ガシー LBG のグループ インデックスも表示されるようになりました。
次に、showcableload-balance コマンドの all オプションの出力例を示します。
Router# show cable load-balance all
Legacy Group Interval Method
DCC Init
Threshold
Group
Index
Technique Minimum Static Enforce Ugs
1
513
30
modems
0
5
10%
----2
514
30
modems
0
5
10%
----DOCSIS 2.0 LB Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Enabled: No
DOCSIS
Group Status Interval DCC mask Policy
Method Threshold
Group
Index
/UCC
DS/US M/E/U/P/S
2
1
GE
30
0xF8(0)/N 0
m/m
5/10/70/70/50
70
2
RE
30
0xF8(0)/N 0
m/m
1/1/70/70/50
Current load:
DOCSIS load-balancing load
Interface
State
Group Utilization Rsvd NBCM WB/UB Flows Weight
Index
Total Total
In7/0/0:0 (573 MHz) up
2
0%(0%/0%)
0%
9
1
41
37
In7/0/0:0/U0
up
2
0%
0%
1
0
1
2.5
In7/0/0:0/U1
up
2
0%
0%
2
0
10
2.5
In7/0/0:0/U2
up
2
0%
0%
2
0
10
2.5
In7/0/0:0/U3
up
2
0%
0%
2
0
10
2.5
In7/0/0:0/U4
up
2
0%
0%
2
0
10
2.5
In7/0/0:0/U5
up
2
0%
0%
2
0
6
2.5
In7/0/0:1 (579 MHz) down
2
0%(0%/0%)
0%
0
0
0
In7/0/0:2 (585 MHz) up
2
0%(0%/0%)
0%
1
0
1
37
In7/0/0:2/U0
up
2
0%
0%
1
0
1
2.5
In7/0/0:2/U1
up
2
0%
0%
2
0
10
2.5

PCMM
-----
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

In7/0/0:2/U2
up
In7/0/0:2/U3
up
In7/0/0:2/U4
up
In7/0/0:2/U5
up
In7/0/0:3 (591 MHz) down
LEGACY load-balancing load
Interface
State
Cable7/1/0 (0 MHz)
Cable7/1/0/U0
Cable7/1/0/U1
Cable7/1/0/U2
Cable7/1/0/U3
Cable7/1/1 (0 MHz)
Cable7/1/1/U0
Cable7/1/1/U1
Cable7/1/1/U2
Cable7/1/1/U3
Target assignments:
Interface

down
down
down
down
down
down
down
down
down
down

In7/0/0:0 (573 MHz)
In7/0/0:0/U0
In7/0/0:0/U1
In7/0/0:0/U2
In7/0/0:0/U3
In7/0/0:0/U4
In7/0/0:0/U5
In7/0/0:1 (579 MHz)
In7/0/0:2 (585 MHz)
In7/0/0:2/U0
In7/0/0:2/U1
In7/0/0:2/U2
In7/0/0:2/U3
In7/0/0:2/U4
In7/0/0:2/U5
In7/0/0:3 (591 MHz)
Cable7/1/0 (0 MHz)
Cable7/1/0/U0
Cable7/1/0/U1
Cable7/1/0/U2
Cable7/1/0/U3
Cable7/1/1 (0 MHz)
Cable7/1/1/U0
Cable7/1/1/U1
Cable7/1/1/U2
Cable7/1/1/U3
Statistics:
Target interface

up
up
up
up
up
up
up
down
up
up
up
up
up
up
up
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down

In7/0/0:0 (573 MHz)
In7/0/0:0/U0
In7/0/0:0/U1
In7/0/0:0/U2
In7/0/0:0/U3
In7/0/0:0/U4
In7/0/0:0/U5
In7/0/0:1 (579 MHz)
In7/0/0:2 (585 MHz)
In7/0/0:2/U0
In7/0/0:2/U1
In7/0/0:2/U2
In7/0/0:2/U3
In7/0/0:2/U4
In7/0/0:2/U5
In7/0/0:3 (591 MHz)
Cable7/1/0 (0 MHz)
Cable7/1/0/U0
Cable7/1/0/U1
Cable7/1/0/U2
Cable7/1/0/U3
Cable7/1/1 (0 MHz)
Cable7/1/1/U0

State

State
up
up
up
up
up
up
up
down
up
up
up
up
up
up
up
down
down
down
down
down
down
down
down
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2
2
2
2
2

0%
0%
0%
0%
0%(0%/0%)

Group
Index
513
513
513
513
513
514
514
514
514
514

Utilization Rsvd Modem
Total
0%(0%/0%)
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%(0%/0%)
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0

Group
Index
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
513
513
513
513
513
514
514
514
514
514

0%
0%
0%
0%
0%

2
2
2
2
0

0
0
0
0

10
10
10
6
0

2.5
2.5
2.5
2.5
0

Flows Weight
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0

Target
In7/0/0:2 (585 MHz) [enforce]
In7/0/0:0/U0
In7/0/0:0/U0
In7/0/0:0/U0
In7/0/0:0/U0
In7/0/0:0/U0

In7/0/0:2/U0
In7/0/0:2/U0
In7/0/0:2/U0
In7/0/0:2/U0
In7/0/0:2/U0

Transfers
Complete
1
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pending
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Retries
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Failures
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

Cable7/1/1/U1
Cable7/1/1/U2
Cable7/1/1/U3
Pending:
Modem

down
down
down

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Grp Idx Primary RF/RCC
MD/TCS
Src
Target
Src
54d4.6f88.659c 2
In7/0/0:0
In7/0/0:2 (585 MHz)

0
0
0
Target

Action Active Retries
Time
0

次に、showcableload-balance コマンドの fiber-node-validation オプションの出力例を示します。
Router# show cable load-balance fiber-node-validation
DOCSIS LBG ID
Match
Channel
Fiber-node list
1
match
Ca5/0/0/U0 {1}
Ca5/0/0/U1 {1}
Ca5/0/0/U2 {1}
Ca5/0/0/U3 {1}
Mo1/0/0:0 {1}
2
match
Ca5/0/0/U0 {1}
Ca5/0/0/U1 {1}
Ca5/0/0/U2 {1}
Mo1/0/0:0 {1}

表 83：show cable load-balance のフィールドの説明（デフォルトの出力）

フィールド

説明

デフォルト出力と load オプションのフィールド
Group Index

レガシー LBG ID とレガシー LBG の内部グループ インデッ
クスの間のマッピングを示します。

Interface

ロード バランシング グループに属するケーブル インター
フェイス（ダウンストリームまたはアップストリーム）。

Group

ケーブル インターフェイスが割り当てられているロード
バランシング グループの番号。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

フィールド

説明

Utilization

このフィールドはアップストリーム使用率の長期平均であ
り、ケーブル インターフェイスの現在の負荷使用率を、
合計帯域幅に対する割合として表示します。アップスト
リームの場合、このフィールドには 1 つの割合値が表示さ
れます。これは、アップストリームで使用される帯域幅の
平均の割合です。
ダウンストリームの場合、このフィールドには 3 つの割合
値が表示されます。
• 割合は、インターフェイス全体の負荷使用率を示し
ます。
• カッコ内の 1 番目の割合は、ダウンストリームの負
荷を示します。
• カッコ内の 2 番目の割合は、ダウンストリーム上の
すべてのアップストリームの平均負荷を示します。
たとえばこのフィールドに「18%(18%/12%)」と示される
場合、インターフェイスのダウンストリーム チャネルと
アップストリーム チャネルが平均負荷 18 % で稼働してい
ます。ダウンストリームは平均負荷 18 % で稼働し、この
ダウンストリームのすべてのアップストリームは平均負荷
12 % で稼働します。
（注）
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使用率の短期平均を表示するには、
showinterfacecablemac-scheduler コマンドを使
用します。

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

フィールド

説明

State
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

フィールド

説明
ケーブル インターフェイスの現在の状態。
次の状態は、設定に応じた通常の動作状態を示します：
• down：インターフェイスがシャットダウンしていま
す。この状態では CMTS はロード バランシングにイ
ンターフェイスを使用できません。
• initial：インターフェイスは現在初期化フェーズにあ
ります。CMTSは、初期化完了後にこのインターフェ
イスをロード バランシングに使用します。
• up：インターフェイスは稼働しておりトラフィック
が通過しています。CMTS は、ロード バランシング
にこのインターフェイスをアクティブに使用してい
ます。
• testing：インターフェイスは現在ロード バランシン
グ テスト中です。テストが完了するまでは、CMTS
は通常のロードバランシング処理にこのインターフェ
イスを使用できません。
次の状態は異常を示します。CMTS はこれらの状態のイン
ターフェイスをロードバランシング処理に使用しません。
ただし CMTS は、現在の負荷使用率を確認するためにイ
ンターフェイスをポーリングするたびに、引き続きステー
タスをモニタし更新します。
• suspicious：インターフェイスが不明な状態にありま
す。インターフェイスは稼働しておりトラフィック
を渡している可能性がありますが、ロード バラシン
グ処理に対応できる一貫した状態ではありません。
CMTS はタイムアウト期間の経過後にインターフェ
イスの再初期化を試行します。インターフェイスの
初期化失敗回数が 10 回を超えると、CMTS はイン
ターフェイスを disabled 状態にします。
• disabled：ロード バランシング テストが進行中である
か、またはインターフェイスの再初期化失敗回数が
10回を超えたために、インターフェイスが無効になっ
ています。
• unstable：インターフェイスで繰り返し初期化が失敗
しています。CMTS はタイムアウト期間の経過後に
インターフェイスの再初期化を試行します。ロード
バランシング テストが進行中ではないときに再初期
化が失敗すると、CMTS はインターフェイスを
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

フィールド

説明
unstable 状態にします。

Reserved

Unsolicited Grant Service（UGS）サービス フローにより現
在予約されている帯域幅の割合。

Modems

このケーブル インターフェイスで現在オンラインになっ
ているケーブル モデムの数。

Flows

ケーブル インターフェイスで現在アクティブなサービス
フローの数。

Weight

ダウンストリームまたはアップストリームのインターフェ
イス帯域幅（メガビット/秒（Mbps））。システムでイン
ターフェイスの負荷のバランスが取れているかどうかを算
出するときにこの値が使用されます。変調プロファイルや
チャネル幅などのチャネルパラメータを変更すると、チャ
ネル帯域幅と weight 値に影響します。

ロード バランシング グループの出力での追加フィールド
Interval

LBG の各ケーブル インターフェイスの現行の負荷を秒単
位で示します。これは、cableload-balancegroupinterval コ
マンドを使用して設定されています。

Method

cableload-balancegroup(globalconfiguration) コマンドを使
用して設定された、LBG で使用されるロード バランシン
グ方式。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

フィールド
Threshold
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説明

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

フィールド

説明
このロード バランシング グループに対して設定されてい
るしきい値：
• M = 最小
グループ内の 2 つのインターフェイスに存在可能なケーブ
ル モデムまたはサービス フローの数の最小差異。この差
異を超えると、ケーブル モデムがインターフェイス間で
移動されます。インターフェイス間の差異がこの値を下回
る場合、ケーブル モデムは移動されません。グループで
モデム方式またはサービス フロー方式のロード バランシ
ングが設定されている場合、このフィールドには値だけが
含まれます。（この値は、cableload-balancegroupthreshold
コマンドの loadminimum オプションを使用して設定され
ます。）
• S = 静的
Cisco CMTS が静的ロード バランシングを実行するために
必要な、ロード バランシング グループ内のインターフェ
イス間での合計負荷の割合の最小差異。インターフェイス
間の負荷がこの値を超えると、CMTS へ再登録中のケーブ
ル モデムは、負荷差異がこの値を下回るまで、インター
フェイス間で移動されます。（この値は、
cableload-balancegroupthreshold コマンドの load オプショ
ンを使用して設定されます。）
• E = 適用
Cisco CMTS が動的ロード バランシングを実行し、現在オ
ンラインのケーブル モデムの移動を開始するために必要
な、ロード バランシング グループ内のインターフェイス
間の合計負荷の割合の最小差異。2 つのインターフェイス
間での差異がこの値を下回ると、CMTS は動的ロード バ
ランシングを停止し、静的ロード バランシングを実行し
ます。（この値は、cableload-balancegroupthreshold コマ
ンドの enforce オプションを使用して設定されます。）
• U = Ugs
オンラインでアクティブな UGS サービス フローのある
ケーブル モデムを CMTS が移動するために、インターフェ
イスで使用されている Unsolicited Grant Services（UGS）ト
ラフィック（Voice over IP（VoIP）など）に割り振られて
いる帯域幅の割合。（この値は、
cableload-balancegroupthreshold
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

フィールド

説明
コマンドの ugs オプションを使用して設定されます。）
• P = PacketCable MultiMedia（PCMM）
• 予約済み帯域幅しきい値の割合。このレベルを上回
る場合、アクティブな PCMM サービス フローのある
ケーブル モデムはロード バランシングに参加しま
す。デフォルトのしきい値は 70 % です。

target オプションの追加フィールド
Interface

ケーブル ロード バランシング グループに属している送信
元ダウンストリームまたはアップストリームインターフェ
イス。Target フィールドに値が含まれている場合は、送信
元インターフェイスが現在オーバーサブスクライブ状態で
あることを示します。ケーブルの負荷を軽減するため、
CMTS は送信元インターフェイスからターゲット インター
フェイスにケーブル モデムを移動します。

Target

ロードバランシング処理の一部として送信元インターフェ
イスのケーブル モデムが移動される移動先のダウンスト
リームまたはアップストリーム インターフェイス。この
フィールドは次を意味します。
• ダウンストリーム インターフェイスの場合、出力で
はダウンストリームの中心周波数がカッコで囲んで
表示されます。
• 周波数だけが表示される場合は、CMTS がケーブル
モデムを同じダウンストリーム インターフェイスの
異なる中心周波数に移動しています。
• 出力に「enforce」という単語が含まれている場合は、
CMTS がインターフェイスで動的ロード バランシン
グを実行しています。
• このフィールドが空白の場合、送信元インターフェ
イスはオーバーサブスクライブ状態ではありません。

statistics オプションの追加フィールド
Target interface
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ダウンストリームインターフェイスまたはアップストリー
ム インターフェイス。ダウンストリーム インターフェイ
スの場合、出力ではダウンストリームの中心周波数がカッ
コで囲んで表示されます。

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

フィールド

説明

Transfers

示されているターゲット インターフェイスについて次の
情報が追跡されます。
• complete：ターゲット インターフェイスへ正常に移
動されたケーブル モデムの数。
• pending：ターゲット インターフェイスへ移動中の
ケーブル モデムの数。
• retries：CMTS が同一ケーブル モデムをターゲット
インターフェイスへ移動しようとしたものの失敗し
た回数。これは、ケーブル モデムへの 1 つ以上の
MAC レイヤ メッセージが、無線周波数（RF）ノイ
ズまたはモデムが DOCSIS 準拠ではないことが原因
でドロップされると発生します。特定のケーブル モ
デムで再試行回数が 5 回を超えると、CMTS はこれ
を失敗としてカウントします。
• failures：CMTS が特定のケーブル モデムをターゲッ
ト インターフェイスに移動する操作を試行している
ときに、最大許容再試行回数（5）を超えた回数。
failure の数が多い場合、次の問題が 1 つ以上発生し
ている可能性があります。
◦ 特定のケーブル モデムが DOCSIS に準拠してい
ない。
◦ 1つまたは両方のインターフェイスでトラフィッ
ク通過に関する問題が発生している。
◦ 1 つまたは両方のインターフェイスで永続的な
RF ノイズの問題が発生している。
◦ 送信元インターフェイスとターゲット インター
フェイスが同じノードで結合されておらず、同
じ物理接続を共有していない（インターフェイ
スが同一ロード バランシング グループに含まれ
ている場合これは必須です）。

pending オプションの追加フィールド
Modem

ロード バランシング処理の一部として移動されるケーブ
ル モデムのハードウェア（MAC）アドレス。

Source interface

ケーブル モデムが現在オンラインであるダウンストリー
ムまたはアップストリーム ケーブル インターフェイス。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

フィールド

説明

Target interface

CMTS がこのロード バランシング グループのインターフェ
イスをロード バランシングするためにケーブル モデムを
移動する、移動先のダウンストリームまたはアップスト
リーム ケーブル インターフェイス。CMTS がケーブル モ
デムを同一ダウンストリーム インターフェイスの異なる
周波数に移動する場合、このフィールドには新しい中心周
波数だけが表示されます。

Retries

CMTS がターゲット インターフェイスへのこのケーブル
モデムの移動を試行した回数。CMTS によるケーブル モ
デム移動試行回数が 5 回に達すると、このロード バラン
シングの移動は失敗とみなされます。

fiber-node-validation オプションの追加フィールド
DOCSIS LBG ID

DOCSIS LBG ID。

Channel

DOCSIS LBG に関連付けられているアップストリームま
たはダウンストリーム チャネル。

Fiber-node list

チャネルを含むすべてのファイバ ノードのリスト。

次に、showcableload-balance コマンドの vdoc キーワードの出力例を示します。
Router# show cable load-balance vdoc
Target interface
State Group Util
Index
Cable7/0/0 (531 MHz) down 81
0
Mo3/0/0:0 (453 MHz)
up
81
0
Mo3/0/0:1 (459 MHz)
initi 81
0
Mo3/0/0:10 (513 MHz) initi 81
0
Mo3/0/0:11 (519 MHz) initi 81
0
Mo3/0/0:2 (465 MHz)
initi 81
0
Mo3/0/0:3 (471 MHz)
initi 81
0
Mo3/0/0:4 (477 MHz)
initi 81
0
Mo3/0/0:5 (483 MHz)
up
81
0
Mo3/0/0:6 (489 MHz)
initi 81
0
Mo3/0/0:7 (495 MHz)
initi 81
0
Mo3/0/0:8 (501 MHz)
initi 81
0
Mo3/0/0:9 (507 MHz)
initi 81
0

Total
Targeted
0(0)
9(5)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
5(0)
7(7)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)

IGMP
Rep
0(0)
7(5)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
7(7)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)

CIR
Init
0(0)
2(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
5(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)

High
Util
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次に、showcableload-balanceerror summary コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance statistics error summary
Load for five secs: 8%/0%; one minute: 9%; five minutes: 10%
Time source is NTP, 17:37:26.107 CST Thu Aug 14 2014
Total error on linecard 5/1 is 0
Total error on linecard 7/0 is 0
Total error on linecard 8/1 is 0
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Low
CIR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

次に、showcableload-balanceerror linecard コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance statistics error linecard 5/1
Load for five secs: 8%/0%; one minute: 9%; five minutes: 10%
Time source is NTP, 17:37:11.844 CST Thu Aug 14 2014
Error counters for Wideband on linecard 5/1:
Unknown reason
:0
No CM can be found
:0
CM rejected the DBC-REQ
:0
CM is not reachable
:0
Invalid input parameters
:0
Too many request in queue :0
Incompliance to D3.0 spec :0
DCC failure
:0
Other
:0
Total
:0
Error counters for Narrowband on linecard 5/1:
Unknown reason
:0
CM seen on other target
:0
Candidate CM timeout
:0
LBG removed
:0
Target down
:0
Target not in LBG
:0
Total
:0

次に、showcableload-balanceerror detail コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance statistics error detail
Load for five secs: 9%/0%; one minute: 9%; five minutes: 10%
Time source is NTP, 17:35:47.530 CST Thu Aug 14 2014
Error counters for Wideband on linecard 5/1:
Unknown reason
No CM can be found
CM rejected the DBC-REQ
CM is not reachable
Invalid input parameters
Too many request in queue
Incompliance to D3.0 spec
DCC failure
Other
Total

:0
:0
:0
:0
:0
:0
:0
:0
:0

:0

Error counters for Narrowband on linecard 5/1:
Unknown reason
CM seen on other target
Candidate CM timeout
LBG removed
Target down
Target not in LBG
Total

:0
:0
:0
:0
:0
:0
:0

Error counters for Wideband on linecard 7/0:
Unknown reason
No CM can be found
CM rejected the DBC-REQ
CM is not reachable
Invalid input parameters
Too many request in queue
Incompliance to D3.0 spec
DCC failure
Other
Total

:0
:0
:0
:0
:0
:0
:0
:0
:0

:0
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancegrouppolicyugs

Cisco CMTS が、アクティブな Unsolicited Grant
Service（UGS）サービス フローが割り当てられ
ているケーブル モデムのロード バランス方法
を設定します。

cableload-balancegroupthreshold

ロード バランシング グループがロード バラン
シング処理に使用するしきい値を設定します。

show cable load-balance docsis-group

ルータでのロード バランシング処理に関するリ
アルタイムの設定情報、統計情報、および運用
情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

show cable load-balance docsis-group
ルータでのロード バランシング（LB）処理の設定、統計、および運用に関するリアルタイムの情
報を表示するには、特権 EXEC モードで showcableload-balancedocsis-group コマンドを使用しま
す。
Cisco uBR10012 ルータ
show cable load-balance docsis-group {docsis-group-id| FN fn-id MD cable
slot/subslot/controller-interface-index} [all| load| pending| restrict| statistics| target| modem-list|
primary-load| rcs-cm-list]
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ルータ
show cable load-balance docsis-group {docsis-group-id| FN fn-id MD cable slot /port} [all| init-tech-ovr|
load| modem-list| pending| service-type-id| statistics| tag| target| vdoc]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable load-balance docsis-group {docsis-group-id| FN fn-id MD cable
slot/subslot/controller-interface-index} [all| pending| restrict| rfch-util| service-type-id| tag]
show cable load-balance docsis-group {docsis-group-id} [load| modem-list| statistics| target][wideband]
___________________
構文の説明

docsis-group-id

DOCSIS ロード バランシング グループ ID。グ
ループ ID の範囲は 1 ～ 2147483647 です。

FNfn-id

特定の DOCSIS 3.0 GLBG パラメータ（disable、
docsis-policy、init-tech-list、interval、method、
policy、threshold など）を設定できるファイバ
ノード（FN）を指定します。

MDcableslot/subslot/cable-interface-index

ファイバ ノードの MAC ドメイン インターフェ
イスを指定します。
• slot：ライン カードが設置されているス
ロット。5 ～ 8 の範囲で指定できます。
• subslot：ライン カードが設置されているサ
ブスロット。使用可能なスロットは 0 また
は 1 です。
• cable-interface-index：ライン カードのダウ
ンストリーム コントローラ番号。0 ～ 4 の
範囲で指定できます。 Cisco cBR シリーズ
コンバージド ブロードバンド ルータ の場
合、有効な範囲は 0 ～ 15 です。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

MDcableslot/port

Cisco uBR7246VXR または Cisco uBR7225VXR
ルータのファイバ ノードの MAC ドメイン イン
ターフェイスを指定します。
• slot：ライン カードが設置されているス
ロット。
◦ Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な範
囲は 1 ～ 2 です。
◦ Cisco uBR7246VXR ルータ：有効な範
囲は 3 ～ 6 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ ポート。有効な値は 0 また
は 1 です。

all

（任意）すべてのロード バランシング グルー
プの情報を表示します。

init-tech-ovr

（任意）この DOCSIS ロード バランシング グ
ループ（LBG）に関連付けられている初期化手
法オーバーライド ルールを表示します。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされていません。

load

（任意）現在のインターフェイスの負荷と LBG
割り当てを表示します。

modem-list

（任意）指定された DOCSIS LBG に割り当てら
れているケーブル モデムを表示します。

pending

（任意）ダウンストリームまたはアップスト
リーム間での移動が保留されているケーブル モ
デムのリストを表示します。

primary-load

（任意）指定された DOCSIS LBG のプライマリ
チャネル負荷情報を表示します。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされていません。

restrict

（任意）この DOCSIS LBG に関連付けられてい
る制限付きケーブル モデムのリストを表示しま
す。

rfch-util

（任意）RF チャネルの使用率を表示します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

service-type-id

（任意）この DOCSIS LBG に関連付けられてい
るサービス タイプ ID リストに関する情報を表
示します。

statistics

（任意）1 つのグループのロード バランシング
処理に関する累積統計情報を表示します。

tag

（任意）この DOCSIS LBG に関連付けられてい
るタグのリストを表示します。

target

（任意）ロード バランシングに使用される現在
のインターフェイスおよびターゲット インター
フェイス（アップストリームとダウンストリー
ム）を表示します。

vdoc

（任意）特定の LBG の video-over-DOCSIS
（VDOC）LB の状態に関する情報を表示しま
す。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされていません。

rcs-cm-list

（任意）RCS 内でのロード バランシングに使
用されるケーブル モデムと、各ワイドバンド
インターフェイスの使用状況を表示します。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされていません。

wideband

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

（任意）現在のワイドバンド負荷、DOCSIS 3.0
ロード バランシング グループのワイドバンド
インターフェイスに関連付けられているケーブ
ル モデム、ワイドバンド ターゲット インター
フェイス、およびワイドバンド インターフェイ
ス統計情報を表示します。

各ケーブル インターフェイスのすべてのロード バランシング グループの情報と、各インターフェ
イスの現在の負荷とロード バランシング ステータスを表示します。

特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCF

このコマンドの出力が拡張され、Multiple Receive Channel（MRC）モードお
よび Multiple Transmit Channel（MTC）モードでプロビジョニングされたケー
ブル モデム（CM）のさらに多くのロード バランシング統計が表示される
ようになりました。
load キーワードの出力に、ナローバンド CM とワイドバンド CM の情報が
含まれました。

12.2(33)SCH

このコマンドが変更されました。primary-load キーワードが追加されまし
た。このコマンドの出力が拡張され、新しい MUPFXLR フィールドが表示
されるようになりました。この新しいフィールドには、modem-list キーワー
ドの詳細なステータス情報が示されます。

12.2(33)SCI

このコマンドが変更されました。rcs-cm-list キーワードが追加されました。
DOCSIS3.0 ロード バランシングをサポートするため statistics キーワードの
出力が拡張されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
で実装されました。init-tech-ovr、primary-load、rcs-cm-list、および vdoc
キーワードはサポートされていません。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
で実装されました。rfch-util キーワードと wideband キーワードが追加さ
れました。

___________________
使用上のガイドライン ロード バランシング処理の現在のリアルタイム統計情報を表示するには、
showcableload-balancedocsis-group コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH で、プライマリ チャネルの負荷情報を表示する primary-load キー
ワードが追加されました。primary-load キーワードはオプションであり、docsis-group-id と共に使
用します。
showcableload-balancedocsis-groupprimary-load コマンドは、静的ロード バランシングのターゲッ
ト RCS 選択機能に関連付けられています。
Cisco IOS リリース 12.2(33) SCI 以降、 statistics キーワードの出力が変更され、次の追加パラメー
タが表示されるようになりました。
___________________
例

• Dynamic Bonding Change（DBC）の障害統計情報。
静的ロード バランシングのターゲット RCS 選択
• ロード バランシング合計試行回数
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

次に、showcableload-balancedocsis-group コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group 1
DOCSIS 2.0 LB Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Enabled: No
DOCSIS
Group Status Interval DCC mask Policy
Method Threshold
Group
Index
/UCC
DS/US M/E/U/P/S
1
82
RE 10
0x40(1)/Y 0
m/m
5/10/70/70/50
The following is a sample output of the show cable load-balance docsis-group load
command:
Router# show cable load-balance docsis-group 1 load
DOCSIS load-balancing load
Interface
State
Group Utilization Rsvd NBCM WB/UB Flows Weight
Index
Total Total
Cable7/0/0 (333 MHz) up
81
1%(0%/1%)
0%
3
8
7
37
Cable7/0/0/U0
up
81
1%
0%
21
2
23
7.6
Cable7/0/0/U1
up
81
1%
0%
19
3
22
7.6
Cable7/0/0/U2
up
81
1%
0%
20
1
23
7.6
Cable7/0/0/U3
up
81
1%
0%
21
1
24
7.6
Mo1/0/0:0 (501 MHz) up
81
1%(0%/1%)
0%
2
48
2
36
Mo1/0/0:0/U0
up
81
1%
0%
21
2
23
7.6
Mo1/0/0:0/U1
up
81
1%
0%
19
3
22
7.6
Mo1/0/0:0/U2
up
81
1%
0%
20
1
23
7.6
Mo1/0/0:0/U3
up
81
1%
0%
21
1
24
7.6
Mo1/0/0:1 (507 MHz) up
81
1%(0%/1%)
0%
2
47
2
36
Mo1/0/0:1/U0
up
81
1%
0%
21
2
23
7.6
Mo1/0/0:1/U1
up
81
1%
0%
19
3
22
7.6
Mo1/0/0:1/U2
up
81
1%
0%
20
1
23
7.6
Mo1/0/0:1/U3
up
81
1%
0%
21
1
24
7.6
Mo1/0/0:2 (513 MHz) up
81
1%(0%/1%)
0%
3
40
3
36
Mo1/0/0:2/U0
up
81
1%
0%
21
2
23
7.6
Mo1/0/0:2/U1
up
81
1%
0%
19
3
22
7.6
Mo1/0/0:2/U2
up
81
1%
0%
20
1
23
7.6
Mo1/0/0:2/U3
up
81
1%
0%
21
1
24
7.6
Mo1/0/0:3 (519 MHz) up
81
1%(0%/1%)
0%
2
47
2
36
Mo1/0/0:3/U0
up
81
1%
0%
21
2
23
7.6
Mo1/0/0:3/U1
up
81
1%
0%
19
3
22
7.6
Mo1/0/0:3/U2
up
81
1%
0%
20
1
23
7.6
Mo1/0/0:3/U3
up
81
1%
0%
21
1
24
7.6

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF 以降での showcableload-balancedocsis-groupload コマンドの
出力例を示します。この出力には、ワイドバンド（WB）、ナローバンド（NB）、または混合ケー
ブル モデムの詳細情報の例が示されています。NBCM 列と WB/アップストリーム ボンディング
（UB）列には、DOCSIS 静的モデム カウントに基づくロード バランシングの DOCSIS 3.0 MRC
専用 CM および MTC CM の情報が表示されます。
Router# show cable load-balance docsis-group 60
DOCSIS load-balancing load
Interface
State
Group Utilization
Index
Mo1/0/0:0 (423 MHz) initial 81
0%(0%/0%)
Mo1/0/0:0/U0
up
81
0%
Mo1/0/0:0/U1
up
81
0%
Mo1/0/0:0/U2
up
81
0%
Mo1/0/0:0/U3
up
81
0%
Mo1/0/0:4 (447 MHz) initial 81
0%(0%/0%)
Mo1/0/0:4/U0
up
81
0%
Mo1/0/0:4/U1
up
81
0%
Mo1/0/0:4/U2
up
81
0%
Mo1/0/0:4/U3
up
81
0%

load
Rsvd NBCM
Total
0%
0
0%
2
0%
3
0%
2
0%
3
0%
0
0%
2
0%
3
0%
2
0%
3

WB/UB
Total
7
0
0
0
0
3
0
0
0
0

Flows Weight
0
10
15
10
15
0
10
15
10
15

36
5.1
5.1
5.1
5.1
36
5.1
5.1
5.1
5.1
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

表 84：DOCSIS 3.0 ロード バランシング カウンタの定義

モデム動作
モード

NBCM の合計

WB/UB の合計

フロー

ダウンスト
リーム
（DS）

アップスト
リーム
（US）

DS

US

DS

US

非 MRC
モード
（online、
NB CM）

プライマリ
をカウント

単一 US を
カウント

カウントし
ない

カウントし
ない

プライマリ
のサービス
フロー
（SF）をカ
ウント

単一 US の
SF をカウン
ト

MRC モード カウントし
のみ
ない
（w-online、
WB CM）

単一 US を
カウント

プライマリ
とセカンダ
リをカウン
ト

単一 US を
カウント

カウントし
ない

単一 US の
SF をカウン
ト

MTC モード カウントし
（UB
ない
online、UB
CM）

カウントし
ない

プライマリ
とセカンダ
リをカウン
ト

すべての
TCS チャネ
ルをカウン
ト

カウントし
ない

アップスト
リーム TCS
チャネルで
はカウント
しない

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33) SCE 以前のリリースでの showcableload-balancedocsis-grouppending
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group 70 pending
Modem
Grp Idx Primary RF/RCC
MD/TCS
Src
Target
Src
001c.ea37.9bda 81
Mo1/0/0:2/1
Mo1/0/0:3/0
60/4
3.0 LB
001c.ea37.9ab0 81
Mo1/0/0:1/2
Mo1/0/0:2/0
60/4
3.0 LB
001c.ea37.9aa6 81
Mo1/0/0:0/1
Mo1/0/0:1/0
60/1
3.0 LB
001c.ea37.9b1e 81
Mo1/0/0:1/1
Mo1/0/0:0/0
60/2
3.0 LB
001c.ea37.9a8c 81
Mo1/0/0:3/2
Mo1/0/0:2/0
60/4
3.0 LB
001c.ea37.9aee 81
Mo1/0/0:3/2
Mo1/0/0:2/0
60/8
3.0 LB
001c.ea37.9a8a 81
Mo1/0/0:0/1
Mo1/0/0:3/0
60/8
3.0 LB

Action Active Retries
Target
Time
60/4
REINIT 00:44 0
DOCSIS
60/2

REINIT 00:41

0

DOCSIS

60/4

REINIT 00:50

0

DOCSIS

60/2

REINIT 00:44

0

DOCSIS

60/2

REINIT 00:41

0

DOCSIS

60/4

REINIT 00:52

0

DOCSIS

60/1

REINIT 00:55

0

DOCSIS

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF 以降で MTC モードの DOCSIS 3.0 ケーブル モデムに対する
showcableload-balancedocsis-grouppending コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group 81 pending
Modem
GrpIdx Primary RF/RCC
MD/TCS
Action Active Retries
Src
Target
Src Target
Time
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

0000.cad6.eece 81 In6/0/2:3/0 In6/0/0:0/0

DCC

00:01

0

次に、showcableload-balancedocsis-groupstatistics コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group 1 statistics
Target interface
State
Transfers
Complete Pending
Retries
Cable1/0 (453 MHz)
up
0
0
0
Cable1/0/U2
down
0
0
0
Cable1/1 (459 MHz)
initial
0
0
0
Cable1/1/U0
initial
0
0
0
Cable1/1/U1
initial
0
0
0
Cable1/1/U2
initial
0
0
0
Cable1/1/U3
initial
0
0
0

Failures
0
0
0
0
0
0
0

次に、showcableload-balancedocsis-grouptarget コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group 1 target
Interface
State
Group
Target
Index
Cable1/0 (453 MHz)
up
82
Cable1/1 (459 MHz) [enforce]
Cable1/0/U2
down
82
Cable1/1 (459 MHz)
initial
82
Cable1/1/U0
initial
82
Cable1/1/U1
initial
82
Cable1/1/U2
initial
82
Cable1/1/U3
initial
82

次に、統合ケーブル コンフィギュレーションでの showcableload-balancedocsis-groupmodem-list
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group 1 modem-list
Primary DS
Grp Idx MAC Address
RCC-ID Bad RfId Priority
Cable7/0/0/U0 81
(1)
001c.ea37.9b3e 2
0
Cable7/0/0/U1 81
(1)
001c.ea37.9b28 2
0
Cable7/0/0/U2 81
(1)
001c.ea37.9bf4 2
0
Cable7/0/0/U3 81
(1)
001c.ea37.9b5e 2
0
In8/1/0:0/U0
81
(2)
0014.f82f.74f6
!

（注）

除外されたモデムのプライオリティは「!」と表示されます。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH 以降では、showcableload-balancedocsis-group コマンドの出力が
変更され、さらに多くのステータス情報を示すために追加フィールド MUPFLXLR が表示される
ようになりました。
次に、QAM チャネル使用率を確認するための show cable load-balance docsis-group rfch-util コマ
ンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group 1 rfch-util
Interface
Pstate
Pending-In
Pending-Out
Throughput(Kbps)
In9/0/0:0
NA
No
No
0
In9/0/0:1
up
No
No
10886
In9/0/0:2
initial
No
No
10470
In9/0/0:3
initial
No
No
10415
In9/0/0:4
initial
No
No
10791
In9/0/0:5
initial
No
No
12352
In9/0/0:6
initial
No
No
11883
In9/0/0:7
up
No
No
14402

Util
0
29
27
27
28
32
31
38
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

In9/0/0:8
In9/0/0:9
In9/0/0:10
In9/0/0:11
In9/0/0:12
In9/0/0:13
In9/0/0:14
In9/0/0:15

up
up
up
up
up
up
up
up

No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No

11336
11233
10601
10652
8363
8165
10128
10637

30
29
28
28
22
21
27
28

表 85：show cable load-balance docsis-group：QAM チャネル使用率のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

ダウンストリーム チャネル インターフェイス
名。

Pstate

プライマリ対応チャネル ダウンストリームの場
合、Pstate の値は次のようになります。
• initial
• up
• down
• disable
• moving

Pending-In

モデムが内部へ移動中です。

Pending-Out

モデムが外部へ移動中です。

Throughput (Kbps)

チャネルの現在のスループット。

Util

チャネルの現在の使用率（%）。

次に、showcableload-balancedocsis-group コマンドの変更後の出力例を示します。
Router#show cable load-balance docsis-group
fn 1 md c6/0/0 modem-list
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 2%; five minutes: 1%
Time source is NTP, 13:39:31.300 PDT Thu Mar 28 2013
Codes: M - Multicast, U - UGS, P - PCMM, F - Max-Failures, X L - L2vpn, R - RSVP
Primary DS
Grp Idx MAC Address
RCC-ID Bad Rfid Priority
In6/0/0:0/UB
40448
(6)
e448.c70c.98af 1
2
e448.c70c.9b76 1
2
e448.c70c.9c15 1
2
e448.c70c.9a92 1
2
e448.c70c.99e4 1
2
e448.c70c.9a35 1
2
In6/0/0:0/U0
40448
(0)
In6/0/0:0/U1
40448
(1)
e448.c70c.9915
2
In6/0/0:0/U2
40448
(0)
In6/0/0:0/U3
40448
(0)
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eXcluded
MUPFXLR
-------------------------------------------

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

In6/0/0:1/UB

In6/0/0:1/U0
In6/0/0:1/U1
In6/0/0:1/U2
In6/0/0:1/U3
In6/0/0:2/UB

In6/0/0:2/U0
In6/0/0:2/U1
In6/0/0:2/U2
In6/0/0:2/U3
In6/0/0:3/UB

In6/0/0:3/U0
In6/0/0:3/U1
In6/0/0:3/U2
In6/0/0:3/U3

40448

40448
40448
40448
40448
40448

40448
40448
40448
40448
40448

40448
40448
40448
40448

(5)
e448.c70c.9abc
e448.c70c.993f
e448.c70c.9927
e448.c70c.9b82
4458.2945.2cb8
(0)
(0)
(0)
(0)
(5)
e448.c70c.9759
e448.c70c.9a0e
e448.c70c.992d
e448.c70c.9a38
0025.2ed9.9984
(0)
(0)
(0)
(0)
(5)
e448.c70c.9c00
e448.c70c.99a5
e448.c70c.9a5f
e448.c70c.9a3b
e448.c70c.96b1
(0)
(0)
(0)
(0)

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

-------------------------------

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

-----------------------------L-

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

-------------------------------

表 86：show cable load-balance docsis-group：MUPFXLR ステータス フィールドの説明

フィールド

説明

MUPFXLR フィールドの説明
Multicast (M)

モデムで動作しているマルチキャスト セッショ
ン。これは、IGMP グループに加入したケーブ
ル モデム背後のホストを示します。このステー
タスを確認するには、show cable modem verbose
| in Features Bitmask コマンドを使用します。

UGS (U)

ケーブル モデムに UGS サービス フローがある
ことを示します。この設定は、show cable modem
qos | in UGS で確認できます。

Packetcable (P)

ケーブル モデムに 1 つ以上の PacketCable ゲー
トがあることを示します。このステータスは、
show packetcable gate summary コマンドと show
cable modem cpe コマンドで確認できます。

max-Failures (F)

ケーブル モデムが最大障害しきい値に到達した
ことを示します。このステータスは、show cable
modem internal load コマンドで確認できます。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明

eXcluded (X)

除外されたモデムのリストにケーブル モデムが
含まれていることを示します。このステータス
は、show running-config | begin load-balance
exclude コマンドで確認できます。

L2VPN (L)

ケーブルモデムがL2VPNサービスでプロビジョ
ニングされていることを示します。このステー
タスは、show cable l2-vpn xconnect コマンドで
確認できます。

RSVP (R)

ケーブル モデムに RSVP フローがあることを示
します。このステータスは、show cable modem
verbose | in Features Mask コマンドで確認できま
す。

次に、モジュラ ケーブル コンフィギュレーションでの showcableload-balancedocsis-groupmodem-list
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group 23 modem-list
Primary DS
Grp Idx MAC Address
RCC-ID Bad RfId Priority
Mo6/1/0:0/U0
81
(0)
Mo6/1/0:0/U8
81
(0)
Mo6/1/0:0/U1
81
(0)
Mo6/1/0:0/U2
81
(0)
Mo6/1/0:0/U3
81
(0)
Mo6/1/0:0/U4
81
(0)
Mo6/1/0:0/U5
81
(0)
Mo6/1/0:0/U6
81
(0)
Mo6/1/0:0/U7
81
(0)
Mo6/1/0:1/U0
81
(0)
Mo6/1/0:1/U8
81
(0)
Mo6/1/0:1/U1
81
(0)
Mo6/1/0:1/U2
81
(1)
001a.c30c.7e9a 5
0
Mo6/1/0:1/U3
81
(0)
Mo6/1/0:1/U4
81
(0)
Mo6/1/0:1/U5
81
(0)
Mo6/1/0:1/U6
81
(0)
Mo6/1/0:1/U7
81
(0)

次に、ファイバ ノード トポロジ コンフィギュレーションでの
showcableload-balancedocsis-groupmodem-list コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group fn 2 md cable 6/0/0 modem-list
CM List - LBG : 40449
Primary DS
MAC Address
In6/0/0:2/UB (0)
In6/0/0:3/UB (1)
0025.2e2d.7322
In6/0/1:0/UB (2)
0025.2e2d.7326
0025.2e2d.7338
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RCC-ID
2
1
1

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

次に、DOCSIS 3.0 GLBG に対する showcableload-balancedocsis-groupmodem-list コマンドの出力
例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group fn 2 md cable 7/0/0 modem-list
Primary DS
Grp Idx MAC Address
RCC-ID Bad RfId Priority
Cable7/0/0/U0 48129
(0)
Cable7/0/0/U1 48129
(0)
Cable7/0/0/U2 48129
(0)
Cable7/0/0/U3 48129
(0)
Mo1/0/0:0/UB
48129
(6)
0025.2eaf.6bbc 1
0
001e.6bfb.000c 1
0
001a.c3ff.d354 1
0
0023.be50.e5aa 1
0
001e.6bfb.1a3a 1
0
Mo1/0/0:0/U0
48129
(0)
Mo1/0/0:0/U1
48129
(0)
Mo1/0/0:0/U2
48129
(0)
Mo1/0/0:0/U3
48129
(0)
Mo1/0/0:1/U0
48129
(0)
Mo1/0/0:1/U1
48129
(0)
Mo1/0/0:1/U2
48129
(0)
Mo1/0/0:1/U3
48129
(0)
Mo1/0/0:2/UB
48129
(2)
001a.c3ff.d87a 1
0
001e.6bfb.71b0 2
0
Mo1/0/0:2/U0
48129
(0)
Mo1/0/0:2/U1
48129
(0)
Mo1/0/0:2/U2
48129
(0)
Mo1/0/0:2/U3
48129
(0)
Mo1/0/0:3/UB
48129
(1)
001e.6bff.8af2 1
0
Mo1/0/0:3/U0
48129
(0)
Mo1/0/0:3/U1
48129
(0)
Mo1/0/0:3/U2
48129
(0)
Mo1/0/0:3/U3
48129
(0)

次に、showcableload-balancedocsis-grouppending コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group fn 2 md cable 7/0/0
Modem
Grp Idx Primary RF/RCC
MD/TCS
Src
Target
Src
Target
001e.6bfb.000c 48129
Mo1/0/0:0/1
Mo1/0/0:3/2
60/12 60/12
DOCSIS 3.0 LB
001e.6bfb.71b0 48129
Mo1/0/0:2/2
Mo1/0/0:2/1
60/12 60/5
DOCSIS 3.0 LB
001e.6bfc.d030 48129
Mo1/0/0:0/1
Mo1/0/0:3/2
60/3
60/3
DOCSIS 3.0 LB

pending
Action Active Retries
Time
REINIT
00:20 0
REINIT

00:22

0

REINIT

00:03

0

次に、showcableload-balancedocsis-groupall コマンドの出力例を示します。このコマンドは、この
コマンドのすべてのオプションの情報を表示します。
Router# show cable load-balance docsis-group 1 all
DOCSIS LB Enabled: Yes
DOCSIS
Group Status Interval DCC mask Policy
Method Threshold
Group
Index
/UCC
DS/US M/E/U/P/S
1
82
RE 10
0x40(1)/Y 0
m/m
5/10/70/70/50
Current load:
Interface
State
Group Utilization Reserved Modems Flows
Index
Cable1/0 (453 MHz)
up
82
0%(0%/0%)
0%
13
26
Cable1/0/U2
down
82
0%
0%
0
0
Cable1/1 (459 MHz)
initial
82
0%(0%/0%)
0%
0
0
Cable1/1/U0
initial
82
0%
0%
0
0
Cable1/1/U1
initial
82
0%
0%
0
0
Cable1/1/U2
initial
82
0%
0%
0
0
Cable1/1/U3
initial
82
0%
0%
0
0
Target assignments:

Weight
26
0.0
26
2.5
2.5
2.5
2.5
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

Interface

State

Cable1/0 (453 MHz)
Cable1/0/U2
Cable1/1 (459 MHz)
Cable1/1/U0
Cable1/1/U1
Cable1/1/U2
Cable1/1/U3
Statistics:
Target interface

up
down
initial
initial
initial
initial
initial

Cable1/0 (453 MHz)
Cable1/0/U2
Cable1/1 (459 MHz)
Cable1/1/U0
Cable1/1/U1
Cable1/1/U2
Cable1/1/U3
Pending:
Modem
Grp Idx

State
up
down
initial
initial
initial
initial
initial

Group
Index
82
82
82
82
82
82
82

Target
Cable1/1 (459 MHz) [enforce]

Transfers
Complete
0
0
0
0
0
0
0

Source interface

Pending
0
0
0
0
0
0
0

Retries
0
0
0
0
0
0
0

Target interface

Failures
0
0
0
0
0
0
0
Retries

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF 以降のリリースでの showcableload-balancedocsis-groupall
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load balance docsis-group 70 all
DOCSIS LB Enabled: Yes
DOCSIS
Group Status Interval DCC mask Policy
Method Threshold
Group
Index
/UCC
DS/US M/E/U/P/S
1
81
RE
30
0x78(1)/N 0
m/m
1/1/70/70/50
Current load:
DOCSIS load-balancing load
Interface
State
Group Utilization Rsvd NBCM WB/UB Flows Weight
Index
Total Total
Cable7/0/0 (333 MHz) up
81
0%(0%/0%)
0%
3
8
7
37
Cable7/0/0/U0
up
81
0%
0%
22
10
32
7.6
Cable7/0/0/U1
up
81
0%
0%
19
13
32
7.6
Cable7/0/0/U2
up
81
0%
0%
22
8
31
7.6
Cable7/0/0/U3
up
81
0%
0%
22
7
30
7.6
Mo1/0/0:0 (501 MHz) up
81
0%(0%/0%)
0%
3
61
3
36
Mo1/0/0:0/U0
up
81
0%
0%
22
10
32
7.6
Mo1/0/0:0/U1
up
81
0%
0%
19
13
32
7.6
Mo1/0/0:0/U2
up
81
0%
0%
22
8
31
7.6
Mo1/0/0:0/U3
up
81
0%
0%
22
7
30
7.6
Mo1/0/0:1 (507 MHz) up
81
0%(0%/0%)
0%
1
59
1
36
Mo1/0/0:1/U0
up
81
0%
0%
22
10
32
7.6
Mo1/0/0:1/U1
up
81
0%
0%
19
13
32
7.6
Mo1/0/0:1/U2
up
81
0%
0%
22
8
31
7.6
Mo1/0/0:1/U3
up
81
0%
0%
22
7
30
7.6
Mo1/0/0:2 (513 MHz) up
81
0%(0%/0%)
0%
2
57
2
36
Mo1/0/0:2/U0
up
81
0%
0%
22
10
32
7.6
Mo1/0/0:2/U1
up
81
0%
0%
19
13
32
7.6
Mo1/0/0:2/U2
up
81
0%
0%
22
8
31
7.6
Mo1/0/0:2/U3
up
81
0%
0%
22
7
30
7.6
Mo1/0/0:3 (519 MHz) up
81
0%(0%/0%)
0%
1
60
1
36
Mo1/0/0:3/U0
up
81
0%
0%
22
10
32
7.6
Mo1/0/0:3/U1
up
81
0%
0%
19
13
32
7.6
Mo1/0/0:3/U2
up
81
0%
0%
22
8
31
7.6
Mo1/0/0:3/U3
up
81
0%
0%
22
7
30
7.6
Target assignments:
Interface
State
Group
Target
Index
Cable7/0/0 (333 MHz) up
81
Mo1/0/0:1 (507 MHz) [enforce]
Cable7/0/0/U0
up
81
Cable7/0/0/U1 [enforce]
Cable7/0/0/U1
up
81
Cable7/0/0/U2
up
81
Cable7/0/0/U1 [enforce]
Cable7/0/0/U3
up
81
Cable7/0/0/U1 [enforce]
Mo1/0/0:0 (501 MHz) up
81
Mo1/0/0:1 (507 MHz) [enforce]
Mo1/0/0:0/U0
up
81
Mo1/0/0:0/U1 [enforce]
Mo1/0/0:0/U1
up
81
Mo1/0/0:0/U2
up
81
Mo1/0/0:0/U1 [enforce]
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

Mo1/0/0:0/U3
Mo1/0/0:1 (507 MHz)
Mo1/0/0:1/U0
Mo1/0/0:1/U1
Mo1/0/0:1/U2
Mo1/0/0:1/U3
Mo1/0/0:2 (513 MHz)
Mo1/0/0:2/U0
Mo1/0/0:2/U1
Mo1/0/0:2/U2
Mo1/0/0:2/U3
Mo1/0/0:3 (519 MHz)
Mo1/0/0:3/U0
Mo1/0/0:3/U1
Mo1/0/0:3/U2
Mo1/0/0:3/U3
Statistics:
Target interface

up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up

Cable7/0/0 (333 MHz)
Cable7/0/0/U0
Cable7/0/0/U1
Cable7/0/0/U2
Cable7/0/0/U3
Mo1/0/0:0 (501 MHz)
Mo1/0/0:0/U0
Mo1/0/0:0/U1
Mo1/0/0:0/U2
Mo1/0/0:0/U3
Mo1/0/0:1 (507 MHz)
Mo1/0/0:1/U0
Mo1/0/0:1/U1
Mo1/0/0:1/U2
Mo1/0/0:1/U3
Mo1/0/0:2 (513 MHz)
Mo1/0/0:2/U0
Mo1/0/0:2/U1
Mo1/0/0:2/U2
Mo1/0/0:2/U3
Mo1/0/0:3 (519 MHz)
Mo1/0/0:3/U0
Mo1/0/0:3/U1
Mo1/0/0:3/U2
Mo1/0/0:3/U3
Pending:
Modem
Grp Idx

State
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up

81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81

Mo1/0/0:0/U1 [enforce]
Mo1/0/0:1/U1 [enforce]
Mo1/0/0:1/U1 [enforce]
Mo1/0/0:1/U1 [enforce]
Mo1/0/0:2/U1 [enforce]
Mo1/0/0:2/U1 [enforce]
Mo1/0/0:2/U1 [enforce]
Mo1/0/0:3/U1 [enforce]
Mo1/0/0:3/U1 [enforce]
Mo1/0/0:3/U1 [enforce]

Transfers
Complete
6
29
76
43
31
18
30
42
21
21
17
9
18
15
20
19
4
3
6
6
9
1
2
4
4

Primary RF/RCC
Src
Target

Pending
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Retries
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Failures
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MD/TCS
Action Active Retries
Src
Target
Time

次に、異なるケーブル ライン カードに属するロード バランシング グループに対する
showcableload-balanceall コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance all
Group Interval Method
DCC Init
Threshold
Technique Minimum Static Enforce Ugs
PCMM
1
30
modems
0
5
10%
------41
30
utilization
4
--10%
20%
----DOCSIS 2.0 LB Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Enabled: No
DOCSIS
Group Status Interval DCC mask Policy
Method Threshold
Group
Index
/UCC
DS/US M/E/U/P/S
1
81
RE
30
0x78(1)/N 0
m/m
1/1/70/70/50
3
82
RE
30
0x78(1)/N 0
m/m
1/1/70/70/50
5
83
RE
30
0x78(1)/N 0
m/m
1/1/70/70/50
23
84
GE
30
0xF8(0)/N 0
m/m
5/10/70/70/50
DOCSIS 2.0 LB Enabled: Yes DOCSIS 3.0 LB Enabled: No
MD
FN Group S Intv DCC mask Policy
Mtd MD-CM-SG Threshold
Index
/UCC
D/U
M/E/U/P/S
Ca6/1/0 3
44290 E 30
0xF8(0)/N 0
m/m 0x2D0101 5/10/70/70/50
Ca7/0/0 2
48129 E 20
0xF8(0)/N 0
m/m 0x3C0101 5/10/70/70/50
Ca8/0/0 1
55808 E 30
0xF8(0)/N 0
m/m 0x5A0101 5/10/70/70/50
Current load:
DOCSIS load-balancing load
Interface
State
Group Utilization Rsvd NBCM WB/UB Flows Weight
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

Mo6/1/0:0 (405 MHz) initial
Mo6/1/0:0 (405 MHz) initial
Mo6/1/0:0/U0
initial
Mo6/1/0:0/U0
initial
Mo6/1/0:0/U1
initial
Mo6/1/0:0/U1
initial
Mo6/1/0:0/U2
initial
Mo6/1/0:0/U2
initial
Mo6/1/0:0/U3
initial
Mo6/1/0:0/U3
initial
Mo6/1/0:1 (411 MHz) down
Mo6/1/0:1 (411 MHz) down
Mo6/1/0:2 (417 MHz) down
Mo6/1/0:2 (417 MHz) down
Mo6/1/0:3 (423 MHz) down
Mo6/1/0:3 (423 MHz) down
Mo6/1/0:4 (429 MHz) down
Mo6/1/0:4 (429 MHz) down
Mo6/1/0:5 (435 MHz) down
Mo6/1/0:5 (435 MHz) down
Mo6/1/0:6 (441 MHz) down
Mo6/1/0:6 (441 MHz) down
Mo6/1/0:7 (447 MHz) down
Mo6/1/0:7 (447 MHz) down
Mo6/1/1:0 (453 MHz) down
Mo6/1/1:0 (453 MHz) down
Mo6/1/1:1 (459 MHz) down
Mo6/1/1:1 (459 MHz) down
Mo6/1/1:2 (465 MHz) down
Mo6/1/1:2 (465 MHz) down
Mo6/1/1:3 (471 MHz) down
Mo6/1/1:3 (471 MHz) down
Mo6/1/1:4 (477 MHz) down
Mo6/1/1:4 (477 MHz) down
Mo6/1/1:5 (483 MHz) down
Mo6/1/1:5 (483 MHz) down
Mo6/1/1:6 (489 MHz) down
Mo6/1/1:6 (489 MHz) down
Mo6/1/1:7 (495 MHz) down
Mo6/1/1:7 (495 MHz) down
DOCSIS load-balancing load
Interface
State
Cable7/0/0 (333 MHz)
Cable7/0/0 (333 MHz)
Cable7/0/0/U0
Cable7/0/0/U0
Cable7/0/0/U1
Cable7/0/0/U1
Cable7/0/0/U2
Cable7/0/0/U2
Cable7/0/0/U3
Cable7/0/0/U3
Mo1/0/0:0 (501 MHz)
Mo1/0/0:0 (501 MHz)
Mo1/0/0:0/U0
Mo1/0/0:0/U0
Mo1/0/0:0/U1
Mo1/0/0:0/U1
Mo1/0/0:0/U2
Mo1/0/0:0/U2
Mo1/0/0:0/U3
Mo1/0/0:0/U3
Mo1/0/0:1 (507 MHz)
Mo1/0/0:1 (507 MHz)
Mo1/0/0:1/U0
Mo1/0/0:1/U0
Mo1/0/0:1/U1
Mo1/0/0:1/U1
Mo1/0/0:1/U2
Mo1/0/0:1/U2
Mo1/0/0:1/U3

up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
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Index
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
83
82
83
82
83
82
83
82
83
82
83
82
83
82
83

0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)

Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Group
Index
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81

Utilization Rsvd NBCM
Total
0%(0%/0%)
0%
2
0%(0%/0%)
0%
2
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%(0%/0%)
0%
2
0%(0%/0%)
0%
2
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%(0%/0%)
0%
1
0%(0%/0%)
0%
1
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21
0%
0%
21

WB/UB
Total
6
6
12
12
11
11
10
10
9
9
62
62
12
12
11
11
10
10
9
9
57
57
12
12
11
11
10
10
9

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36
36
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Flows Weight
7
7
33
33
32
32
30
30
30
30
2
2
33
33
32
32
30
30
30
30
1
1
33
33
32
32
30
30
30

37
37
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
36
36
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
36
36
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

Mo1/0/0:1/U3
up
Mo1/0/0:2 (513 MHz) up
Mo1/0/0:2 (513 MHz) up
Mo1/0/0:2/U0
up
Mo1/0/0:2/U0
up
Mo1/0/0:2/U1
up
Mo1/0/0:2/U1
up
Mo1/0/0:2/U2
up
Mo1/0/0:2/U2
up
Mo1/0/0:2/U3
up
Mo1/0/0:2/U3
up
Mo1/0/0:3 (519 MHz) up
Mo1/0/0:3 (519 MHz) up
Mo1/0/0:3/U0
up
Mo1/0/0:3/U0
up
Mo1/0/0:3/U1
up
Mo1/0/0:3/U1
up
Mo1/0/0:3/U2
up
Mo1/0/0:3/U2
up
Mo1/0/0:3/U3
up
Mo1/0/0:3/U3
up
DOCSIS load-balancing load
Interface
State
In8/0/0:0 (555
In8/0/0:0/U0
In8/0/0:0/U1
In8/0/0:0/U2
In8/0/0:0/U3
In8/0/0:1 (561
In8/0/0:1/U0
In8/0/0:1/U1
In8/0/0:1/U2
In8/0/0:1/U3
In8/0/0:2 (567
In8/0/0:2/U0
In8/0/0:2/U1
In8/0/0:2/U2
In8/0/0:2/U3
In8/0/0:3 (573
In8/0/0:3/U0
In8/0/0:3/U1
In8/0/0:3/U2
In8/0/0:3/U3
In8/0/1:0 (579
In8/0/1:0/U0
In8/0/1:0/U1
In8/0/1:0/U2
In8/0/1:0/U3
In8/0/1:1 (585
In8/0/1:1/U0
In8/0/1:1/U1
In8/0/1:1/U2
In8/0/1:1/U3
In8/0/1:2 (591
In8/0/1:2/U0
In8/0/1:2/U1
In8/0/1:2/U2
In8/0/1:2/U3
In8/0/1:3 (597
In8/0/1:3/U0
In8/0/1:3/U1
In8/0/1:3/U2
In8/0/1:3/U3
Mo1/0/0:4 (525
Mo1/0/0:4/U4
Mo1/0/0:4/U5
Mo1/0/0:4/U6
Mo1/0/0:4/U7
Mo1/0/0:5 (531
Mo1/0/0:5/U4
Mo1/0/0:5/U5
Mo1/0/0:5/U6

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
up
up
up
up
initial
initial
up
up
up

48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129

0%
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%(0%/0%)
0%(0%/0%)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

21
1
1
21
21
21
21
21
21
21
21
2
2
21
21
21
21
21
21
21
21

Group
Index
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808

Utilization Rsvd NBCM
Total
0%(0%/0%)
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%(0%/0%)
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%(0%/0%)
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%(0%/0%)
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%(0%/0%)
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%(0%/0%)
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%(0%/0%)
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%(0%/0%)
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%(0%/0%)
0%
2
0%
0%
1
0%
0%
2
0%
0%
1
0%
0%
0
0%(0%/0%)
0%
0
0%
0%
1
0%
0%
2
0%
0%
1

9
56
56
12
12
11
11
10
10
9
9
62
62
12
12
11
11
10
10
9
9

30
1
1
33
33
32
32
30
30
30
30
2
2
33
33
32
32
30
30
30
30

WB/UB
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Flows Weight
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0
1
2
1

7.6
36
36
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
36
36
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6

37
7.6
7.6
7.6
7.6
37
7.6
7.6
7.6
7.6
37
7.6
7.6
7.6
7.6
37
7.6
7.6
7.6
7.6
37
7.6
7.6
7.6
7.6
37
7.6
7.6
7.6
7.6
37
7.6
7.6
7.6
7.6
37
7.6
7.6
7.6
7.6
36
7.6
7.6
7.6
7.6
36
7.6
7.6
7.6
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

Mo1/0/0:5/U7
Mo1/0/0:6 (537 MHz)
Mo1/0/0:6/U4
Mo1/0/0:6/U5
Mo1/0/0:6/U6
Mo1/0/0:6/U7
Mo1/0/0:7 (543 MHz)
Mo1/0/0:7/U4
Mo1/0/0:7/U5
Mo1/0/0:7/U6
Mo1/0/0:7/U7
Target assignments:
Interface

initial
up
up
up
up
initial
up
up
up
up
initial

Mo6/1/0:0 (405 MHz)
Mo6/1/0:0 (405 MHz)
Mo6/1/0:0/U0
Mo6/1/0:0/U0
Mo6/1/0:0/U1
Mo6/1/0:0/U1
Mo6/1/0:0/U2
Mo6/1/0:0/U2
Mo6/1/0:0/U3
Mo6/1/0:0/U3
Mo6/1/0:1 (411 MHz)
Mo6/1/0:1 (411 MHz)
Mo6/1/0:2 (417 MHz)
Mo6/1/0:2 (417 MHz)
Mo6/1/0:3 (423 MHz)
Mo6/1/0:3 (423 MHz)
Mo6/1/0:4 (429 MHz)
Mo6/1/0:4 (429 MHz)
Mo6/1/0:5 (435 MHz)
Mo6/1/0:5 (435 MHz)
Mo6/1/0:6 (441 MHz)
Mo6/1/0:6 (441 MHz)
Mo6/1/0:7 (447 MHz)
Mo6/1/0:7 (447 MHz)
Mo6/1/1:0 (453 MHz)
Mo6/1/1:0 (453 MHz)
Mo6/1/1:1 (459 MHz)
Mo6/1/1:1 (459 MHz)
Mo6/1/1:2 (465 MHz)
Mo6/1/1:2 (465 MHz)
Mo6/1/1:3 (471 MHz)
Mo6/1/1:3 (471 MHz)
Mo6/1/1:4 (477 MHz)
Mo6/1/1:4 (477 MHz)
Mo6/1/1:5 (483 MHz)
Mo6/1/1:5 (483 MHz)
Mo6/1/1:6 (489 MHz)
Mo6/1/1:6 (489 MHz)
Mo6/1/1:7 (495 MHz)
Mo6/1/1:7 (495 MHz)
Cable7/0/0 (333 MHz)
Cable7/0/0 (333 MHz)
Cable7/0/0/U0
Cable7/0/0/U0
Cable7/0/0/U1
Cable7/0/0/U1
Cable7/0/0/U2
Cable7/0/0/U2
Cable7/0/0/U3
Cable7/0/0/U3
Mo1/0/0:0 (501 MHz)
Mo1/0/0:0 (501 MHz)
Mo1/0/0:0/U0
Mo1/0/0:0/U0
Mo1/0/0:0/U1
Mo1/0/0:0/U1
Mo1/0/0:0/U2
Mo1/0/0:0/U2
Mo1/0/0:0/U3

initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up

State
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55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808

0%
0%(0%/0%)
0%
0%
0%
0%
0%(0%/0%)
0%
0%
0%
0%

Group
Index
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
44290
82
83
82
83
82
83
82
83
82
83
82
83
82
83
82
83
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
1
1
2
1
0
1
1
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
1
0
1
1
2
1
0

Target

Mo1/0/0:1 (507 MHz) [enforce]
Mo1/0/0:1 (507 MHz)
Cable7/0/0/U0

Mo1/0/0:0/U0

7.6
36
7.6
7.6
7.6
7.6
36
7.6
7.6
7.6
7.6

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

Mo1/0/0:0/U3
Mo1/0/0:1 (507
Mo1/0/0:1 (507
Mo1/0/0:1/U0
Mo1/0/0:1/U0
Mo1/0/0:1/U1
Mo1/0/0:1/U1
Mo1/0/0:1/U2
Mo1/0/0:1/U2
Mo1/0/0:1/U3
Mo1/0/0:1/U3
Mo1/0/0:2 (513
Mo1/0/0:2 (513
Mo1/0/0:2/U0
Mo1/0/0:2/U0
Mo1/0/0:2/U1
Mo1/0/0:2/U1
Mo1/0/0:2/U2
Mo1/0/0:2/U2
Mo1/0/0:2/U3
Mo1/0/0:2/U3
Mo1/0/0:3 (519
Mo1/0/0:3 (519
Mo1/0/0:3/U0
Mo1/0/0:3/U0
Mo1/0/0:3/U1
Mo1/0/0:3/U1
Mo1/0/0:3/U2
Mo1/0/0:3/U2
Mo1/0/0:3/U3
Mo1/0/0:3/U3
In8/0/0:0 (555
In8/0/0:0/U0
In8/0/0:0/U1
In8/0/0:0/U2
In8/0/0:0/U3
In8/0/0:1 (561
In8/0/0:1/U0
In8/0/0:1/U1
In8/0/0:1/U2
In8/0/0:1/U3
In8/0/0:2 (567
In8/0/0:2/U0
In8/0/0:2/U1
In8/0/0:2/U2
In8/0/0:2/U3
In8/0/0:3 (573
In8/0/0:3/U0
In8/0/0:3/U1
In8/0/0:3/U2
In8/0/0:3/U3
In8/0/1:0 (579
In8/0/1:0/U0
In8/0/1:0/U1
In8/0/1:0/U2
In8/0/1:0/U3
In8/0/1:1 (585
In8/0/1:1/U0
In8/0/1:1/U1
In8/0/1:1/U2
In8/0/1:1/U3
In8/0/1:2 (591
In8/0/1:2/U0
In8/0/1:2/U1
In8/0/1:2/U2
In8/0/1:2/U3
In8/0/1:3 (597
In8/0/1:3/U0
In8/0/1:3/U1
In8/0/1:3/U2
In8/0/1:3/U3
Mo1/0/0:4 (525
Mo1/0/0:4/U4

MHz)
MHz)

MHz)
MHz)

MHz)
MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
up
up

48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
81
48129
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808

Mo1/0/0:1/U0

Mo1/0/0:2/U0

Mo1/0/0:3/U0
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

Mo1/0/0:4/U5
Mo1/0/0:4/U6
Mo1/0/0:4/U7
Mo1/0/0:5 (531 MHz)
Mo1/0/0:5/U4
Mo1/0/0:5/U5
Mo1/0/0:5/U6
Mo1/0/0:5/U7
Mo1/0/0:6 (537 MHz)
Mo1/0/0:6/U4
Mo1/0/0:6/U5
Mo1/0/0:6/U6
Mo1/0/0:6/U7
Mo1/0/0:7 (543 MHz)
Mo1/0/0:7/U4
Mo1/0/0:7/U5
Mo1/0/0:7/U6
Mo1/0/0:7/U7
Statistics:
Target interface
Mo6/1/0:0 (405 MHz)
Mo6/1/0:0/U0
Mo6/1/0:0/U1
Mo6/1/0:0/U2
Mo6/1/0:0/U3
Mo6/1/0:1 (411 MHz)
Mo6/1/0:2 (417 MHz)
Mo6/1/0:3 (423 MHz)
Mo6/1/0:4 (429 MHz)
Mo6/1/0:5 (435 MHz)
Mo6/1/0:6 (441 MHz)
Mo6/1/0:7 (447 MHz)
Mo6/1/1:0 (453 MHz)
Mo6/1/1:1 (459 MHz)
Mo6/1/1:2 (465 MHz)
Mo6/1/1:3 (471 MHz)
Mo6/1/1:4 (477 MHz)
Mo6/1/1:5 (483 MHz)
Mo6/1/1:6 (489 MHz)
Mo6/1/1:7 (495 MHz)
Cable7/0/0 (333 MHz)
Cable7/0/0/U0
Cable7/0/0/U1
Cable7/0/0/U2
Cable7/0/0/U3
Mo1/0/0:0 (501 MHz)
Mo1/0/0:0/U0
Mo1/0/0:0/U1
Mo1/0/0:0/U2
Mo1/0/0:0/U3
Mo1/0/0:1 (507 MHz)
Mo1/0/0:1/U0
Mo1/0/0:1/U1
Mo1/0/0:1/U2
Mo1/0/0:1/U3
Mo1/0/0:2 (513 MHz)
Mo1/0/0:2/U0
Mo1/0/0:2/U1
Mo1/0/0:2/U2
Mo1/0/0:2/U3
Mo1/0/0:3 (519 MHz)
Mo1/0/0:3/U0
Mo1/0/0:3/U1
Mo1/0/0:3/U2
Mo1/0/0:3/U3
In8/0/0:0 (555 MHz)
In8/0/0:0/U0
In8/0/0:0/U1
In8/0/0:0/U2
In8/0/0:0/U3
In8/0/0:0/U4
In8/0/0:0/U5

up
up
initial
initial
up
up
up
initial
up
up
up
up
initial
up
up
up
up
initial
State
initial
initial
initial
initial
initial
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
initial
initial
initial
initial
up
down
down
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55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
55808
Transfers
Complete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
33
84
48
34
19
34
49
23
22
23
10
21
16
21
21
4
3
7
8
10
1
2
4
4
0
0
0
0
0
0
0

Pending
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Retries
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Failures
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

In8/0/0:0/U6
In8/0/0:0/U7
In8/0/0:1 (561
In8/0/0:1/U0
In8/0/0:1/U1
In8/0/0:1/U2
In8/0/0:1/U3
In8/0/0:1/U4
In8/0/0:1/U5
In8/0/0:1/U6
In8/0/0:1/U7
In8/0/0:2 (567
In8/0/0:2/U0
In8/0/0:2/U1
In8/0/0:2/U2
In8/0/0:2/U3
In8/0/0:2/U4
In8/0/0:2/U5
In8/0/0:2/U6
In8/0/0:2/U7
In8/0/0:3 (573
In8/0/0:3/U0
In8/0/0:3/U1
In8/0/0:3/U2
In8/0/0:3/U3
In8/0/0:3/U4
In8/0/0:3/U5
In8/0/0:3/U6
In8/0/0:3/U7
In8/0/1:0 (579
In8/0/1:0/U0
In8/0/1:0/U1
In8/0/1:0/U2
In8/0/1:0/U3
In8/0/1:0/U4
In8/0/1:0/U5
In8/0/1:0/U6
In8/0/1:0/U7
In8/0/1:1 (585
In8/0/1:1/U0
In8/0/1:1/U1
In8/0/1:1/U2
In8/0/1:1/U3
In8/0/1:1/U4
In8/0/1:1/U5
In8/0/1:1/U6
In8/0/1:1/U7
In8/0/1:2 (591
In8/0/1:2/U0
In8/0/1:2/U1
In8/0/1:2/U2
In8/0/1:2/U3
In8/0/1:2/U4
In8/0/1:2/U5
In8/0/1:2/U6
In8/0/1:2/U7
In8/0/1:3 (597
In8/0/1:3/U0
In8/0/1:3/U1
In8/0/1:3/U2
In8/0/1:3/U3
In8/0/1:3/U4
In8/0/1:3/U5
In8/0/1:3/U6
In8/0/1:3/U7
Mo1/0/0:4 (525
Mo1/0/0:4/U0
Mo1/0/0:4/U1
Mo1/0/0:4/U2
Mo1/0/0:4/U3
Mo1/0/0:4/U4
Mo1/0/0:4/U5
Mo1/0/0:4/U6

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

down
down
initial
initial
initial
initial
up
down
down
down
down
up
initial
initial
initial
up
down
down
down
down
initial
initial
initial
initial
up
down
down
down
down
initial
initial
initial
initial
up
down
down
down
down
initial
initial
initial
initial
up
down
down
down
down
initial
initial
initial
initial
up
down
down
down
down
initial
initial
initial
initial
up
down
down
down
down
up
down
down
down
down
up
up
up

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1867

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

Mo1/0/0:4/U7
Mo1/0/0:5 (531
Mo1/0/0:5/U0
Mo1/0/0:5/U1
Mo1/0/0:5/U2
Mo1/0/0:5/U3
Mo1/0/0:5/U4
Mo1/0/0:5/U5
Mo1/0/0:5/U6
Mo1/0/0:5/U7
Mo1/0/0:6 (537
Mo1/0/0:6/U0
Mo1/0/0:6/U1
Mo1/0/0:6/U2
Mo1/0/0:6/U3
Mo1/0/0:6/U4
Mo1/0/0:6/U5
Mo1/0/0:6/U6
Mo1/0/0:6/U7
Mo1/0/0:7 (543
Mo1/0/0:7/U0
Mo1/0/0:7/U1
Mo1/0/0:7/U2
Mo1/0/0:7/U3
Mo1/0/0:7/U4
Mo1/0/0:7/U5
Mo1/0/0:7/U6
Mo1/0/0:7/U7
Pending:
Modem

MHz)

MHz)

MHz)

initial
initial
down
down
down
down
up
up
up
initial
up
down
down
down
down
up
up
up
initial
initial
down
down
down
down
up
up
up
initial

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Grp Idx Primary RF/RCC
Src
Target
001c.ea37.9aa0 81
Mo1/0/0:2/1
Mo1/0/0:1/0
3.0 LB
001c.ea37.9b5e 81
Cable7/0/0/1 Mo1/0/0:1/0
3.0 LB
001c.ea37.9bb0 81
Cable7/0/0/2 Mo1/0/0:2/0
3.0 LB

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MD/TCS
Action Active Retries
Src
Target
Time
60/1
60/1
REINIT 02:05 0
DOCSIS
60/4

60/8

REINIT 02:12

0

DOCSIS

60/2

60/2

REINIT 02:17

0

DOCSIS

次に、showcableload-balancedocsis-groupvdoc コマンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group 1 vdoc
Target interface
State Group Util Total
IGMP
Index
Targeted
Rep
Cable7/0/0 (531 MHz) down 81
0
0(0)
0(0)
Mo3/0/0:0 (453 MHz)
up
81
0
9(5)
7(5)
Mo3/0/0:1 (459 MHz)
initi 81
0
0(0)
0(0)
Mo3/0/0:10 (513 MHz) initi 81
0
0(0)
0(0)
Mo3/0/0:11 (519 MHz) initi 81
0
0(0)
0(0)
Mo3/0/0:2 (465 MHz)
initi 81
0
0(0)
0(0)
Mo3/0/0:3 (471 MHz)
initi 81
0
0(0)
0(0)
Mo3/0/0:4 (477 MHz)
initi 81
0
5(0)
0(0)
Mo3/0/0:5 (483 MHz)
up
81
0
7(7)
7(7)
Mo3/0/0:6 (489 MHz)
initi 81
0
0(0)
0(0)
Mo3/0/0:7 (495 MHz)
initi 81
0
0(0)
0(0)
Mo3/0/0:8 (501 MHz)
initi 81
0
0(0)
0(0)
Mo3/0/0:9 (507 MHz)
initi 81
0
0(0)
0(0)

CIR
Init
0(0)
2(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
5(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)

High
Util
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Low
CIR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次に、primary-load を指定した showcableload-balancedocsis-groupdocsis-group-id コマンドの出力
例を示します。
Router#show cable load-balance docsis-group fn
2 md
c7/0/0 primary-load
MD
RCC-ID Interface
In-RCC State
Ca7/0/0
1
Mo7/0/0:0
Y
up
Ca7/0/0
1
Mo7/0/0:1
Y
initial
Ca7/0/0
1
Mo7/0/0:2
Y
up
Ca7/0/0
1
Mo7/0/0:3
Y
initial

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1868

Pending
0
0
0
0

NBCM
0
0
0
0

WBCM
0
0
0
0

Weight
24.9
24.9
24.9
24.9

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

表 87：show cable load-balance docsis-group：フィールドの説明

フィールド

説明

デフォルト出力と all オプションのフィールド
DOCSIS Group

CMTS で作成された DOCSIS グループの現在の数。

Group Index

ケーブル インターフェイスが割り当てられているロード
バランシング グループの番号。

Status

DOCSIS LBG に関する情報：
• R：制限付きロード バランシング グループ
（RLBG）。
• G：一般ロード バランシング グループ（GLBG）。
• E：DOCSIS LBG が有効です。
• D：DOCSIS LBG が無効です。

Interval

インターフェイスのロード バランシングのためにケーブ
ル モデムを移動できる時間として設定されている最小期
間。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以前では、有効な範囲は
1 ～ 1000 秒で、デフォルト値は 10 です。Cisco IOS リリー
ス 12.2(33)SCE1 以降では interval のデフォルト値は 30 で
す。

DCC mask/UCC

DOCSIS グループに関連付けられているダウンストリーム
およびアップストリーム チャネル変更マスク。
たとえば「0x40(1)/Y」という出力の場合、「0x40」はユー
ザが DOCSIS LBG に対し Dynamic Channel Change（DCC）
手法 1 を設定していることを示します。同様に、「0x80」
は DCC 手法 0 が設定されていること、「0x20」は DCC
手法 2 が設定されていることを示します。「(1)」は、ケー
ブル モデム（CM）の移動に DCC 手法 1 が使用されるこ
とを示します。「/Y」は、ロード バランシングが US チャ
ネルの移動のアップストリーム チャネル変更（UCC）を
のみ送信することを示します。

Policy

ロード バランシング グループに関連付けられている
DOCSIS ポリシー。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1869

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明

Method

ロード バランシング グループに使用されるロード バラン
シング方式。DS および US モデムに使用される方式は次
のように示されます。
• m = モデム
インターフェイスでアクティブなケーブル モデムの数を
使用します。
• s = サービス フロー
インターフェイスでアクティブなサービス フロー ID
（SFID）の数を使用します。
• u = 使用率
インタフェースの現在の使用率を使用します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明

Threshold
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明
このロード バランシング グループに対して設定されてい
るしきい値：
• M = 最小
グループ内の 2 つのインターフェイスに存在可能なケーブ
ル モデムまたはサービス フローの数の最小差異。この差
異を超えると、ケーブル モデムがインターフェイス間で
移動されます。インターフェイス間の差異がこの値を下回
る場合、ケーブル モデムは移動されません。グループで
モデム方式またはサービス フロー方式のロード バランシ
ングが設定されている場合、このフィールドには値だけが
含まれます。（この値は、cableload-balancegroupthreshold
コマンドの loadminimum オプションを使用して設定され
ます。）
• S = 静的。
受け入れ可能な良好な定期範囲設定要求の最小許容割合。
チャネルで、1 分間において範囲設定要求に対して応答し
たケーブル モデムの割合がこれよりも低い場合、Cisco
CMTS はモデムの移動を開始します。有効範囲は 0 ～ 100
%、デフォルトは 50 % です。
• E = 適用
Cisco CMTS が動的ロード バランシングを実行し、現在オ
ンラインのケーブル モデムの移動を開始するために必要
な、ロード バランシング グループ内のインターフェイス
間の合計負荷の割合の最小差異。2 つのインターフェイス
間での差異がこの値を下回ると、CMTS は動的ロード バ
ランシングを停止し、静的ロード バランシングを実行し
ます。（この値は、cableload-balancegroupthreshold コマ
ンドの enforce オプションを使用して設定されます。）
• U = Ugs
オンラインでアクティブな UGS サービス フローのある
ケーブル モデムを CMTS が移動するために、インターフェ
イスで使用されている Unsolicited Grant Services（UGS）ト
ラフィック（Voice over IP（VoIP）など）に割り振られて
いる帯域幅の割合。（この値は、
cableload-balancegroupthreshold コマンドの ugs オプショ
ンを使用して設定されます。）
• P = PacketCable MultiMedia（PCMM）
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明
予約済み帯域幅しきい値の割合。このレベルを上回る場
合、アクティブな PCMM サービス フローのあるケーブル
モデムはロード バランシングに参加します。デフォルト
のしきい値は 70 % です。

Interface

ロード バランシング グループに属するケーブル インター
フェイス（ダウンストリームまたはアップストリーム）。

Utilization

アップストリーム使用率の長期平均。ケーブル インター
フェイスの現在の負荷使用率を、合計帯域幅の割合として
表示します。アップストリームの場合、このフィールドに
は 1 つの割合値が表示されます。これは、アップストリー
ムで使用される帯域幅の平均の割合です。
ダウンストリームの場合、このフィールドには 3 つの割合
値が表示されます。
• 割合は、インターフェイス全体の負荷使用率を示し
ます。
• カッコ内の 1 番目の割合は、ダウンストリームの負
荷を示します。
• カッコ内の 2 番目の割合は、ダウンストリーム上の
すべてのアップストリームの平均負荷を示します。
たとえばこのフィールドに「18%(18%/12%)」と示される
場合、インターフェイスのダウンストリーム チャネルと
アップストリーム チャネルが平均負荷 18 % で稼働してい
ます。ダウンストリームは平均負荷 18 % で稼働し、この
ダウンストリームのすべてのアップストリームは平均負荷
12 % で稼働します。
（注）

使用率の短期平均を表示するには、
showinterfacecablemac-scheduler コマンドを使
用します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド
State
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説明

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明
ケーブル インターフェイスの現在の状態。
次の状態は、設定に応じた通常の動作状態を示します：
• down：インターフェイスがシャットダウンしていま
す。この状態では CMTS はロード バランシングにイ
ンターフェイスを使用できません。
• initial：インターフェイスは現在初期化フェーズにあ
ります。CMTSは、初期化完了後にこのインターフェ
イスをロード バランシングに使用します。
• up：インターフェイスは稼働しておりトラフィック
が通過しています。CMTS は、ロード バランシング
にこのインターフェイスをアクティブに使用してい
ます。
• testing：インターフェイスは現在ロード バランシン
グ テスト中です。テストが完了するまでは、CMTS
は通常のロードバランシング処理にこのインターフェ
イスを使用できません。
次の状態は異常を示します。CMTS はこれらの状態のイン
ターフェイスをロードバランシング処理に使用しません。
ただし CMTS は、現在の負荷使用率を確認するためにイ
ンターフェイスをポーリングするたびに、引き続きステー
タスをモニタし更新します。
• suspicious：インターフェイスが不明な状態にありま
す。インターフェイスは稼働しておりトラフィック
を渡している可能性がありますが、ロード バラシン
グ処理に対応できる一貫した状態ではありません。
CMTS はタイムアウト期間の経過後にインターフェ
イスの再初期化を試行します。インターフェイスの
初期化失敗回数が 10 回を超えると、CMTS はイン
ターフェイスを disabled 状態にします。
• disabled：ロード バランシング テストが進行中である
か、またはインターフェイスの再初期化失敗回数が
10回を超えたために、インターフェイスが無効になっ
ています。
• unstable：インターフェイスで繰り返し初期化が失敗
しています。CMTS はタイムアウト期間の経過後に
インターフェイスの再初期化を試行します。ロード
バランシング テストが進行中ではないときに再初期
化が失敗すると、CMTS はインターフェイスを
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
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フィールド

説明
unstable 状態にします。

Reserved

Unsolicited Grant Service（UGS）サービス フローにより現
在予約されている帯域幅の割合。

Modems

このケーブル インターフェイスで現在オンラインになっ
ているケーブル モデムの数。

Flows

ケーブル インターフェイスで現在アクティブなサービス
フローの数。

Weight

ダウンストリームまたはアップストリームのインターフェ
イス帯域幅（メガビット/秒（Mbps））。システムでイン
ターフェイスの負荷のバランスが取れているかどうかを算
出するときにこの値が使用されます。変調プロファイルや
チャネル幅などのチャネルパラメータを変更すると、チャ
ネル帯域幅と weight 値に影響します。

target オプションの追加フィールド
ケーブル ロード バランシング グループに属している送信
元ダウンストリームまたはアップストリームインターフェ
イス。Target フィールドに値が含まれている場合は、送信
元インターフェイスが現在オーバーサブスクライブ状態で
あることを示します。

Interface

ケーブルの負荷を軽減するため、CMTS は送信元インター
フェイスからターゲット インターフェイスにケーブル モ
デムを移動します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明

Target

ロードバランシング処理の一部として送信元インターフェ
イスのケーブル モデムが移動される移動先のダウンスト
リームまたはアップストリーム インターフェイス。この
フィールドは次を意味します。
• ダウンストリーム インターフェイスの場合、出力で
はダウンストリームの中心周波数がカッコで囲んで
表示されます。
• 周波数だけが表示される場合は、CMTS がケーブル
モデムを同じダウンストリーム インターフェイスの
異なる中心周波数に移動しています。
• 出力に「enforce」という単語が含まれている場合は、
CMTS がインターフェイスで動的ロード バランシン
グを実行しています。
• このフィールドが空白の場合、送信元インターフェ
イスはオーバーサブスクライブ状態ではありません。

statistics オプションの追加フィールド
Target interface

ダウンストリームインターフェイスまたはアップストリー
ム インターフェイス。ダウンストリーム インターフェイ
スの場合、出力ではダウンストリームの中心周波数がカッ
コで囲んで表示されます。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明

Transfers

示されているターゲット インターフェイスについて次の
情報が追跡されます。
• complete：ターゲット インターフェイスへ正常に移
動されたケーブル モデムの数。
• pending：ターゲット インターフェイスへ移動中の
ケーブル モデムの数。
• retries：CMTS が同一ケーブル モデムをターゲット
インターフェイスへ移動しようとしたものの失敗し
た回数。これは、ケーブル モデムへの 1 つ以上の
MAC レイヤ メッセージが、無線周波数（RF）ノイ
ズまたはモデムが DOCSIS 準拠ではないことが原因
でドロップされると発生します。特定のケーブル モ
デムで再試行回数が 5 回を超えると、CMTS はこれ
を失敗としてカウントします。
• failures：CMTS が特定のケーブル モデムをターゲッ
ト インターフェイスに移動する操作を試行している
ときに、最大許容再試行回数（5）を超えた回数。
failure の数が多い場合、次の問題が 1 つ以上発生し
ている可能性があります。
◦ 特定のケーブル モデムが DOCSIS に準拠してい
ない。
◦ 1つまたは両方のインターフェイスでトラフィッ
ク通過に関する問題が発生している。
◦ 1 つまたは両方のインターフェイスで永続的な
RF ノイズの問題が発生している。
◦ 送信元インターフェイスとターゲット インター
フェイスが同じノードで結合されておらず、同
じ物理接続を共有していない（インターフェイ
スが同一ロード バランシング グループに含まれ
ている場合これは必須です）。

pending オプションの追加フィールド
Modem

ロード バランシング処理の一部として移動されるケーブ
ル モデムのハードウェア（MAC）アドレス。

Source interface

ケーブル モデムが現在オンラインであるダウンストリー
ムまたはアップストリーム ケーブル インターフェイス。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明

Target interface

CMTS がこのロード バランシング グループのインターフェ
イスをロード バランシングするためにケーブル モデムを
移動する、移動先のダウンストリームまたはアップスト
リーム ケーブル インターフェイス。CMTS がケーブル モ
デムを同一ダウンストリーム インターフェイスの異なる
周波数に移動する場合、このフィールドには新しい中心周
波数だけが表示されます。

Retries

CMTS がターゲット インターフェイスへのこのケーブル
モデムの移動を試行した回数。CMTS によるケーブル モ
デム移動試行回数が 5 回に達すると、このロード バラン
シングの移動は失敗とみなされます。

modem-list オプションの追加フィールド
US

DOCSIS LBG のアップストリーム チャネル。

MAC Address

アップストリーム チャネルに接続するモデムの総数と
MAC アドレス。総数はカッコで囲まれます。

primary-load オプションの追加フィールド
MD

MAC ドメイン。

RCC-ID

MAC ドメインごとの RCC インデックス。

Pending

チャネルの保留中モデムの数。

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCI 以降での showcableload-balancedocsis-grouprcs-cm-list コマ
ンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group fn 11 md c7/0/0 rcs-cm-list
WB/RCC-TMPL(PRIM-IN) Size Util MAC Domain
Wi3/0/0:0
(Y)
4
96% Ca7/0/0

MAC Address
(13)
602a.d001.f9c0
0025.2ed9.993e
0025.2eaf.7052
7cb2.1b9c.8c60
0025.2ed0.9288
0025.2ed9.93ca
4458.2945.2d98
7cb2.1b9c.8454
0023.be77.ecfe
0025.2eaf.6e50
0025.2eaf.6e98
4458.2945.1e60
7cb2.1b9c.8342

Primary DS
Mo3/0/0:2
Mo3/0/0:3
Mo3/0/0:2
Mo3/0/0:2
Mo3/0/0:2
Mo3/0/0:1
Mo3/0/0:3
Mo3/0/0:2
Mo3/0/0:2
Mo3/0/0:0
Mo3/0/0:1
Mo3/0/0:0
Mo3/0/0:0
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCI 以降での showcableload-balancedocsis-groupstaticstics コマ
ンドの出力例を示します。
Router# show cable load-balance docsis-group fn 11 md c7/0/0 statistics
Target interface
Mo3/0/0:0 (351
Mo3/0/0:0/U0
Mo3/0/0:0/U1
Mo3/0/0:0/U2
Mo3/0/0:0/U3
Mo3/0/0:1 (357
Mo3/0/0:1/U0
Mo3/0/0:1/U1
Mo3/0/0:1/U2
Mo3/0/0:1/U3
Mo3/0/0:2 (363
Mo3/0/0:2/U0
Mo3/0/0:2/U1
Mo3/0/0:2/U2
Mo3/0/0:2/U3
Mo3/0/0:3 (369
Mo3/0/0:3/U0
Mo3/0/0:3/U1
Mo3/0/0:3/U2
Mo3/0/0:3/U3
Wi3/0/0:0

MHz)

MHz)

MHz)

MHz)

State
initial
up
initial
initial
up
initial
up
initial
initial
up
up
up
initial
initial
up
up
up
initial
initial
up

Trans
Cmple
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pend
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Retry
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fail
(NB)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fail
(WB)
-

Total
Attem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MaxFail
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

up

0

0

-

-

0

0

0

表 88：show cable load-balance docsis-group：フィールドの説明

フィールド

説明

デフォルト出力と all オプションのフィールド
DOCSIS Group

CMTS で作成された DOCSIS グループの現在の数。

Group Index

ケーブル インターフェイスが割り当てられているロード バランシ
ング グループの番号。

Status

DOCSIS LBG に関する情報：
• R：制限付きロード バランシング グループ（RLBG）。
• G：一般ロード バランシング グループ（GLBG）。
• E：DOCSIS LBG が有効です。
• D：DOCSIS LBG が無効です。

Interval

インターフェイスのロード バランシングのためにケーブル モデム
を移動できる時間として設定されている最小期間。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以前では、有効な範囲は 1 ～ 1000
秒で、デフォルト値は 10 です。Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE1 以
降では interval のデフォルト値は 30 です。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明

DCC mask/UCC

DOCSISグループに関連付けられているダウンストリームおよびアッ
プストリーム チャネル変更マスク。
たとえば「0x40(1)/Y」という出力の場合、「0x40」はユーザが
DOCSIS LBG に対し Dynamic Channel Change（DCC）手法 1 を設定
していることを示します。同様に、「0x80」は DCC 手法 0 が設定
されていること、「0x20」は DCC 手法 2 が設定されていることを
示します。「(1)」は、ケーブル モデム（CM）の移動に DCC 手法
1 が使用されることを示します。「/Y」は、ロード バランシングが
US チャネルの移動のアップストリーム チャネル変更（UCC）をの
み送信することを示します。

Policy

ロード バランシング グループに関連付けられている DOCSIS ポリ
シー。

Method

ロード バランシング グループに使用されるロード バランシング方
式。DS および US モデムに使用される方式は次のように示されま
す。
• m = モデム
インターフェイスでアクティブなケーブル モデムの数を使用しま
す。
• s = サービス フロー
インターフェイスでアクティブなサービス フロー ID（SFID）の数
を使用します。
• u = 使用率
インタフェースの現在の使用率を使用します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明

Threshold

このロード バランシング グループに対して設定されているしきい
値：
• M = 最小
グループ内の 2 つのインターフェイスに存在可能なケーブル モデム
またはサービス フローの数の最小差異。この差異を超えると、ケー
ブル モデムがインターフェイス間で移動されます。インターフェイ
ス間の差異がこの値を下回る場合、ケーブル モデムは移動されませ
ん。グループでモデム方式またはサービス フロー方式のロード バ
ランシングが設定されている場合、このフィールドには値だけが含
まれます。（この値は、cableload-balancegroupthreshold コマンド
の loadminimum オプションを使用して設定されます。）
• S = 静的。
受け入れ可能な良好な定期範囲設定要求の最小許容割合。チャネル
で、1 分間において範囲設定要求に対して応答したケーブル モデム
の割合がこれよりも低い場合、Cisco CMTS はモデムの移動を開始
します。有効範囲は 0 ～ 100 %、デフォルトは 50 % です。
• E = 適用
Cisco CMTS が動的ロード バランシングを実行し、現在オンライン
のケーブル モデムの移動を開始するために必要な、ロード バラン
シング グループ内のインターフェイス間の合計負荷の割合の最小差
異。2 つのインターフェイス間での差異がこの値を下回ると、CMTS
は動的ロード バランシングを停止し、静的ロード バランシングを
実行します。（この値は、cableload-balancegroupthreshold コマン
ドの enforce オプションを使用して設定されます。）
• U = Ugs
オンラインでアクティブな UGS サービス フローのあるケーブル モ
デムを CMTS が移動するために、インターフェイスで使用されてい
る Unsolicited Grant Services（UGS）トラフィック（Voice over IP
（VoIP）など）に割り振られている帯域幅の割合。（この値は、
cableload-balancegroupthreshold コマンドの ugs オプションを使用
して設定されます。）
• P = PacketCable MultiMedia（PCMM）
予約済み帯域幅しきい値の割合。このレベルを上回る場合、アク
ティブな PCMM サービス フローのあるケーブル モデムはロード バ
ランシングに参加します。デフォルトのしきい値は 70 % です。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明

Interface

ロード バランシング グループに属するケーブル インターフェイス
（ダウンストリームまたはアップストリーム）。

Utilization

アップストリーム使用率の長期平均。ケーブル インターフェイスの
現在の負荷使用率を、合計帯域幅の割合として表示します。アップ
ストリームの場合、このフィールドには 1 つの割合値が表示されま
す。これは、アップストリームで使用される帯域幅の平均の割合で
す。
ダウンストリームの場合、このフィールドには 3 つの割合値が表示
されます。
• 割合は、インターフェイス全体の負荷使用率を示します。
• カッコ内の 1 番目の割合は、ダウンストリームの負荷を示しま
す。
• カッコ内の 2 番目の割合は、ダウンストリーム上のすべての
アップストリームの平均負荷を示します。
たとえばこのフィールドに「18%(18%/12%)」と示される場合、イ
ンターフェイスのダウンストリーム チャネルとアップストリーム
チャネルが平均負荷 18 % で稼働しています。ダウンストリームは
平均負荷 18 % で稼働し、このダウンストリームのすべてのアップ
ストリームは平均負荷 12 % で稼働します。
（注）

使用率の短期平均を表示するには、
showinterfacecablemac-scheduler コマンドを使用します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明

State

ケーブル インターフェイスの現在の状態。
次の状態は、設定に応じた通常の動作状態を示します：
• down：インターフェイスがシャットダウンしています。この
状態では CMTS はロード バランシングにインターフェイスを
使用できません。
• initial：インターフェイスは現在初期化フェーズにあります。
CMTS は、初期化完了後にこのインターフェイスをロード バ
ランシングに使用します。
• up：インターフェイスは稼働しておりトラフィックが通過して
います。CMTS は、ロード バランシングにこのインターフェ
イスをアクティブに使用しています。
• testing：インターフェイスは現在ロード バランシング テスト
中です。テストが完了するまでは、CMTS は通常のロード バ
ランシング処理にこのインターフェイスを使用できません。
次の状態は異常を示します。CMTS はこれらの状態のインターフェ
イスをロード バランシング処理に使用しません。ただし CMTS は、
現在の負荷使用率を確認するためにインターフェイスをポーリング
するたびに、引き続きステータスをモニタし更新します。
• suspicious：インターフェイスが不明な状態にあります。イン
ターフェイスは稼働しておりトラフィックを渡している可能性
がありますが、ロード バラシング処理に対応できる一貫した
状態ではありません。CMTS はタイムアウト期間の経過後にイ
ンターフェイスの再初期化を試行します。インターフェイスの
初期化失敗回数が 10 回を超えると、CMTS はインターフェイ
スを disabled 状態にします。
• disabled：ロード バランシング テストが進行中であるか、また
はインターフェイスの再初期化失敗回数が 10 回を超えたため
に、インターフェイスが無効になっています。
• unstable：インターフェイスで繰り返し初期化が失敗していま
す。CMTS はタイムアウト期間の経過後にインターフェイスの
再初期化を試行します。ロード バランシング テストが進行中
ではないときに再初期化が失敗すると、CMTS はインターフェ
イスを unstable 状態にします。

Reserved
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Unsolicited Grant Service（UGS）サービス フローにより現在予約さ
れている帯域幅の割合。

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明

Modems

このケーブル インターフェイスで現在オンラインになっているケー
ブル モデムの数。

Flows

ケーブル インターフェイスで現在アクティブなサービス フローの
数。

Weight

ダウンストリームまたはアップストリームのインターフェイス帯域
幅（メガビット/秒（Mbps））。システムでインターフェイスの負
荷のバランスが取れているかどうかを算出するときにこの値が使用
されます。変調プロファイルやチャネル幅などのチャネル パラメー
タを変更すると、チャネル帯域幅と weight 値に影響します。

target オプションの追加フィールド
Interface

ケーブル ロード バランシング グループに属している送信元ダウン
ストリームまたはアップストリームインターフェイス。Targetフィー
ルドに値が含まれている場合は、送信元インターフェイスが現在
オーバーサブスクライブ状態であることを示します。
ケーブルの負荷を軽減するため、CMTS は送信元インターフェイス
からターゲット インターフェイスにケーブル モデムを移動します。

Target

ロード バランシング処理の一部として送信元インターフェイスの
ケーブル モデムが移動される移動先のダウンストリームまたはアッ
プストリーム インターフェイス。このフィールドは次を意味しま
す。
• ダウンストリーム インターフェイスの場合、出力ではダウン
ストリームの中心周波数がカッコで囲んで表示されます。
• 周波数だけが表示される場合は、CMTS がケーブル モデムを
同じダウンストリーム インターフェイスの異なる中心周波数
に移動しています。
• 出力に「enforce」という単語が含まれている場合は、CMTS が
インターフェイスで動的ロード バランシングを実行していま
す。
• このフィールドが空白の場合、送信元インターフェイスはオー
バーサブスクライブ状態ではありません。

statistics オプションの追加フィールド

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1885

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明

Target interface

ダウンストリーム インターフェイスまたはアップストリーム イン
ターフェイス。ダウンストリーム インターフェイスの場合、出力で
はダウンストリームの中心周波数がカッコで囲んで表示されます。

Transfers

示されているターゲット インターフェイスについて次の情報が追跡
されます。
• Cmple：ターゲット インターフェイスへ正常に移動されたケー
ブル モデムの数。
• Pend：ターゲット インターフェイスへ移動中のケーブル モデ
ムの数。
• Retry：CMTS が同一ケーブル モデムをターゲット インター
フェイスへ移動しようとしたものの失敗した回数。これは、
ケーブル モデムへの 1 つ以上の MAC レイヤ メッセージが、
無線周波数（RF）ノイズまたはモデムが DOCSIS 準拠ではな
いことが原因でドロップされると発生します。特定のケーブル
モデムで再試行回数が 5 回を超えると、CMTS はこれを失敗と
してカウントします。
• Fail（NB）：ナローバンド インターフェイスへ移動できなかっ
たケーブル モデムの数。
• Fail（WB）：ワイドバンドインターフェイスへ移動できなかっ
たケーブル モデムの数。
• Total Attem：CMTS がターゲット インターフェイスへ同一ケー
ブル モデムの移動を試行した回数。
• Max Fail：CMTS がケーブル モデムを特定のターゲット イン
ターフェイスに移動する操作を試行しているときに、最大許容
再試行回数（3）を超えた回数。failure の数が多い場合、次の
問題が 1 つ以上発生している可能性があります。
◦ 特定のケーブル モデムが DOCSIS に準拠していない。
◦ 1 つまたは両方のインターフェイスでトラフィック通過に
関する問題が発生している。
◦ 1 つまたは両方のインターフェイスで永続的な RF ノイズ
の問題が発生している。
◦ 送信元インターフェイスとターゲット インターフェイス
が同じノードで結合されておらず、同じ物理接続を共有
していない（インターフェイスが同一ロード バランシン
グ グループに含まれている場合これは必須です）。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

フィールド

説明

pending オプションの追加フィールド
Modem

ロード バランシング処理の一部として移動されるケーブル モデム
のハードウェア（MAC）アドレス。

Source interface

ケーブル モデムが現在オンラインであるダウンストリームまたは
アップストリーム ケーブル インターフェイス。

Target interface

CMTS がこのロード バランシング グループのインターフェイスを
ロード バランシングするためにケーブル モデムを移動する、移動
先のダウンストリームまたはアップストリーム ケーブル インター
フェイス。CMTS がケーブル モデムを同一ダウンストリーム イン
ターフェイスの異なる周波数に移動する場合、このフィールドには
新しい中心周波数だけが表示されます。

Retries

CMTS がターゲット インターフェイスへのこのケーブル モデムの
移動を試行した回数。CMTS によるケーブル モデム移動試行回数が
5 回に達すると、このロード バランシングの移動は失敗とみなされ
ます。

modem-list オプションの追加フィールド
US

DOCSIS LBG のアップストリーム チャネル。

MAC Address

アップストリーム チャネルに接続するモデムの総数と MAC アドレ
ス。総数はカッコで囲まれます。

primary-load オプションの追加フィールド

___________________
関連コマンド

MD

MAC ドメイン。

RCC-ID

MAC ドメインごとの RCC インデックス。

Pending

チャネルの保留中モデムの数。

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

Cisco CMTS で DOCSIS LBG を作成します。

cableload-balancedocsis-policy

DOCSIS ポリシーを作成し、既存のルールとタ
グをそのポリシーに関連付けます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1887

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable load-balance docsis-group

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-enable

Cisco CMTS で DOCSIS ロード バランシングを
有効または無効にします。

cable load-balancedocsis30-dynamic-enable

Cisco CMTS で DOCSIS 3.0 動的ロード バランシ
ングを有効にします。

cableload-balancerule

CM がロード バランシングを無効または有効に
できないようにするルールを作成します。

cabletag

DOCSIS ポリシーとグループに関連付けるタグ
を作成します。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable logging

show cable logging
ケーブル インターフェイスの不正な送信元 IP アドレス、ダウンストリーム インデックス、また
は DOCSIS レイヤ イベントに関するメッセージのログを表示するには、ユーザ EXEC モードまた
は特権 EXEC モードで showcablelogging コマンドを使用します。
show cable logging [badipsource| downstream-index| layer2events| summary] [ slot ]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable logging [badipsource| downstream-index| layer2events| overlapip| summary]
___________________
構文の説明

badipsource

不正な IP 発信元アドレスに関するエラー メッ
セージが含まれているエラー ログ バッファの
内容を表示します。

downstream-index

ダウンストリーム インデックスのメッセージ
ログ バッファの内容を表示します。

layer2events

DOCSIS レイヤ（レイヤ 2）イベントのメッセー
ジ ログ バッファの内容を表示します。

overlapip

Cisco cBR ルータのケーブル OVERLAPIP メッ
セージを表示します。

summary

ロギング機能とそのバッファのステータスを表
示します。

slot

（任意）Cisco uBR7200 シリーズ ルータの特定
のケーブル インターフェイスのスロット。slot
パラメータには、ケーブル インターフェイスに
応じて 3 ～ 6 の範囲の値を指定できます。
このオプションは、Cisco
uBR-MC16U/X、Cisco
uBR10-MC5X20U、Cisco
uBR10-MC5X20H、および Cisco
uBR-MC28U/X ケーブル インターフェ
イス ラインカードでのみサポートさ
れます。
この変数は、Cisco cBR ルータではサポートさ
れません。
（注）

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC (>)
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable logging

特権 EXEC（#）
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(13)EC

このコマンドが、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリー
ズ ユニバーサル ブロードバンド ルータに導入されました。

12.2(11)CY

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのサポートが追加
されました。

12.2(11)BC2

Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シリーズ、および Cisco uBR10012
ルータのサポートがリリース 12.2 BC トレインに追加されました。

12.2(15)CX

Cisco uBR7200 シリーズ ルータで個々の Cisco uBR-MC28U/X ケーブル
インターフェイス ライン カードのログ バッファを表示するためのサポー
トが追加されました。

12.2(15)BC2

Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR10-MC5X20U、および Cisco
uBR10-MC5X20H ケーブル インターフェイス ライン カードのサポート
が追加されました。

12.3(9a)BC

layer2events キーワードが追加されました。

12.3(21)BC

このコマンドが拡張され、Cisco CMTS の Cable Duplicate MAC Address
Reject 機能が設定されている場合に、この機能を使用して追跡されるイ
ベントのロギングがサポートされるようになりました。これにより、複
製されたケーブル モデムの検出がサポートされます。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.3(23)BC5

コマンド出力が変更され、ライン カードの CPU リビジョン番号が表示
されるようになりました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。

12.2(33)SCG

downstream-index keyword が追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable logging

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS の Cable Duplicate MAC Address Reject 機能、または適用される DOCSIS 1.1 セキュリ
ティの追加情報については、『Cable Duplicate MAC Address Reject for the Cisco CMTS』を参照して
ください。
cableloggingbadipsource コマンドは、BADIPSOURCE エラー メッセージを格納する循環バッファ
を作成します。BADIPSOURCE エラー メッセージは、Cisco CMTS が不正な IP アドレスを使用し
ている CM または CPE デバイスを検出すると生成されます。同様に cablelogginglayer2events コマ
ンドは、DOCSIS レイヤ（Layer2）イベントについて生成されるシステム メッセージを格納する
バッファを作成します。BADIPSOURCE または DOCSIS レイヤ バッファがいっぱいになると、新
しいメッセージの領域を確保するために最も古いメッセージが削除されます。
BADIPSOURCE、ダウンストリーム インデックス、または DOCSIS レイヤ バッファの現在の内容
を表示するには、showcablelogging コマンドを使用します。現在のバッファに格納されているす
べてのエラー メッセージを確認したら、新しいメッセージのための領域を確保するため
clearcablelogging--> コマンドを使用してバッファをクリアします。
ロギング機能が有効であるかどうかを確認し、ロギング バッファのステータスを表示するには、
showcableloggingsummary コマンドを使用します。
Broadband Processing Engine（BPE）ケーブル インターフェイス ライン カード（Cisco uBR-MC16U/X
や Cisco uBR-MC28U/X など）に搭載されているオンボード プロセッサは、専用のログ バッファ
も維持します。このログの内容を表示するには、showcablelogging コマンドの後にカード スロッ
ト番号を追加します。

（注）

___________________
例

BADIPSOURCE、ダウンストリーム インデックス、および DOCSIS レイヤ メッセージはそれ
ぞれ個別のバッファに格納されます。1 つのバッファに対して有効化、クリア、または表示な
どの操作を実行しても、その他のバッファには影響しません。

次に、showcableloggingbadipsource コマンドの出力例を示します。最も古いメッセージが最初に
表示されます。
Router# show cable logging badipsource
00:01:19: %UBR10000-3-BADIPSOURCE: Interface Cable6/1/1, IP packet from
IP=10.44.50.13, MAC=0050.0f02.1d15, Expected SID=1, Actual SID=1
00:01:26: %UBR10000-3-BADIPSOURCE: Interface Cable6/1/1, IP packet from
IP=10.44.50.13, MAC=0050.0f02.1d15, Expected SID=1, Actual SID=1
01:49:33: %UBR10000-3-BADIPSOURCE: Interface Cable6/1/0, IP packet from
IP=0.0.0.44, MAC=0030.eb00.029d, Expected Interface=Cable6/1/0 SID=2833
02:12:03: %UBR10000-3-BADIPSOURCE: Interface Cable6/1/0, IP packet from
IP=0.0.0.44, MAC=0030.eb15.73bd, Expected Interface=Cable6/1/0 SID=2800
02:12:43: %UBR10000-3-BADIPSOURCE: Interface Cable6/1/0, IP packet from
IP=0.0.0.44, MAC=00e0.ca01.287a, Expected Interface=Cable6/1/0 SID=3299
02:22:50: %UBR10000-3-BADIPSOURCE: Interface Cable6/1/0, IP packet from
IP=0.0.0.44, MAC=0030.eb00.02a2, Expected Interface=Cable6/1/0 SID=394

invalid source.
invalid source.
invalid source.
invalid source.
invalid source.
invalid source.

次に、cableloggingbadipsource--> コマンドを使用してロギングが有効にされていない場合の
showcableloggingbadipsource コマンドの出力例を示します。
Router# show cable logging badipsource
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable logging

Cable logging: BADIPSOURCE Disabled

次に、downstream-index オプションの出力例を示します。この出力には、ロギングが有効である
かどうか、バッファの合計サイズ、現在使用中のバイト数、およびバッファの最終クリア以降に
記録されたエラー メッセージの数が示されます。
Router# show cable logging summary
Cable logging: Enabled
Total buffer size (bytes): 1000000
Used buffer size (bytes) : 36968
Logged messages
: 231

次に、summary オプションの出力例を示します。この出力には、ロギングが有効であるかどう
か、バッファの合計サイズ、現在使用中のバイト数、およびバッファの最終クリア以降に記録さ
れたエラー メッセージの数が示されます。
Router# show cable logging summary
Cable logging: BADIPSOURCE Enabled
Total buffer size (bytes): 1000000
Used buffer size (bytes) : 36968
Logged messages
: 231

次に、summary オプションの出力例を示します。この出力には、ライン カードの CPU リビジョン
番号が示されます。この出力は、uBR7200 シリーズ ルータに特有です。
Router# show cable logging summary slot 6
Current LC State Info for slot 6
CLC CPU: BCM1250(Rev A8/A10)
- Status - NO NPE/CLC OIR Timeout detected
Last Process Executed = Per-minute Jobs (4 ms count = 0ms)
Intr Busy Count = 0
Sched Flag Count = 2076
Status = 0x0
Late Poll Etime = 0
LC IPC Reply Status = 0
Interrupted PC/Level Trace
60475E5C/0x0
60475D98/0x0
60406D60/0x0
604754E4/0x0
60335188/0x0
60406D38/0x0
604761DC/0x0
60406D70/0x0
604761DC/0x0
60407810/0x0
6047101C/0x0
60470EFC/0x0
604759C0/0x0
60471014/0x0
60337F04/0x0
60475E50/0x0
60473EB0/0x0
60475E54/0x0
604761D4/0x0
604756FC/0x0
60407810/0x0
60335230/0x0
60475E94/0x0
60406D60/0x0
604761DC/0x0
60475694/0x0
60406CD4/0x0
60475DBC/0x0
60406D38/0x0
60476954/0x0
60406CDC/0x0
60406CE0/0x0
609FA0C0/0x0
604754DC/0x0
604077F0/0x0
60475E1C/0x0
60337F58/0x0
60406D38/0x0
60475694/0x0
60406D68/0x0
60337F50/0x0
60470EF0/0x0
604756A8/0x0
60406D38/0x0
60475DC4/0x0

60406D70/0x0
60475E50/0x0
60476994/0x0
60475E5C/0x0
60406D4C/0x0
60476150/0x0
60337F80/0x0
604756FC/0x0
60470EF0/0x0
604077D0/0x0
60470EFC/0x0
60471018/0x0
60475E3C/0x0
60406D60/0x0
60406D48/0x0

Cable logging: BADIPSOURCE Disabled Slot 6
Cable logging: LAYER2EVENTS Disabled Slot 6
Cable logging: OVERLAPIP Disabled Slot 6

次に、DOCSIS レイヤ バッファからの出力例を示します。この例は、スロット 4 に装着されてい
る BPE ケーブル インターフェイス ライン カードのログ バッファを示します。
Router# show cable logging layer2events slot 4
Cable logging: LAYER2EVENTS Enabled Slot 4
Total buffer size (bytes): 4096
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable logging

Used buffer size (bytes) : 567
Logged messages
: 3
SLOT 4/0: 02:11:42: %UBR7200-4-REG_REJ_AUTH_FAIL_CMTS_MIC_INVALID:
SIS]:<73000500> Registration rejected authentication failure: CMTS
CM Mac Addr <0002.b96f.ff05>
SLOT 4/0: 02:11:53: %UBR7200-4-REG_REJ_AUTH_FAIL_CMTS_MIC_INVALID:
SIS]:<73000500> Registration rejected authentication failure: CMTS
CM Mac Addr <0002.b96f.ff05>
SLOT 4/0: 02:12:05: %UBR7200-4-REG_REJ_AUTH_FAIL_CMTS_MIC_INVALID:
SIS]:<73000500> Registration rejected authentication failure: CMTS
CM Mac Addr <0002.b96f.ff05>

___________________
例

<133>CMTS[DOC
MIC invalid.
<133>CMTS[DOC
MIC invalid.
<133>CMTS[DOC
MIC invalid.

次に、Cisco cBR ルータでの showcableloggingbadipsource コマンドの出力例を示します。
Router#show cable logging badipsource
Cable logging: BADIPSOURCE Enabled
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Cable logging: BADIPSOURCE Enabled Slot 3 Subslot 0
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Router#

次に、Cisco cBR ルータでの show cable logging downstream-index コマンドの出力例を示します。
Router#show cable logging downstream-index
Cable logging: DS_IDX Enabled
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Cable logging: DS_IDX Enabled Slot 3 Subslot 0
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Router#

次に、Cisco cBR ルータでの show cable logging layer2events コマンドの出力例を示します。
Router#show cable logging layer2events
Cable logging: LAYER2EVENTS Enabled
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Cable logging: LAYER2EVENTS Enabled Slot 3 Subslot 0
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 4096
Logged messages
: 2380
T: %CBR-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE: <133>CMTS[DOCSIS]:<73000403> Service unavailable
- Perman
ent. CM Mac Addr <c8fb.26a5.5866>
CLC 3/0: May 26 14:23:31.493 EDT: %CBR-4-REG_REQ_PERMANENT_ADMINISTRATIVE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<730201
03> REG REQ rejected - Permanent administrative . CM Mac Addr <c8fb.26a5.5866>
CLC 3/0: May 26 10:23:33.080 PST: %CBR-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<7300040
3> Service unavailable - Permanent. CM Mac Addr <c8fb.26a5.56ca>
CLC 3/0: May 26 10:23:33.080 PST: %CBR-4-REG_REQ_PERMANENT_ADMINISTRATIVE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<730201
03> REG REQ rejected - Permanent administrative . CM Mac Addr <c8fb.26a5.56ca>
CLC 3/0: May 26 10:23:33.472 PST: %CBR-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<7300040
3> Service unavailable - Permanent. CM Mac Addr <c8fb.26a5.5580>
CLC 3/0: May 26 10:23:33.472 PST: %CBR-4-REG_REQ_PERMANENT_ADMINISTRATIVE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<730201
03> REG REQ rejected - Permanent administrative . CM Mac Addr <c8fb.26a5.5580>

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1893

ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable logging

CLC 3/0: May 26 10:23:36.647 PST: %CBR-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<7300040
3> Service unavailable - Permanent. CM Mac Addr <c8fb.26a5.5792>
CLC 3/0: May 26 10:23:36.648 PST: %CBR-4-REG_REQ_PERMANENT_ADMINISTRATIVE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<730201
03> REG REQ rejected - Permanent administrative . CM Mac Addr <c8fb.26a5.5792>
CLC 3/0: May 26 10:23:36.652 PST: %CBR-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<7300040
3> Service unavailable - Permanent. CM Mac Addr <c8fb.26a5.572e>
CLC 3/0: May 26 10:23:36.652 PST: %CBR-4-REG_REQ_PERMANENT_ADMINISTRATIVE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<730201
03> REG REQ rejected - Permanent administrative . CM Mac Addr <c8fb.26a5.572e>
CLC 3/0: May 26 10:23:37.075 PST: %CBR-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<7300040
3> Service unavailable - Permanent. CM Mac Addr <c8fb.26a5.54e0>
CLC 3/0: May 26 10:23:37.075 PST: %CBR-4-REG_REQ_PERMANENT_ADMINISTRATIVE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<730201
03> REG REQ rejected - Permanent administrative . CM Mac Addr <c8fb.26a5.54e0>
CLC 3/0: May 26 10:23:37.518 PST: %CBR-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<7300040
3> Service unavailable - Permanent. CM Mac Addr <c8fb.26a5.52f2>
CLC 3/0: May 26 10:23:37.518 PST: %CBR-4-REG_REQ_PERMANENT_ADMINISTRATIVE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<730201
03> REG REQ rejected - Permanent administrative . CM Mac Addr <c8fb.26a5.52f2>
CLC 3/0: May 26 10:23:39.833 PST: %CBR-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<7300040
3> Service unavailable - Permanent. CM Mac Addr <c8fb.26a5.5400>
CLC 3/0: May 26 10:23:39.834 PST: %CBR-4-REG_REQ_PERMANENT_ADMINISTRATIVE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<730201
03> REG REQ rejected - Permanent administrative . CM Mac Addr <c8fb.26a5.5400>
CLC 3/0: May 26 10:23:40.564 PST: %CBR-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<7300040
3> Service unavailable - Permanent. CM Mac Addr <c8fb.26a5.5624>
CLC 3/0: May 26 10:23:40.564 PST: %CBR-4-REG_REQ_PERMANENT_ADMINISTRATIVE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<730201
03> REG REQ rejected - Permanent administrative . CM Mac Addr <c8fb.26a5.5624>
CLC 3/0: May 26 10:23:41.032 PST: %CBR-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<7300040
3> Service unavailable - Permanent. CM Mac Addr <c8fb.26a5.5814>
CLC 3/0: May 26 10:23:41.032 PST: %CBR-4-REG_REQ_PERMANENT_ADMINISTRATIVE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<730201
03> REG REQ rejected - Permanent administrative . CM Mac Addr <c8fb.26a5.5814>
CLC 3/0: May 26 10:23:41.993 PST: %CBR-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<7300040
3> Service unavailable - Permanent. CM Mac Addr <c8fb.26a5.56b6>
CLC 3/0: May 26 10:23:41.993 PST: %CBR-4-REG_REQ_PERMANENT_ADMINISTRATIVE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<730201
03> REG REQ rejected - Permanent administrative . CM Mac Addr <c8fb.26a5.56b6>
CLC 3/0: May 26 10:23:42.755 PST: %CBR-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<7300040
3> Service unavailable - Permanent. CM Mac Addr <c8fb.26a5.5384>
CLC 3/0: May 26 10:23:42.756 PST: %CBR-4-REG_REQ_PERMANENT_ADMINISTRATIVE:
<133>CMTS[DOCSIS]:<730201
03> REG REQ rejected - Permanent administrative . CM Mac Addr <c8fb.26a5.5384>
Router#

次に、Cisco cBR ルータでの show cable logging overlapip コマンドの出力例を示します。
Router#show cable logging overlapip
Cable logging: OVERLAPIP Enabled
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Cable logging: OVERLAPIP Enabled Slot 3 Subslot 0
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Router#
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable logging

次に、Cisco cBR ルータでの show cable logging overlapip コマンドの出力例を示します。
Router#show cable logging overlapip
Cable logging: OVERLAPIP Enabled
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Cable logging: OVERLAPIP Enabled Slot 3 Subslot 0
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
bruschi#sh cable logging summary
Cable logging: BADIPSOURCE Enabled
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Cable logging: LAYER2EVENTS Enabled
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Cable logging: OVERLAPIP Enabled
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Cable logging: DS_IDX Enabled
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Cable logging: BADIPSOURCE Enabled Slot 3 Subslot 0
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Cable logging: LAYER2EVENTS Enabled Slot 3 Subslot 0
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 4096
Logged messages
: 2508
Cable logging: OVERLAPIP Enabled Slot 3 Subslot 0
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Cable logging: DS_IDX Enabled Slot 3 Subslot 0
Total buffer size (bytes): 4096
Used buffer size (bytes) : 0
Logged messages
: 0
Router#

___________________
関連コマンド

cableloggingbadipsource

ケーブル インターフェイスの不正な IP 発信元
アドレスに関するすべてのエラー メッセージ
を、エラー ログ バッファから削除します。

cableloggingdownstream-index

ダウンストリーム インデックスに関するメッ
セージをログに記録します。

cablelogginglayer2events

Cisco CMTS ルータでの DOCSIS レイヤ イベン
トに関するシステム メッセージをログに記録し
ます。

cablesource-verify

アップストリームの CM および CPE デバイス
の IP アドレスの検証を有効にします。
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ケーブル コマンド：show a ～ show cable l
show cable logging

clearcablelogging
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ケーブル インターフェイスのすべてのエラー
メッセージとバッファ メッセージを対応するロ
グから削除します。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show
cable u
• show cable mac-domain cable forwarding, 1901 ページ
• show cable mac-domain cgd-associations, 1903 ページ
• show cable mac-domain downstream-service-group, 1907 ページ
• show cable mac-domain fiber-node , 1911 ページ
• show cable mac-domain rcc, 1913 ページ
• show cable mac-domain upstream-service-group, 1916 ページ
• show cable mcast-shadow, 1919 ページ
• show cable metering-status, 1921 ページ
• show cable modem, 1926 ページ
• show cable modem access-group, 1982 ページ
• show cable modem auth-profile, 1987 ページ
• show cable modem calls, 1989 ページ
• show cable modem classifiers, 1994 ページ
• show cable modem cnr, 1998 ページ
• show cable modem connectivity, 2012 ページ
• show cable modem counters, 2018 ページ
• show cable modem cpe, 2024 ページ
• show cable modem docsis device-class, 2029 ページ
• show cable modem docsis version, 2039 ページ
• show cable modem domain-name, 2053 ページ
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u

• show cable modem errors, 2057 ページ
• show cable modem extended-power, 2063 ページ
• show cable modem fiber-node mac-domain, 2065 ページ
• show cable modem flap, 2067 ページ
• show cable modem ipv6, 2076 ページ
• show cable modem ipv6 summary, 2091 ページ
• show cable modem mac, 2093 ページ
• show cable modem maintenance, 2111 ページ
• show cable modem offline, 2119 ページ
• show cable modem partial-mode, 2134 ページ
• show cable modem partial-service, 2137 ページ
• show cable modem phy, 2139 ページ
• show cable modem primary-channel, 2158 ページ
• show cable modem primary-channel summary total, 2162 ページ
• show cable modem privacy, 2165 ページ
• show cable modem qos, 2172 ページ
• show cable modem reduction-mode mta-battery , 2181 ページ
• show cable modem registered, 2183 ページ
• show cable modem remote-query, 2193 ページ
• show cable modem resiliency, 2198 ページ
• show cable modem rf-adapt, 2200 ページ
• show cable modem rogue, 2205 ページ
• show cable modem service-type-id, 2212 ページ
• show cable modem service-flow, 2214 ページ
• show cable modem sysDescr, 2226 ページ
• show cable modem subscriber, 2230 ページ
• show cable modem summary, 2232 ページ
• show cable modem summary wb-rf, 2242 ページ
• show cable modem tcs summary, 2246 ページ
• show cable modem type, 2249 ページ
• show cable modem unregistered, 2255 ページ

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1898

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u

• show cable modem vendor, 2272 ページ
• show cable modem voice, 2280 ページ
• show cable modem wideband, 2282 ページ
• show cable modem wideband phy, 2298 ページ
• show cable modem wideband primary-channel, 2301 ページ
• show cable modem wideband rcs-status, 2303 ページ
• show cable modulation-profile, 2306 ページ
• show cable multicast authorization, 2316 ページ
• show cable multicast db, 2320 ページ
• show cable multicast debug, 2327 ページ
• show cable multicast dsid, 2330 ページ
• show cable multicast qos, 2336 ページ
• show cable multicast ses-cache, 2339 ページ
• show cable multicast statistics, 2346 ページ
• show cable noise, 2351 ページ
• show cable privacy, 2353 ページ
• show cable profile, 2356 ページ
• show cable qam-profile, 2358 ページ
• show cable qos enforce-rule, 2360 ページ
• show cable qos permission, 2366 ページ
• show cable qos profile, 2368 ページ
• show cable rate-adapt, 2372 ページ
• show cable rate-limit-ccf, 2374 ページ
• show cable rcp-id, 2376 ページ
• show cable rcps, 2378 ページ
• show cable redundancy, 2380 ページ
• show cable resil-rf-status, 2383 ページ
• show cable resiliency, 2386 ページ
• show cable rf-adapt, 2388 ページ
• show cable rf-status, 2392 ページ
• show cable rsvp flow-db, 2395 ページ
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u

• show cable service-class, 2397 ページ
• show cable service-voice downstream-type, 2401 ページ
• show cable service-flow summary, 2402 ページ
• show cable service-flow summary detail, 2406 ページ
• show cable signal-quality, 2408 ページ
• show cable snmp cache-status, 2413 ページ
• show cable spectrum-analysis, 2415 ページ
• show cable spectrum-group, 2418 ページ
• show cable subscriber-usage, 2422 ページ
• show cable tech-support, 2428 ページ
• show cable throttle-modem, 2432 ページ
• show cable upstream service-flow summary, 2434 ページ
• show cable urm, 2436 ページ
• show cable us-sg, 2442 ページ
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain cable forwarding

show cable mac-domain cable forwarding
MAC ドメインに属するすべてのインターフェイス（ワイドバンドおよびモジュラ）と統計情報を
表示するには、特権 EXEC モードで showcablemac-domaincableforwarding コマンドを使用しま
す。
show cable mac-domain cable slot/subslot/port forwarding
___________________
構文の説明

slot

ケーブル インターフェイス ライン カードの
シャーシ スロット番号を指定します。範囲は 5
～ 8 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号を指定します。範囲は 0
～ 1 です。

port

ポート番号を指定します。範囲は 0 ～ 4 です
（ケーブル インターフェイスによって異な
る）。

forwarding

ケーブル ライン カードの転送統計情報を表示
します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain cable forwarding

___________________
使用上のガイドライン showcablemac-domaincableforwarding コマンドはワイドバンド インターフェイスおよびモジュラ
インターフェイスをサポートしていません。ただし、ワイドバンド インターフェイスとモジュラ
インターフェイスが MAC ドメインに属している場合は、これらのインターフェイスがインター
フェイス状態とともに出力にリストされます。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF 以降、UBR-MC20X20V または uBR-MC3GX60V ライン カード、
およびレガシー uBR-MC5X20 ライン カードが装着されるシャーシでは、
showcablemac-domaincableforwarding コマンドを実行しても UBR-MC20X20V および
uBR-MC3GX60V ライン カードのレガシー ダウンストリーム情報は表示されません。
___________________
例

次に、1/0/0 のケーブル インターフェイスでの -->showcablemac-domaincableforwarding コマンド
の出力例を示します。
Router# show cable mac-domain cable 1/0/0 forwarding
Interface
Output
Interface
Reserved/
Interface
Name
Packets
Rate
Bandwidth
Reservable
State
(bytes)
(bits/sec)
(Kbps)
Bandwidth
-----------------------------------------------------------------------------Ca1/0/0
201358
0
26000
6500/19500
UP
Mo1/0/0:0
344340
0
4160
1040/3120
UP
Mo1/0/0:1
252132
0
7800
1950/5850
UP
Mo1/0/0:2
252132
0
7800
1950/5850
UP
Wi1/0/0:0
198916
0
7803
1951/5852
UP
Wi1/0/0:1
1152
0
10404
2601/7803
UP

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 89：show cable mac-domain cable forwarding のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface Name

MAC ドメインに属するインターフェイスの名
前。

Output Packets/Rate

累積出力パケット数と出力レート。

Interface Bandwidth

割り当てられているインターフェイス帯域幅の
合計。

Reserved/Reservable Bandwidth

予約済み帯域幅と使用可能な帯域幅の合計。

Interface State

インターフェイスの状態（アップまたはダウ
ン）を示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain cgd-associations

show cable mac-domain cgd-associations
すべてのケーブル MAC ドメインの Channel Grouping Domain（CGD）関連付けの要約を表示する
には、特権 EXEC モードで showcablemac-domain cgd-associations コマンドを使用します。
Cisco uBR10012 ルータ
show cable mac-domain cable slot/subslot/port cgd-associations
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ルータ
show cable mac-domain cable slot /port cgd-associations
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable mac-domain cable slot /port cgd-associations
___________________
構文の説明

cableslot/subslot/port

Cisco uBR10012 ルータ上のケーブル インター
フェイスを指定します。
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。範囲は 5 ～ 8 です。
• subslot：ライン カードが装着されているサ
ブスロット。範囲は 0 ～ 1 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号。範囲は 0 ～ 4 です。

cableslot/port

Cisco uBR7246VXR または Cisco uBR7225VXR
ルータのケーブル インターフェイスを指定しま
す。
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。
◦ Cisco uBR7246VXR ルータ：範囲は 3
～ 6 です。
◦ Cisco uBR7225VXR ルータ：範囲は 1
～ 2 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
ポート番号。範囲は 0 ～ 1 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain cgd-associations

cableslot/subslot/cable-interface-index

Cisco cBR-8 ルータ上のケーブル インターフェ
イスを指定します。
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。範囲は 0 ～ 3 および 6 ～ 9 です。
• subslot：ライン カードが装着されているサ
ブスロット。値は 0 です。
• cable-interface-index：ライン カードのダウ
ンストリーム ケーブル インターフェイス
インデックス番号。範囲は 0 ～ 15 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。
Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR7225VXR ルータのサポー
トが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン -->showcablemac-domaincgd-associations コマンドは、各ケーブル MAC ドメインの次の情報を表
示します。
• 各 MAC ドメインに追加された共有ポート アダプタ（SPA）ダウンストリーム チャネル。
• 各 SPA ダウンストリーム チャネルに関連付けられたアップストリーム チャネルと、統合ケー
ブル インターフェイス ライン カードのダウンストリーム チャネル。
コマンド出力の All 列に Y が示されている場合は、ライン カード ダウンストリーム チャネルま
たは SPA ダウンストリーム チャネルに関連付けられているすべてのアップストリーム チャネル
は、upstreamcableconnector コマンドを使用して設定されています。すべてのアップストリーム
チャネルが設定されていない場合、この列は表示されません。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1904

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain cgd-associations

• 現在アクティブな SPA ダウンストリーム チャネル。
SPA ダウンストリーム チャネルは、対応するモジュラ ケーブル インターフェイス（SPA ダウン
ストリームチャネルを表す）とそのラインプロトコルが稼働している場合にアクティブです。ア
クティブとみなされる SPA ダウンストリーム チャネルは、ケーブル MAC ドメイン内で動作する
プライマリ ダウンストリーム チャネルです。

（注）

___________________
例

Channel Grouping Domain の詳細については、『Cisco DOCSIS 3.0 Downstream Solution Design and
Implementation Guide, Release 2.0 』を参照してください。

次に、スロット 6、サブスロット 0、およびポート 0 のケーブル インターフェイス ライン カード
に対する showcablemac-domaincgd-associations コマンドの出力例を示します。
Router# show cable mac-domain cable 6/0/0 cgd-associations
CGD Host SPA
DS Channels
Upstreams (All)
Active Remote DS
Ca6/0/0
Local
1
Y
1/0/0 0-1
0

___________________
例

次に、スロット 7、サブスロット 0、およびポート 0 のケーブル インターフェイス ライン カード
に対する showcablemac-domaincgd-associations コマンドの出力例を示します。
Router# show
cable mac-domain Cable7/0/0 cgd-associations
CGD Host Resource DS Channels
Upstreams (AllUS)
Ca7/0/0
7/0/0
0
0
3/1/0
0-2
0

Active Remote DS
0-2

___________________
例

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG で Cisco ワイドバンド SPA とダウンストリームを共有する
Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス ライン カードに対する show cable mac-domain
cgd-associations コマンドの出力例を示します。
Router# show cable mac-domain cable 8/0/0 cgd-associations
CGD Host Resource DS Channels
Upstreams (AllUS)
Ca8/0/0
1/1/0
0
0-3

Active Remote DS
Yes

次の表で、show cable mac-domain cgd-associations command の出力に表示されるフィールドにつ
いて説明します。
表 90：show cable cgd-associations のフィールドの説明

フィールド

説明

CGD Host

CGD の MAC ドメイン インターフェイス。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain cgd-associations

フィールド

説明

Resource

ダウンストリーム ケーブル インターフェイス
ライン カード。

DS Channels

ダウンストリーム RF チャネル。

Upstreams (AllUS)

MAC ドメインのアップストリーム チャネル。

Active Remote DS

アクティブなダウンストリーム チャネル。

次に、Cisco cBR-8 ルータの出力例を示します。
Router#show cable mac-domain c1/0/0 cgd-associations
CGD Host Resource DS Channels
Upstreams
Ca1/0/0
1/0/0
8
0-1
16
0-1
24
0-1
32-33
0-1
40
0-1
MD US binding:
Host MD
Ca1/0/0
U0
Ca1/0/0
U1

___________________
関連コマンド

Controller
1/0/0
1/0/0

コマンド

US channel
0
1

(ALLUS)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Active DS
8
16
24
32-33
40

State
UP
UP

説明

show cable mac-domaindownstream-service-group プライマリ ダウンストリーム チャネルの MAC
Domain Downstream Service Group 情報を表示し
ます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain downstream-service-group

show cable mac-domain downstream-service-group
プライマリ ダウンストリーム チャネルの MAC Domain Downstream Service Group 情報を表示する
には、特権 EXEC モードで showcablemac-domaindownstream-service-group コマンドを使用しま
す。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ
show cable mac-domain cable slot/port downstream-service-group
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ
show cable mac-domain cable slot/subslot/port downstream-service-group
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable mac-domain cable slot/subslot/cable-interface-index downstream-service-group
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
Cisco uBR7246VXR ルータ：範囲は 3 ～ 6 です。
Cisco uBR7225VXR ルータ：範囲は 1 ～ 2 です。
Cisco uBR10012 ルータ：範囲は 5 ～ 8 です。
Cisco cBR-8 ルータ：範囲は 0 ～ 3 および 6 ～
9 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードに使
用されているサブスロット。
Cisco uBR10012 ルータ：範囲は 0 ～ 1 です。
Cisco cBR-8 ルータ：値は 0 です。

port

プライマリ ダウンストリーム チャネルとして
使用されるダウンストリーム ポート。有効な値
は 0 ～ 4 です（ケーブル インターフェイスに
よって異なる）。

cable-interface-index

cable-interface-index：ライン カードのダウンス
トリーム ケーブル インターフェイス インデッ
クス番号。
Cisco cBR-8 ルータ：範囲は 0 ～ 15 です。

___________________
コマンド モード
デフォルト

なし EXEC（#）
特権

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1907

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain downstream-service-group

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.3(23)BC

このコマンドは、SPA および Cisco uBR10-MC5X20 ライン カードから
のプライマリ ダウンストリーム チャネルの MAC Domain Downstream
Service Group 情報を表示します。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCD

このコマンドが変更されました。Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 指定されたプライマリ ダウンストリーム チャネルの MAC Domain Downstream Service Group
（MD-DS-SG）情報を表示するには、showcablemac-domaindownstream-service-group コマンドを
使用します。
ファイバ ノードごとに、MAC 管理およびシグナリング メッセージの送信には Cisco uBR10-MC5X20
ケーブル インターフェイス ライン カードの従来の DOCSIS ダウンストリーム チャネルが使用さ
れ、リターン データ トラフィックとシグナリングには関連する従来型の DOCSIS アップストリー
ム チャネルが使用されます。このように MAC ドメインに使用される従来型の DOCSIS ダウンス
トリーム チャネルはプライマリ ダウンストリーム チャネルと呼ばれます。

（注）

___________________
例

___________________
例
___________________
例

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC 以降では、SPA からの RF チャネルまたは Cisco uBR10-MC5X20
ダウンストリーム チャネルをファイバ ノードのプライマリ チャネルとして使用できます。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC での変更は Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB には適用されます
が、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA には適用されません。

次に、slot/subslot/port が 5/0/0 のケーブル インターフェイスのプライマリ ダウンストリーム チャ
ネルに対する showcablemac-domaindownstream-service-group の出力例を 2 つ示します。

Router# show cable
Primary MD-DS-SG
IF
Id
C5/0/0
1
Router# show cable

mac-domain cable5/0/0 downstream-service-group
RF
SPA
Chan
1/0/0 0 - 1
mac-domain cable5/0/0 downstream-service-group
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain downstream-service-group

Cable
IF
C5/0/0

MD-DS-SG
Id
1

SPA
1/0/0

RF
Chan
00-01

Local
Primary Chan
Yes

Remote
Primary Chan

前述の例では、slot/subslot/bay が 1/0/0 にあるワイドバンド SPA の RF チャネル 0 と 1 には、ID が
1 の MD-DS-SG が使用されています。
___________________
例

次に、slot/subslot/port が 7/0/0 のケーブル インターフェイスのプライマリ ダウンロード チャネル
に対する showcablemac-domaindownstream-service-group コマンドの出力例を示します。
Router# show cable mac-domain Cable7/0/0 downstream-service-group
Cable
MD-DS-SG
RF
IF
Id
Resource
Chan
Primary Chan
C7/0/0
1
3/1/0
00-02
0 1 2
7/0/0
00
0

___________________
例

次に、slot/port が 5/0 のケーブル インターフェイスのプライマリ ダウンストリーム チャネルに対
する showcablemac-domaindownstream-service-group コマンドの出力例を示します。
Router# show cable mac-domain cable 5/0 downstream-service-group
Cable
MD-DS-SG
RF
IF
Id
Resource
Chan
Primary Chan
C5/0
1
5/0
00-03
0

___________________
例

次に、プライマリ ダウンストリーム チャネルが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG の Cisco Wideband
SPA でホストされている Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス ライン カードに対す
る showcablemac-domaindownstream-service-group コマンドの出力例を示します。
Router# show cable mac-domain cable 8/0/0 downstream-service-group
Cable
MD-DS-SG
RF
IF
Id
Resource
Chan
Primary Chan
C8/0/0
1
1/1/0
00-03
0
1/3/0
00-03
7/0/0
00-03
8/0/2
00-03

次の表で、showcablemac-domaindownstream-service-groupcommand の出力に表示されるフィール
ドについて説明します。
表 91：show cable mac-domain downstream-service-group のフィールドの説明

フィールド

説明

Cable IF

ケーブル インターフェイス。

MD-DS-SG

MAC Domain Downstream Service Group。

Resource

ダウンストリーム ケーブル インターフェイス
ライン カード。

RF Chan

ダウンストリーム RF チャネル。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain downstream-service-group

フィールド

説明

Primary Chan

プライマリ ダウンストリーム チャネル。

次に、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ での
showcablemac-domaindownstream-service-group コマンドの出力例を示します。
Router#show cable mac-domain c1/0/0 downstream-service-group
Cable
MD-DS-SG
RF
IF
Id
Resource
Chan
Primary Chan
C1/0/0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodem

登録済みケーブル モデムおよび登録解除された
ケーブル モデム（ワイドバンド ケーブル モデ
ムを含む）に関する情報を表示します。

showcablemodemwideband

登録済みワイドバンド ケーブル モデムまたは
登録解除されたワイドバンド ケーブル モデム
に関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain fiber-node

show cable mac-domain fiber-node
インターフェイスの関連付けを確認するには、showcablemac-domainfiber-node コマンドを使用し
ます。
show cable mac-domain fiber-node fiber-node id md mac-domain id {downstream-service-group |
upstream-service-group}
___________________
構文の説明

fiber-node id

光ファイバ ノード ID。

mac-domain id

SG プロファイル内の MAC ドメイン ID。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、光ファイバ ノードと MAC ドメインのダウンストリームまたはアップ
ストリーム サービス グループとのインターフェイスの関連付けを確認します。
___________________
例

Router#show cable mac-domain fiber-node 1 md 0 downstream-service-group
Cable
MD-DS-SG
RF
IF
Id
Resource
Chan
Primary Chan
C2/0/0
1
2/0/6
0-31
0-15
Router#
Router#show cable mac-domain fiber-node 1 md 0 upstream-service-group
Cable MD 2/0/0
US-SG-ID : 8
US-Chan : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:0
US-SG-ID: 8
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:1
US-SG-ID: 8
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:2
US-SG-ID: 8
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:3
US-SG-ID: 8
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain fiber-node

MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:4
US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:5
US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:6
US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:7
US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:8
US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:9
US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:10 US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:11 US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:12 US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:13 US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:14 US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 2/0/6:15 US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Router#
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain rcc

show cable mac-domain rcc
ケーブル ライン カード インターフェイスのランタイム受信チャネル設定（RCC）を表示するに
は、特権 EXEC モードで -->showcablemac-domainrcc コマンドを使用します。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ
show cable mac-domain cable slot/port rcc
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ
show cable mac-domain cable slot/subslot/port rcc
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable mac-domain cable slot/subslot/cable-interface-index rcc
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効な範囲は
3 ～ 6 です。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な範囲は
1 ～ 2 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な範囲は 5 ～
8 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効な範囲は 0 ～ 3
および 6 ～ 9 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号を指定します。
Cisco uBR シリーズ ルータ：有効なサブスロッ
トは 0 または 1 です。
Cisco cBR-8 ルータ：有効値は 0 です。

port

ポート番号を指定します。
Cisco uBR シリーズ ルータ：有効な値は 0 ～ 4
です（ケーブル インターフェイスによって異な
る）。
Cisco cBR-8 ルータ：有効な範囲は 0 ～ 7 です。

cable-interface-index

Cisco cBR ルータのダウンストリーム ポート。
有効な範囲は 0 ～ 15 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain rcc

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCD

このコマンドが変更されました。Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ で実装されました。

次に、ケーブル インターフェイスでの -->showcablemac-domainrcc コマンドの出力例を示します。
Router# show cable mac-domain cable 8/0/0
RCC-ID
RCP
RCs MD-DS-SG
1
00 00 00 00 00
2
0
2
00 10 00 00 03
3
2

rcc
CMs
0
0

WB/RCC-TMPL
WB (101)
RCC-TMPL (1)

次に、ケーブル インターフェイスでの -->showcablemac-domainrcc コマンドの出力例を示します。
Router# show cable mac-domain cable 1/0 rcc
RCC-ID
RCP
RCs MD-DS-SG CMs
1
00 00 00 00 00
3
0
3

WB/RCC-TMPL
WB (25)

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 92：show cable mac-domain rcc のフィールドの説明

フィールド

説明

RCC-ID

MAC ドメインごとの RCC インデックス。RCC
ID は、showcablemodemwideband コマンドで出
力される RCC ID を参照します。

RCP

RCC オブジェクトに関連付けられている受信
チャネル プロファイル。

RCs

DS チャネルの総数。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain rcc

（注）

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

MD-DS-SG

RCC の生成対象 MAC ドメイン DS サービス グ
ループを示します。

CM

RCC オブジェクトに関連付けられている CM の
総数。

WB/RCC-TMPL

ワイドバンド インターフェイスまたは RCC テ
ンプレートを示します。

RCP フィールドまたは MD-DS-SG フィールドの値が 0 の場合、RCC は RCC テンプレートを
使用せずにワイドバンド インターフェイス設定から直接生成されています。

コマンド

説明

showinterfaceresil-rf-status

（Cisco cBR-8 ルータの場合）ワイドバンド イ
ンターフェイスで設定されている各 RF チャネ
ルの論理 up/down 状態を表示します。

showcontrollerintegrated-Cable rf-channel

RF チャネル情報を表示します。

showinterfacerf-status

（Cisco uBR シリーズ ルータの場合）ワイドバ
ンド インターフェイスで設定されている各 RF
チャネルの論理 up/down 状態を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1915

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain upstream-service-group

show cable mac-domain upstream-service-group
ケーブル インターフェイス ライン カードで MAC ドメイン アップストリーム サービス グループ
に関するランタイム統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで
-->showcablemac-domainupstream-service-group コマンドを使用します。
show cable mac-domain cable slot/subslot/port upstream-service-group
___________________
構文の説明

slot

ケーブル インターフェイス ライン カードの
シャーシ スロット番号。
Cisco uBR10012 ルータ：範囲は 0 ～ 8 です。
Cisco cBR-8 ルータ：範囲は 0 ～ 3 および 6 ～
9 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012 ルータ：範囲は 0 ～ 1 です。
Cisco cBR-8 ルータ：値は 0 です。

port

ポート番号。範囲は 0 ～ 4 です（ケーブル イン
ターフェイスによって異なる）。

cable-interface-index

cable-interface-index：ライン カードのダウンス
トリーム ケーブル インターフェイス インデッ
クス番号。
Cisco cBR-8 ルータ：範囲は 0 ～ 15 です。
アップストリーム サービス グループ番号を指
定します。

upstream-service-group

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain upstream-service-group

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、IP アドレスまたは MAC アドレスにより示される特定の CM のプライバシー情
報を表示します。
___________________
例

次に、slot/subslot/port が 7/1/0 のケーブル インターフェイス ライン カードに対する
-->showcablemac-domainupstream-service-group コマンドの出力例を示します。
Router# show cable mac-domain cable 7/1/0 upstream-service-group
Cable MD 7/1/0
US-SG-ID : 1
US-Chan : U0,1,2,3,4
Primary-DS: 5/1/0:0
US-SG-ID: 1
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 3/0/0:0
US-SG-ID: 1
MDD US-List
: U0,1,2,3,4
MDD Ambiguity : U0,1,2,3,4
Primary-DS: 3/0/0:1
US-SG-ID: 1
MDD US-List
: U0,1,2,3,4
MDD Ambiguity : U0,1,2,3,4
Primary-DS: 3/0/0:2
US-SG-ID: 1
MDD US-List
: U0,1,2,3,4
MDD Ambiguity : U0,1,2,3,4
Primary-DS: 3/0/0:3
US-SG-ID: 1
MDD US-List
: U0,1,2,3,4
MDD Ambiguity : U0,1,2,3,4

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 93：show cable mac-domain upstream-service-group のフィールドの説明

フィールド

説明

US-SG-ID

アップストリーム サービス グループ ID。

US-chan

ケーブルインターフェイスラインカードのアッ
プストリーム チャネルの総数。

Primary-DS

プライマリ ダウンストリーム インターフェイ
ス。

MDD US-List

MAC 管理メッセージ：MDD TLV タイプ 7 の内
容、アップストリーム アクティブ チャネルの
リスト。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mac-domain upstream-service-group

フィールド

説明

MDD Ambiguity

MAC 管理メッセージ：MDD TLV タイプ 8 の内
容、アップストリームあいまいさ解決チャネル
のリスト。

次に、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ での
showcablemac-domainupstream-service-group コマンドの出力例を示します。
Router#show cable mac-domain c1/0/0 upstream-service-group
Cable MD 1/0/0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacerf-status

ワイドバンド インターフェイスで設定されてい
る各 RF チャネルの論理 up または down 状態を
表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mcast-shadow

show cable mcast-shadow
マルチキャスト データプレーン シャドウの情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemcast-shadow コマンドを使用します。
show cable mcast-shadow [{bundle bundle interface number{source ipv4 addressgroup ipv4 address}} |
{source ipv6 addressgroup ipv6 address}}]
___________________
構文の説明

bundle bundle interface number

バンドル インターフェイス番号を指定します。
値の範囲は 1 ～ 255 です。

source ipv4 address

送信元 IPv4 アドレス。

group ipv4 address

グループ IPv4 アドレス。

source ipv6 address

送信元 IPv6 アドレス。

group ipv6 address

グループ IPv6 アドレス。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR8 シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン マルチキャスト データプレーン シャドウの内容を表示するには、show cable mcast-shadow コマ
ンドを使用します。
___________________
例

次に、すべてのケーブル インターフェイスに対する show cable mcast-shadowbundle bundle interface
number コマンドの一般的な出力例を示します。
Router#

show cable mcast-shadow bundle 1 0.0.0.0 225.1.1.1
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable mcast-shadow

Load for five secs: 2%/0%; one minute: 3%; five minutes: 3%
Time source is NTP, 15:49:24.928 CST Mon Mar 16 2015
Source
Group
Interface
VRF PathSetId Adj-id
-----------------------------------------------------------------0.0.0.0
225.1.1.1
Bu1
0
2
0x20000099
0x20000011
000000060EE4E0000000000000000000 (00 00 00 0)
000000060EE4E0000000000000000000 (00 00 00 2204106752)
000000060EE4E4000000000000000000 (00 00 00 2204350777)
In6/0/0:1
0
0x20000012
000000060EE4E8000000000000000000 (00 00 00 0)
000000060EE4E8000000000000000000 (00 00 00 2204106753)
000000060EE4EC000000000000000000 (00 00 00 2204350779)

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show cable multicast db

マルチキャストの明示的トラッキング データ
ベースの内容を表示します。

show interface IC multicast-sessions

インターフェイスで作成されたマルチキャスト
セッションの内容を表示します。

show policy-map target

このマルチキャスト セッションのポリシー マッ
プの内容を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable metering-status

show cable metering-status
正常に終了した最新の従量制課金処理の情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemetering-status コマンドを使用します。
show cable metering-status [verbose]
___________________
構文の説明

（任意）この情報を読みやすい形式で表示しま
す。

verbose

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(9a)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCB

SAMIS over Internet Protocol Detail Record（IPDR）が導入され
ました。

___________________
使用上のガイドライン showcablemetering-status コマンドは、最後に正常完了した従量制課金処理に関する情報を表示し
ます。従量制課金がファイル モードに設定されている場合、このコマンドは最後に書き込まれた
レコードのデバイスとファイル名を表示します。従量制課金がストリーミング モードに設定され
ている場合、このコマンドは課金レコードの送信先である外部サーバの IP アドレスとポート番号
を表示します。

（注）

___________________
例

このコマンドは、最後に正常完了した課金レコード処理のステータスを表示します。障害が発
生した場合、CMTS はこの情報を使用して SNMP マネージャに SNMP トラップを送信します。

次に、従量制課金で課金レコードをローカルファイルシステムに書き込むように設定されている
場合の showcablemetering-status コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable metering-status
destination
complete-time

flow cpe status
aggr supp
disk0:R7519-UBR7246-200308-004428 Jun 12 09:33:05 No
No success
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable metering-status

次に、従量制課金で課金レコードを外部サーバにストリーミングするように設定されている場合
の showcablemetering-status コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable metering-status
destination

complete-time

flow cpe status
aggr supp
Jun 12 09:33:05 No
No success

10.11.37.2 :1234

次に、showcablemetering-status コマンドの verbose 形式の一般的な出力例を示します。
Router# show cable metering-status verbose
Destination
Complete Time
Flow Aggregate
Cpe list suppression
Status of last export

:
:
:
:
:

disk0:R7519-UBR7246-20000308-004428
Jun 12 09:33:05
Yes
Yes
success

次に、従量制課金で Internet Protocol Detail Record（IPDR）Exporter を使用して課金レコードを外
部サーバにストリーミングするように設定されている場合の showcablemetering-status コマンドの
一般的な出力例を示します。
Router# show cable metering-status
destination
complete-time
IPDR_Session1

Jun 12 09:33:05

flow cpe status
aggr supp
N/A N/A success

次に、従量制課金で IPDR Exporter を使用して課金レコードを外部サーバにストリーミングするよ
うに設定されている場合の showcablemetering-status コマンドの verbose 形式の一般的な出力例を
示します。
Router# show cable metering-status
verbose
Last export status
Destination
Complete Time
Status of last export

: IPDR_Session1
: Jun 12 09:36:05
: success

次に、従量制課金を有効にしていない状態で showcablemetering-status コマンドを入力した場合に
表示されるエラー メッセージの例を示します。
Router# show cable metering-status
CMTS Metering collection not enabled

次に、SAMIS レポートが失敗した場合に、失敗の詳細を示す出力の例を示します。
Router# show cable metering-status
verbose
Load for five secs: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 0%
Time source is NTP, .19:24:53.955 PDT Fri Jun 11 2010
Last export status
Destination
: 20.1.0.2:5959
Complete Time
: Jun11 19:24:40
Flow Aggregate
: No
Full records
: Yes
Cpe list suppression
: No
Source interface
: GigabitEthernet0/1
Status of last export : write-error (bulk-data)

次の表で、showcablemetering-status コマンドで表示されるフィールドについて説明します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable metering-status

表 94：show cable metering-status のフィールドの説明

フィールド

説明

destination、Destination

課金レコードの宛先。これは、レコードがロー
カル ファイルシステムに書き込まれる場合は
ファイル システム デバイス名とファイル名で
あり、レコードが外部サーバにストリーミング
される場合は IP アドレスと TCP ポート番号で
す。

complete_time、Complete Time

最後の課金レコードがローカル ファイルに書き
込まれたかまたは外部サーバにストリーミング
された日時。

flow aggr、Flow Aggregate

トラフィック カウンタを課金レコードに集約す
るかどうかを示します。集約する場合は、CM
ごとにアップストリーム サービス フローとダ
ウンストリーム サービス フローの 1 つの合計
が記録されます。

cpe suppress、CPE list suppression

課金レコードで CPE IP アドレスを含めるかま
たは抑止するかを示します。
• Yes：CPE アドレスは抑止され、課金レ
コードに含まれません。
• No：CPE アドレスが課金レコードに含ま
れます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable metering-status

フィールド

説明

status、Status of last export

最後の課金処理のステータスを示します。
• success：課金レコードがファイル システ
ムに正常に書き込まれたか（ファイルモー
ド）、または課金収集サーバに転送されま
した（ストリーミング モード）。
• connect-failed：CMTS が、サーバとの適切
なソケット接続を開始できましたが、サー
バに接続できませんでした。
• data-incomplete：ファイルの書き込み中ま
たはコレクション サーバへのストリーミ
ング中に障害が発生し、不完全なレコード
が書き込まれた可能性があります。
• disk-full：ファイル システムに十分な空き
領域がないため、課金レコードを書き込む
ことができませんでした。
• no-memory：プロセッサに、課金レコード
の収集を実行できる十分なメモリがありま
せんでした。
• open-failure：CMTS がファイルシステムで
新しいファイルを開くことができないか
（ファイル モード）または宛先 IP アドレ
スとポートへのソケットを開くことができ
ない（ストリーミング モード）ために、
転送が失敗しました。
• unknown：不明なエラーが発生しました。
• write-error (data-type )：課金レコードの書
き込み試行時のエラー（ファイルモード）
または宛先ソケットへの送信のエラー（ス
トリーミング モード）がオペレーティン
グ システムから報告されました。
◦ data-type の値は、file-header、
file-end、bulk-data、sflog、bulk-data、
ipdr-data、ipdr-sflog、または ipdr-file
です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable metering-status

___________________
例

次に、コレクタ設定（ipdr-d3、session 1、type 1 collecting full-records）の Cisco cBR ルータでの
showcablemetering-status コマンドの出力例を示します。
Router#show cable metering-status
destination

complete-time

IPDR_Session1

May21 13:27:04

flow
aggr
No

cpe
supp
N/A

full status
rec
Yes connect-failed

Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemeteringdestination

従量制課金を有効にし、課金レコードを外部
サーバにストリーミングできるようにします。

cablemeteringfilesystem

従量制課金を有効にし、課金レコードをローカ
ル ファイル システムのファイルに書き込みま
す。

cablemeteringsource-interface

従量制課金操作のデバッグを有効にします。

snmp-serverenabletrapscable

ケーブル関連イベントに関する Simple Network
Management Protocol（SNMP）トラップの送信
を有効にします。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

show cable modem
登録済みケーブル モデムと登録解除されたケーブル モデムに関する情報を表示するには、特権
EXEC モードで showcablemodem コマンドを使用します。
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/port| slot/subslot/port} [upstream port ]] queue
[verbose] [cm-status]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/cable-interface-index|
slot/subslot/cable-interface-index} [upstream port ]] [verbose] [cm-status]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/cable-interface-index} [upstream port
]] [verbose] [cm-status]
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定のケーブル モデムの IPv4
または IPv6 アドレス。ケーブル モデムの背後
にある CPE デバイスの IP アドレスを指定する
と、そのケーブル モデムの情報が表示されま
す。

mac-address

（任意）表示する特定のケーブルモデムのMAC
アドレス。ケーブル モデムの背後にある CPE
デバイスの MAC アドレスを指定すると、その
ケーブル モデムの情報が表示されます。

cable

（任意）特定のインターフェイスのモデムを表
示します。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3、お
よび 6 ～ 9 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012 のみ：有効なサブスロットは 0
または 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ～ 4 とな
ります。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：port の有効な値は 0
または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

upstreamport

（任意）指定されたアップストリーム ポートを
使用するすべてのケーブル モデムに関する情報
を表示します。このオプションは、ケーブル イ
ンターフェイスの情報を表示する場合にのみ指
定できます。port の有効範囲は 0 から始まりま
す。上限値は、ケーブル インターフェイス ラ
イン カードによってサポートされているアップ
ストリーム ポート数によって変わります。
Cisco cBR ルータ：port の有効範囲は 0 ～ 7 で
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

namefqdn

このキーワードは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。
verbose

ケーブル モデムの詳細情報を表示します。

cm-status

ケーブル モデムのステータス イベントを表示
します。

queue

ケーブル モデムのダウンストリーム階層型
キューイング フレームワーク（HQF）キュー情
報を表示します。
このキーワードは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
このキーワードは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

BC リリース

変更内容

12.2(15)BC1

1 つまたはすべてのケーブル モデムに対する showcablemodemverbose の出力
に、ダイナミック共有秘密機能に関する情報を表示するための行が追加され
ました。ダイナミック共有秘密認証チェックが失敗し、その後オンラインに
なったケーブル モデムは感嘆符（!）でマークされるので、この状況を調査で
きます。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

BC リリース

変更内容

12.2(8)BC2

cabletftp-enforce コマンドの Online State フィールドの出力が更新されました。
Cisco CMTS でケーブル インターフェイスにより DOCSIS 設定ファイルをダ
ウンロードせずに、ケーブル モデムをオンラインにできる場合は、状態値の
横にシャープ記号（#）が表示されます。

12.2(15)BC1c

verbose オプションは、ケーブル モデムからのダイナミック サービス変更要
求（DSX）が許可されているかどうかを示します。

12.2(15)BC2

cc(r1) および cc(r2) という 2 つの新しい状態がケーブル モデムの MAC 状態
フィールドに追加されました。これは、ケーブル モデムに対してチャネル変
更が指示されており、新しいダウンストリームチャネルまたはアップストリー
ム チャネルを取得するために範囲設定中である場合のステータスを示す目的
で追加されました。
また、online(pkd)、online(ptd)、および expire(pkd) という 3 つの新しい状態も
追加されました。これは、ケーブル モデムの DOCSIS コンフィギュレーショ
ン ファイルでネットワーク アクセスが無効になっている場合の BPI 状態を明
確に示す目的で追加されました。
また、showcablemodemverbose コマンドで、ケーブル モデムが最終登録後に
オンラインであった合計時間も表示されるようになりました。

12.3(13a)BC

MAC State フィールドに新しい初期化状態が追加されました。
• init(d)：Cisco CMTS は DHCPDISCOVER を検出しました。
• init(io)：Cisco CMTS は DHCPOFFER を検出しました。
• init(dr)：Cisco CMTS は DHCPREQUEST を検出しました。
• init(i)：Cisco CMTS は DHCPACK を検出しました。
• init(o)：Cisco CMTS は、ケーブル モデム コンフィギュレーション ファ
イルに対する TFTP 要求から 1 番目の TFTP パケットを検出しました。
• init(t)：Cisco CMTS は TOD 要求を検出しました。

12.3(21)BC

すべてのケーブル バンドルは自動的に変換され、仮想バンドルに含まれるよ
うになりました。スタンドアロン ケーブル インターフェイスを正常に機能さ
せるには、仮想バンドルに含まれるように手動で設定する必要があります。
以前は、新しい仮想インターフェイス バンドルとバンドル メンバを再設定す
る必要があり、スタンドアロン インターフェイスがバンドルにまったく含ま
れない場合もありました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

BC リリース

変更内容

12.3(23)BC

verbose オプションは、ケーブル モデムに関する追加情報を表示します。こ
のオプションの出力に次のフィールドが追加されました。
• Host Interface
• Primary Downstream
• Wideband Capable
• Voice Enabled
• DS Change Times

C リリース

変更内容

12.1(4)CX

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

12.2(15)CX

verbose オプションは、cablemodemremote-query コマンドが設定されている
場合に各ケーブル モデムの sysDescr フィールドを表示します。DOCSIS 2.0
（ATDMA）操作をサポートするため、その他のフィールドも追加されまし
た。

E リリース

変更内容

12.1(10)EC1

cablemap-advance コマンドで指定される最大遅延/タイミング オフセットを超
えているケーブル モデムには感嘆符が追加されます。

12.1(11b)EC1

cabletftp-enforce コマンドの Online State フィールドの出力が更新されました。
Cisco CMTS でケーブル インターフェイスにより DOCSIS 設定ファイルをダ
ウンロードせずに、ケーブル モデムをオンラインにできる場合は、状態値の
横にシャープ記号（#）が表示されます。

12.1(20)EC1

Cisco IOS リリース 12.1 EC トレインに online(pkd)、online(ptd)、および
expire(pkd) という新しい 3 つの状態が追加されました。

N リリース

変更内容

11.3(5)NA

出力が再編成され、Receive Power フィールドが追加されました。

T リリース

変更内容

2.1(1a)T1

このコマンドの出力が拡張されており、Cisco CMTS によって特定のケーブル
モデムの不安定なリターン パスを検出し、電力調整で補正したことが示され
るようになりました。電力調整が行われるとモデムの電力調整フィールドに
アスタリスク（*）が表示されます。ケーブル モデムが最大電力伝送レベルに
達し、電力レベルをそれ以上増加させられない場合には感嘆符（!）が表示さ
れます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

BC リリース

変更内容

12.0(7)T

detail オプションが verbose オプションに置き換えられました。

X リリース

変更内容

11.3XA

このコマンドが導入されました。

12.0(4)XI

出力が拡張され、プライマリ サービス識別子（SID）と顧客宅内機器（CPE）
の数が表示されるようになりました。

12.0(7)XR

このコマンドの出力が拡張されており、Cisco CMTS によって特定のケーブル
モデムの不安定なリターン パスを検出し、電力調整で補正したことが示され
るようになりました。電力調整が行われるとモデムの電力調整フィールドに
アスタリスク（*）が表示されます。ケーブル モデムが最大電力伝送レベルに
達し、電力レベルをそれ以上増加させられない場合には感嘆符（!）が表示さ
れます。

SC リリース

変更内容
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

BC リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が変更
されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• ケーブル モデムまたは CPE デバイスの IPv6 アドレスを指定するための
サポートが追加されました。
• ケーブル モデムの完全修飾ドメイン名を指定するための name キーワー
ド オプションが追加されました。
• 出力の列の間隔とヘッダーが変更されました。これには次の変更が含ま
れます。
◦ 「BPI Enb」が「BPI」に変更されました。
◦ IPv4 と IPv6 の両方のアドレッシングに対応したデュアル IP のサ
ポートを示すため、「DIP」出力フィールドが追加されました。
• IPv6 をサポートするケーブル モデムと CPE の初期化を示すため、次の
新しい初期化状態が追加されました。
◦ init6(s)：CMTS ルータが SOLICIT メッセージを検出しました。
◦ init6(a)：CMTS ルータが ADVERTISE メッセージを検出しました。
◦ init6(r)：CMTS ルータが REQUEST メッセージを検出しました。
◦ init6(i)：CMTS ルータが REPLY メッセージを検出しました。
◦ init6(o)：CMTS ルータがバージョン 6 の TFTP 要求を検出しました。
◦ init6(t)：CMTS ルータがバージョン 6 の TOD 要求を検出しました。

12.2(33)SCB

ケーブル モデム ステータス イベントを表示するため、新しいキーワード
cm-status が追加されました。

12.2(33)SCC

このコマンドは次のように変更されました。
• コマンド出力はケーブル モデム属性ビットマスクを表示します。
• コマンド出力は、指定されたケーブル モデムについて、すべてのイベン
ト コード タイプの基本的な受信統計情報を示します。

12.2(33)SCD

このコマンドが変更されました。ケーブル モデム ステータス イベントを表示
するため、cm-status キーワードが追加されました。また、Cisco uBR7225VXR
および Cisco uBR7246VXR ルータでダウンストリーム HQF キュー情報を表示
するため、queue キーワードが追加されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

BC リリース

変更内容

12.2(33)SCD2

このコマンドが変更されました。コマンドの出力が変更され、アップストリー
ムおよびダウンストリームの部分的サービス モードのケーブル モデムが表示
されるようになりました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index に変
更されました。

12.2(33)SCE4

このコマンドが変更されました。コマンド出力は、カウンタの最終リセット
以降モデムがオンラインである時間と、合計オンライン時間を表示するよう
になりました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加されました。
showcablemodemverbose コマンド出力が変更され、ケーブル モデムのダウン
ストリーム チャネル情報を表示するようになりました。

12.2(33)SCH

showcablemodemverbose コマンド出力が変更され、ケーブル モデムの範囲設
定クラス ID を表示するようになりました。

12.2(33)SCG5

verbose キーワード指定時のコマンド出力が変更され、Upstream Drop Classifier
（UDC）機能のステータスを表示するようになりました。「UDC Enabled」
フィールドが出力に追加されました。

12.2(33)SCH1

verbose キーワード指定時のコマンド出力が変更され、次の情報を表示するよ
うになりました。
• PRE4 または PRE4 以降のバージョンを使用する Cisco uBR10012 ルータ
と、NPE-G2 を使用する Cisco uBR7200 シリーズ ルータでの、16 個のダ
ウンストリーム チャネルのチャネル ID と 4 個のアップストリーム チャ
ネルのチャネル情報。
• ケーブル モデムあたりの IPv6 アドレスの数と最大値。

12.2(33)SCH2

verbose キーワード指定時のコマンド出力が変更されました。PRE4 または
PRE4 以降のバージョンを使用する Cisco uBR10012 ルータと、NPE-G2 を使用
する Cisco uBR7200 シリーズ ルータでの、24 個のダウンストリーム チャネル
のチャネル ID と 8 個のアップストリーム チャネルのチャネル情報が表示さ
れるようになりました。

12.2(33)SCI2

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCI2 に統合されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
で実装されました。name、queue キーワードと logical-channel-index 変数が削
除されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

BC リリース

変更内容

IOS-XE 3.16.0S

コマンド出力が変更され、MAC 状態のバッテリ バックアップ モードを表示
するようになりました。verbose キーワード指定時のコマンド出力が変更さ
れ、バッテリ モードとバッテリ モード ステータスを表示するようになりまし
た。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、すべてのケーブル モデム、特定の CMTS ケーブル インターフェイスに接続す
るすべてのケーブル モデム、または IP アドレス、MAC アドレス、あるはドメイン名により識別
される特定のケーブルモデムの情報を表示します。出力はケーブルインターフェイスとケーブル
モデムの MAC アドレスでソートされます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。

ヒント

terminallength コマンドを使用して端末のページ サイズを設定している場合でも、
showcablemodem コマンドの各種オプションでは、情報をページ単位で表示するために画面を
一時停止することはありません。表示のページングと一時停止を行うと、ケーブル モデムの
情報が古いものとなり、システムの現在のケーブル モデム状態について誤ったスナップショッ
トが生成される可能性があります。この情報をキャプチャして確認するには、端末プログラム
のキャプチャ バッファを使用して情報をファイルに保存してから、オフラインで確認します。

ヒント

CPE デバイスの MAC アドレスまたは IP アドレスも指定できます。これらのアドレスを指定
すると、Cisco CMTS は、内部データベースでその CPE デバイスに関連付けられているケーブ
ル モデムの情報を表示します。

（注）

CPE IP アドレスがケーブル モデムに関連付けられていない場合、showcablemodem コマンド
はケーブル モデムに関する情報を表示しない可能性があります。ケーブル モデムの CPE デバ
イスの IP アドレスを表示するには、clearcablehostip-address コマンドを使用してルータ デー
タベースからモデムの IP アドレスをクリアしてから、pingdocsismac-address コマンドを入力し
ます。このコマンドは、DOCSIS ping を CM に送信して MAC アドレスを解決します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

（注）

IPv4 CPE がバンドル インターフェイス間で移動された場合、showcablemodem コマンドでは、
元のモデムと新しいモデムで重複する CPE デバイスを表示します。また、CPE ping が失敗す
る可能性もあります。重複を防ぐため、バンドル インターフェイス間で IPv4 CPE を移動する
前に、clearcablehost コマンドを使用して古い CPE デバイス エントリを手動で削除します。別
のバンドル インターフェイスに CPE を移動した後で、CPE をリロードします。
Cisco CMTS でのケーブル インターフェイスのバンドルおよび仮想インターフェイスのバンドル
に関する詳細については、Cisco CMTS で以下のドキュメントを参照してください。
• Cable Interface Bundling and Virtual Interface Bundling on the Cisco CMTS
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）設定を使用した動作
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示することも
できます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機してからコマンドを再試行します。
さまざまなケーブル インターフェイス ライン カードでの show cable modem コマンドの動作
showcablemodem コマンドは、標準ケーブル インターフェイス ライン カードの最新情報を表示し
ます。カード自体がダウンしている場合でも、showcablemodem コマンドは適切な情報（オフラ
イン ケーブル モデムまたはフラップ リスト情報など）を表示します。
Broadband Processing Engine（BPE）ケーブル インターフェイス ライン カード（Cisco
uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、Cisco uBR10-MC5X20S/U/H など）を使用するルータで
showcablemodem コマンドを使用する場合、コマンドの機能が多少異なります。装着されている
唯一のケーブル インターフェイス カードが BPE カードである場合、少なくとも 1 つの BPE カー
ドが起動し、ルータ プロセッサと通信するまでは、showcablemodem コマンドから出力が表示さ
れません。BPE カードが起動していない場合、showcablemodem コマンドは出力を表示しません。

（注）

hccp コマンドは、Cisco IOS-XE 3.15.0S の Cisco cBR ルータではサポートされていません。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

___________________
例
___________________
例

次に、showcablemodem コマンドの個別のケーブル モデムのデフォルト ケーブル モデム出力例を
示します。
Router# show cable modem

___________________
例

MAC Address

IP Address

I/F

0010.7b6b.58c1
0010.7bed.9dc9
0010.7bed.9dbb
0010.7b6b.58bb
0010.7bb3.fcd1
0010.7bb3.fcdd
0010.7b43.aa7f

0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
10.20.113.2
0.0.0.0
0.0.0.0

C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5
C5/0/U5
C5/0/U5
C5/0/U5

IP Address

0010.7bb3.fcd1 10.20.113.2

（注）

Timing
Offset
2285
2290
2289
2290
1624
1624
1623

Num
CPEs
0
0
0
0
0
0
0

BPI
Enbld
yes
yes
yes
yes
yes
no
no

I/F

MAC
State
C5/0/U5 online

Prim RxPwr Timing Num BPI
Sid (db) Offset CPEs Enbld
1
0.00 1624
0
Y

次に、Cisco uBR10012 ルータでの一般的な出力を示します。

プライマリ SID（Prim Sid）フィールドのアスタリスク（*）は、Cisco IOS リリース 12.3(23)BC
内で、モデムにブレイズ インデックスがないサービス フローがあることを示します。Cisco
IOS リリース 12.2(33)SCB 以降の場合、プライマリ SID フィールドに示されるアスタリスクは
特に意味を持ちません。
Router# show cable modem
MAC Address
IP Address

I/F

0010.9507.01db
0080.37b8.e99b
0002.fdfa.12ef
0002.fdfa.137d
0003.e38f.e9ab
0003.e3a6.8173
0003.e3a6.8195
0006.28dc.37fd
0006.28e9.81c9
0006.28f9.8bbd
0006.28f9.9d19
0010.7bed.9b6d
0002.fdfa.12db
0002.fdfa.138d
0003.e38f.e85b
0003.e38f.f4cb
0003.e3a6.7fd9
0020.4005.3f06
0020.4006.b010

C5/1/0/U5
C5/1/0/U5
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C7/0/0/U0
C7/0/0/U5
C7/0/0/U5
C7/0/0/U5
C7/0/0/U5
C7/0/0/U0
C7/0/0/U5

144.205.151.130
144.205.151.131
144.205.151.232
144.205.151.160
144.205.151.237
144.205.151.179
144.205.151.219
144.205.151.244
144.205.151.138
144.205.151.134
144.205.151.144
144.205.151.228
144.205.151.234
144.205.151.140
144.205.151.214
144.205.151.238
144.205.151.151
144.205.151.145
144.205.151.164
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Prim RxPwr
Sid (db)
5
-0.25
6
-0.75
7
0.50
8
0.00
1
0.00
2
-20.00
3
7.25

Router# show cable modem 0010.7bb3.fcd1
MAC Address

___________________
例

MAC
State
offline
offline
offline
offline
online
init(r1)
init(r2)

MAC
State
online(pt)
online
online(pt)
online
online
offline
online(pt)
online(pt)
online(pt)
#online
online(pt)
online(pt)
online
online
online
online(pt)
online
online(pt)
online(pt)

Prim
Sid
1
2
13
*16
3
*4
22
61
2
25
28
59
15
4
17
16
1
2
3

RxPwr Timing
(db)
Offset
0.25
938
-0.25
1268
-0.25
1920
-0.50
1920
-0.50
1926
0.50
1929
-0.50
1929
0.00
1925
!0.75
1925
-0.25
1924
0.25
1924
0.25
1554
-0.75
1914
0.00
1917
*0.25
1919
0.00
!2750
0.25
1922
0.00
1901
0.00
1901

Num BPI
CPE Enb
1
N
0
N
1
N
1
N
1
N
0
N
1
N
2
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
0
N
1
N
1
N

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

0050.7302.3d83
00b0.6478.ae8d
00d0.bad3.c0cd
00d0.bad3.c0cf
00d0.bad3.c0d5

___________________
例

144.205.151.240
144.205.151.254
144.205.151.149
144.205.151.194
144.205.151.133

C7/0/0/U0
C7/0/0/U5
C7/0/0/U5
C7/0/0/U0
C7/0/0/U0

online(pt)
online(pt)
online
online
online

18
44
19
13
12

-0.25
0.25
0.25
0.00
*0.50

1543
1920
1543
1546
1546

1
21
1
1
1

N
N
N
N
N

次に、ケーブル インターフェイス ライン カードが稼働しているものの、オンラインになってい
るケーブル モデムがない場合の出力例を示します。
Router# show cable modem
MAC Address

___________________
例

IP Address

I/F

MAC
State

Prim RxPwr
Sid (db)

Timing
Offset

Num BPI
CPE Enb

次に、Cisco CMTS ルータに Broadband Processing Engine（BPE）ケーブル インターフェイス ライ
ン カードだけが装着されており、これらのケーブル インターフェイス カードのすべてが稼働し
ていない場合の出力例を示します。
Router# show cable modem

___________________
例

次に、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ での一般的な出力を示します。
Router#show cable modem
MAC Address

IP Address

I/F

0025.2eaf.82f4
0025.2eaf.82e4
0025.2eaf.8302
0025.2e2d.74f8
0025.2e2d.75be
0025.2eaf.7f38
c8fb.26a5.5580
c8fb.26a5.5814
c8fb.26a5.5792
c8fb.26a5.5574
c8fb.26a5.5936
c8fb.26a5.54e0
c8fb.26a5.56b6
c8fb.26a5.5810
c8fb.26a5.52f2
c8fb.26a5.57a6
c8fb.26a5.56ca
c8fb.26a5.5400
c8fb.26a5.57f4
c8fb.26a5.55ac
c8fb.26a5.5866
c8fb.26a5.572e
c8fb.26a5.5376
c8fb.26a5.5428
c8fb.26a5.52c8
c8fb.26a5.5346
c8fb.26a5.5598
c8fb.26a5.560a
c8fb.26a5.56d8
c8fb.26a5.5474
c8fb.26a5.54e4
c8fb.26a5.5624
c8fb.26a5.52fe

100.1.2.9
100.1.2.8
100.1.2.6
100.1.2.110
100.1.2.4
100.1.2.7
100.1.3.28
100.1.3.3
100.1.3.39
100.1.3.40
100.1.3.35
100.1.3.32
100.1.3.31
100.1.3.2
100.1.3.34
100.1.3.4
100.1.3.29
100.1.3.36
100.1.3.33
100.1.3.38
100.1.3.30
100.1.3.37
100.1.2.37
100.1.2.25
100.1.2.35
100.1.2.34
100.1.2.27
100.1.2.23
100.1.2.31
100.1.2.42
100.1.2.39
100.1.2.38
100.1.2.28

C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/1/U0
C1/0/1/U0
C1/0/1/U3
C1/0/1/U3
C1/0/1/U3
C1/0/1/U0
C1/0/1/U0
C1/0/1/U3
C1/0/1/U2
C1/0/1/U3
C1/0/1/U0
C1/0/1/U3
C1/0/1/U3
C1/0/1/U2
C1/0/1/U3
C1/0/1/U2
C1/0/3/U0
C1/0/3/U3
C1/0/3/U2
C1/0/3/U0
C1/0/3/U0
C1/0/3/U0
C1/0/3/U0
C1/0/3/U3
C1/0/3/U0
C1/0/3/U1
C1/0/3/U2

MAC
State
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online

Prim
Sid
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

RxPwr
(dBmv)
-1.00
-1.50
-1.00
-1.50
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-2.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.50
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00

Timing
Offset
1802
1803
1817
1806
1806
1808
1804
1803
1806
1808
1806
1808
1804
1802
1804
1808
1808
1805
1809
1802
1804
1802
1806
1809
1809
1806
1808
1809
1808
1809
1811
1811
1805

Num
CPE
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D
I
P
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

c8fb.26a5.5384
c8fb.26a5.5742
c8fb.26a5.52ca
c8fb.26a5.56b2
c8fb.26a5.53f6

___________________
例

100.1.2.24
100.1.2.33
100.1.2.26
100.1.2.41
100.1.2.36

C1/0/3/U0
C1/0/3/U1
C1/0/3/U0
C1/0/3/U0
C1/0/3/U1

online
online
online
online
online

90
91
92
93
94

-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00

1807
1808
1805
1809
1806

0
0
0
0
0

Y
Y
Y
Y
Y

次に、特定の CM に対する verbose オプションの出力例を示します。
Router# show cable modem 0010.7bb3.fcd1 verbose
MAC Address
IP Address
Prim Sid
QoS Profile Index
Interface
sysDescr
Upstream Power
Downstream Power
Timing Offset
Initial Timing Offset
Received Power
MAC Version
Qos Provisioned Mode
Enable DOCSIS2.0 Mode
Phy Operating Mode
Capabilities
Sid/Said Limit
Optional Filtering Support
Transmit Equalizer Support
Number of CPE IPs
CFG Max-CPE
Flaps
Errors
Stn Mtn Failures
Total US Flows
Total DS Flows
Total US Data
Total US Throughput
Total DS Data
Total DS Throughput
Active Classifiers
DSA/DSX messages
Dynamic Secret
Total Time Online

00C0.7bb3.fcd1
10.20.113.2
1
6
C5/0/U5
Vendor ABC DOCSIS 2.0 Cable Modem
0 dBmV (SNR = 33.25 dBmV)
0 dBmV (SNR = ----- dBmV)
1624
2812
0.25
DOC1.0
DOC1.0
Y
atdma
{Frag=N, Concat=N, PHS=N, Priv=BPI}
{Max Us Sids=0, Max Ds Saids=0}
{802.1P=N, 802.1Q=N}
{Taps/Symbol= 0, Num of Taps= 0}
0(Max CPEs = 1)
1
373(Jun 1 13:11:01)
0 CRCs, 0 HCSes
0 aborts, 3 exhausted
1(1 active)
1(1 active)
1452082 packets, 171344434 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
1452073 packets, 171343858 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
0 (Max = NO LIMIT)
reject all
A3D1028F36EBD54FDCC2F74719664D3F
16:16

（注）

DCC が発生すると、ケーブル モデムの US カウンタと DS カウンタがリセットされます。US
および DS カウンタには、showcablemodem(mac-address) verbose コマンドの出力に示される
データやスループット、および showcablemodem(mac-address)counters コマンドの出力に示さ
れるパケット数やバイト数などのカウンタも含まれます。

（注）

「Number of CPES」フィールドには、cablemodemmax-cpe--> コマンドにより設定される CMTS
の値ではなく、CM に対して設定される値が表示されます。Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以
降のリリースでは、verbose の出力にはダイナミック共有秘密機能に関する情報も含まれます
（cabledynamic-secret コマンドを参照）。
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

（注）

[Receive Power] 列のアスタリスク（*）は、その CM に対して電力調整が行われたことを示し
ます。[Receive Power] 列の感嘆符（!）は、ケーブル モデムからの電力送信が上限レベルに達
したため、電力をそれ以上強くできないことを示します。[Timing Offset] 列の感嘆符（!）は、
ケーブル モデムが、cablemap-advance コマンドで指定した最大遅延とタイミング オフセット
を超過したことを示します。[MAC State] 列のシャープ記号（#）は、cabletftp-enforcemark-only
コマンドを使用して、登録前にケーブル モデムが DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
の TFTP ダウンロードを試行するようにしたのに、ケーブル モデムが試行しなかったことを示
します（Cisco IOS リリース 12.1(11b)EC1 および Cisco IOS リリース 12.2(8) BC2、またはそれ
以降のリリース）。

ヒント

showcablemodem コマンドは、DOCSIS ティック単位でケーブル モデムのタイミング オフセッ
トを表示します。一方で、cablemap-advance などの他のコマンドは、マイクロ秒単位でオフ
セットを表示します。マイクロ秒から DOCSIS ティックに単位変換するには次の方法を使用し
ます。ティック = マイクロ秒 X 64/6.25。

___________________
例

次に、Cisco IOS リリース 12.3(23)BC での新しい出力フィールドもある、特定のケーブル モデム
に対する verbose オプションの出力例を示します。
Router# show cable modem 0000.39b9.ac51 verbose
MAC Address
: 0000.39b9.ac51
IP Address
: 55.1.176.11
Prim Sid
: 7
QoS Profile Index
: 5
Host Interface
: C8/0/0/U5
Primary Downstream
: Mo3/0/1:3 (RfId : 27)
Wideband Capable
: N
sysDescr
: Toshiba PacketCable 1.0 EMTA ; <<HW_REV: 13.0.0;
VENDOR: Toshiba Corporation; BOOTR: 2.2; SW_REV: 6.1.318; MODEL: PCX3000>>
Upstream Power
: 29.00 dBmV (SNR = 16.07 dB)
Downstream Power
: 14.90 dBmV (SNR = 34.30 dB)
Timing Offset
: 1774
Initial Timing Offset
: 1774
Curr US Timing Adjust
: 272
Prev US Timing Adjust
: 0
Received Power
: 0.00 dBmV
MAC Version
: DOC1.1
QoS Provisioned Mode
: DOC1.0
Enable DOCSIS2.0 Mode
: Y
Phy Operating Mode
: tdma
Capabilities
: {Frag=N, Concat=Y, PHS=N, Priv=}
Sid/Said Limit
: {Max US Sids=0, Max DS Saids=0}
Optional Filtering Support
: {802.1P=N, 802.1Q=N}
Transmit Equalizer Support
: {Taps/Symbol= 0, Num of Taps= 0}
Number of CPE IPs
: 0(Max CPE IPs = 17)
CFG Max-CPE
: 3
Flaps
: 7(Sep 16 20:04:13)
Errors
: 0 CRCs, 0 HCSes
Stn Mtn Failures
: 0 aborts, 0 exhausted
Total US Flows
: 1(1 active)
Total DS Flows
: 1(1 active)
Total US Data
: 3399 packets, 1956063 bytes
Total US Throughput
: 0 bits/sec, 0 packets/sec
Total DS Data
: 125 packets, 10704 bytes
Total DS Throughput
: 0 bits/sec, 0 packets/sec
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Active Classifiers
CM Upstream Filter Group
DSA/DSX messages
Voice Enabled
DS Change Times
Total Time Online

（注）

___________________
例

（注）

:
:
:
:
:
:

0 (Max = NO LIMIT)
10
permit all
NO
0
7d22h

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC では、このコマンドの出力はダイナミック共有秘密に関する情
報を表示しません。

次に、IPv6 アドレスが 2001:ODBA:4321:600:980D:E743:174F:1E48 のケーブル モデムに対する
showcablemodem コマンドの出力例を示します。

IP Address フィールドに「--」が示されていますが、これは出力フィールドのサイズに対して
IPv6 アドレスが長すぎるために表示されます。デバイスの完全な IPv6 アドレスを表示するに
は、このコマンドの verbose 形式を使用します。
Router# show cable modem 2001:ODBA:4321:600:980D:E743:174F:1E48
MAC Address

IP Address

0019.474a.ccd0 ---

___________________
例

I/F

MAC
State
C5/0/1/U0 w-online

Prim
Sid
38

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で特定のケーブル モデムに対する verbose オプションの出
力例を示します。
Router# show cable modem
001a.c3ff.ce9e verbose
MAC Address
: 0019.474a.d396
IP Address
: 10.10.2.4
IPv6 Address
: --Dual IP
: N
Prim Sid
: 1
Host Interface
: C5/0/0/U2
MD-DS-SG / MD-US-SG
: 1 / N/A
MD-CM-SG
: 0x100
Primary Downstream
: C5/0/0 (RfId : 240)
Wideband Capable
: Y
RCP Index
: 2
RCP ID
: 00 10 18 33 81
Multi-Transmit Channel Mode
: N
Upstream Channel
: US2
Ranging Status
: sta
Upstream Power (dBmV)
: 0.00
Upstream SNR (dB)
: 36.12
Received Power (dBmV)
: 0.00
Timing Offset
(97.6 ns): 1018
Initial Timing Offset
: 1018
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns): 0
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
: 0
Rng Timing Adj Minimum
: 0
Rng Timing Adj Maximum
: 0
Pre-EQ Good
: 0
Pre-EQ Scaled
: 0
Pre-EQ Impulse
: 0
Pre-EQ Direct Loads
: 0
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B D
RxPwr Timing Num P I
(dBmv) Offset CPE I P
0.00 1580
0
N

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Good Codewords rx
Corrected Codewords rx
Uncorrectable Codewords rx
Phy Operating Mode
sysDescr
Downstream Power
MAC Version
QoS Provisioned Mode
Enable DOCSIS2.0 Mode
Modem Status
Capabilities
Security Capabilities
L2VPN Capabilities
Sid/Said Limit
Optional Filtering Support
Transmit Equalizer Support
Number of CPE IPs
CFG Max-CPE
Flaps
Errors
Stn Mtn Failures
Total US Flows
Total DS Flows
Total US Data
Total US Throughput
Total DS Data
Total DS Throughput
LB group ID assigned (index)
LB group ID in config file (index)
LB policy ID
LB policy ID in config file
LB priority
Tag
Required DS Attribute Mask
Forbidden DS Attribute Mask
Required US Attribute Mask
Forbidden US Attribute Mask
Service Type ID
Service Type ID in config file
Active Classifiers
CM Upstream Filter Group
CM Downstream Filter Group
CPE Upstream Filter Group
CPE Downstream Filter Group
DSA/DSX messages
Voice Enabled
DS Change Times
Boolean Services
Number of Multicast DSIDs Support
MDF Capability Mode
IGMP/MLD Version
FCType10 Forwarding Support
Features Bitmask
Total Time Online
CFG Max IPv6 CPE Prefix

___________________
例

: 457865
: 0
: 0
: tdma
:
: 0.00 dBmV (SNR = ----- dB)
: DOC2.0
: DOC1.1
: Y
: {Modem= online(pt), Security=assign(tek)}
: {Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y}
: {Priv=BPI+, EAE=N, Key_len=56}
: {L2VPN=N, eSAFE=N}
: {Max US Sids=16, Max DS Saids=15}
: {802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=N}
: {Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
: 0(Max CPE IPs = 16)
: 1
: 0()
: 0 CRCs, 0 HCSes
: 0 aborts, 0 exhausted
: 1(1 active)
: 1(1 active)
: 12937 packets, 1079852 bytes
: 0 bits/sec, 0 packets/sec
: 6226 packets, 459372 bytes
: 0 bits/sec, 0 packets/sec
: N/A (N/A)
: N/A (N/A)
: 0
: 0
: 0
:
: 0x0
: 0x0
: 0x0
: 0x0
:
:
: 0 (Max = NO LIMIT)
: 0
: 0
: 0
: 0
: permit all
: NO
: 0
: 2
: 16
: 0
: IGMPv2
: N
: 0x0
: 7d4h18m
: 1024 (-1 used)

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で MTC モードで動作する特定のケーブル モデムに対して、
verbose オプションの出力例を示します。
Router# showcablemodem0014.f831.d596verbose
MAC Address
IP Address
IPv6 Address
Dual IP
Prim Sid
Host Interface
MD-DS-SG / MD-US-SG

:
:
:
:
:
:
:

001e.6bfa.f02e
30.10.0.6
--N
5
C5/1/0/UB
1 / 1
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

MD-CM-SG
:
Primary Wideband Channel ID
:
Primary Downstream
:
Wideband Capable
:
RCP Index
:
RCP ID
:
Multi-Transmit Channel Mode
:
Upstream Channel
:
Ranging Status
:
Upstream Power (dBmV)
:
Upstream SNR (dB)
:
Received Power (dBmV)
:
Reported Transmit Power (dBmV)
:
Peak Transmit Power (dBmV)
:
Minimum Transmit Power (dBmV)
:
Timing Offset
(97.6 ns):
Initial Timing Offset
:
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns):
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
:
Rng Timing Adj Minimum
:
Rng Timing Adj Maximum
:
Pre-EQ Good
:
Pre-EQ Scaled
:
Pre-EQ Impulse
:
Pre-EQ Direct Loads
:
Good Codewords rx
:
Corrected Codewords rx
:
Uncorrectable Codewords rx
:
Phy Operating Mode
:
sysDescr
:
Downstream Power
:
MAC Version
:
QoS Provisioned Mode
:
Enable DOCSIS2.0 Mode
:
Modem Status
:
Capabilities
:
Security Capabilities
:
L2VPN Capabilities
:
Sid/Said Limit
:
Optional Filtering Support
:
Transmit Equalizer Support
:
Number of CPE IPs
:
CFG Max-CPE
:
Flaps
:
Errors
:
Stn Mtn Failures
:
Total US Flows
:
Total DS Flows
:
Total US Data
:
Total US Throughput
:
Total DS Data
:
Total DS Throughput
:
LB group ID assigned (index)
:
LB group ID in config file (index) :
LB policy ID
:
LB policy ID in config file
:
LB priority
:
Tag
:
Required DS Attribute Mask
:
Forbidden DS Attribute Mask
:
Required US Attribute Mask
:
Forbidden US Attribute Mask
:
Service Type ID
:
Service Type ID in config file
:
Active Classifiers
:
CM Upstream Filter Group
:
CM Downstream Filter Group
:
CPE Upstream Filter Group
:
CPE Downstream Filter Group
:
DSA/DSX messages
:
Voice Enabled
:
DS Change Times
:
Boolean Services
:
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0xF0101
48
Mo3/0/0:0 (RfId : 120)
Y
3
00 10 00 00 04
Y
US1
US2
US3
sta
sta
sta
0.00
0.00
0.00
36.12
36.12
36.12
0.00
1.00
0.00
45.00
45.00
45.00
51.00
51.00
56.00
24.00
24.00
21.00
2312
2281
2282
2314
2058
2058
7
4
0
63
30
11
-512
-256
-256
256
57088
57344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5012
4996
4992
0
0
0
0
0
0
atdma*
atdma*
tdma*

US4
sta
0.00
33.1
-0.75
54.75
56.00
18.00
2282
2058
-94
-144
-512
57344
0
0
0
0
4990
0
0
tdma*

0.00 dBmV (SNR = ----- dB)
DOC3.0
DOC1.1
Y
{Modem= w-online, Security=disabled}
{Frag=N, Concat=N, PHS=Y}
{Priv=, EAE=Y, Key_len=}
{L2VPN=N, eSAFE=N}
{Max US Sids=8, Max DS Saids=24}
{802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=N}
{Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
0(Max CPE IPs = 16)
4
0()
0 CRCs, 0 HCSes
0 aborts, 0 exhausted
2(2 active)
1(1 active)
6 packets, 1557 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets, 0 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
N/A (N/A)
N/A (N/A)
0
0
0
0x0
0x0
0x0
0x0
0 (Max = NO LIMIT)
0
0
0
0
permit all
NO
0
2

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Number of Multicast DSIDs Support
MDF Capability Mode
IGMP/MLD Version
FCType10 Forwarding Support
Features Bitmask
Total Time Online
CM Initialization Reason
CFG Max IPv6 CPE Prefix

（注）

___________________
例

: 24
: 2
: IGMPv3
: Y
: 0x0
: 1d16h
: NO_PRIM_SF_USCHAN
: 16 (-1 used)

Phy Operating Mode 行のアスタリスク（*）は、（MTC モードで動作する）ケーブル モデムが
使用している PHY レイヤ変調タイプ（tdma または atdma）を示します。

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE4 で特定のケーブル モデムに対する verbose オプションの出
力例を示します。
Router# show cable modem
001a.c3ff.ce9e verbose
MAC Address
:
IP Address
:
IPv6 Address
:
Dual IP
:
Prim Sid
:
Host Interface
:
MD-DS-SG / MD-US-SG
:
MD-CM-SG
:
Primary Downstream
:
Wideband Capable
:
RCP Index
:
RCP ID
:
Downstream Channel DCID RF Channel :
Multi-Transmit Channel Mode
:
Upstream Channel
:
Ranging Status
:
Upstream Power (dBmV)
:
Upstream SNR (dB)
:
Received Power (dBmV)
:
Timing Offset
(97.6 ns):
Initial Timing Offset
:
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns):
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
:
Rng Timing Adj Minimum
:
Rng Timing Adj Maximum
:
Pre-EQ Good
:
Pre-EQ Scaled
:
Pre-EQ Impulse
:
Pre-EQ Direct Loads
:
Good Codewords rx
:
Corrected Codewords rx
:
Uncorrectable Codewords rx
:
Phy Operating Mode
:
sysDescr
:
Downstream Power
:
MAC Version
:
QoS Provisioned Mode
:
Enable DOCSIS2.0 Mode
:
Modem Status
:
Capabilities
:
Security Capabilities
:
L2VPN Capabilities
:
Sid/Said Limit
:
Optional Filtering Support
:
Transmit Equalizer Support
:
Number of CPE IPs
:
CFG Max-CPE
:
Flaps
:

0014.e84f.1630
50.6.9.4
--N
1
C6/1/0/U0
N/A / N/A
0x2D0000
C6/1/0 (RfId : 600)
N
0
00 00 00 00 00
73
6/1/0
N
US0
sta
0.00
31.26
0.50
1237
1237
503
402
0
1024
0
0
0
0
429
0
0
tdma
0.00 dBmV (SNR = ----- dB)
DOC2.0
DOC1.1
Y
{Modem= online, Security=disabled}
{Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y}
{Priv=, EAE=N, Key_len=}
{L2VPN=N, eSAFE=N}
{Max US Sids=16, Max DS Saids=15}
{802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=N}
{Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
0(Max CPE IPs = 16)
1
0()
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Errors
:
Stn Mtn Failures
:
Total US Flows
:
Total DS Flows
:
Total US Data
:
Total US Throughput
:
Total DS Data
:
Total DS Throughput
:
LB group ID assigned (index)
:
LB group ID in config file (index) :
LB policy ID
:
LB policy ID in config file
:
LB priority
:
Tag
:
Required DS Attribute Mask
:
Forbidden DS Attribute Mask
:
Required US Attribute Mask
:
Forbidden US Attribute Mask
:
Service Type ID
:
Service Type ID in config file
:
Active Classifiers
:
CM Upstream Filter Group
:
CM Downstream Filter Group
:
CPE Upstream Filter Group
:
CPE Downstream Filter Group
:
DSA/DSX messages
:
Voice Enabled
:
DS Change Times
:
Boolean Services
:
Number of Multicast DSIDs Support :
MDF Capability Mode
:
IGMP/MLD Version
:
FCType10 Forwarding Support
:
Features Bitmask
:
Total Time Online
:
!From Cisco IOS Release 12.2(33)SCE4
!modem since the last counter reset.
CFG Max IPv6 CPE Prefix
:

___________________
例

0 CRCs, 0 HCSes
0 aborts, 0 exhausted
2(2 active)
2(2 active)
20 packets, 6786 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
11255 packets, 720320 bytes
5119 bits/sec, 9 packets/sec
N/A (N/A)
N/A (N/A)
0
0
0
0x0
0x0
0x0
0x0
0 (Max = NO LIMIT)
30
29
1
1
permit all
NO
0
0
0
0
IGMPv2
N
0x0
18:53
(18:53
since last counter reset)
onwards, the command output shows online time of the
16 (-1 used)

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF での showcablemodemverbose コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show cable modem 10.1.0.2 verbose
MAC Address
: 001e.6bfb.0a60
IP Address
: 10.1.0.2
IPv6 Address
: --Dual IP
: N
Prim Sid
: 43
Host Interface
: C7/0/0/UB
MD-DS-SG / MD-US-SG
: 1 / 1
MD-CM-SG
: 0x3C0101
Primary Wideband Channel ID
: 897 (Wi7/0/0:0)
Primary Downstream
: In7/0/0:0 (RfId : 720)
Wideband Capable
: Y
RCP Index
: 3
RCP ID
: 00 10 00 00 04
Multi-Transmit Channel Mode
: Y
Upstream Channel
: US0
US1
US2
Ranging Status
: sta
sta
sta
Upstream SNR (dB)
: 33.1
33.1
33.1
Upstream Data SNR (dB)
: 22.78
22.78
22.78
Received Power (dBmV)
: 0.50
0.00
0.00
Reported Transmit Power (dBmV)
: 51.00
51.00
51.00
Peak Transmit Power (dBmV)
: 51.00
51.00
51.00
Minimum Transmit Power (dBmV)
: 24.00
24.00
24.00
Timing Offset
(97.6 ns): 1302
1303
1303
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

次に示す show cable modem verbose コマンドの出力例には、IP アドレスにより識別される特定の
ケーブル モデムのダウンストリーム チャネル情報が示されています。
Router# show cable modem 80.62.0.4 verbose
MAC Address
: 0018.6832.0eb2
IP Address
: 80.62.0.4
IPv6 Address
: --Dual IP
: N
Prim Sid
: 13
Host Interface
: C6/1/0/U0
MD-DS-SG / MD-US-SG
: 3 / N/A
MD-CM-SG
: 0x2D0300
Primary Downstream
: In6/1/0:0 (RfId : 600)
Wideband Capable
: N
RCP Index
: 0
RCP ID
: 00 00 00 00 00
Downstream Channel DCID RF Channel : 193
6/1/0:0
Multi-Transmit Channel Mode
: N
Upstream Channel
: US0
Ranging Status
: sta
Upstream Power (dBmV)
: 0.00
Upstream SNR (dB)
: 36.12
Upstream Data SNR (dB)
: -Received Power (dBmV)
: 0.00
Timing Offset
(97.6 ns): 1192
Initial Timing Offset
: 1192
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns): -1
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
: -7
Rng Timing Adj Minimum
: -256
Rng Timing Adj Maximum
: 0
Pre-EQ Good
: 0
Pre-EQ Scaled
: 0
Pre-EQ Impulse
: 0
Pre-EQ Direct Loads
: 0
Good Codewords rx
: 42
Corrected Codewords rx
: 0
Uncorrectable Codewords rx
: 0
Phy Operating Mode
: tdma
sysDescr
:
Downstream Power
: 0.00 dBmV (SNR = ----- dB)
MAC Version
: DOC2.0
QoS Provisioned Mode
: DOC1.1
Enable DOCSIS2.0 Mode
: Y
Modem Status
: {Modem= online, Security=disabled}
Flaps
: 0()
Errors
: 0 CRCs, 0 HCSes
Capabilities
: {Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y}
Security Capabilities
: {Priv=, EAE=N, Key_len=}
L2VPN Capabilities
: {L2VPN=N, eSAFE=N}
Sid/Said Limit
: {Max US Sids=16, Max DS Saids=15}
Optional Filtering Support
: {802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=N}
Transmit Equalizer Support
: {Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
Number of CPE IPs
: 0(Max CPE IPs = 16)
CFG Max-CPE
: 1
Stn Mtn Failures
: 0 aborts, 0 exhausted
Total US Flows
: 2(2 active)
Total DS Flows
: 2(2 active)
Total US Data
: 9 packets, 4545 bytes
Total US Throughput
: 0 bits/sec, 0 packets/sec
Total DS Data
: 9 packets, 3114 bytes
Total DS Throughput
: 0 bits/sec, 0 packets/sec
LB group ID assigned (index)
: N/A (N/A)
LB group ID in config file (index) : N/A (N/A)
LB policy ID
: 0
LB policy ID in config file
: 0
LB priority
: 0
Tag
:
Required DS Attribute Mask
: 0x0
Forbidden DS Attribute Mask
: 0x0
Required US Attribute Mask
: 0x0
Forbidden US Attribute Mask
: 0x0
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Service Type ID
Service Type ID in config file
Active Classifiers
CM Upstream Filter Group
CM Downstream Filter Group
CPE Upstream Filter Group
CPE Downstream Filter Group
DSA/DSX messages
Voice Enabled
DS Change Times
Boolean Services
Number of Multicast DSIDs Support
MDF Capability Mode
IGMP/MLD Version
FCType10 Forwarding Support
Features Bitmask
Total Time Online
CFG Max IPv6 CPE Prefix

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0 (Max = NO LIMIT)
0
0
0
0
permit all
NO
0
0
0
0
IGMPv2
N
0x0
4d14h
16 (-1 used)

次に示す show cable modem verbose コマンドの出力例には、特定のケーブル インターフェイスの
ダウンストリーム チャネル情報が示されています。
Router# show cable modem Cable 6/1/0
MAC Address
:
IP Address
:
IPv6 Address
:
Dual IP
:
Prim Sid
:
Host Interface
:
MD-DS-SG / MD-US-SG
:
MD-CM-SG
:
Primary Downstream
:
Wideband Capable
:
RCP Index
:
RCP ID
:
Downstream Channel DCID RF Channel :
Multi-Transmit Channel Mode
:
Upstream Channel
:
Ranging Status
:
Upstream Power (dBmV)
:
Upstream SNR (dB)
:
Upstream Data SNR (dB)
:
Received Power (dBmV)
:
Timing Offset
(97.6 ns):
Initial Timing Offset
:
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns):
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
:
Rng Timing Adj Minimum
:
Rng Timing Adj Maximum
:
Pre-EQ Good
:
Pre-EQ Scaled
:
Pre-EQ Impulse
:
Pre-EQ Direct Loads
:
Good Codewords rx
:
Corrected Codewords rx
:
Uncorrectable Codewords rx
:
Phy Operating Mode
:
sysDescr
:
Downstream Power
:
MAC Version
:
QoS Provisioned Mode
:
Enable DOCSIS2.0 Mode
:
Modem Status
:
Capabilities
:
Security Capabilities
:
L2VPN Capabilities
:
Sid/Said Limit
:
Optional Filtering Support
:
Transmit Equalizer Support
:
Number of CPE IPs
:
CFG Max-CPE
:
Flaps
:
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verbose
0018.6832.0eb2
80.62.0.4
--N
13
C6/1/0/U0
3 / N/A
0x2D0300
In6/1/0:0 (RfId : 600)
N
0
00 00 00 00 00
193
6/1/0:0
N
US0
sta
0.00
36.12
-0.00
1192
1192
0
0
0
256
0
0
0
0
66
0
0
tdma
0.00 dBmV (SNR = ----- dB)
DOC2.0
DOC1.1
Y
{Modem= online, Security=disabled}
{Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y}
{Priv=, EAE=N, Key_len=}
{L2VPN=N, eSAFE=N}
{Max US Sids=16, Max DS Saids=15}
{802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=N}
{Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
0(Max CPE IPs = 16)
1
1(Mar 22 22:39:59)

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Errors
:
Stn Mtn Failures
:
Total US Flows
:
Total DS Flows
:
Total US Data
:
Total US Throughput
:
Total DS Data
:
Total DS Throughput
:
LB group ID assigned (index)
:
LB group ID in config file (index) :
LB policy ID
:
LB policy ID in config file
:
LB priority
:
Tag
:
Required DS Attribute Mask
:
Forbidden DS Attribute Mask
:
Required US Attribute Mask
:
Forbidden US Attribute Mask
:
Service Type ID
:
Service Type ID in config file
:
Active Classifiers
:
CM Upstream Filter Group
:
CM Downstream Filter Group
:
CPE Upstream Filter Group
:
CPE Downstream Filter Group
:
DSA/DSX messages
:
Voice Enabled
:
DS Change Times
:
Boolean Services
:
Number of Multicast DSIDs Support :
MDF Capability Mode
:
IGMP/MLD Version
:
FCType10 Forwarding Support
:
Features Bitmask
:
Total Time Online
:
CFG Max IPv6 CPE Prefix
:
MAC Address
:
IP Address
:
IPv6 Address
:
Dual IP
:
Prim Sid
:
Host Interface
:
MD-DS-SG / MD-US-SG
:
MD-CM-SG
:
Primary Downstream
:
Wideband Capable
:
RCP Index
:
RCP ID
:
Downstream Channel DCID RF Channel :
Multi-Transmit Channel Mode
:
Upstream Channel
:
Ranging Status
:
Upstream Power (dBmV)
:
Upstream SNR (dB)
:
Upstream Data SNR (dB)
:
Received Power (dBmV)
:
Timing Offset
(97.6 ns):
Initial Timing Offset
:
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns):
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
:
Rng Timing Adj Minimum
:
Rng Timing Adj Maximum
:
Pre-EQ Good
:
Pre-EQ Scaled
:
Pre-EQ Impulse
:
Pre-EQ Direct Loads
:
Good Codewords rx
:
Corrected Codewords rx
:
Uncorrectable Codewords rx
:
Phy Operating Mode
:
sysDescr
:
Downstream Power
:
MAC Version
:

0 CRCs, 0 HCSes
0 aborts, 1 exhausted
2(2 active)
2(2 active)
2 packets, 1010 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
2 packets, 692 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
N/A (N/A)
N/A (N/A)
0
0
0
0x0
0x0
0x0
0x0
0 (Max = NO LIMIT)
0
0
0
0
permit all
NO
0
0
0
0
IGMPv2
N
0x0
1d2h33m
16 (-1 used)
0018.6832.069e
80.62.0.3
--N
15
C6/1/0/U0
3 / N/A
0x2D0300
In6/1/0:0 (RfId : 600)
N
0
00 00 00 00 00
193
6/1/0:0
N
US0
sta
0.00
36.12
-0.50
1196
1196
-39
-92
-256
0
0
0
0
0
54
0
0
tdma
0.00 dBmV (SNR = ----- dB)
DOC2.0

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1947

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

QoS Provisioned Mode
Enable DOCSIS2.0 Mode
Modem Status
Capabilities
Security Capabilities
L2VPN Capabilities
Sid/Said Limit
Optional Filtering Support
Transmit Equalizer Support
Number of CPE IPs
CFG Max-CPE
Flaps
Errors
Stn Mtn Failures
Total US Flows
Total DS Flows
Total US Data
Total US Throughput
Total DS Data
Total DS Throughput
LB group ID assigned (index)
LB group ID in config file (index)
LB policy ID
LB policy ID in config file
LB priority
Tag
Required DS Attribute Mask
Forbidden DS Attribute Mask
Required US Attribute Mask
Forbidden US Attribute Mask
Service Type ID
Service Type ID in config file
Active Classifiers
CM Upstream Filter Group
CM Downstream Filter Group
CPE Upstream Filter Group
CPE Downstream Filter Group
DSA/DSX messages
Voice Enabled
DS Change Times
Boolean Services
Number of Multicast DSIDs Support
MDF Capability Mode
IGMP/MLD Version
FCType10 Forwarding Support
Features Bitmask
Total Time Online
CFG Max IPv6 CPE Prefix

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DOC1.1
Y
{Modem= online, Security=disabled}
{Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y}
{Priv=, EAE=N, Key_len=}
{L2VPN=N, eSAFE=N}
{Max US Sids=16, Max DS Saids=15}
{802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=N}
{Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
0(Max CPE IPs = 16)
1
3(Mar 20 09:22:20)
0 CRCs, 0 HCSes
0 aborts, 1 exhausted
2(2 active)
2(2 active)
13 packets, 6565 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
13 packets, 4498 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
N/A (N/A)
N/A (N/A)
0
0
0
0x0
0x0
0x0
0x0
0 (Max = NO LIMIT)
0
0
0
0
permit all
NO
0
0
0
0
IGMPv2
N
0x0
6d12h
16 (-1 used)

次に示す show cable modem verbose コマンドの出力例には、すべてのケーブル モデムのダウンス
トリーム チャネル情報が示されています。
Router# show cable modem verbose
MAC Address
IP Address
IPv6 Address
Dual IP
Prim Sid
QoS Profile Index
Host Interface
MD-DS-SG / MD-US-SG
MD-CM-SG
Primary Downstream
Wideband Capable
RCP Index
RCP ID
Downstream Channel DCID RF Channel
Multi-Transmit Channel Mode
Upstream Channel
Ranging Status
Upstream Power (dBmV)
Upstream SNR (dB)
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0006.2854.740b
0.0.0.0
--N
12
2
C6/1/0/U0
3 / N/A
0x2D0300
In6/1/0:0 (RfId : 600)
N
0
00 00 00 00 00
193
6/1/0:0
N

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Upstream Data SNR (dB)
:
Received Power (dBmV)
:
Timing Offset
(97.6 ns):
Initial Timing Offset
:
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns):
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
:
Rng Timing Adj Minimum
:
Rng Timing Adj Maximum
:
Pre-EQ Good
:
Pre-EQ Scaled
:
Pre-EQ Impulse
:
Pre-EQ Direct Loads
:
Good Codewords rx
:
Corrected Codewords rx
:
Uncorrectable Codewords rx
:
Phy Operating Mode
:
sysDescr
:
Downstream Power
:
MAC Version
:
QoS Provisioned Mode
:
Enable DOCSIS2.0 Mode
:
Modem Status
:
Capabilities
:
Security Capabilities
:
L2VPN Capabilities
:
Sid/Said Limit
:
Optional Filtering Support
:
Transmit Equalizer Support
:
Number of CPE IPs
:
CFG Max-CPE
:
Flaps
:
Errors
:
Stn Mtn Failures
:
Total US Flows
:
Total DS Flows
:
Total US Data
:
Total US Throughput
:
Total DS Data
:
Total DS Throughput
:
LB group ID assigned (index)
:
LB group ID in config file (index) :
LB policy ID
:
LB policy ID in config file
:
LB priority
:
Tag
:
Required DS Attribute Mask
:
Forbidden DS Attribute Mask
:
Required US Attribute Mask
:
Forbidden US Attribute Mask
:
Service Type ID
:
Service Type ID in config file
:
Active Classifiers
:
CM Upstream Filter Group
:
CM Downstream Filter Group
:
CPE Upstream Filter Group
:
CPE Downstream Filter Group
:
DSA/DSX messages
:
Voice Enabled
:
DS Change Times
:
Boolean Services
:
Number of Multicast DSIDs Support :
MDF Capability Mode
:
IGMP/MLD Version
:
FCType10 Forwarding Support
:
Features Bitmask
:
Total Time Online
:
CFG Max IPv6 CPE Prefix
:
MAC Address
:
IP Address
:
IPv6 Address
:
Dual IP
:
Prim Sid
:
Host Interface
:

0.00 dBmV (SNR = ----- dB)
DOC1.0
DOC1.0
Y
{Modem= offline, Security=disabled}
{Frag=N, Concat=N, PHS=N}
{Priv=, EAE=N, Key_len=}
{L2VPN=N, eSAFE=N}
{Max US Sids=0, Max DS Saids=0}
{802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=N}
{Taps/Symbol= 0, Num of Taps= 0}
0(Max CPE IPs = 16)
16
8218(Mar 22 03:17:15)
0 CRCs, 0 HCSes
0 aborts, 222 exhausted
1(1 active)
1(1 active)
454 packets, 32291 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets, 0 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
N/A (N/A)
N/A (N/A)
0
0
0
0x0
0x0
0x0
0x0
0 (Max = NO LIMIT)
0
0
0
0
permit all
NO
0
0
0
0
IGMPv2
N
0x0
00:00
16 (-1 used)
0018.6832.0eb2
80.62.0.4
--N
13
C6/1/0/U0
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

MD-DS-SG / MD-US-SG
:
MD-CM-SG
:
Primary Downstream
:
Wideband Capable
:
RCP Index
:
RCP ID
:
Downstream Channel DCID RF Channel :
Multi-Transmit Channel Mode
:
Upstream Channel
:
Ranging Status
:
Upstream Power (dBmV)
:
Upstream SNR (dB)
:
Upstream Data SNR (dB)
:
Received Power (dBmV)
:
Timing Offset
(97.6 ns):
Initial Timing Offset
:
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns):
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
:
Rng Timing Adj Minimum
:
Rng Timing Adj Maximum
:
Pre-EQ Good
:
Pre-EQ Scaled
:
Pre-EQ Impulse
:
Pre-EQ Direct Loads
:
Good Codewords rx
:
Corrected Codewords rx
:
Uncorrectable Codewords rx
:
Phy Operating Mode
:
sysDescr
:
Downstream Power
:
MAC Version
:
QoS Provisioned Mode
:
Enable DOCSIS2.0 Mode
:
Modem Status
:
Capabilities
:
Security Capabilities
:
L2VPN Capabilities
:
Sid/Said Limit
:
Optional Filtering Support
:
Transmit Equalizer Support
:
Number of CPE IPs
:
CFG Max-CPE
:
Flaps
:
Errors
:
Stn Mtn Failures
:
Total US Flows
:
Total DS Flows
:
Total US Data
:
Total US Throughput
:
Total DS Data
:
Total DS Throughput
:
LB group ID assigned (index)
:
LB group ID in config file (index) :
LB policy ID
:
LB policy ID in config file
:
LB priority
:
Tag
:
Required DS Attribute Mask
:
Forbidden DS Attribute Mask
:
Required US Attribute Mask
:
Forbidden US Attribute Mask
:
Service Type ID
:
Service Type ID in config file
:
Active Classifiers
:
CM Upstream Filter Group
:
CM Downstream Filter Group
:
CPE Upstream Filter Group
:
CPE Downstream Filter Group
:
DSA/DSX messages
:
Voice Enabled
:
DS Change Times
:
Boolean Services
:
Number of Multicast DSIDs Support :
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3 / N/A
0x2D0300
In6/1/0:0 (RfId : 600)
N
0
00 00 00 00 00
193
6/1/0:0
N
US0
sta
0.00
36.12
-0.00
1192
1192
-1
-7
-256
0
0
0
0
0
42
0
0
tdma
0.00 dBmV (SNR = ----- dB)
DOC2.0
DOC1.1
Y
{Modem= online, Security=disabled}
{Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y}
{Priv=, EAE=N, Key_len=}
{L2VPN=N, eSAFE=N}
{Max US Sids=16, Max DS Saids=15}
{802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=N}
{Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
0(Max CPE IPs = 16)
1
0()
0 CRCs, 0 HCSes
0 aborts, 0 exhausted
2(2 active)
2(2 active)
9 packets, 4545 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
9 packets, 3114 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
N/A (N/A)
N/A (N/A)
0
0
0
0x0
0x0
0x0
0x0
0 (Max = NO LIMIT)
0
0
0
0
permit all
NO
0
0
0

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

MDF Capability Mode
IGMP/MLD Version
FCType10 Forwarding Support
Features Bitmask
Total Time Online
CFG Max IPv6 CPE Prefix

___________________
例

:
:
:
:
:
:

0
IGMPv2
N
0x0
4d14h
16 (-1 used)

次に、Cisco uBR7246VXR ルータでの Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD の cm-status オプションの
出力例を示します。
Router# showcablemodemcm-status
I/F MAC Address Event TID Count Error Dups Time
C5/0 001e.6bfb.29a6 Seq out-of-range 1 1 0 1 Jan 18 09:00:19
C7/0

C7/0

001c.ea2b.79b2 MDD
QAM
MDD
QAM
001c.ea2b.78b0 MDD
QAM
MDD
QAM

timeout
failure
recovery
recovery
timeout
failure
recovery
recovery

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

11
11
11
11
11
11
11
11

11:29:22
11:29:02
11:30:20
11:30:13
11:29:16
11:28:53
11:29:59
11:29:46

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD で特定のケーブル モデムに対する queue オプションの出力
例を示します。
Router# show cable modem
40.3.192.2 queue
* idx/gqid Len/Limit Deqs
pkts
pkts
BE Queues:
3/43
0/128
103
CIR Queues:
Low Latency Queues:

___________________
例

Drops
pkts

CIR
kbps

0

0

MIR/PR
kbps
0/0

ForwInt

SFID

In5/1:1 Ca5/1:22

次に示す show cable modem コマンドの出力例には、アップストリーム（I/F の下の「p」により示
される）およびダウンストリーム パーシャル サービス モード（MAC State の下の「p-online」に
より示される）のケーブル モデムが示されています。
Router# show cable modem
MAC Address

IP Address

I/F

0016.9252.9ac0
000f.2172.229d
001e.6bfb.33a0
0022.cef4.3d9a
0019.474a.c456
001e.6bfb.194e
00e0.6f8b.a888
001e.6bfb.1538
001e.6bfb.0d22
001e.6bfb.1a7e
0019.474a.c418
001e.6bfa.f58a
0022.cef4.3fa2
001e.6bfb.1b72
0019.474a.c330
0023.be50.e578
0025.2e2d.784a
0025.2e2d.748c

2.99.81.4
2.99.81.36
2.99.81.14
2.99.81.23
2.99.81.18
2.99.81.32
2.99.81.31
2.99.81.38
2.99.81.29
2.99.81.30
2.99.81.75
2.99.81.9
2.99.81.24
2.99.81.10
2.99.81.34
2.99.81.17
2.99.81.28
2.99.81.26

C7/0/0/U0
C7/0/0/U3
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/U3
C7/0/0/p
C7/0/0/U3
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/U1
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/U0
C7/0/0/UB
C7/0/0/UB
C7/0/0/UB

MAC
State
online(pt)
online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
online(pt)
p-online(pt)
online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)

Prim
Sid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RxPwr
(dBmv)
0.00
0.50
-0.50
0.00
0.00
-0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.50
0.00
0.00
0.50
0.00

Timing
Offset
1332
1778
1424
1438
1336
1422
1427
1423
1738
1738
1335
1737
1438
1425
1028
1805
1798
1798

Num
CPE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D
I
P
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

001e.6bfa.f070
0019.474a.c422
0019.474a.c466
001e.6bfb.2e96

___________________
例

2.99.81.37
2.99.81.20
2.99.81.21
2.99.81.33

C7/0/0/U3
C8/0/0/U1
C8/0/0/U1
C8/0/0/UB

online(pt)
online(pt)
online(pt)
w-online(pt)

20
1
2
3

0.50
0.50
0.00
0.00

1735
1340
1334
1738

0
0
0
0

N
N
N
N

次に示す verbose オプションの出力例には、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH における、ケーブル
モデムの範囲設定クラス ID が示されています。
Router# show cable modem 001c.eaa4.b5aa verbose
MAC Address
: 001c.eaa4.b5aa
IP Address
: 192.168.0.5
IPv6 Address
: --Dual IP
: N
Prim Sid
: 53
Host Interface
: C5/1/0/UB
MD-DS-SG / MD-US-SG
: 1 / 71
MD-CM-SG
: 0xF0147
Primary Wideband Channel ID
: 417 (Wi5/1/0:0)
Primary Downstream
: In5/1/0:0 (RfId : 360)
Wideband Capable
: Y
RCP Index
: 3
RCP ID
: 00 10 00 10 04
Downstream Channel DCID RF Channel : 25
5/1/0:0
Downstream Channel DCID RF Channel : 26
5/1/0:1
Downstream Channel DCID RF Channel : 27
5/1/0:2
Downstream Channel DCID RF Channel : 28
5/1/0:3
Multi-Transmit Channel Mode
: Y
Extended Upstream Transmit Power
: 0dB
Upstream Channel
: US0
US1
US2
US3
Ranging Status
: sta
sta
sta
sta
Upstream SNR (dB)
: 36.12
36.12
36.12
36.12
Upstream Data SNR (dB)
: ----Received Power (dBmV)
: 0.50
0.50
0.50
0.50
Reported Transmit Power (dBmV)
: 35.00
35.00
35.00
35.00
Peak Transmit Power (dBmV)
: 53.00
53.00
53.00
53.00
Phy Max Power (dBmV)
: 53.00
53.00
53.00
53.00
Minimum Transmit Power (dBmV)
: 32.50
32.50
32.50
32.50
Timing Offset
(97.6 ns): 372
372
372
371
Initial Timing Offset
: 372
116
116
116
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns): -1
-1
0
-1
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
: -4
-3
-3
-4
Rng Timing Adj Minimum
: -4
-4
-4
-4
Rng Timing Adj Maximum
: 164
65671
65600
65516
Pre-EQ Good
: 0
0
0
0
Pre-EQ Scaled
: 0
0
0
0
Pre-EQ Impulse
: 0
0
0
0
Pre-EQ Direct Loads
: 0
0
0
0
Good Codewords rx
: 648
515
617
564
Corrected Codewords rx
: 0
0
0
0
Uncorrectable Codewords rx
: 0
0
0
0
Phy Operating Mode
: scdma*
scdma*
scdma*
scdma*
sysDescr
: Cisco DPC3000 DOCSIS 3.0 Cable Modem <<HW_REV: 1.1;
VENDOR: Cisco; BOOTR: 1.0.0.4; SW_REV: dpc3000-v303r2392-110520h; MODEL: DPC3000>>
Downstream Power
: 1.70 dBmV (SNR = 38.90 dB)
MAC Version
: DOC3.0
QoS Provisioned Mode
: DOC1.1
Enable DOCSIS2.0 Mode
: Y
Modem Status
: {Modem= w-online, Security=disabled}
Capabilities
: {Frag=N, Concat=N, PHS=Y}
Security Capabilities
: {Priv=, EAE=Y, Key_len=}
L2VPN Capabilities
: {L2VPN=Y, eSAFE=N}
Sid/Said Limit
: {Max US Sids=8, Max DS Saids=24}
Optional Filtering Support
: {802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=Y}
Transmit Equalizer Support
: {Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
Number of CPE IPs
: 0(Max CPE IPs = 16)
CFG Max-CPE
: 16
Flaps
: 0()
Errors
: 0 CRCs, 0 HCSes
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Stn Mtn Failures
Total US Flows
Total DS Flows
Total US Data
Total US Throughput
Total DS Data
Total DS Throughput
LB group ID assigned (index)
LB group ID in config file (index)
LB policy ID
LB policy ID in config file
LB priority
Tag
Required DS Attribute Mask
Forbidden DS Attribute Mask
Required US Attribute Mask
Forbidden US Attribute Mask
Service Type ID
Service Type ID in config file
Ranging Class ID
Active Classifiers
CM Upstream Filter Group
CM Downstream Filter Group
CPE Upstream Filter Group
CPE Downstream Filter Group
DSA/DSX messages
Voice Enabled
DS Change Times
Boolean Services
Number of Multicast DSIDs Support
MDF Capability Mode
IGMP/MLD Version
FCType10 Forwarding Support
Features Bitmask
Total Time Online
CM Initialization Reason
CFG Max IPv6 CPE Prefix

___________________
例

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0 aborts, 0 exhausted
1(1 active)
1(1 active)
2131 packets, 249036 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
2137 packets, 197622 bytes
304 bits/sec, 0 packets/sec
2148467015 (36608)
N/A (N/A)
0
0
0
0x0
0x0
0x0
0x0
0x2
0 (Max = NO LIMIT)
0
0
0
0
permit all
NO
0
2
24
2
IGMPv3
Y
0x0
1h13m
(1h13m
since last counter reset)
NO_PRIM_SF_USCHAN
16 (-1 used)

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG5 以降では、verbose キーワードにより、特定のケーブル モデムの
Upstream Drop Classifier（UDC）機能のステータスが表示されます。この機能が有効な場合、「UDC
Enabled」フィールドには「Y」と示されます。
次に、UDC 機能について、verbose キーワード指定時の showcablemodem コマンドの出力例を示
します。
Router# show cable modem 4458.2945.3004 verbose
MAC Address
IP Address
IPv6 Address
Dual IP
Prim Sid
Host Interface
MD-DS-SG / MD-US-SG
MD-CM-SG
Primary Wideband Channel ID
Primary Downstream
Wideband Capable
RCP Index
RCP ID
Downstream Channel DCID RF Channel
Downstream Channel DCID RF Channel
Downstream Channel DCID RF Channel
UDC Enabled
Multi-Transmit Channel Mode
Extended Upstream Transmit Power
Upstream Channel
Ranging Status

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4458.2945.3004
40.101.0.2
--N
2
C7/1/0/UB
1 / 1
0x4B0101
1057 (Wi7/1/0:0)
In7/1/0:2 (RfId : 842)
Y
3
00 10 00 00 08
147
7/1/0:2
145
7/1/0:0
146
7/1/0:1
Y
Y
0dB
US2
sta
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Upstream SNR (dB)
:
Upstream Data SNR (dB)
:
Received Power (dBmV)
:
Reported Transmit Power (dBmV)
:
Peak Transmit Power (dBmV)
:
Phy Max Power (dBmV)
:
Minimum Transmit Power (dBmV)
:
Timing Offset
(97.6 ns):
Initial Timing Offset
:
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns):
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
:
Rng Timing Adj Minimum
:
Rng Timing Adj Maximum
:
Pre-EQ Good
:
Pre-EQ Scaled
:
Pre-EQ Impulse
:
Pre-EQ Direct Loads
:
Good Codewords rx
:
Corrected Codewords rx
:
Uncorrectable Codewords rx
:
Phy Operating Mode
:
sysDescr
:
sysDescr
:
Downstream Power
:
MAC Version
:
QoS Provisioned Mode
:
Enable DOCSIS2.0 Mode
:
Modem Status
:
Capabilities
:
Security Capabilities
:
L2VPN Capabilities
:
Sid/Said Limit
:
Optional Filtering Support
:
Transmit Equalizer Support
:
Number of CPE IPs
:
CFG Max-CPE
:
Flaps
:
Errors
:
Stn Mtn Failures
:
Total US Flows
:
Total DS Flows
:
Total US Data
:
Total US Throughput
:
Total DS Data
:
Total DS Throughput
:
LB group ID assigned (index)
:
LB group ID in config file (index) :
LB policy ID
:
LB policy ID in config file
:
LB priority
:
Tag
:
Required DS Attribute Mask
:
Forbidden DS Attribute Mask
:
Required US Attribute Mask
:
Forbidden US Attribute Mask
:
Service Type ID
:
Service Type ID in config file
:
Ranging Class ID
:
Active Classifiers
:
CM Upstream Filter Group
:
CM Downstream Filter Group
:
CPE Upstream Filter Group
:
CPE Downstream Filter Group
:
DSA/DSX messages
:
Voice Enabled
:
DS Change Times
:
Boolean Services
:
Number of Multicast DSIDs Support :
MDF Capability Mode
:
IGMP/MLD Version
:
FCType10 Forwarding Support
:
Features Bitmask
:
Total Time Online
:
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36.12
--0.50
36.00
58.00
58.00
18.00
1209
1209
255
238
-256
256
0
0
0
0
665
0
0
tdma*
0.00 dBmV (SNR = ----- dB)
DOC3.0
DOC1.1
Y
{Modem= w-online(pt), Security=assign(tek)}
{Frag=N, Concat=N, PHS=Y}
{Priv=BPI+, EAE=Y, Key_len=56,128}
{L2VPN=N, eSAFE=N}
{Max US Sids=16, Max DS Saids=15}
{802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=N}
{Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
0(Max CPE IPs = 5)
10
1(Jun 4 22:05:34)
0 CRCs, 0 HCSes
0 aborts, 1 exhausted
1(1 active)
1(1 active)
4 packets, 2502 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets, 0 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
2152399105 (51969)
N/A (N/A)
0
0
0
0x0
0x0
0x0
0x0
0x1
0 (Max = NO LIMIT)
0
0
0
0
permit all
NO
0
2
16
2
IGMPv3
Y
0x0
1h29m
(1h29m
since last counter reset)

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

CM Initialization Reason
CFG Max IPv6 CPE Prefix

（注）

___________________
例

: NO_PRIM_SF_USCHAN
: 16 (-1 used)

verbose キーワードを指定し、特定の MAC アドレスを指定しないと、インターフェイスの各
ケーブル モデムの UDC Enabled ステータスが表示されます。

次に示す verbose オプションの出力例には、1 台のケーブル モデムに対して 16 個のダウンスト
リーム チャネルのチャネル ID と、4 個のアップストリーム チャネルのチャネル情報が含まれて
います。
Router# show cable modem 68b6.fcfe.22e5 verbose
Router# show cable modem 68b6.fcfe.2285 verbose
MAC Address
:
IP Address
:
IPv6 Address
:
Dual IP
:
Prim Sid
:
Host Interface
:
MD-DS-SG / MD-US-SG
:
MD-CM-SG
:
Primary Wideband Channel ID
:
Primary Downstream
:
Wideband Capable
:
RCP Index
:
RCP ID
:
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Extended Upstream Transmit Power
:
Multi-Transmit Channel Mode
:
Number of US in UBG
:
Upstream Channel
:
Ranging Status
:
Upstream SNR (dB)
:
Upstream Data SNR (dB)
:
Received Power (dBmV)
:
Reported Transmit Power (dBmV)
:
Peak Transmit Power (dBmV)
:
Phy Max Power (dBmV)
:
Minimum Transmit Power (dBmV)
:
Timing Offset
(97.6 ns):
Initial Timing Offset
:
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns):
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
:
Rng Timing Adj Minimum
:
Rng Timing Adj Maximum
:
Pre-EQ Good
:
Pre-EQ Scaled
:
Pre-EQ Impulse
:

68b6.fcfe.2285
192.168.0.8
2001:DB8:10:1:9951:1972:33F9:9867
Y
235
C7/0/1/UB
1 / 1
0x3D0101
2305 (Wi7/0/0:0)
In7/0/0:3 (RfId : 1731)
Y
3
00 10 00 00 18
117
7/0/0:0
118
7/0/0:1
119
7/0/0:2
120
7/0/0:3
121
7/0/1:0
122
7/0/1:1
123
7/0/1:2
124
7/0/1:3
125
7/0/2:0
126
7/0/2:1
127
7/0/2:2
128
7/0/2:3
129
7/0/3:0
130
7/0/3:1
131
7/0/3:2
132
7/0/3:3
61dB
Y
4
US0
US1
US2
US3
sta
sta
sta
sta
36.12
36.12
36.12
36.12
-----0.50
-0.50
0.00
-0.50
38.25
38.25
38.25
38.25
61.00
61.00
61.00
61.00
51.00
51.00
51.00
51.00
24.00
24.00
24.00
24.00
1348
1348
1348
1348
1092
1092
1092
1348
0
0
-1
0
644
737
644
0
0
0
-256
0
65536
65536
65536
256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Pre-EQ Direct Loads
Good Codewords rx
Corrected Codewords rx
Uncorrectable Codewords rx
Phy Operating Mode
sysDescr
Downstream Power
MAC Version
QoS Provisioned Mode
Enable DOCSIS2.0 Mode
Modem Status
Capabilities
Security Capabilities
L2VPN Capabilities
Sid/Said Limit
Optional Filtering Support
Transmit Equalizer Support
Number of CPE
Number of CPE IPs
CFG Max-CPE
Flaps
Errors
Stn Mtn Failures
Total US Flows
Total DS Flows
Total US Data
Total US Throughput
Total DS Data
Total DS Throughput
LB group ID assigned (index)
LB group ID in config file (index)
LB policy ID
LB policy ID in config file
LB priority
Tag
Required DS Attribute Mask
Forbidden DS Attribute Mask
Required US Attribute Mask
Forbidden US Attribute Mask
Service Type ID
Service Type ID in config file
Ranging Class ID
Active Classifiers
CM Upstream Filter Group
CM Downstream Filter Group
CPE Upstream Filter Group
CPE Downstream Filter Group
DSA/DSX messages
Voice Enabled
DS Change Times
Boolean Services
Number of Multicast DSIDs Support
MDF Capability Mode
IGMP/MLD Version
FCType10 Forwarding Support
Features Bitmask
Total Time Online
CM Initialization Reason
CFG Max IPv6 CPE Prefix

___________________
例

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0
25
0
0
atdma*

0
30
0
0
atdma*

0
67
0
0
atdma*

0.00 dBmV (SNR = ----- dB)
DOC3.0
DOC1.1
Y
{Modem= w-online, Security=disabled}
{Frag=N, Concat=N, PHS=Y}
{Priv=, EAE=Y, Key_len=}
{L2VPN=Y, eSAFE=Y}
{Max US Sids=8, Max DS Saids=64}
{802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=Y}
{Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
1(Max CPE = 16)
0(Max CPE IPs = 16)
16
0()
0 CRCs, 0 HCSes
0 aborts, 0 exhausted
1(1 active)
1(1 active)
29 packets, 8048 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
1 packets, 275 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
2151481601 (48385)
N/A (N/A)
0
0
0
0x0
0x0
0x0
0x0
0x2
0 (Max = NO LIMIT)
0
0
0
0
permit all
NO
0
2
63
2
MLDv2
Y
0x0
08:06
(08:06
since last counter reset)
T4_EXPIRED
16 (-1 used)

次に示す verbose オプションの出力例には、1 台のケーブル モデムに対して 24 個のダウンスト
リーム チャネルのチャネル ID と、8 個のアップストリーム チャネルのチャネル情報が含まれて
います。
Router# show cable modem 68b6.fcfe.22e5 verbose
MAC Address
: 68b6.fcfe.2285
IP Address
: 192.168.0.8
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0
36
0
0
atdma*

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

IPv6 Address
:
Dual IP
:
Prim Sid
:
Host Interface
:
MD-DS-SG / MD-US-SG
:
MD-CM-SG
:
Primary Wideband Channel ID
:
Primary Downstream
:
Wideband Capable
:
RCP Index
:
RCP ID
:
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
UDC Enabled
:
Extended Upstream Transmit Power
:
Multi-Transmit Channel Mode
:
Number of US in UBG
:
Upstream Channel
:
Ranging Status
:
Upstream SNR (dB)
:
Upstream Data SNR (dB)
:
Received Power (dBmV)
:
Reported Transmit Power (dBmV)
:
Peak Transmit Power (dBmV)
:
Phy Max Power (dBmV)
:
Minimum Transmit Power (dBmV)
:
Timing Offset
(97.6 ns):
Initial Timing Offset
:
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns):
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
:
Rng Timing Adj Minimum
:
Rng Timing Adj Maximum
:
Pre-EQ Good
:
Pre-EQ Scaled
:
Pre-EQ Impulse
:
Pre-EQ Direct Loads
:
Good Codewords rx
:
Corrected Codewords rx
:
Uncorrectable Codewords rx
:
Phy Operating Mode
:
Upstream Channel
:
Ranging Status
:
Upstream SNR (dB)
:
Upstream Data SNR (dB)
:
Received Power (dBmV)
:
Reported Transmit Power (dBmV)
:
Peak Transmit Power (dBmV)
:
Phy Max Power (dBmV)
:
Minimum Transmit Power (dBmV)
:

2001:DB8:10:1:9951:1972:33F9:9867
Y
8
C8/0/0/UB
1 / 2
0x5A0102
3073 (Wi8/0/0:0)
Mo8/0/0:0 (RfId : 2304)
Y
3
00 10 00 00 18
45
8/0/0:0
46
8/0/0:1
47
8/0/0:2
48
8/0/0:3
49
8/0/0:4
50
8/0/0:5
51
8/0/0:6
52
8/0/0:7
53
8/0/0:8
54
8/0/0:9
55
8/0/0:10
56
8/0/0:11
57
8/0/0:12
58
8/0/0:13
59
8/0/0:14
60
8/0/0:15
61
8/0/0:16
62
8/0/0:17
63
8/0/0:18
64
8/0/0:19
65
8/0/0:20
66
8/0/0:21
67
8/0/0:22
68
8/0/0:23
N
61dB
Y
8
US0
US1
US2
US3
sta
sta
sta
sta
30.62
32.32
18.25
24.26
----0.50
0.00
-0.50
-0.50
30.75
30.75
29.25
29.25
61.00
61.00
61.00
61.00
48.00
48.00
48.00
48.00
21.00
21.00
21.00
21.00
1800
1800
1800
1800
1544
1544
1544
1544
-1
0
-1
-1
-7
0
-7
-7
-256
0
-256
-256
65536
65536
65536
65536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1201
1262
833
656
0
0
169
117
0
0
205
335
atdma*
atdma*
atdma*
atdma*
US4
US5
US6
US7
sta
sta
sta
sta
15.53
31.62
31.1
31.87
----0.00
0.00
-0.50
0.50
29.25
30.75
30.75
30.75
61.00
61.00
61.00
61.00
48.00
48.00
48.00
48.00
21.00
21.00
21.00
21.00
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Timing Offset
(97.6 ns): 1800
Initial Timing Offset
: 1544
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns): -1
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
: -7
Rng Timing Adj Minimum
: -256
Rng Timing Adj Maximum
: 65536
Pre-EQ Good
: 0
Pre-EQ Scaled
: 0
Pre-EQ Impulse
: 0
Pre-EQ Direct Loads
: 0
Good Codewords rx
: 718
Corrected Codewords rx
: 110
Uncorrectable Codewords rx
: 298
Phy Operating Mode
: atdma*
sysDescr
Downstream Power
MAC Version
QoS Provisioned Mode
Enable DOCSIS2.0 Mode
Modem Status
Capabilities
Security Capabilities
L2VPN Capabilities
Sid/Said Limit
Optional Filtering Support
Transmit Equalizer Support
Number of CPE
Number of CPE IPs
Number of CPE IPv6
CFG Max-CPE
Flaps
Errors
Stn Mtn Failures
Total US Flows
Total DS Flows
Total US Data
Total US Throughput
Total DS Data
Total DS Throughput
LB group ID assigned (index)
LB group ID in config file (index)
LB policy ID
LB policy ID in config file
LB priority
Tag
Required DS Attribute Mask
Forbidden DS Attribute Mask
Required US Attribute Mask
Forbidden US Attribute Mask
Service Type ID
Service Type ID in config file
Ranging Class ID
Active Classifiers
CM Upstream Filter Group
CM Downstream Filter Group
CPE Upstream Filter Group
CPE Downstream Filter Group
DSA/DSX messages
Voice Enabled
DS Change Times
Boolean Services
Number of Multicast DSIDs Support
MDF Capability Mode
IGMP/MLD Version
FCType10 Forwarding Support
Features Bitmask
Total Time Online
CM Initialization Reason
CFG Max IPv6 CPE Prefix
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1800
1800
-1
-7
-256
256
0
0
0
0
1328
0
0
atdma*

1800
1544
46
104
0
65536
0
0
0
0
1173
0
0
atdma*

1800
1544
0
0
0
65536
0
0
0
0
1252
0
0
atdma*

DOCSIS 3.0 Cable Modem Router
7.40 dBmV (SNR = 43.30 dB)
DOC3.0
DOC1.1
Y
{Modem= w-online, Security=disabled}
{Frag=N, Concat=N, PHS=Y}
{Priv=, EAE=Y, Key_len=}
{L2VPN=Y, eSAFE=Y}
{Max US Sids=8, Max DS Saids=64}
{802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=Y}
{Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
0(Max CPE = 16)
0(Max CPE IPs = 16)
0(Max CPE IPv6 = 16)
16
19(Oct 11 04:00:25)
0 CRCs, 0 HCSes
0 aborts, 12 exhausted
1(1 active)
1(1 active)
3294 packets, 577031 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
2263 packets, 200777 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
2153382146 (55810)
N/A (N/A)
0
0
0
0x0
0x0
0x0
0x0
0x2
0 (Max = NO LIMIT)
0
0
0
0
permit all
NO
0
2
63
2
MLDv2
Y
0x0
9h27m
(9h27m
since last counter reset)
BAD_DHCP_ACK
16 (-1 used)

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

___________________
例

次に示す verbose オプションの出力例には、各ケーブル モデムの IPv4 および IPv6 アドレスの数
と、最大値が示されています。
Router# show cable modem 00C0.7bb3.fcd1 verbose | include Max
Phy Max Power (dBmV)
: 57.00
Rng Timing Adj Maximum
: 0
Sid/Said Limit
: {Max US Sids=16, Max DS Saids=15}
Number of CPE
: 6(Max CPE = 16)
Number of CPE IPs
: 4(Max CPE IPs = 16)
Number of CPE IPv6
: 4(Max CPE IPv6 = 10)
CFG Max-CPE
: 16
Active Classifiers
: 0 (Max = NO LIMIT)
CFG Max IPv6 CPE Prefix
: 10 (-1 used)

___________________
例

次に、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ の特定のケーブル モデムに対す
る verbose オプションの出力例を示します。
Router#show cable modem c1/0/0 upstream 0 verbose
MAC Address
:
IP Address
:
IPv6 Address
:
Dual IP
:
Prim Sid
:
Host Interface
:
MD-DS-SG / MD-US-SG
:
MD-CM-SG
:
Primary Downstream
:
Wideband Capable
:
RCP Index
:
RCP ID
:
Downstream Channel DCID RF Channel :
UDC Enabled
:
US Frequency Range Capability
:
Extended Upstream Transmit Power
:
Multi-Transmit Channel Mode
:
Upstream Channel
:
Ranging Status
:
Upstream SNR (dB)
:
Upstream Data SNR (dB)
:
Received Power (dBmV)
:
Timing Offset
(97.6 ns):
Initial Timing Offset
:
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns):
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
:
Rng Timing Adj Minimum
:
Rng Timing Adj Maximum
:
Pre-EQ Good
:
Pre-EQ Scaled
:
Pre-EQ Impulse
:
Pre-EQ Direct Loads
:
Good Codewords rx
:
Corrected Codewords rx
:
Uncorrectable Codewords rx
:
Phy Operating Mode
:
sysDescr
:
Downstream Power
:
MAC Version
:
QoS Provisioned Mode
:
Enable DOCSIS2.0 Mode
:
Modem Status
:
Capabilities
:

0025.2eaf.82e4
--2001:DBB:4400:1:D3:BC06:33E9:F77F
N
50
C3/0/0/U0
N/A / N/A
0x900000
In3/0/0:33 (RfId : 12321)
Y
5
00 00 00 00 00
34
3/0/0:33
N
Standard (5-42 MHz)
0dB
N
US0
sta
36.12
36.12
-1.00
1806
1806
0
0
0
0
0
0
0
0
241
0
0
atdma
0.00 dBmV (SNR = ----- dB)
DOC3.0
DOC1.1
Y
{Modem= online, Security=disabled}
{Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y}
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Security Capabilities
L2VPN Capabilities
L2VPN type
Sid/Said Limit
Optional Filtering Support
Transmit Equalizer Support
Flaps
Errors
Stn Mtn Failures
Total US Flows
Total DS Flows
Total US Data
Total US Throughput
Total DS Data
Total DS Throughput
LB group ID assigned
LB group ID in config file
LB policy ID
LB policy ID in config file
LB priority
Tag
Required DS Attribute Mask
Forbidden DS Attribute Mask
Required US Attribute Mask
Forbidden US Attribute Mask
Service Type ID
Service Type ID in config file
Active Classifiers
CM Upstream Filter Group
CM Downstream Filter Group
CPE Upstream Filter Group
CPE Downstream Filter Group
DSA/DSX messages
Voice Enabled
DS Change Times
Boolean Services
CM Energy Management Capable
CM Enable Energy Management
CM Enter Energy Management
Battery Mode
Battery Mode Status
Number of Multicast DSIDs Support
MDF Capability Mode
IGMP/MLD Version
FCType10 Forwarding Support
Features Bitmask
Total Time Online
CM Initialization Reason

___________________
例

{Priv=, EAE=N, Key_len=}
{L2VPN=N, eSAFE=N}
{CLI=N, DOCSIS=N}
{Max US Sids=16, Max DS Saids=15}
{802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=N}
{Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
3(May 21 10:02:22)
0 CRCs, 0 HCSes
0 aborts, 2 exhausted
1(1 active)
1(1 active)
31 packets, 6084 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
8 packets, 912 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
1
N/A
0
0
0
d30
0x0
0x0
0x0
0x0
0 (Max = 5)
0
0
0
0
permit all
NO
0
0
N
N
NO
N
16
2
MLDv2
Y
0x0
07:24
(07:24
POWER_ON

since last counter reset)

次に示す verbose オプションの出力例には、Cisco IOS リリース 3.16.0S にける、ケーブル モデム
ごとのバッテリ モードとバッテリ モード ステータスが示されています。
Security Capabilities
L2VPN Capabilities
L2VPN type
Sid/Said Limit
Optional Filtering Support
Transmit Equalizer Support
Flaps
Errors
Stn Mtn Failures
Total US Flows
Total DS Flows
Total US Data
Total US Throughput
Total DS Data
Total DS Throughput
LB group ID assigned
LB group ID in config file
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

{Priv=BPI+, EAE=Y, Key_len=56,128}
{L2VPN=N, eSAFE=N}
{CLI=N, DOCSIS=N}
{Max US Sids=16, Max DS Saids=15}
{802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=N}
{Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
0()
0 CRCs, 0 HCSes
0 aborts, 0 exhausted
1(1 active)
1(1 active)
33 packets, 11496 bytes
363 bits/sec, 0 packets/sec
7 packets, 798 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
2147631104
N/A

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

LB policy ID
LB policy ID in config file
LB priority
Tag
Required DS Attribute Mask
Forbidden DS Attribute Mask
Required US Attribute Mask
Forbidden US Attribute Mask
Service Type ID
Service Type ID in config file
Active Classifiers
CM Upstream Filter Group
CM Downstream Filter Group
CPE Upstream Filter Group
CPE Downstream Filter Group
DSA/DSX messages
Voice Enabled
DS Change Times
Boolean Services
CM Energy Management Capable
CM Enable Energy Management
CM Enter Energy Management
Battery Mode
Battery Mode Status
Number of Multicast DSIDs Support

___________________
例

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0
0
0
D30
0x0
0x0
0x0
0x0
0 (Max = NO LIMIT)
0
0
0
0
permit all
NO
0
2
N
N
NO
N
done
16

次に示す verbose オプションの出力例には、Cisco IOS リリース 3.17.0S における、ダウンストリー
ム拡張ヘッダーのサービス フロー プライオリティが有効にされた後の情報が示されています。
Router# show cable modem 80.80.0.12 verbose
MAC Address
:
IP Address
:
IPv6 Address
:
Dual IP
:
Prim Sid
:
Host Interface
:
MD-DS-SG / MD-US-SG
:
MD-CM-SG
:
Primary Wideband Channel ID
:
Primary Downstream
:
Wideband Capable
:
RCP Index
:
RCP ID
:
Downstream Channel DCID RF Channel :
Downstream Channel DCID RF Channel :
UDC Enabled
:
US Frequency Range Capability
:
Extended Upstream Transmit Power
:
Multi-Transmit Channel Mode
:
Number of US in UBG
:
Minimum power load in DRW
:
Upstream Channel
:
Ranging Status
:
Upstream SNR (dB)
:
Upstream Data SNR (dB)
:
Received Power (dBmV)
:
Reported Transmit Power (dBmV)
:
Peak Transmit Power (dBmV)
:
Phy Max Power (dBmV)
:
Max Dynamic ranging window (dBmV) :
Min Dynamic ranging window (dBmV) :
Minimum Transmit Power (dBmV)
:
Timing Offset
(97.6 ns):
Initial Timing Offset
:
Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns):
Rng Timing Adj Lt Moving Avg
:
Rng Timing Adj Minimum
:

5039.558a.69b2
80.80.0.12
--N
6
C1/0/0/UB
2 / 1
0x300201
4097 (Wi1/0/0:0)
In1/0/0:1 (RfId : 4097)
Y
3
00 10 00 00 04
2
1/0/0:1
1
1/0/0:0
N
Standard (5-42 MHz)
0dB
Y
4
0.00dB
US0
US1
US2
sta
sta
sta
38.12
38.12
38.12
36.12
36.12
36.12
-0.50
0.00
-0.50
45.50
45.50
45.50
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
44.00
44.00
44.00
21.00
21.00
21.00
1792
1792
1792
1536
1792
1536
0
0
0
0
0
0
0
0
0

US3
sta
36.62
36.12
-0.50
45.50
56.00
56.00
56.00
44.00
21.00
1792
1536
0
0
0
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Rng Timing Adj Maximum
Pre-EQ Good
Pre-EQ Scaled
Pre-EQ Impulse
Pre-EQ Direct Loads
Good Codewords rx
Corrected Codewords rx
Uncorrectable Codewords rx
Phy Operating Mode
sysDescr
Downstream Power
MAC Version
QoS Provisioned Mode
Enable DOCSIS2.0 Mode
Service Flow Priority
Modem Status
Capabilities
Security Capabilities
L2VPN Capabilities
L2VPN type
Sid/Said Limit
Optional Filtering Support
Transmit Equalizer Support
Flaps
Errors
Stn Mtn Failures
Total US Flows
Total DS Flows
Total US Data
Total US Throughput
Total DS Data
Total DS Throughput
LB group ID assigned
LB group ID in config file
LB policy ID
LB policy ID in config file
LB priority
Tag
Required DS Attribute Mask
Forbidden DS Attribute Mask
Required US Attribute Mask
Forbidden US Attribute Mask
Service Type ID
Service Type ID in config file
Active Classifiers
CM Upstream Filter Group
CM Downstream Filter Group
CPE Upstream Filter Group
CPE Downstream Filter Group
DSA/DSX messages
Voice Enabled
DS Change Times
Boolean Services
CM Energy Management Capable
CM Enable Energy Management
CM Enter Energy Management
Battery Mode
Battery Mode Status
Number of Multicast DSIDs Support
MDF Capability Mode
IGMP/MLD Version
FCType10 Forwarding Support
Features Bitmask
Total Time Online
CM Initialization Reason
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0
0
0
0
0
46
0
0
tdma*

0
0
0
0
0
1007
0
0
tdma*

0
0
0
0
0
1
0
0
tdma*

0
0
0
0
0
1
0
0
tdma*

0.00 dBmV (SNR = ----- dB)
DOC3.0
DOC1.1
Y
Y
{Modem= init(o), Security=disabled}
{Frag=N, Concat=N, PHS=Y}
{Priv=, EAE=Y, Key_len=}
{L2VPN=N, eSAFE=N}
{CLI=N, DOCSIS=N}
{Max US Sids=16, Max DS Saids=15}
{802.1P=N, 802.1Q=N, DUT=N}
{Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24}
31(Oct 12 14:02:08)
0 CRCs, 0 HCSes
0 aborts, 10 exhausted
1(1 active)
1(1 active)
0 packets, 0 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets, 0 bytes
0 bits/sec, 0 packets/sec
2147508230
N/A
0
0
0
0x0
0x0
0x0
0x0
0 (Max = NO LIMIT)
0
0
0
0
permit all
NO
0
2
N
N
NO
N
done
16
2
IGMPv3
Y
0x0
00:00
(00:00
since last counter reset)
REG_RSP_NOT_OK

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

表 95：show cable modem のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。

IP Address

DHCP サーバから CM に割り当てられた IP アド
レス。

IPv6 Address

DHCP サーバが CM に割り当てた IPv6 アドレ
ス。

Dual IP

IPv4 と IPv6 アドレッシングの両方に対応した
デュアル IP のサポート。

I/F、Interface

この CM に対してアップストリームを提供する
ケーブル インターフェイス ライン カード。

sysDescr

ケーブル モデムから報告されたケーブル モデ
ムのベンダーとモデル。このフィールドに値が
表示されるのは、cablemodemremote-query コ
マンドが設定されている場合だけです。

Upstream Power

Upstream Power および Downstream Power フィー
ルドが表示されるのは、
cablemodemremote-query コマンドを使用して
CM リモート クエリ機能が有効になっている場
合だけです。Upstream Power はケーブル モデム
の送信レベル（dBmV 単位）を示し、
Downstream Power は CM での受信レベル（dBmV
単位）を示します。これらは CMTS により測定
されます。

Downstream Power

MAC State

MAC レイヤの現在の状態。

Prim SID

この CM に割り当てられているプライマリ
SID。

Host Interface

ホスト インターフェイス名。

Primary Wideband Channel ID

CM に割り当てられているワイドバンド イン
ターフェイスのボンディング グループ ID。

MD-DS-SG

MAC ドメイン ダウンストリーム サービス グ
ループ。ケーブルモデムに到達する単一のMAC
ドメインのダウンストリーム チャネル。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

フィールド

説明

DSID

ダウンストリーム サービス識別子。

Primary Downstream

CM に割り当てられているプライマリ ダウンス
トリーム チャネル。

Wideband Capable

ケーブル モデムがワイドバンド対応であるかど
うか。

Downstream Channel DCID RF Channel

CM により使用されるダウンストリーム チャネ
ルとチャネル ID。

Multi-Transmit Channel Mode

ケーブル モデムが MTC モードであるかどう
か。

UDC Enabled

Upstream Drop Classifier が有効または無効のい
ずれであるか。有効な場合は「Y」、無効な場
合は「N」と表示されます。

Upstream SNR

特定のケーブルモデム（CM）のアップストリー
ム信号対雑音比（SNR）。単位はデシベル
（dB）です。

Upstream SM MER (dB)

特定のケーブル モデムのアップストリーム ス
テーション メンテナンス（SM）変調エラー率
（MER）。単位はデシベル（dB）です。

Upstream Data MER (dB)

特定のケーブル モデムのアップストリーム変調
エラー率（MER）。単位はデシベル（dB）で
す。このフィールドは、RF 適応が有効な場合
にだけ表示されます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

フィールド

説明

RxPwr、Received Power

CM のアップストリーム チャネル シンボル レー
トの平均電力（dBmV 単位）。デフォルト設定
では 0 dBmV が最適と見なされますが、-1 ～ 1
dBmV の範囲は許容可能です。ケーブル モデム
がこの範囲を超える場合、古い Cisco IOS リリー
スでは -2 dBmV までのドロップがサポートされ
ていました。新しい Cisco IOS リリースでは、
-4 dBmV までのドロップがサポートされていま
す。
このフィールドでは 0.25 dBmV の精度がサポー
トされていますが、ケーブル モデムと Cisco
CMTS では dB 精度レベルがやや高く、約 1.0
dB および 1.4 dB です。
（注）

Timing Offset および Initial Timing Offset

[RxPwr] 列のアスタリスク（*）は、
その CM に対して電力調整が行われ
たことを示します。感嘆符（!）は、
ケーブル モデムからの電力送信が最
大レベルに達したため、電力をこれ
以上強くできないことを示します。

CMTS で認識される CM のタイミング オフセッ
ト（ティック単位）。（ここで使用するティッ
クは、6.25/64 マイクロ秒です。）これは、特定
のケーブル モデムが送信を予定していた時点か
ら、Cisco CMTS が実際に受信した時点までの
遅延です。
（注）

（注）

[Timing Offset] 列の感嘆符（!）は、
ケーブル モデムが、cablemap-advance
コマンドで指定した最大遅延とタイ
ミング オフセットを超過したことを
示します。
ここに示されるタイミング オフセッ
トは一般に、
showcablemodemremote-query コマン
ドによって表示される [TX Time Offset]
値よりも小さい値になります。これ
は、後者の値がケーブル モデムで認
識されるオフセットであるためです
（オフセットには、ケーブル モデム
ソフトウェアが伝送を開始してから、
ローカル ケーブル インターフェイス
に実際にビットが現れるまでの内部遅
延が含まれます）。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

フィールド

説明

Reported Transmit Power (dBmV)

アップストリーム チャネルごとにケーブル モ
デムにより報告される送信電力レベル。これは
MTC モードで動作するケーブル モデムにのみ
適用されます。

Peak Transmit Power (dBmV)

これは、MTC モードのケーブル モデムがアッ
プストリーム チャネルで送信できる最大送信電
力レベルです。

Minimum Transmit Power (dBmV)

これは、MTC モードのケーブル モデムがアッ
プストリーム チャネルで送信できる最小送信電
力レベルです。

Rng Timing Adj Moving Avg(0.381 ns): Rng Timing 相対タイミング オフセット調整を確認するため
Adj Lt Moving Avg: Rng Timing Adj Minimum: Rng の Cisco CMTS ルータのトラッキング変数。
Timing Adj Maximum:
Pre-EQ Good : Pre-EQ Scaled : Pre-EQ Impulse:
Pre-EQ Direct Loads

イコライザ統計情報カウンタ。

Good Codewords rx

特定のアップストリーム チャネルの良好なコー
ド ワード。このカウンタは、インターフェイス
のリセット時にリセットされます。

Corrected Codewords rx

特定のアップストリーム チャネルの訂正可能な
コード ワード。このカウンタは、インターフェ
イスのリセット時にリセットされます。

Uncorrectable Codewords rx

特定のアップストリーム チャネルの訂正不可能
なコード ワード。このカウンタは、インター
フェイスのリセット時にリセットされます。

sysDescr

ケーブル モデムから報告されたケーブル モデ
ムのベンダーとモデルを示します。このフィー
ルドに値が表示されるのは、ケーブル モデムが
リモート クエリを実行する場合だけです。

Num CPEs、CFG Max-CPE

ケーブル モデムが接続を提供している CPE デ
バイスの数を示します。

Number of CPE IPs

この CM の背後にある CPE デバイスに割り当
てられる IP アドレスの最大数を示します。こ
れは cablemax-hosts--> コマンドにより設定され
ます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

フィールド

説明

Ver、MAC Version

ケーブル モデムがサポートしている DOCSIS の
最大サポート バージョン（DOCSIS 1.0、DOCSIS
1.1、DOCSIS 2.0）を表示します。

QoS Prov、QoS Provisioned Mode

ケーブル モデムが現在プロビジョニングされて
いる DOCSIS のバージョン（DOCSIS 1.0、
DOCSIS 1.1、DOCSIS 2.0）を表示します。

Enable DOCSIS 2.0 Mode

混合モード環境（DOCSIS 1.0 TDMA、DOCSIS
1.1 TDMA、DOCSIS 2.0 ATDMA など）でケー
ブル モデムのオンライン状態が許可されている
ことを示します。CM の登録要求メッセージま
たは DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
で TLV 39 が disabled（0）に設定されている場
合を除き、この値はデフォルトで Y に設定され
ます。

Phy Operating Mode

ケーブル モデムが使用している PHY レイヤ変
調タイプ（tdma または atdma）を示します。ま
た、ケーブル モデムが特定のチャネルで動作し
ている TDMA/ATDMA/SCDA モードも示しま
す。

Modem Status

全体的なモデム状態とプライマリ SID のセキュ
リティ状態を示します。

BPI Enbld、BPI

CM でベースライン プライバシー インターフェ
イス（BPI）暗号化あるいは BPI Plus（BPI+）
暗号化が有効になっているかどうかを示しま
す。

DIP

デュアル IP フラグ。ケーブル モデムまたは CPE
で IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートさ
れているかどうかを示します（「Y」または
「N」）。

Capabilities

登録要求メッセージの中で、ケーブル モデムの
機能として報告した内容を示します（DOCSIS
フラグメンテーション、連結、パケット ヘッ
ダー抑制（PHS）、および BPI 暗号化）。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1967

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

フィールド

説明

Security Capabilities

ケーブル モデムが使用するプライバシー モー
ド（BPI または BPI+）、Early Authentication and
Encryption（EAE）サポート、およびキー長を
示します。

Optional Filtering Support

この CM に対して 802.1P または 802.1Q パケッ
ト フィルタリングが有効になっているかどうか
を示します。

Transmit Equalizer Support

送信等化のために使用されているタップの数。

Flaps

この CM により報告されるフラップの数。ま
た、最終フラップの日時がカッコで囲んで示さ
れます。

Errors

この CM について報告されるフレーム CRC お
よび HCS エラーの数。

Stn Mtn Failures

CMTS がこのケーブル モデムに送信したもの
の、応答を受信しなかったステーション メンテ
ナンス（ケーブル キープアライブ）メッセージ
の数。

Total US Flows

アップストリーム サービス フローの総数。ま
た、アクティブなサービス フローの数がカッコ
で囲んで示されます。

Total DS Flows

ダウンストリーム サービス フローの総数。ま
た、アクティブなサービス フローの数がカッコ
で囲んで示されます。

Total US Data

このケーブル モデムがアップストリームで送信
したデータの合計。パケット数およびバイト数
で示されます。

Total US Throughput

アップストリームでのこのケーブル モデムにつ
いて計算されたスループット（使用可能な場
合）。

Total DS Data

このケーブル モデムがダウンストリームで受信
したデータの合計。パケット数およびバイト数
で示されます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

フィールド

説明

Total DS Throughput

ダウンストリームでのこのケーブル モデムにつ
いて計算されたスループット（使用可能な場
合）。

Active Classifiers

この CM のアクティブな分類子の現在の数。ま
た、このケーブル モデムの分類子の最大許容数
がカッコで囲んで示されます。

CM Required Attribute

現在の必須属性マスク値を示します。

CM Forbidden Attribute

現在の禁止属性マスク値を示します。

DSA/DSX messages

ケーブル モデムからのダイナミック サービス
変更（DSX）が許可されているか（permitall）、
または禁止されているか（reject all）を示しま
す。

Voice Enabled

ケーブル モデムが音声対応であるかどうかを示
します。

Number of Multicast DSIDs Support

サポートされるマルチキャスト DSID の合計数
を示します。

FCType10 Forwarding Support

FCType10 転送サポートを示します。

Dynamic Secret

ケーブル モデムの以前の登録サイクルで使用さ
れた動的生成共有秘密（16 バイトの 16 進数
値）。ケーブル モデムが現在オフラインの場
合、このフィールドの値はすべて 0 です。
cabledynamic-secretexclude コマンドを使用して
ケーブル モデムがダイナミック共有秘密機能の
処理対象から除外されている場合は、この
フィールドには「Excluded」と示されます。
（注）

このフィールドに値が表示されるの
は、cabledynamic-secret コマンドが
CMTS インターフェイスで使用され
ている場合だけです。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

フィールド

説明

Total Time Online

このケーブル モデムが CMTS への最終登録時
以降に継続的にオンラインであった期間（日
数、時間数、および分数）。このフィールドの
値は、ケーブル モデムが online(x) MAC 状態の
いずれかになると常に増加し、ケーブル モデム
がその他の MAC 状態になると常に 0 にリセッ
トされます。

Event

イベント タイプ。

TID

トランザクション ID。

Count

受信した有効なメッセージの数。

Dups

受信した重複メッセージの数。

Time

最後の有効なイベントを受信した時刻。

Len/Limit Pkts

キューの長さと制限（パケット単位）。

Deqs Pkts

キューから取り出されたパケット。

Drops Pkts

ドロップされたパケット。

CIR Kbps

認定情報レート。

MIR/PR Kbps

最大情報レートおよびピーク レート。

Forwint

転送インターフェイス。

SFID

サービス フロー ID。

BE Queues

ベスト エフォート キュー。

CIR Queues

認定情報レート キュー。

Low Latency Queues

低遅延キュー。

Ranging Class ID

アップストリーム範囲設定クラス ID。

次の表に、MAC state フィールドの有効な値を示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

（注）

SNMP を使用して CM の MAC state フィールドを取得する方法として、CISCO-DOCS-EXT-MIB
の cdxCmtscable modemstatusValue オブジェクトの値を取得する方法もあります。モデムの状態
に付加される記号は、特殊な状況を示します。感嘆符（!）は、mark または reject キーワード
が指定された cable dynamic-secret コマンドが使用され、ケーブル モデムがダイナミック共有
秘密認証チェックに失敗したことを示します。アンパサンド（&）は、自己署名証明書を使用
してケーブル モデムが登録されたことを示します。これは本質的に安全ではないため、回避
するには cable privacy accept-self-signed-certificate コマンドを無効にします。アスタリスク（*）
は、ケーブル モデムが BPI+ ポリシーを満たしておらず、データ トラフィックがブロックされ
たことを示します。cable privacy bpi-plus-policy コマンドは、この要件を適用します。ハッシュ
記号（#）は、ケーブルモデムが不明なコンフィギュレーションファイルを使用していること
を示します。この問題を解決するには、reject キーワードを指定した cable dynamic-secret コマ
ンドを使用します。これにより、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを使用するケーブ
ル モデムの登録が拒否されます。（Cisco IOS リリース 12.1(20)EC、12.2(15)BC1、およびこれ
以前のリリースの場合）CM に送信された DOCSIS コンフィギュレーション ファイルでネット
ワーク アクセスが無効になっていると、ネットワークの無効ステータスが優先され、BPI 暗号
化が失敗しても [MAC status] フィールドに online(d) と示されます。
表 96：[MAC State] フィールドの説明

[MAC State] の値

説明

IPv4 アドレスを使用するデバイスの範囲設定ステータス状態
init(r1)

ケーブル モデムが初期の範囲設定を送信しまし
た。

init(r2)

ケーブル モデムが範囲を設定しています。
CMTS はケーブル モデムから初期の範囲設定を
受信し、RF 電力、タイミング オフセット、お
よび周波数調整を CM に送信しています。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

[MAC State] の値

説明

init(rc)

範囲設定が完了しました。
（注）

ケーブル モデムがこの状態で留まっ
ているように見える場合は、ケーブル
ネットワーク上にあるケーブル モデ
ムが正常に通信できているにも関わら
ず、アップストリームが限度に達して
おり帯域幅に余裕が無いため、ケーブ
ル モデムが登録を完了できずオンラ
インにならない可能性があります。手
動で 1 つ以上のケーブル モデムを他
のアップストリームに移動するか、ま
たは cableload-balancegroup コマンド
を使用してアップストリームのロード
バランシングを有効にします。

Early Authentication and Encryption
assign(epk)

BPI が有効であり、KEK が割り当てられていま
す。

assign(ept)

BPI が有効であり、TEK が割り当てられていま
す。登録メッセージは暗号化されます。

IPv4 アドレッシングを使用するデバイスの登録およびプロビジョニングのステータス
Early Authentication and Encryption を使用している場合、セキュア登録であることを示すため次
の状態に「s」の文字が追加されます。
init(d)

DHCP 要求を DHCPDISCOVER として受信しま
した。これは、最初の IP ブロードキャスト パ
ケットを CM から受信したことも示します。

init(dr)

DHCP 要求がケーブル モデムに送信されまし
た。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

[MAC State] の値

説明

init(i)

ケーブル モデムが DHCP サーバから
DHCPOFFER 応答（DHCPACK）を受信しまし
た。この応答によってモデムに IP アドレスが
割り当てられましたが、モデムはまだ応答とし
てその IP アドレスを要求する DHCPREQUEST
メッセージを送信しておらず、さらにその IP
アドレスを使用して IP パケットを送信してい
ません。
（注）

ケーブル モデムがこの状態で留まっ
ているように見える場合は、ケーブル
モデムが DHCP サーバから
DHCPOFFER 応答を受信したものの、
応答に含まれていた 1 つ以上のオプ
ションがその CM に対して無効であっ
た可能性があります。

init(io)

Cisco CMTS は、DHCP サーバからケーブル モ
デムに送信された DHCP オファーを検出しまし
た。このオファーによって、モデムに IP アド
レスが割り当てられました。

init(o)

ケーブル モデムが、DHCP 応答の指定どおり
に、Trivial File Transfer Protocol（TFTP）を使用
してオプション ファイル（DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイル）のダウンロードを開
始しました。ケーブル モデムがこの状態で留
まっている場合は、ダウンロードが失敗したこ
とを示しています。

init(t)

時刻（TOD）の交換が開始されました。

IPv6 アドレッシングを使用するデバイスの登録およびプロビジョニングのステータス
Early Authentication and Encryption を使用している場合、セキュア登録であることを示すため次
の状態に「s」の文字が追加されます。
init6(s)

Cisco CMTS ルータが、CM からの DHCPv6
SOLICIT メッセージを検出しました。

init6(a)

Cisco CMTS ルータが、DHCPv6 サーバから CM
へ送信される ADVERTISE メッセージを検出し
ました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

[MAC State] の値

説明

init6(r)

Cisco CMTS ルータでは、ケーブル モデムから
DHCPv6 サーバへ送信される REQUEST 応答を
検出しました。

init6(i)

Cisco CMTS ルータが、DHCPv6 サーバから CM
へ送信される REPLY メッセージを検出しまし
た。

init6(o)

Cisco CMTS ルータでは、ケーブル モデムから
TFTP サーバへ送信される REQEST メッセージ
を検出しました。

init6(t)

Cisco CMTS ルータが、ケーブル モデムから
TOD サーバへ送信される REQUEST メッセージ
を検出しました。

非エラー ステータス状態
cc(r1)

ケーブル モデムの登録が完了しオンラインにな
りましたが、CMTS からダウンストリーム チャ
ネル変更（DCC）またはアップストリーム チャ
ネル変更（UCC）要求メッセージを受信しまし
た。ケーブル モデムが新しいチャネルへの移動
を開始し、CMTS が新しいダウンストリームま
たはアップストリーム チャネルで CM の初期範
囲設定を受信しました。MACレイヤでは、ケー
ブル モデムはオフラインと見なされます。これ
は、新しいチャネルでまだトラフィックの送受
信が行われておらず、この状態ではフラップ リ
スト カウンタが起動されないためです。

cc(r2)

この状態は一般に cc(r1) の後に発生します。こ
れは、ケーブル モデムが新しいチャネル上で初
期範囲設定を完了し、現在は新しいチャネルで
継続的に範囲を設定していることを示します。
MAC レイヤでは、ケーブル モデムはオフライ
ンと見なされます。これは、新しいチャネルで
まだトラフィックの送受信が行われておらず、
この状態ではフラップ リスト カウンタが起動
されないためです。

offline

ケーブル モデムがオフライン（切断または電源
オフ）であるものと見なされます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

[MAC State] の値

説明

resetting

ケーブル モデムがリセット中であり、範囲指定
と登録プロセスが間もなく再開されます。

online

ケーブル モデムが登録され、ネットワーク上で
データを送受信できるようになっています。

online(d)

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
ケーブル モデムは CPE デバイスとの間でトラ
フィックを転送しませんが、CMTS は DOCSIS
メッセージおよび IP トラフィック（SNMP コマ
ンドなど）を使用してケーブル モデムと通信し
続けることができます。
（注）

online(pkd)

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
さらに、BPI が有効化され、KEK が割り当てら
れています。
（注）

online(ptd)

この状態は online(d) および online(pk)
の状態に相当します。

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
さらに、BPI が有効化され、TEK が割り当てら
れています。現在、BPI 暗号化が実行されてい
ます。
（注）

online(pk)

CM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルで BPI を有
効化した場合は、BPI ネゴシエーショ
ンおよびキー割り当てが失敗したこと
が他のメッセージに示されていない限
り、ケーブル モデムが BPI の暗号化
を使用していると想定してください。

この状態は online(d) および online(pt)
の状態に相当します。

ケーブル モデムが登録され、BPI が有効化さ
れ、KEK が割り当てられています。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

[MAC State] の値

説明

online(pt)

ケーブル モデムが登録され、BPI が有効化さ
れ、TEK が割り当てられています。現在、BPI
暗号化が実行されています。
（注）

expire(epk)

Early Authentication and Encryption が有効であ
り、KEK が割り当てられていましたが、ケーブ
ル モデムを新しい KEK 値に正常に更新する前
に、現在の KEK が期限切れになりました。

expire(pkd)

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
さらに、BPI が有効化され、KEK が割り当てら
れましたが、ケーブル モデムが新しい KEK 値
を正常に更新する前に現在の KEK が期限切れ
になりました。
（注）

この状態は online(d) および expire(pk)
の状態に相当します。

expire(ept)

Early Authentication and Encryption が有効であ
り、TEK が割り当てられていましたが、ケーブ
ル モデムが新しい KEK 値に正常に更新する前
に、現在の TEK が期限切れになりました。

expire(ptd)

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
さらに、BPI が有効化され、TEK が割り当てら
れましたが、ケーブル モデムが新しい KEK 値
を正常に更新する前に現在の TEK が期限切れ
になりました。
（注）

エラー ステータス状態
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CM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーションファイルでネットワー
ク アクセスが無効になっていると、
ネットワークの無効ステータスが優先
されます。そのため、BPI 暗号化が有
効で動作している場合でも、 [MAC
State] フィールドには online(pt) ではな
く online(d) が表示されます。

この状態は online(d) および expire(pt)
の状態に相当します。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

[MAC State] の値

説明

reject(m)

ケーブル モデムは登録しようとしましたが、
メッセージ整合性チェック（MIC）の値が不正
であったため、登録は拒否されました。これ
は、DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
の共有秘密が cableshared-secret コマンドで
CMTS に設定された値と一致していないことを
示す場合もあります。
（Cisco IOS リリース 12.1(11b)EC1 および Cisco
IOS リリース 12.2(8)BC2 以降のリリースの場
合）cabletftp-enforce--> コマンドを使用して、
登録前に DOCSIS コンフィギュレーション ファ
イルの TFTP ダウンロードを試行するようケー
ブル モデムに要求したものの、ケーブル モデ
ムがダウンロードを試行しなかった可能性も示
します。

reject(c)

ケーブル モデムは登録を試みましたが、以下の
ような（考えられる）多数のエラーが原因で登
録は拒否されました。
• ケーブル モデムは、保証される最小アッ
プストリーム帯域に登録しようとしました
が、この帯域は
cableupstreamadmission-control コマンド
で設定された制限を超過しています。
• セキュリティ違反のため、ケーブル モデ
ムは無効になりました。
• DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
に含まれるサービス クラス（COS）の値
が正しくありません。
• ケーブル モデムは新しい COS 設定を作成
しようとしましたが、CMTS の設定によ
り、そのような変更が許可されていませ
ん。
• ケーブル モデムは、DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルのタイムスタンプの
チェックに失敗しました。（これはサービ
ス盗難試行や、ケーブル モデムおよび
CMTS でのクロック同期の問題を示してい
る可能性があります。）
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

[MAC State] の値

説明

reject(epk)

Early Authentication and Encryption が有効であ
り、KEK キー割り当てが拒否され、モデムは認
証されていません。

reject(pk)

KEK キーの割り当てが拒否され、モデムは認証
されていません。

reject(pkd)

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
また、KEK キー割り当てが拒否されたため、
BPI 暗号化は確立されませんでした。
（注）

reject(ept)

Early Authentication and Encryption が有効であ
り、TEK キー割り当てが拒否され、BBPI 暗号
化は確立されていません。

reject(ptd)

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
また、TEK キー割り当てが拒否されたため、
BPI 暗号化は確立されませんでした。
（注）

reject(ts)
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この状態は online(d) および reject(pk)
の状態に相当します。

この状態は online(d) および reject(pt)
の状態に相当します。

ケーブル モデムが登録しようとしましたが、
ケーブル モデム登録要求内の TFTP サーバ タイ
ムスタンプが、CMTS によって維持されている
タイムスタンプと一致しなかったため、登録に
失敗しました。これは、ケーブル モデムが、以
前の登録試行で使用した古い DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルを再生して登録しよう
とした可能性があることを示します。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

ヒント

___________________
関連コマンド

[MAC State] の値

説明

reject(ip)

ケーブル モデムが登録しようとしましたが、
ケーブル モデム要求内の IP アドレスが、TFTP
サーバが DOCSIS コンフィギュレーション ファ
イルを CM に送信する際に記録した IP アドレ
スと一致しなかったため、登録に失敗しまし
た。IP スプーフィングが発生するおそれがあり
ます。

reject(na)

ケーブル モデムが登録しようとしましたが、
ケーブル モデムが、CMTS により送信された登
録応答（REG-RSP）メッセージへの応答として
登録確認（REG-ACK）メッセージを送信しな
かったため、登録に失敗しました。登録未確認
（REG-NACK）と見なされます。

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodemaccess-group

特定のケーブル インターフェイスのケーブル
モデムのアクセス グループを表示します。

showcablemodemcalls

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。

showcablemodemclassifiers

特定の CM の分類子に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Command

Description

showcablemodemconnectivity

1 つ以上のケーブル モデムの接続統計情報を表
示します。

showcablemodemcounters

1 つ以上のケーブル モデムのダウンストリーム
およびアップストリーム トラフィック カウン
タを表示します。

showcablemodemcpe

特定の CM を経由してケーブル インターフェイ
スにアクセスする CPE デバイスを表示します。

show cable modem domain-name

ケーブル固有の DNS キャッシュを更新し、指
定されたケーブル モデムと、Cisco CMTS ルー
タのケーブル モデムの背後にある CPE のドメ
イン名を表示します。

showcablemodemerrors

1 つ以上のケーブル モデムのエラー統計情報を
表示します。

showcablemodemflap

1 つ以上のケーブル モデムについて、フラップ
リスト統計情報を表示します。

show cable modem ipv6

指定されたケーブル モデムと、Cisco CMTS ルー
タのケーブル モデムの背後にある CPE の IPv6
情報を表示します。

showcablemodemmac

1 つ以上のケーブル モデムの MAC レイヤ情報
を表示します。

show cable modem maintenance

1 つ以上のケーブル モデムについて、ステー
ション メンテナンス（SM）エラー統計情報を
表示します。

showcablemodemoffline

Cisco CMTS でオフラインとしてマークされて
いるケーブル モデムのリストを表示します。

showcablemodempartial-mode

アップストリームおよびダウンストリームの部
分的サービス モードのケーブル モデムに関す
る情報を表示します。

showcablemodemphy

1 つ以上のケーブル モデムの DOCSIS PHY レイ
ヤ情報を表示します。

showcablemodemqos

特定の CM の Quality of Service（QoS）および
サービス フロー情報を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1980

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem

Command

Description

showcablemodemregistered

Cisco CMTS で登録済みとしてマークされてい
るケーブル モデムのリストを表示します。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

show cable modem rf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showcablemodemsummary

1 つ以上のケーブル インターフェイスのケーブ
ル モデムの要約を表示します。

showcablemodemunregistered

Cisco CMTS で登録解除としてマークされてい
るケーブル モデムのリストを表示します。

showcablemodemvendor

各ケーブル インターフェイスでケーブル モデ
ムのベンダー名または組織固有識別子（OUI）
を表示します。

showcablemodulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いるケーブル モデムに関する情報を表示しま
す。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1981

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem access-group

show cable modem access-group
特定のケーブル インターフェイスの CM のアクセス グループを表示するには、特権 EXEC モード
で show cable modem access-group コマンドを使用します。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ：
show cable modem [ip-address| cable{slot /subslot | slot /cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| mac-address]access-group
Cisco uBR10012 ルータ：
show cable modem cable {slot /subslot /subslot | slot /subslot /cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]access-group
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）指定する IP アドレスの CM のアクセ
ス グループ情報が表示されます。（Cisco
uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリー
ズ ルータのみ）

mac-address

（任意）指定する MAC アドレスの CM のアク
セス グループ情報が表示されます。（Cisco
uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリー
ズ ルータのみ）

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効な範囲は
3 ～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な範囲は 5 ～
8 です。

subslot

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1982

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem access-group

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な範囲は 0 ～
4 です（ケーブル インターフェイスによっ
て異なる）。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
UBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効な範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効な範囲は 0 ～ 14 です。

___________________
コマンド モード

upstream port

（任意）指定されたこのアップストリームを使
用するすべての CM に関する情報を表示しま
す。ケーブル インターフェイスの情報を表示す
る場合にのみこのオプションを指定できます。
port の有効な範囲は 0 から始まります。上限値
は、ケーブル インターフェイス ライン カード
上のアップストリーム ポート数によって変わり
ます。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。

access-group

CM と、CM に関連付けられているホストおよ
びその他の顧客宅内機器（CPE）デバイスのア
クセス グループを表示します。

特権 EXEC（#）

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1983

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem access-group

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3XA

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータに、インターフェイスごとにアクセス グルー
プを表示する目的でのみこのコマンドのサポートが追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加され
ました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、CM に関する情報だけを表示します。CM と、CM に関連付けられているホスト
およびその他の顧客宅内機器（CPE）デバイスの両方に関する情報を表示するには、
showcabledeviceaccess-group コマンドを使用します。ホストだけの情報を表示するには、
showcablehostaccess-group コマンドを使用します。
このコマンドの実行と同時に SNMP マネージャが CM または CPE デバイスに関する情報を要求す
ると、このコマンドは次のエラー メッセージを表示します。
No information is available, please try later.

SNMP の取得が完了するまで待ち、完了したら CLI コマンドを再試行します。

（注）

___________________
例

また、ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）構成におけるこのコマンドの動作に関す
る情報を参照してください。

次に、Cisco uBR7200 シリーズ ルータで特定の CM に対する show cable modem access-group コマン
ドの出力例を示します。
Router# show cable modem 0010.7bb3.fcd1 access-group
MAC Address
IP Address
Access-group
0010.7bb3.fcd1 10.20.113.2
34
Upstream Power
: 42 dBmV (SNR = 10 dBmV)
Downstream Power
: 15 dBmV (SNR = 15 dBmV)
Router#

（注）

Upstream Power および Downstream Power フィールドが表示されるのは、cablemodemremote-query
コマンドを使用して CM リモート クエリ機能が有効になっている場合だけです。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1984

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem access-group

次に、Cisco uBR10012 ルータで特定のケーブル インターフェイスに対する show cable modem
access-group--> コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem c8/1/0 access-group
MAC Address
0050.7366.1243
0002.b970.0027
0006.5314.858d
Router#

IP Address
22.1.1.11
23.1.1.10
22.1.1.10

Access-group
1
1
N/A

次の表で、showcablemodemaccess-group の出力で表示されるフィールドを説明します。
表 97：show cable modem access-group のフィールドの説明

ヒント

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。

IP Address

DHCP サーバが CM に割り当てた IP アドレス。

Access-group

使用されているこの CM のアクセス グループの
名前または番号（アクセス グループが存在する
場合）を表示します。

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

Command

Description

cable modem vendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

show cable device access-group

CM、その CPE デバイス、およびこれらのモデ
ム/デバイスのアクセス グループのリストを表
示します。

show cable host access-group

ホスト、その他の CPE デバイス、およびこれら
のホスト/デバイスのアクセス グループのリス
トを表示します。

show cable modem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1985

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem access-group

Command

Description

show cable modem calls

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。

show cable modem classifiers

特定の CM の分類子に関する情報を表示しま
す。

show cable modem cnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。

show cable modem connectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

show cable modem cpe

特定の CM を経由してケーブル インターフェイ
スにアクセスする CPE デバイスを表示します。

show cable modem errors

1つ以上のCMのエラー統計情報を表示します。

show cable modem flap

1 つ以上のケーブル モデムのフラップ リスト統
計情報を表示します。

show cable modem maintenance

1 つ以上のケーブル モデムのステーション メン
テナンス（SM）エラー統計情報を表示します。

show cable modem remote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

show cable modem rf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

show cable modulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。

show interface cable modem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

show interface cable sid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1986

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem auth-profile

show cable modem auth-profile
特定の IP アドレスまたは MAC アドレスのマルチキャスト認証プロファイルとプロファイル グ
ループ情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcablemodemauth-profile コマンドを使用し
ます。
show cable modem [ip-address| mac-address] [auth-profile]
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する CM の IPv4 または IPv6 アド
レス。CM の背後にある CPE デバイスの IP ア
ドレスを指定すると、その CM の情報が表示さ
れます。

mac-address

（任意）表示する CM の MAC アドレス。CM
の背後にある CPE デバイスの MAC アドレスを
指定して、その CM の情報を表示することもで
きます。

auth-profile

（任意）マルチキャスト認証プロファイルとプ
ロファイル グループ情報を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン マルチキャスト認証プロファイルとプロファイル グループ情報を表示するには、このコマンドを
使用します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1987

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem auth-profile

___________________
例

次に示す showcablemodemauth-profile コマンドの出力例には、特定の IP アドレスまたは MAC ア
ドレスのプロファイル グループとマルチキャスト認証プロファイルの出力が示されています。
Router# show cable modem 30.17.2.23 auth-profile
Multicast Profile Information for 0025.2e34.4377
IP: 30.17.2.121
Multicast Profile Group #
: default
Router#

___________________
例

次に、showcablemodemauth-profile コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem 209.165.200.225 auth-profile
Multicast Profile Information for 0025.2eaf.8302
IP: 100.1.2.6
Multicast Profile Group #
: default
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemulticastauthorization

定義されているマルチキャスト認証プロファイ
ルと、対応するプロファイルに関連付けられて
いるすべての CM のリストを表示します。

showcablemulticastdsid

マルチキャスト ダウンストリーム サービス識
別子（DSID）データベースの内容全体を表示し
ます。

showcablemulticastqos

MQoS（Group-Config、Group-QoS-Config、
Group-Encryption-Config）の設定情報を表示し
ます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1988

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem calls

show cable modem calls
特定の CM の音声コール情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcablemodemcalls コマン
ドを使用します。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] calls
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]| name fqdn] calls
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable slot/subslot/cable-interface-index ] calls
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定の CM の IPv4 または IPv6
アドレス。CM の背後にある CPE デバイスの IP
アドレスを指定すると、その CM の情報が表示
されます。

mac-address

（任意）表示する特定の CM の MAC アドレス。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効な範囲は
3 ～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な範囲は 5 ～
8 です。
• Cisco cBR ルータ：有効な範囲は 0 ～ 3 お
よび 6 ～ 9 です。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1989

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem calls

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012 のみ：有効なサブスロットは 0
または 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な範囲は 0 ～
4 です（ケーブル インターフェイスによっ
て異なる）。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
UBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効な範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効な範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR ルータ：有効な範囲は 0 ～ 15 で
す。

upstreamport

（任意）指定したアップストリーム ポートを使
用しているすべての CM に関する情報を表示し
ます。ケーブル インターフェイスの情報を表示
する場合にのみこのオプションを指定できま
す。port の有効な範囲は 0 から始まります。上
限値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ドによってサポートされているアップストリー
ム ポート数によって変わります。
このキーワードは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1990

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem calls

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
このキーワードは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。
（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

namefqdn

このキーワードは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。
CM の音声コール情報を表示します。

calls

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.3(13a)BC1

音声コール情報のサポートが showcablemodem コマンドに追加されまし
た。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が
変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するための
サポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オプ
ションが追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加されま
した。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
1991

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem calls

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。upstreamname、queue キーワードと
logical-channel-index 変数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン キーワード オプションを使用すると、特定の CM の IP アドレス（IPv4 または IPv6）により、指
定したケーブル インターフェイスと関連付けられているすべての CM に関して IPv6 情報を表示で
きます。また、CM の MAC アドレスや、CM のドメイン名によってもこれらの情報を表示できま
す。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。
このコマンドは、PacketCable と PacketCable MultiMedia（PCMM）情報をサポートします。
PacketCable と PacketCable MultiMedia（PCMM）での音声コール サポートに関する追加情報につ
いては、『 PacketCable and PacketCable Multimedia for the Cisco CMTS』を参照してください。この
ドキュメントは Cisco.com から入手可能です。 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ については、『 Cisco cBR Series Converged Broadband Routers PacketCable and PacketCable
Multimedia Configuration Guide』を参照してください。

___________________
例

次に、特定の CM に対するデフォルトの calls オプションの出力例を示します。
Router# show cable modem calls
Cable Modem Call Status Flags:
H: Active high priority calls
R: Recent high priority calls
V: Active voice calls (including high priority)
MAC Address
IP Address
I/F
Prim CMCallStatus
Sid
000f.66f8.a121 10.8.130.63
C1/0/U0
175
HV

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablecalls

PacketCable Emergency 911 Services Listing and
History 機能の音声コール履歴情報とステータス
を表示します。
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LatestHiPriCall
(min:sec)
-

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem calls

Command

Description

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemclassifiers

特定の CM の分類子に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemerrors

1つ以上のCMのエラー統計情報を表示します。

showcablemodemflap

1 つ以上のケーブル モデムのフラップ リスト統
計情報を表示します。

showcablemodemmaintenance

1 つ以上のケーブル モデムのステーション メン
テナンス（SM）エラー統計情報を表示します。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showcablemodulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem classifiers

show cable modem classifiers
特定の CM の分類子に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcablemodemclassifiers
コマンドを使用します。
Cisco uBR シリーズ ルータ
show cable modem {ip-address| mac-address} [name fqdn] classifiers [cache| verbose]
Cisco cBR シリーズ ルータ
show cable modem {ip-address| mac-address} classifiers [cache| verbose]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード

ip-address

表示する特定の CM の IPv4 または IPv6 アドレ
スを指定します。CM の背後にある CPE デバイ
スの IP アドレスを指定すると、その CM の分
類子情報が表示されます。

mac-address

指定した MAC アドレスの CM の分類子情報を
表示します。CM の背後にある CPE デバイスの
MAC アドレスを指定すると、その CM の情報
が表示されます。

namefqdn

（任意）Cisco uBR シリーズ ルータでは、表示
するケーブル デバイスの完全修飾ドメイン名
（FQDN）を指定します。このオプションは、
CMTS ルータのケーブル DNS キャッシュを更
新するために showcablemodemdomain-name コ
マンドを初めて実行した場合にのみ使用できま
す。

cache

（任意）各 CM で維持されているキャッシュに
含まれている分類子を表示します。（この
キャッシュは IP ヘッダー フィールドの値に基
づいており、このキャッシュにより、分類子の
検索にかかる時間が短縮され、パケットあたり
の処理オーバーヘッドが削減されます。）

verbose

（任意）CM 分類子の詳細情報を表示します。

特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem classifiers

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.1(4)CX および
12.2(4)BC1

一致数を示すフィールドがこのコマンドに追加されました。また、一度
に 1 つの CM の情報だけが表示されるようにこのコマンドが制限されま
した。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点
が変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するため
のサポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オプ
ションが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。name キーワードが削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、IP アドレス、MAC アドレス、またはドメイン名によって識別される特定の CM
の分類子情報を表示します。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。

（注）

Hot Standby Connection-to-Connection Protocol（HCCP）が設定されている場合のコマンドの動作
については、showcablemodem コマンドの「Hot Standby Connection-to-Connection Protocol
（HCCP）が設定されている場合の動作」を参照してください。

___________________
例

次に、特定の CM に対するデフォルト classifiers--> オプションの出力例を示します。
Router# show cable modem 10.4.0.81 classifiers
CfrId
6431
6429

SFID
26120
26054

CM Mac Address
0000.399f.a44f
0000.399f.a44f

Direction
upstream
upstream

State
active
active

Priority
128
128

Matches
-
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem classifiers

6432
26121
6430
26055
Router#

0000.399f.a44f
0000.399f.a44f

downstream active
downstream active

128
128

1182
3934

次の表で、showcablemodemclassifiers の出力で表示されるフィールドを説明します。
表 98：show cable modem classifiers のフィールドの説明

ヒント

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

CfrID

表示する分類子の分類子 ID。

SFID

この分類子のサービス フロー ID（SFID）。

CM MAC Address

CM の MAC アドレス。

Direction

この分類子がダウンストリームまたはアップス
トリームのいずれの方向に適用されるかを指定
します。

State

分類子のアクティブ状態（active または
inactive）。

Priority

この分類子の分類子ルールのプライオリティ
値。

Matches

このサービス フローに一致したパケットの数。

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemcalls

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem classifiers

Command

Description

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemerrors

1つ以上のCMのエラー統計情報を表示します。

showcablemodemflap

1 つ以上のケーブル モデムのフラップ リスト統
計情報を表示します。

showcablemodemmaintenance

1 つ以上のケーブル モデムのステーション メン
テナンス（SM）エラー統計情報を表示します。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

showcablemodulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr

show cable modem cnr
特定のケーブル モデム（CM）のアップストリーム搬送波対雑音比（CNR）または信号対雑音比
（SNR）に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcablemodem コマンドを使用し
ます。
show cable modem {ip-address| mac-address| name fqdn} cnr
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem {ip-address| mac-address} cnr
___________________
構文の説明

ip-address

表示する特定の CM の IPv4 または IPv6 アドレ
ス。CM の背後の顧客宅内機器（CPE）デバイ
スの IP アドレスを指定すると、その CM の分
類子情報が表示されます。

mac-address

指定された MAC アドレスの CM の分類子情報。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

namefqdn

表示するケーブル デバイスの完全修飾ドメイン
名（FQDN）を指定します。このオプションは、
Cisco CMTS ルータ上でケーブル ドメイン ネー
ム システム（DNS）キャッシュを更新するため
に showcablemodemdomain-name コマンドを初
めて実行した場合にのみ使用できます。
このキーワードは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

ルータ
___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

BC リリース

変更内容

12.2(4)BC2

コマンドが現在の形式（showcablemodemcnr）に変更されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr

BC リリース

変更内容

12.2(8)BC2

Cisco uBR-LCP2-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードに対する
サポートが、Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

12.2(11)BC3

Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライン カードに対する
サポートが、Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

12.2(15)BC1

ケーブル モデムがオフラインの場合、CNR 値が「-----」と表示されます。

12.2(15)BC2

Cisco uBR-MC16U/X および Cisco uBR-MC5X20U ケーブル インターフェイ
ス ライン カードに対するサポートが追加されました。

12.3(17a)BC2

Cisco uBR-MC5X20H ケーブル インターフェイス ライン カードに対するサ
ポートが追加されました。

CX リリース

変更内容

12.1(7)CX1

このコマンド（showcablemodemsnr 形式）が、Cisco uBR-MC16S ケーブル
インターフェイス ライン カードを使用する Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
に導入されました。

12.2(15)CX

Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インターフェイス ライン カードに対するサ
ポートが、Cisco uBR7246VXR ルータに追加されました。

SC リリース

変更内容
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr

BC リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が変
更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するための
サポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オプショ
ンが追加されました。
• IPv6 をサポートする CM および CPE の初期化を表示するため、次の
初期化状態が新たに追加されました。
◦ init6(s)：Cisco CMTS ルータが SOLICIT メッセージを認識しまし
た。
◦ init6(a)：Cisco CMTS ルータが ADVERTISE メッセージを認識し
ました。
◦ init6(r)：Cisco CMTS ルータが REQUEST メッセージを認識しま
した。
◦ init6(i)：Cisco CMTS ルータが REPLY メッセージを認識しまし
た。
◦ init6(o)：Cisco CMTS ルータがバージョン 6 TFTP 要求を認識しま
した。
◦ init6(t)：Cisco CMTS ルータがバージョン 6 TOD 要求を認識しま
した。

12.2(33)SCC

このコマンドの出力が変更され、単一の CM に接続を提供する複数のアッ
プストリーム接続に関する CNR および SNR 情報が表示されるようになり
ました。

12.2(33)SCF

このコマンドの出力が変更され、CM に接続を提供するすべてのアップス
トリーム チャネルに関して、予想電力レベル、受信した搬送波電力レベ
ル、および CNR の情報が表示されるようになりました。このコマンドの出
力に SNR 情報は表示されなくなりました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
で実装されました。name が削除されます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr

___________________
使用上のガイドライン 次のケーブル ライン カードのインターフェイスを使用しているケーブル モデムでは、
showcablemodemcnr コマンドで現在の CNR 値に関する情報が表示されます。
• Cisco uBR-MC16U/X
• Cisco uBR-MC28U/X
• Cisco uBR10-MC5X20S/U/H
• Cisco uBR-E-28U
• Cisco uBR-E-16U
• Cisco cBR-8 CCAP ライン カード
他のすべてのインターフェイスのケーブル モデムでは、このコマンドでモデムの現在の SNR 値に
関する情報が表示されます。
Cisco IOS リリース 12.2(33) SCA では、showcablemodemdomain-name コマンドを Cisco CMTS ルー
タのルート プロセッサ（RP）上でまず実行してからでなければ、ケーブル コマンドの一部とし
てドメイン名を使用することができません。
Cisco IOS リリース 12.2(33) SCF 以降、搬送波対雑音および干渉比（CNiR（CNR））は、アップ
ストリーム チャネルでスペクトル管理が有効になっているかどうかに関係なく、すべてのアップ
ストリーム チャネルについて測定できます。したがって、showcablemodemcnr コマンドの出力に
は、特定のケーブル モデムのすべてのアップストリーム チャネルの CNR（CNiR）値のみが表示
されます。
OperationwithHotStandbyConnection-to-ConnectionProtocol(HCCP)Configuration
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、Cisco CMTS がケーブル モデムから IP トラフィック
を受信するまで、showcablemodemip-addresscnr コマンドで特定のケーブル モデムが表示されな
い場合があります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができま
す。これにより、showcablemodemip-addresscnr コマンドでそのケーブル モデムが表示されるよ
うになります。showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを
表示することもできます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機し、コマンドを再試行します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr

ヒント

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、Cisco IOS リリース 12.2(8)BC1 以降のリリースでは、ライン
コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して、-->show コマン
ドにタイムスタンプを追加できます。

次に、CM の showcablemodemcnr--> コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem 10.20.114.34 cnr
MAC Address

IP Address

00d0.ba77.7595 10.20.114.34

I/F

MAC
State
Cable3/0/U5 online

Prim
Sid
1

snr/cnr
(db)
45.00

次に、HCCP スイッチオーバー後の showcablemodemcnr コマンドの出力例を示します。CNR 値
は、トラフィックがケーブル モデムに送信されるまで欠落しています（この例では ping コマンド
を使用するまで）。
Router# show cable modem 10.10.10.46 cnr
MAC Address

IP Address

0002.fd22.aadf 10.10.10.46
Router# ping 10.10.10.46

I/F
C5/1/0/U5

MAC
State
online

Prim
Sid
1970

snr/cnr
(db)
-----

MAC
State
online

Prim
Sid
1970

snr/cnr
(db)
42.00

Router# show cable modem 10.10.10.46 cnr
MAC Address

IP Address

0002.fd22.aadf 10.10.10.46

I/F
C5/1/0/U5

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で、指定したケーブル モデムに接続を提供するアップスト
リーム ポートすべてに対する showcablemodemcnr コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem 0014.f8c1.fd1a cnr
MAC Address
IP Address
I/F
MAC
State
0014.f8c1.fd1a 10.10.4.1
C5/0/1/U0
online
001e.6bfb.119a 9.9.9.2
C5/0/1/U1
online
001e.6bfb.0f9e 9.9.9.3
C5/0/1/U2
online
0019.474a.d4c4 9.9.9.4
C5/0/1/U3
online

SID
1
2
3
4

snr/cnr
(dB)
33
33
33
33

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF で、指定したケーブル モデムに接続を提供する 1 つのアッ
プストリーム ポートに対する showcablemodemcnr コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem 0022.cea4.f0fa cnr
MAC Address
IP Address
I/F
MAC
State
0022.cea4.f0fa 10.10.1.62
C8/1/14/U3 w-online

Prim ExPwr RxPwr cnr
Sid (dBmv) (dBmv) (dB)
78
0.0
-0.50 23

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 99：show cable modem cnr のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。

IP Address

DHCP サーバが CM に割り当てた IP アドレス。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr

フィールド

説明

I/F

この CM に対してアップストリームを提供する
ケーブル インターフェイス ライン カード。

MAC State

MAC レイヤの現在の状態。

Prim Sid

この CM に割り当てられているプライマリ Sid。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC では、この
フィールドの名前が SID に変更されており、単
一の CM に接続を提供する固有の SID を持つ複
数のアップストリーム接続が表示されます。

ExPwr (dBmv)

予想される搬送波電力レベル（デシベル ミリボ
ルト（dBmv）単位）。

RxPwr (dBmv)

受信した搬送波電力レベル（デシベル ミリボル
ト（dBmv）単位）。

snr/cnr (db)

この特定の CM の現在のアップストリーム CNR
または SNR（デシベル（dB）単位）。Cisco IOS
リリース 12.2(15)BC1 以降では、オフライン
ケーブル モデムのこのフィールドに「-----」が
表示されます。
（注）

showcontrollerscable コマンドを使用
してケーブル インターフェイス ライ
ン カードの SNR または CNR を表示
することもできますが、特定のタイミ
ングのカードの平均を決定するのにモ
デムのランダム サンプリングを使用
するため、この値は予測値になりま
す。そのため、showcontrollerscable
コマンドで表示される CNR 値は、
showcablemodemcnr コマンドで表示
される個々の値と比較すると変動があ
るように見えます。

次の表に、[MAC State] フィールドが取りうる値を示します。
表 100：[MAC State] フィールドの説明
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[MAC State] の値

説明

IPv4 アドレッシングを使用するデバイスの登録およびプロビジョニングのステータス状態

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2003

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr
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[MAC State] の値

説明

init(r1)

CM が初期範囲設定を送信しました。

init(r2)

CM が範囲設定を実行しています。Cisco CMTS
が CM からの初期範囲設定を受信し、CM に RF
電力、タイミング オフセット、および周波数調
整を送信しました。

init(rc)

範囲設定が完了しました。
（注）

init(d)

DHCP 要求を DHCPDISCOVER として受信しま
した。これは、最初の IP ブロードキャスト パ
ケットを CM から受信したことも示します。

init(dr)

ケーブル モデムが DHCP サーバに DHCP 要求
パケットをブロードキャストしました。

init(i)

ケーブル モデムはモデムに IP アドレスを割り
当てた DHCP サーバから DHCPOFFER の応答
（DHCPACK）を受信しましたが、モデムから
はその IP アドレスを要求する DHCPREQUEST
メッセージの応答がなく、その IP アドレスの
IP パケットも送信されていません。
（注）

init(io)

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2004

CMがこの状態のままになる場合、CM
の通信はケーブル ネットワーク上で
正常に行えるものの、アップストリー
ムが容量の限界に達しており、CM が
登録を完了しオンラインになるのに必
要な追加帯域幅がない可能性がありま
す。1 つ以上の CM を他のアップスト
リームに手動で移動するか、
cableload-balancegroup コマンドを使
用して、そのアップストリームのロー
ド バランシングを有効にします。

CM がこの状態のままになる場合、
CM は DHCP サーバから DHCPOFFER
の応答を受信したものの、この応答
にその CM に対する正しくないオプ
ションが 1 つ以上含まれている可能
性があります。

Cisco CMTS は、モデムに IP アドレスを割り当
てた DHCP サーバからケーブル モデムに送信
される DHCP オファーを学習します。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr
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[MAC State] の値

説明

init(o)

CM が DHCP 応答の指定に従い、Trivial File
Transfer Protocol（TFTP）を使用してオプション
ファイル（DOCSIS コンフィギュレーション
ファイル）のダウンロードを開始しました。CM
がこの状態のままになる場合は、ダウンロード
が失敗したことを示します。

init(t)

時刻（TOD）の交換が開始されました。

resetting

CM のリセット中です。登録プロセスが間もな
く再開されます。

IPv6 アドレッシングを使用するデバイスの登録およびプロビジョニングのステータス状態
init6(s)

Cisco CMTS ルータは、CM からの DHCPv6
SOLICIT メッセージを学習します。

init6(a)

Cisco CMTS ルータは、DHCPv6 サーバから CM
に送信される ADVERTISE メッセージを学習し
ます。

init6(r)

Cisco CMTS ルータは、CM から DHCPv6 サー
バに送信される REQUEST 応答を学習します。

init6(i)

Cisco CMTS ルータは、DHCPv6 サーバから CM
に送信される REPLY メッセージを学習します。

init6(o)

Cisco CMTS ルータは、CM から TFTP サーバに
送信される REQUEST メッセージを学習しま
す。

init6(t)

Cisco CMTS ルータは、CM から ToD サーバに
送信される REQUEST メッセージを学習しま
す。

非エラー ステータス状態

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2005

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr
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[MAC State] の値

説明

cc(r1)

CM は登録済みでオンラインですが、Cisco
CMTS からダウンストリーム チャネル変更
（DCC）要求メッセージかアップストリーム
チャネル変更（UCC）要求メッセージを受信し
ました。CM が新しいチャネルへの移行を開始
し、Cisco CMTS が新しいダウンストリーム チャ
ネルかアップストリーム チャネル上で CM の初
期範囲設定を受信しました。この MAC レイヤ
で、CM は新しいチャネルにトラフィックをま
だ送信していないためオフラインであると見な
されますが、この状態はフラップ リスト カウ
ンタをトリガーしません。

cc(r2)

通常、この状態は cc(r1) に従って発生するもの
で、CM が新しいチャネル上での初期範囲設定
を完了し、現在、このチャネル上で継続的に範
囲設定を実行していることを示します。この
MAC レイヤで、CM は新しいチャネルにトラ
フィックをまだ送信していないためオフライン
であると見なされますが、この状態はフラップ
リスト カウンタをトリガーしません。

offline

CM はオフラインと見なされます（切断または
電源オフ）。

online

CM は登録済みで、ネットワーク上でデータを
渡すことができます。

online(d)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。CM は CPE デバイスと
の間でトラフィックを送受信しませんが、Cisco
CMTS は DOCSIS メッセージと IP トラフィッ
クを使用して引き続き CM と通信できます
（SNMP コマンドなど）。
（注）

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2006

BPI が CM に送信された DOCSIS コン
フィギュレーション ファイルで有効
化されている場合は、BPI ネゴシエー
ションとキー割り当てが失敗したこと
を示す他のメッセージが表示されない
限り、CM は BPI 暗号化を使用してい
るものと考えられます。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr
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[MAC State] の値

説明

online(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。さらに、BPI が有効化
され、KEK が割り当てられています。
（注）

online(ptd)

この状態は online(d) および online(pk)
の状態に相当します。

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。さらに、BPI が有効化
され、TEK が割り当てられています。現在、
BPI 暗号化が実行されています。
（注）

この状態は online(d) および online(pt)
の状態に相当します。

online(pk)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
KEK が割り当てられています。

online(pt)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
TEK が割り当てられています。現在、BPI 暗号
化が実行されています。
（注）

（注）

expire(pk)

CM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーションファイルでネットワー
ク アクセスが無効になっていると、
ネットワークの無効ステータスが優先
されるため、BPI 暗号化が有効で動作
している場合でも [MAC State] フィー
ルドには online(pt) ではなく online(d)
が表示されます。

オンライン状態の前に感嘆符（!）が表示される場合は、mark オプションか reject オ
プションを指定して cabledynamic-secret コマンドが使用され、ダイナミック秘密認証
チェックにケーブル モデムが失敗したことを示しています。
CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
KEK が割り当てられていますが、CM によって
新しい KEK 値が正常に更新される前に現在の
KEK が期限切れになりました。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2007

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr
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[MAC State] の値

説明

expire(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、BPIが有効になっ
ており、KEK が割り当てられていますが、CM
によって新しい KEK 値が正常に更新される前
に現在の KEK が期限切れになりました。
（注）

この状態は online(d) および expire(pk)
の状態に相当します。

expire(pt)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
TEK が割り当てられていますが、CM によって
新しい KEK 値が正常に更新される前に現在の
TEK が期限切れになりました。

expire(ptd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、BPIが有効になっ
ており、TEK が割り当てられていますが、CM
によって新しい KEK 値が正常に更新される前
に現在の TEK が期限切れになりました。
（注）

この状態は online(d) および expire(pt)
の状態に相当します。

エラー ステータス状態
reject(m)

CM が登録を試みましたが、メッセージ整合性
チェック（MIC）の値が正しくないため、登録
を拒否されました。これは、DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルの共有秘密が
cableshared-secret コマンドで Cisco CMTS に設
定された値と一致していないことを示す場合も
あります。
Cisco IOS リリース 12.1(11b)EC1 および Cisco
IOS リリース 12.2(8)BC2 以降のリリースでは、
cabletftp-enforce--> コマンドが使用されており、
登録前に CM が DOCSIS コンフィギュレーショ
ン ファイルの TFTP ダウンロードを試行する必
要があるにもかかわらず、CM がこれを実行し
なかったことを示す可能性もあります。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2008

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr
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[MAC State] の値

説明

reject(c)

CM が登録を試みましたが、いくつかのエラー
が原因で登録を拒否されました。
• CM が cableupstreamadmission-control コ
マンドで設定された上限を超える最低保証
アップストリーム帯域幅を登録しようとし
ました。
• セキュリティ違反のために CM が無効に
なっています。
• DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
に含まれるサービス クラス（CoS）の値が
正しくありません。
• CM が新しい CoS 設定を作成しようとしま
したが、Cisco CMTS はこのような変更を
許可しない設定になっています。
• CM が DOCSIS コンフィギュレーション
ファイルのタイムスタンプ検査に失敗しま
した。（これは、サービスの窃盗が試みら
れた可能性か、CM と Cisco CMTS のクロッ
クの同期に問題があることを示す場合があ
ります。）

reject(pk)

KEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。

reject(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、KEK キー割り当
てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立されま
せんでした。
（注）

reject(pt)

この状態は online(d) および reject(pk)
の状態に相当します。

TEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2009

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr
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[MAC State] の値

説明

reject(ptd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、TEK キー割り当
てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立されま
せんでした。
（注）

（注）
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この状態は online(d) および reject(pt)
の状態に相当します。

Cisco IOS リリース 12.1(20)Ec、および Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以前のリリース
では、CM に送信された DOCSIS コンフィギュレーション ファイルでネットワーク ア
クセスが無効になっていると、ネットワークの無効ステータスが優先されるため、BPI
暗号化が失敗した場合でも [MAC State] フィールドには online(d) が表示されます。特
定のケーブル モデムに対して BPI が有効か無効かを確認するには、
showcablemodemmac-address コマンドを使用します。

reject(ts)

CM が登録を試みましたが、CM 登録要求に含
まれる TFTP サーバのタイムスタンプが CMTS
によって保持されているタイムスタンプと一致
しないため、登録は失敗しました。これは、CM
が以前に登録を試みた際に使用した古いDOCSIS
コンフィギュレーション ファイルを再利用して
登録を試みたことを示す可能性があります。

reject(ip)

CM が登録を試みましたが、TFTP サーバが
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを
CM に送信した際に記録した IP アドレスと CM
要求に含まれる IP アドレスが一致しないため、
登録は失敗しました。IP スプーフィングが発生
する恐れがあります。

reject(na)

CM が登録を試みましたが、Cisco CMTS が送信
した登録応答（REG-RSP）メッセージに対する
応答として、CM が登録確認（REG-ACK）メッ
セージを送信しなかったため、登録は失敗しま
した。登録未確認（REG-NACK）と見なされま
す。

CM の [MAC State] フィールドは、SNMP を使用して CISCO-DOCS-EXT-MIB にある cdxCmtsCmStatusValue オブジェクトの値から取得するこ
ともできます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2010

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cnr

___________________
例

次に、Cisco cBR-8 ルータ上の showcablemodemcnr--> コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem 10.10.2.8 cnr
MAC Address
IP Address
I/F
0025.2eaf.82e4 100.1.2.8

C1/0/0/U0

MAC
State
online

Prim ExPwr RxPwr cnr
Sid (dBmv) (dBmv) (dB)
50
-1.0
-1.00 40

Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

showcontrollerscable

Cisco CMTS ルータのケーブル インターフェイ
スのインターフェイス コントローラに関する情
報を表示します。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2011

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem connectivity

show cable modem connectivity
1 つ以上のケーブル モデムの接続統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemodemconnectivity コマンドを使用します。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable{slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] connectivity
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]| name fqdn] connectivity
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable slot/subslot/cable-interface-index ] connectivity
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定の CM の IPv4 または IPv6
アドレス。CM の背後にある CPE デバイスの IP
アドレスを指定すると、その CM の情報が表示
されます。

mac-address

（任意）表示する特定の CM の MAC アドレス。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 お
よび 6 ～ 9 です。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2012

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem connectivity

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
（Cisco cBR-8 ルータ：）有効なサブスロット
は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 4
です（ケーブル インターフェイスによっ
て異なる）。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：port の有効な値は 0
または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

upstreamport

（任意）このアップストリームを使用するすべ
てのケーブル モデムの情報を表示します。ケー
ブル インターフェイスの情報を表示する場合に
のみこのオプションを指定できます。port の有
効範囲は 0 から始まります。上限値は、ケーブ
ル インターフェイス ライン カード上のアップ
ストリーム ポート数によって変わります。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2013

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem connectivity

（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

namefqdn

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.1(4)CX および
12.2(4)BC1

このコマンドが導入されました（connectivity オプションは
showinterfacecablesid コマンドから削除されました）。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点
が変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するため
のサポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オプ
ションが追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加されま
した。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。upstream キーワードと name キーワード、および
logical-channel-index 変数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドにより、すべてのケーブル モデム、特定の CMTS ケーブル インターフェイスに接
続されているすべてのケーブル モデム、または特定の CM の接続統計情報が、IP アドレスや MAC
アドレスの指定に従って表示されます。
OperationwithHotStandbyConnection-to-ConnectionProtocol(HCCP)Configuration

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2014

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem connectivity

ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示することも
できます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機し、コマンドを再試行します。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。

（注）

接続統計情報の管理は、SID ごとに行うよりモデムごとに行うほうが適しているため、
showcablemodemconnectivity コマンドは、showinterfacecablesid コマンドの connectivity オプ
ションに代わって使用されます。

___________________
例

次に、すべてのオンライン ケーブル モデムに対する showcablemodemconnectivity コマンドの出
力例を示します。
Router# show cable modem connectivity
Prim
Sid
1
2
3

1st time
online
Apr 28 2003
Apr 28 2003
Apr 28 2003

Times
Online
1
1
1

%online
99.67
99.66
99.69

Online time
min
avg
max
00:00
1d1h9m 1d1h9m
00:00
1d1h8m 1d1h8m
00:00
1d1h7m 1d1h7m

Offline time
min
avg
max
05:38
04:58
05:38
05:46
05:02
05:46
05:18
04:34
05:18

次に、特定のケーブル インターフェイスのすべてのオンライン ケーブル モデムに対する
showcablemodemconnectivity コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem c8/1/0 connectivity
Prim
Sid
1
2
3

1st time
online
Apr 28 2003
Apr 28 2003
Apr 28 2003

Times
Online
1
1
1

%online
99.67
99.66
99.69

Online time
Offline time
min
avg
max
min
avg
max
00:00
1d1h12m 1d1h12m 05:38
04:58
05:38
00:00
1d1h11m 1d1h11m 05:46
05:02
05:46
00:00
1d1h11m 1d1h11m 05:18
04:34
05:18

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem connectivity

次に、特定の CM に対する showcablemodemconnectivity--> コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem 0010.7bb3.fcd1 connectivity
Prim
Sid
1

1st time
Times %online
Online time
Offline time
online
Online
min
avg
max
min
avg
max
May 30 2000 4
99.85
48:20
11h34m 1d2h23m 00:01
00:59
03:00

次の表で、-->showcablemodemconnectivity の出力に表示される情報を説明します。
表 101：show cable modem connectivity のフィールドの説明

フィールド

説明

Prim SID

この CM に割り当てられているプライマリ
SID。

1st time online

この SID を持つモデムが初めて接続された時
刻。

Times online

この SID を持つモデムが接続された回数。

% online

この SID を持つモデムが接続された時間のパー
センテージ。

Online time

この SID を持つモデムが接続された最小、平
均、および最大時間（日、時間、分）。
（注）

Offline time

この SID を持つモデムが接続されていなかった
最小、平均、および最大時間（日、時間、
分）。
（注）

ヒント

CM は、ステーション メンテナンス
メッセージを連続 16 回受信しない
と、オフラインであると見なされま
す。

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2016

CM は、登録プロセスを完了し、
DHCP サーバ、TFTP サーバ、および
TOD サーバと通信すると、オンライ
ンと見なされます。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem connectivity

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済みのケーブル モデムと未登録のケーブル
モデムの情報を表示します。

showcablemodemcalls

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemflap

1 つ以上のケーブル モデムのフラップ リスト統
計情報を表示します。

showcablemodemmaintenance

1 つ以上のケーブル モデムのステーション メン
テナンス（SM）エラー統計情報を表示します。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showcablemodulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いるケーブル モデムに関する情報を表示しま
す。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem counters

show cable modem counters
1 つ以上のケーブル モデム（CM）のダウンストリームおよびアップストリーム トラフィック カ
ウンタを表示するには、特権 EXEC モードで showcablemodemcounters コマンドを使用します。
Cisco uBR7100シリーズと Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] counters
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]| name fqdn] counters
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable slot/subslot/cable-interface-index ] counters
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定の CM の IPv4 または IPv6
アドレス。CM の背後にある CPE デバイスの IP
アドレスを指定すると、その CM の情報が表示
されます。

mac-address

（任意）表示する特定の CM の MAC アドレス。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 お
よび 6 ～ 9 です。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem counters

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
（Cisco cBR-8 ルータ：）有効なサブスロット
は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 4
です（ケーブル インターフェイスによっ
て異なる）。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

upstreamport

（任意）指定したアップストリーム ポートを使
用しているすべての CM に関する情報を表示し
ます。ケーブル インターフェイスの情報を表示
する場合にのみこのオプションを指定できま
す。port の有効範囲は 0 から始まります。上限
値は、ケーブル インターフェイス ライン カー
ドによってサポートされているアップストリー
ム ポート数によって変わります。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem counters

namefqdn

（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

counters

1 つ以上のケーブル モデムのダウンストリーム
およびアップストリーム トラフィック カウン
タを表示します。

___________________
コマンド デフォルト

すべての CM のカウンタ情報を表示します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(4)CX および
12.2(4)BC1

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点
が変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するため
のサポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オ
プションが追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加され
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。upstream キーワードと name キーワード、
および logical-channel-index 変数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン ホット スタンバイ接続間プロトコル (HCCP)設定を使用した動作

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem counters

ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示することも
できます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機し、コマンドを再試行します。

ヒント

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。

___________________
例

次に、すべての CM に対する showcablemodemscounters--> コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem counters
MAC Address
US Packets
US Bytes
0050.7366.1243 29
2126
0002.b970.0027 1811
116174
0006.5314.858d 329154
21071059
Router#

DS Packets
29
29
134607

DS Bytes
2126
2126
9961268

次に、特定のケーブル インターフェイスのすべての CM に対する showcablemodemscounters--> コ
マンドの出力例を示します。
Router# show cable modem c8/1/0 counters
MAC Address
0050.7366.1243
0002.b970.0027
0006.5314.858d
Router#

US Packets
29
1811
329154

US Bytes
2126
116174
21071059

DS Packets
29
29
134607

DS Bytes
2126
2126
9961268

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem counters

次に、MAC アドレスで指定された特定の CM に対する showcablemodemscounters コマンドの出力
例を示します。
Router# show cable modem 0010.7bb3.fcd1 counters
MAC Address
US Packets
0010.7bb3.fcd1 1452082
Router#

US Bytes
171344434

DS Packets
1452073

DS Bytes
171343858

次に、IP アドレスで指定された特定の CM に対する showcablemodemscounters--> コマンドの出力
例を示します。
Router# show cable modem 23.1.1.10 counters
MAC Address
US Packets
0002.b970.0027 1811
Router#

（注）

US Bytes
116174

DS Packets
29

DS Bytes
2126

DCC が発生すると、ケーブル モデムの US カウンタと DS カウンタがリセットされます。US
カウンタと DS カウンタには、showcablemodem (mac-address) verbose コマンドの出力に表示
されるデータとスループットのカウンタ、および showcablemodem (mac-address) counters コ
マンドの出力に表示されるパケットとバイトのカウンタが含まれます。
次の表で、showcablemodemcounters の出力に表示されるフィールドを説明します。
表 102：show cable modem counters のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。

US Packets

この CM がアップストリームに送信したパケッ
トの数。

US Bytes

この CM がアップストリームに送信したバイト
数。

DS Packets

この CM がダウンストリームで受信したパケッ
トの数。

DS Bytes

この CM がダウンストリームで受信したバイト
数。

Command

Description

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem counters

Command

Description

showcablemodemaccess-group

特定のケーブル インターフェイス上の CM のア
クセス グループを表示します。

showcablemodemcalls

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。

showcablemodemclassifiers

特定の CM の分類子に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemcpe

特定の CM を経由してケーブル インターフェイ
スにアクセスする CPE デバイスを表示します。

showcablemodemqos

特定の CM の Quality of Service（QoS）および
サービス フロー情報を表示します。

showcablemodemregistered

Cisco CMTS に登録済みとしてマークされてい
る CM のリストを表示します。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showcablemodemunregistered

Cisco CMTS に未登録としてマークされている
CM のリストを表示します。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cpe

show cable modem cpe
特定のケーブル モデム（CM）を経由してケーブル インターフェイスにアクセスする顧客宅内機
器（CPE）デバイスを表示するには、特権 EXEC モードで showcablemodemcpe コマンドを使用し
ます。
show cable modem {ip-address| mac-address| name fqdn} cpe
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem {ip-address| mac-address} cpe
___________________
構文の説明

ip-address

指定した IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを持つ CM の
CPE デバイスを表示します。

mac-address

指定した MAC アドレスを持つ CM の CPE デバイスを表示
します。

namefqdn

（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾ドメイン名
（FQDN）を指定します。このオプションは、CMTS ルータ
のケーブル DNS キャッシュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初めて実行した場
合にのみ使用できます。
このキーワードは、Cisco cBR-8 ルータではサポートされま
せん。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

11.3XA

このコマンドが導入されました。

12.1(4)CX および
12.2(4)BC1

コマンドが簡略化され、CPE デバイスの IP アドレスと MAC アドレス
のみが表示されるようになりました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cpe

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点
が変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスの IPv6 アドレスを指定するためのサポートが追加さ
れました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オ
プションが追加されました。

12.2(33)SCI1

コマンドの出力が変更されました。コマンド出力に、IPv6 デバイスの
デバイス クラス情報が表示されます。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。name が削除されます。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、特定の CM を経由してケーブル ネットワークにアクセスする CPE デバイスを一
覧表示します。IP アドレスか MAC アドレスで CM を指定できます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。
OperationwithHotStandbyConnection-to-ConnectionProtocol(HCCP)Configuration
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示することも
できます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cpe

この場合は、1 分ほど待機し、コマンドを再試行します。

ヒント

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

次に、CPE デバイスを MAC アドレスと IP アドレスで一覧表示する showcablemodemcpe コマン
ドの出力例を示します。
Router# show cable modem 0019.474a.c14a cpe
IP address
50.3.37.3

MAC address
0005.0052.2c1d

Dual IP
Y

表 103：show cable modem cpe のフィールドの説明

___________________
例

フィールド

説明

IP Address

CPE によって取得される IP アドレス。

MAC Address

CPE の MAC アドレス。

Dual IP

デュアル IP フラグ。CPE が IPv4 アドレッシン
グと IPv6 アドレッシングの両方をサポートす
るかどうかを識別します（「Y」または
「N」）。

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCI1 から、showcablemodemcpe コマンドの出力に、この例に示すとお
りデバイス クラスの詳細が一覧表示されます。
Router#show cable modem 54d4.6ffb.2ddf cpe
IP address
MAC address
Dual IP
--0000.0475.1702
N
--0000.0475.1701
N
--0000.0475.1703
N

Device Class
MTA
Host
Host

次に、Cisco cBR-8 ルータ上の showcablemodemcpe の出力例を示します。
Router#show cable modem 0025.2eaf.7f38 cpe
MAC address
IP address
Dual IP
b8c7.5dcd.04cd
192.0.2.10
Y
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Device Class
Host

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cpe

表 104：show cable modem cpe のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

IP Address

CPE によって取得される IP アドレス。

MAC Address

CPE の MAC アドレス。

Dual IP

デュアル IP フラグ。CPE が IPv4 アドレッシン
グと IPv6 アドレッシングの両方をサポートす
るかどうかを識別します（「Y」または
「N」）。

Device Class

CPE のデバイス クラス。

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemcalls

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。

showcablemodemclassifiers

特定の CM の分類子に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemerrors

1つ以上のCMのエラー統計情報を表示します。

showcablemodemflap

1 つ以上のケーブル モデムのフラップ リスト統
計情報を表示します。

showcablemodemmaintenance

1 つ以上のケーブル モデムのステーション メン
テナンス（SM）エラー統計情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem cpe

Command

Description

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

showcablemodulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis device-class

show cable modem docsis device-class
すべて、または指定したケーブルインターフェイスとアップストリームに関して、ケーブルモデ
ム（CM）の DOCSIS デバイス クラス情報を表示するには、特権 EXEC コンフィギュレーション
モードで showcablemodemdocsisdevice-class コマンドを使用します。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem docsis device-class [summary [cable slot/subslot [cable slot/subslot] [upstream port1
port2]]] [total]
show cable modem cable slot/subslot docsis device-class summary
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem docsis device-class [summary [cable slot/subslot/port [cable slot/subslot/port] [upstream
port1 port2]]] [total]
show cable modem cable slot/subslot/port docsis device-class summary
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem docsis device-class [summary [cable slot/subslot/cable-interface-index [cable
slot/subslot/cable-interface-index]]] [total]
show cable modem cable slot/subslot/cable-interface-index docsis device-class [summary]
___________________
構文の説明

summary

（オプション）CMTS ルータのすべてのケーブ
ル インターフェイス、または指定したケーブル
インターフェイスに関して、ケーブル モデムの
DOCSIS デバイス クラス情報の要約が表示され
ます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis device-class

cableslot/subslot[cableslot/subslot]

（オプション）ケーブル モデムの情報を表示す
る、Cisco uBR7100 または Cisco uBR7200 シリー
ズ ルータ上の単一のケーブル インターフェイ
ス、またはケーブル インターフェイスの範囲を
指定します。次のように指定します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。
• subslot：ダウンストリーム ポート番号を指
定します。
これらの引数の有効値は、CMTS ルータとケー
ブル インターフェイス ライン カードによって
異なります。サポートされるスロットとポート
番号については、ルータ シャーシおよびケーブ
ルインターフェイスラインカードのハードウェ
ア ドキュメントを参照してください。

cableslot/subslot/port[cableslot/subslot/port]

（オプション）ケーブル モデムの情報を表示す
る、Cisco uBR10012 ルータ上の単一のケーブル
インターフェイス、またはケーブル インター
フェイスの範囲を指定します。次のように指定
します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis device-class

cable slot/subslot/cable-interface-index

（任意）ケーブル モデムの情報を表示する、
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ 上の単一のケーブル インターフェイ
ス、またはケーブル インターフェイスの範囲を
指定します。次のように指定します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 0 ～ 3 および 6 ～
9 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 です。
• cable-interface-index：MAC ドメイン イン
デックスを指定します。有効なインデック
ス番号は 0 ～ 15 です。

upstreamport1port2

（任意）ケーブル モデムの情報を表示する、指
定したケーブル インターフェイス上の特定の
アップストリーム ポートまたはアップストリー
ム ポートの範囲を指定します。次のように指定
します。
• port1：単一のアップストリームに関する
情報を表示する場合は、port1 のみを指定
します。port2引数と併用する場合は、アッ
プストリーム ポートの範囲の始点を指定
します。port1 には port2 より値の小さい
ポートを指定する必要があります。
• port2：アップストリーム ポートの範囲の
終点を指定します。port2 には port1 より値
の大きいポートを指定する必要がありま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis device-class

upstream chan1 chan2

（Cisco cBR-8 ルータではオプション）ケーブ
ル モデムの情報を表示する、指定したケーブル
インターフェイス上の特定のアップストリーム
チャネル、またはアップストリーム チャネルの
範囲を指定します。 Cisco cBR シリーズ コン
バージド ブロードバンド ルータ の場合、次の
ように指定します。
• chan1：単一のアップストリームに関する
情報を表示する場合は、chan1 のみを指定
します。chan2 引数と併用する場合は、
アップストリーム ポートの範囲の始点を
指定します。chan1 には chan2 より値の小
さいポートを指定する必要があります。
• chan2：アップストリーム チャネルの範囲
の終点を指定します。chan2 には chan1 よ
り値の大きいチャネルを指定する必要があ
ります。
（オプション）すべてのインターフェイス、ま
たは指定したケーブル インターフェイスに接続
されているケーブル モデムの DOCSIS デバイス
クラス情報全体を表示します。

total

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCI1

このコマンドの出力が変更されました。出力に、IPv6 シングル ス
タック ケーブル モデムのデバイス クラスが表示されます。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis device-class

___________________
使用上のガイドライン このコマンドにより、単一のケーブル インターフェイスまたは特定の範囲のケーブル インター
フェイス、さらにオプションでそれらのケーブル インターフェイス上の指定したアップストリー
ムについて、すべてのケーブル モデムに関する DOCSIS デバイス クラス情報の要約が表示されま
す。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータで showcablemodemdocsisdevice-class コマンドを実行した場合のデ
フォルト形式の一般的な出力例を示します。
Router# show cable modem docsis device-class
MAC Address
I/F
MAC
Prim
State
Sid
0030.80bc.22b9 C3/0/U0
online(pt)
1
0000.cadb.04b2 C3/0/U0
online(pt)
2
0000.cadb.0512 C3/0/U0
online(pt)
3
0003.e38f.f5c7 C3/0/U1
online(pt)
4
0000.cadb.0bae C3/0/U1
online(pt)
5
0010.7b6b.77ed C3/0/U2
online
6
0000.cadb.0356 C4/0/U0
online(pt)
1
0000.cadb.02a6 C4/0/U0
init(d)
2
0000.cadb.2f7a C4/0/U1
online(pt)
3
0000.cadb.2952 C4/0/U2
online(pt)
4
0000.cadb.0236 C4/0/U2
init(d)
6
0003.e3a6.850d C4/0/U3
online(pt)
7
0003.e3a6.85ad C4/0/U3
online(pt)
8

Reg
Ver
1.0
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.1
n/a
2.0
1.1
n/a
1.1
1.0

Device Class
-------------------CM
eCM eMTA
eCM eMTA eSTB
CM
eCM
ePS
CM
eCM eMTA
<unavailable>
eCM
eSTB
eCM
eSTB ePS
<unavailable>
eCM eMTA
ePS
CM

Reg
Priv
BPI
BPI+
BPI+
BPI
BPI+
BPI+
BPI+
BPI+
BPI+
BPI

次に、シャーシ スロット 3、サブスロット 0 の特定のケーブル インターフェイスに関して
showcablemodemdocsisdevice-class コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem cable3/0 docsis device-class
MAC Address
I/F
MAC
Prim Reg
Device Class
State
Sid
Ver -------------------0030.80bc.22b9 C3/0/U0
online(pt)
1
1.0 CM
0000.cadb.04b2 C3/0/U0
online(pt)
2
1.1 eCM eMTA
0000.cadb.0512 C3/0/U0
online(pt)
3
1.1 eCM eMTA eSTB
0003.e38f.f5c7 C3/0/U1
online(pt)
4
1.0 CM
0000.cadb.0bae C3/0/U1
online(pt)
5
1.1 eCM
ePS
0010.7b6b.77ed C3/0/U2
online
6
1.0 CM

Reg
Priv
BPI
BPI+
BPI+
BPI
BPI+

表 105：show cable modem docsis device-class のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。

I/F

この CM に対してアップストリームを提供する
ケーブル インターフェイス ライン カード。

MAC State

MAC レイヤの現在の状態。

Prim Sid

この CM に割り当てられているプライマリ
SID。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis device-class

フィールド

説明

Reg Ver

CM がサポートする DOCSIS の最大サポート対
象バージョンを表示します。取りうる値は、
DOCSIS 1.0、DOCSIS 1.1、DOCSIS 2.0、および
DOCSIS 3.0 です。モデムがオンラインでない場
合は「n/a」と表示されます。

Device Class

PacketCable デバイスのデバイス クラス情報を
表示します。モデムは登録中にデバイス クラス
タイプを報告する場合があります。次の値が可
能です。
• CM または eCM：スタンドアロン ケーブ
ル モデムまたは組み込み CM。
• ePS：組み込みポータル サービス
• eMTA：組み込みマルチメディア ターミナ
ル アダプタ
• eSTB：組み込みセット トップ ボックス
• unavailable：CM からデバイス クラスが報
告されていません。
CM でベースライン プライバシー インターフェ
イス（BPI）暗号化か BPI Plus（BPI+）暗号化
が有効になっているかどうかを示します。

Reg Priv

Summary と Total オプションの例
次に、showcablemodemdocsisdevice-classtotal コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem docsis device-class total
Total:

Online
13

unrep CM
2
4

eCM
7

eMTA
4

eSTB
3

ePS
3

次に、Cisco CMTS ルータで showcablemodemdocsisdevice-classsummary 形式のコマンドを実行し
た場合の出力例を示します。
Router# show cable modem docsis device-class summary
DOCSIS Device Class
---------------------------Interface
Online unrep CM
eCM
eMTA eSTB ePS
Cable3/0/U0
3
0
1
2
2
1
0
Cable3/0/U1
2
0
1
1
0
0
1
Cable3/0/U2
1
0
1
0
0
0
0
Cable4/0/U0
2
1
0
1
1
0
0
Cable4/0/U1
1
0
0
1
0
1
0
Cable4/0/U2
2
1
0
1
0
1
1
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis device-class

Cable4/0/U3

2

0

1

1

1

0

1

次に、Cisco CMTS ルータで total オプションを指定して showcablemodemdocsisdevice-classsummary
コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem docsis device-class summary total
DOCSIS Device Class
---------------------------Interface
Online unrep CM
eCM
eMTA eSTB ePS
Cable3/0/U0
3
0
1
2
2
1
0
Cable3/0/U1
2
0
1
1
0
0
1
Cable3/0/U2
1
0
1
0
0
0
0
Cable4/0/U0
2
1
0
1
1
0
0
Cable4/0/U1
1
0
0
1
0
1
0
Cable4/0/U2
2
1
0
1
0
1
1
Cable4/0/U3
2
0
1
1
1
0
1
Total:
13
2
4
7
4
3
3

次に、Cisco CMTS ルータ上の特定のケーブル インターフェイス ライン カードで有効になってい
るすべてのアップストリームに関して、showcablemodemdocsisdevice-classsummarytotal コマンド
を実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem docsis device-class summary cable 3/0 total
DOCSIS Device Class
---------------------------Interface
Online unrep CM
eCM
eMTA eSTB ePS
Cable3/0/U0
3
0
1
2
2
1
0
Cable3/0/U1
2
0
1
1
0
0
1
Cable3/0/U2
1
0
1
0
0
0
0
Total:
6
0
3
3
2
1
1

次に、Cisco CMTS ルータで一定範囲のインターフェイスに関して
showcablemodemdocsisdevice-classsummarytotal コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem docsis device-class summary cable 3/0 cable 4/0 total
DOCSIS Device Class
---------------------------Interface
Online unrep CM
eCM
eMTA eSTB ePS
Cable3/0/U0
3
0
1
2
2
1
0
Cable3/0/U1
2
0
1
1
0
0
1
Cable3/0/U2
1
0
1
0
0
0
0
Cable4/0/U0
2
1
0
1
1
0
0
Cable4/0/U1
1
0
0
1
0
1
0
Cable4/0/U2
2
1
0
1
0
1
1
Cable4/0/U3
2
0
1
1
1
0
1
Total:
13
2
4
7
4
3
3

次に、CMTS ルータで一定範囲のインターフェイスとアップストリームに関して
showcablemodemdocsisdevice-classsummarytotal コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem docsis device-class summary cable 3/0 cable 4/0 upstream 0 2 total

Interface
Cable3/0/U0
Cable3/0/U1
Cable3/0/U2
Cable4/0/U0
Cable4/0/U1
Cable4/0/U2
Total:

Online
3
2
1
2
1
2
11

DOCSIS Device Class
---------------------------unrep CM
eCM
eMTA eSTB
0
1
2
2
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
2
3
6
3
3

ePS
0
1
0
0
0
1
2
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis device-class

次に、インターフェイス上の一定範囲のアップストリームに関して
showcablemodemdocsisdevice-classsummarytotal コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem docsis device-class summary cable3/0 upstream 0 1 total

Interface
Cable3/0/U0
Cable3/0/U1
Total:

Online
3
2
5

DOCSIS Device Class
---------------------------unrep CM
eCM
eMTA eSTB
0
1
2
2
1
0
1
1
0
0
0
2
3
2
1

ePS
0
1
1

次に、特定のケーブル インターフェイス ライン カードで有効になっているすべてのアップスト
リームに関して、showcablemodemdocsisdevice-classsummary コマンドを実行した場合の出力例を
示します。
Router# show cable modem cable3/0 docsis device-class summary
DOCSIS Device Class
---------------------------Interface
Online unrep CM
eCM
eMTA eSTB ePS
Cable3/0/U0
3
0
1
2
2
1
0
Cable3/0/U1
2
0
1
1
0
0
1
Cable3/0/U2
1
0
1
0
0
0
0
Total:
6
0
3
3
2
1
1

表 106：show cable modem docsis device-class summary のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

Cisco CMTS ルータ上のケーブル インターフェ
イスの名前、および関連するアップストリー
ム。

Online

このケーブル インターフェイスで現在オンライ
ンになっているケーブル モデムの総数。

unrep

デバイス クラス情報が未報告か入手できない、
このインターフェイス上のケーブル モデムの総
数。

CM

スタンドアロン ケーブル モデムとして報告さ
れたデバイス クラスを持つ、このインターフェ
イス上のケーブル モデムの総数。

eCM

組み込みケーブル モデムとしてデバイス クラ
スを報告した、このインターフェイス上のケー
ブル モデムの総数。

eMTA

組み込みマルチメディア ターミナル アダプタ
としてデバイス クラスを報告した、このイン
ターフェイス上のケーブル モデムの総数。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis device-class

___________________
例

フィールド

説明

eSTB

組み込みセットトップ ボックスとしてデバイス
クラスを報告した、このインターフェイス上の
ケーブル モデムの総数。

ePS

組み込みポータル サービスとしてデバイス ク
ラスを報告した、このインターフェイス上の
ケーブル モデムの総数。

eRTR

組み込みルータとしてデバイス クラスを報告し
た、このインターフェイス上のケーブル モデム
の総数。

Total

Cisco CMTS ルータ上のケーブル インターフェ
イス全体で、オンラインと報告された特定の
DOCSIS デバイス クラス用のケーブル モデムの
総数。

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCI1 以降、showcablemodemdocsisdevice-class コマンドの出力に、こ
の例に示すとおり、IPv6 シングル スタック ケーブル モデムに関するデバイス クラスの詳細が表
示されます。
Router#show cable modem docsis device-class
MAC Address
I/F
MAC
State
e448.c70c.98fd C5/0/0/U1
online(pt)
38c8.5cb2.6e3e C5/0/0/U2
online(pt)
4458.2945.357e C5/0/0/U2
online(pt)
54d4.6ffb.307f C5/0/1/U3
w-online(pt)
4458.2945.48e8 C6/1/0/U3
online(pt)
68ee.96d9.499b C6/1/0/U2
online(pt)
38c8.5cc1.623a C6/1/0/U3
online(pt)
54d4.6ffb.2ddf C6/1/0/U3
online(pt)
1859.3356.8578 C6/1/0/U3
online(pt)

Prim
Sid
1
2
3
1
1
2
3
4
5

Reg
Ver
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0

Device Class
-------------------CM MTA
CM MTA
PS
CM
CM MTA
CM
CM
RTR
CM
CM MTA
CM

Reg
Priv
BPI+
BPI+
BPI+
BPI+
BPI+
BPI+
BPI+
BPI+
BPI+

この例では、出力から特定の部分を抽出するために | include オプションを使用して、特定の IPv6
ケーブル モデムの出力を表示しています。
Router#show cable modem docsis device-class | include 54d4.6ffb.2ddf
MAC Address
I/F
MAC
Prim Reg
Device Class
Reg
State
Sid Ver -------------------- Priv
54d4.6ffb.2ddf C6/1/0/U3
online(pt)
4
3.0 CM MTA
BPI+

___________________
例

次に、Cisco cBR-8 ルータ上の showcablemodemdocsisdevice-class コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem docsis device-class
MAC Address
I/F
MAC
Prim Reg

Device Class

Reg
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis device-class

0025.2e2d.75be
0025.2eaf.82f4
0025.2e2d.74f8
0025.2eaf.82e4
0025.2eaf.7f38
0025.2eaf.8302
c8fb.26a5.56ca
c8fb.26a5.54e0
c8fb.26a5.5792
c8fb.26a5.5866
c8fb.26a5.52f2
c8fb.26a5.57a6
c8fb.26a5.57f4
c8fb.26a5.55ac
c8fb.26a5.572e
c8fb.26a5.5936
c8fb.26a5.5400
c8fb.26a5.5814
c8fb.26a5.5574
c8fb.26a5.5810
c8fb.26a5.56b6
c8fb.26a5.5580
c8fb.26a5.5376
c8fb.26a5.5624
c8fb.26a5.560a
c8fb.26a5.53f6
c8fb.26a5.5384
c8fb.26a5.5742
c8fb.26a5.5598
c8fb.26a5.56d8
c8fb.26a5.56b2
c8fb.26a5.52c8
c8fb.26a5.5346
c8fb.26a5.5428
c8fb.26a5.52ca
c8fb.26a5.52fe
c8fb.26a5.54e4
c8fb.26a5.5474

State
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online

C3/0/0
C3/0/0
C3/0/0
C3/0/0
C3/0/0
C3/0/0
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3
C3/0/3

Sid
42
43
44
45
46
47
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Ver
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

-------------------- Priv
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM

次に、Cisco cBR-8 ルータ上で、summary total オプションを指定して
showcablemodemdocsisdevice-class コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router#show cable modem docsis device-class summary c3/0/0 total
DOCSIS Device Class
---------------------------Interface
Online unrep CM
eRTR eMTA eSTB ePS
Cable3/0/0
6
0
6
0
0
0
0
Total:

___________________
関連コマンド

6

0

0

0

0

0

コマンド

説明

showcablemodemdocsisversion

1 つ以上のケーブル インターフェイスおよび
アップストリームのケーブル モデムに関して、
DOCSIS バージョン情報を表示します。
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6

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

show cable modem docsis version
1 つ以上のケーブル インターフェイスおよびアップストリームのケーブル モデム（CM）に関す
る DOCSIS バージョン情報を表示するには、特権 EXEC コンフィギュレーション モードで
showcablemodemdocsisversion コマンドを使用します。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem docsis version [summary [cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [cable {slot/port|
slot/cable-interface-index}] [upstream port1 port2 [ logical-channel-index ]]]] [total]
show cable modem cable {slot/port| slot/cable-interface-index} docsis version summary
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem docsis version [summary [cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}] [upstream port1 port2 [ logical-channel-index ]]]]
[total]
show cable modem cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index} docsis version summary
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem docsis version [summary [cable slot/subslot/cable-interface-index] [upstream chan1
chan2 ]] [total]
show cable modem cable slot/subslot/cable-interface-index docsis version [summary]
___________________
構文の説明

summary

（任意）CMTS ルータのすべてのケーブル イン
ターフェイス、または指定したケーブル イン
ターフェイスに関して、CM の DOCSIS デバイ
ス クラス情報の要約が表示されます。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR-8：有効範囲は 0 ～ 3 および 6 ～
9 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
（Cisco cBR-8）有効なサブスロットは 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 4
です（ケーブル インターフェイスによっ
て異なる）。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8：有効範囲は 0 ～ 15 です。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2040

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

upstreamport1port2

（任意）ケーブル モデムの情報を表示する、指
定したケーブル インターフェイス上の特定の
アップストリーム ポートまたはアップストリー
ム ポートの範囲を指定します。次のように指定
します。
• port1：単一のアップストリームに関する
情報を表示する場合は、port1 のみを指定
します。port2引数と併用する場合は、アッ
プストリーム ポートの範囲の始点を指定
します。port1 には port2 より値の小さい
ポートを指定する必要があります。
• port2：アップストリーム ポートの範囲の
終点を指定します。port2 には port1 より値
の大きいポートを指定する必要がありま
す。

upstream chan1 chan2

（Cisco cBR-8 ではオプション）ケーブル モデ
ムの情報を表示する、指定したケーブル イン
ターフェイス上の特定のアップストリーム チャ
ネルまたはアップストリーム チャネルの範囲を
指定します。次のように指定します。
• chan1：単一のアップストリームに関する
情報を表示する場合は、chan1 のみを指定
します。chan2 引数と併用する場合は、
アップストリーム チャネルの範囲の始点
を指定します。chan1 には chan2 より値の
小さいチャネルを指定する必要がありま
す。
• chan2：アップストリーム チャネルの範囲
の終点を指定します。chan2 には chan1 よ
り値の大きいチャネルを指定する必要があ
ります。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
Cisco cBR-8 では使用できません。

total

（任意）すべてのインターフェイス、または指
定したケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM の DOCSIS デバイス クラス情報全体を
表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

1 つ以上のケーブル インターフェイスおよび
アップストリームのケーブル モデムに関して、
DOCSIS デバイス クラス情報やバージョン情報
を表示します。

docsis versionsummary

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。

12.3(23)BC7

コマンドの showcablemodemdocsisversionsummarytotal 形式の出力が
変更されました。

12.2(33)SCD2

このコマンドが変更されました。コマンドの出力が変更され、アップ
ストリームおよびダウンストリームの部分的サービス モードのケー
ブル モデムが表示されるようになりました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加され
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドにより、単一のケーブル インターフェイスかアップストリーム、または特定の範囲
のケーブル インターフェイスかアップストリームの、すべてのケーブル モデムに関する DOCSIS
バージョン情報の要約が表示されます。
デバイスのデバイス クラス情報の要約を表示するには、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータ で device-class オプションを使用します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータで showcablemodemdocsisversion コマンドを実行した場合のデフォ
ルト形式の一般的な出力例を示します。
Router# show cable modem docsis version
MAC Address
I/F
MAC
State
0018.6852.800a C5/1/0/U3 w-online(pt)
0018.6852.7f92 C5/1/0/U1 w-online(pt)
0014.bfbe.3ea6 C5/1/0/U0 w-online(pt)
0018.6852.8022 C5/1/0/U2 w-online(pt)
0018.6852.7fa0 C5/1/0/U0 w-online(pt)
0018.6852.8016 C5/1/0/U3 w-online(pt)
0018.6852.8008 C5/1/0/U2 w-online(pt)
0018.6852.800e C5/1/0/U1 w-online(pt)
0018.6852.8000 C5/1/0/U1 w-online(pt)
0002.8a8c.ed06 C5/1/1/U0 online(pt)
0018.6852.801c C5/1/1/U0 w-online(pt)
0018.6852.8006 C5/1/1/U0 w-online(pt)
00e0.6f2c.6a4e C5/1/1/U0 online(pt)
0011.ae02.a63c C5/1/3/U0 online(pt)
0011.ae00.c514 C5/1/3/U0 online(pt)

Prim
Sid
166
167
168
169
170
171
172
173
174
79
80
81
82
37
38

Reg
Ver
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.1
2.0
2.0

QoS
Prov
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

US Phy
Mode
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma

DS Chl
Mode
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
NB
WB
WB
NB
NB
NB

次に、Cisco uBR10012 ルータで特定のケーブル インターフェイスに対する
showcablemodemdocsisversion コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem cable 5/1/0 docsis version
MAC Address

I/F

0018.6852.800a
0018.6852.7f92
0014.bfbe.3ea6
0018.6852.8022
0018.6852.7fa0
0018.6852.8016
0018.6852.8008
0018.6852.800e
0018.6852.8000

C5/1/0/U3
C5/1/0/U1
C5/1/0/U0
C5/1/0/U2
C5/1/0/U0
C5/1/0/U3
C5/1/0/U2
C5/1/0/U1
C5/1/0/U1

MAC
State
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)

Prim
Sid
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Reg
Ver
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

QoS
Prov
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

US Phy
Mode
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma

DS Chl
Mode
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 107：show cable modem docsis version のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。

I/F

この CM に対してアップストリームを提供する
ケーブル インターフェイス ライン カード。

MAC State

MAC レイヤの現在の状態。

Prim Sid

この CM に割り当てられているプライマリ
SID。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2043

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

フィールド

説明

Reg Ver

CM がサポートする DOCSIS の最大サポート対
象バージョンを表示します。取りうる値は、
1.0、1.1、2.0、および 3.0 です。モデムがオン
ラインでない場合は「n/a」と表示されます。

QoS Prov

現在の CM のプロビジョニングおよび登録対象
となっている DOCSIS バージョンを表示しま
す。取りうる値は 1.0 または 1.1 です。モデム
がオンラインでない場合は「n/a」と表示されま
す。

US Phy Mode

CM の DOCSIS 動作モードを表示します。取り
うる値は次のとおりです。
• tdma：DOCSIS 1.X 時分割多元接続
（TDMA）専用モード
• atdma：DOCSIS 2.0 次世代時分割多元接続
（A-TDMA）モード
• scdma：DOCSIS 2.0 同期符号分割多元接続
（SCDMA ）モード
（注）

DS Chl Mode

このフィールドは DOCS-IF-MIB の
docsIfCmtsCmStatusModulationType オ
ブジェクトによって返されるものと
同じです。

CM のダウンストリーム チャネル モードを表示
します。取りうる値は次のとおりです。
• NB：ナローバンド
• WB：ワイドバンド

___________________
例

次に、showcablemodemdocsisversiontotal コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem docsis version total
Total Registered CMs:
15
Total Unregistered CMs: 0
Total DOCSIS 3.0 Operating/Capable/Registered
Total DOCSIS 2.0 Operating/Capable/Registered
Total DOCSIS 1.1 Operating/Capable/Registered
Total DOCSIS 1.0 Operating/Capable/Registered
Total v1.1 US QoS operating CMs: 15
Total V1.0 US QoS operating CMs: 0
Total Wide Band US operating CMs: 0
Total scdma US Phy operating CMs: 0
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CMs:
CMs:
CMs:
CMs:

0/0/0
0/14/14
15/15/1
0/15/0

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

Total
Total
Total
Total

atdma US Phy operating CMs: 0
tdma US Phy operating CMs: 15
Wide Band DS operating CMs:
11
Narrow Band DS operating CMs: 4

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD2 以降、showcablemodemdocsisversiontotal コマンドの出力が変更
され、次の例に示すとおり、部分的サービスモードのケーブルモデムが表示されるようになりま
した。
Router# show cable modem docsis version total
Total Registered CMs:
35
Total Unregistered CMs: 1
Total DOCSIS 3.0 Operating/Capable/Registered
Total DOCSIS 2.0 Operating/Capable/Registered
Total DOCSIS 1.1 Operating/Capable/Registered
Total DOCSIS 1.0 Operating/Capable/Registered
Total v1.1 US QoS operating CMs: 35
Total V1.0 US QoS operating CMs: 0
Total Wide Band US operating CMs: 21
Total Wide Band US partial-mode CMs: 9
Total scdma US Phy operating CMs: 0
Total atdma US Phy operating CMs: 0
Total tdma US Phy operating CMs: 14
Total Wide Band DS operating CMs:
22
Total Wide Band DS partial-mode CMs: 12
Total Narrow Band DS operating CMs: 13

CMs:
CMs:
CMs:
CMs:

21/22/22
0/34/12
35/35/1
0/35/0

次の表で、show cable modem docsis version total コマンドの出力に表示されるフィールドを説明し
ます。
表 108：show cable modem docsis version total のフィールドの説明

フィールド

説明

Total Registered CMs

CMTS ルータで現在オンラインになっている
ケーブル モデムの総数。

Total Unregistered CMs

オフラインで現在 CMTS ルータと通信していな
いか、オンラインになる途中で未登録の状態の
ケーブル モデムの総数。

Total DOCSIS x.y Operating/Capable/Registered
CMs: a/b/c

指定した DOCSIS バージョン（x.y）のケーブル
モデムの総数（a/b/c 形式）。ステータスは次の
とおりです。
• Operating：指定した DOCSIS バージョンで
現在動作している CM の総数（a）。
• Capable：指定した DOCSIS バージョンで
動作可能ではあるものの、このバージョン
では動作していない可能性のある CM の総
数（b）。
• Registered：指定した DOCSIS バージョン
で現在登録されている CM の総数（c）。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

フィールド

説明

Total Vx.y US QoS operating CMs

アップストリームが指定した DOCSIS バージョ
ン（x.y）の Quality of Service（QoS）で現在動
作しているケーブル モデムの総数。

Total Wide Band US operating CMs

アップストリームがワイドバンド チャネル モー
ドで現在動作しているケーブル モデムの総数。

Total Wide Band US partial-mode CMs

アップストリームが部分的ワイドバンド チャネ
ル モードで現在動作しているケーブル モデム
の総数。

Total mode US Phy operating CMs

アップストリームが特定のワイドバンド チャネ
ル モードで現在動作しているケーブル モデム
の総数。mode の値は次のとおりです。
• scdma：DOCSIS 2.0 同期符号分割多元接続
（SCDMA ）モード
• atdma：DOCSIS 2.0 次世代時分割多元接続
（A-TDMA）モード
• tdma：DOCSIS 1.X 時分割多元接続
（TDMA）モード
（注）

___________________
例

UB インターフェイスでは、US Phy
Mode カウンタ（scdma、atdma、およ
び tdma）は 0 のままになります。

Total Wide Band DS operating CMs

ダウンストリームがワイドバンド チャネル モー
ドで動作しているケーブル モデムの総数。

Total Wide Band DS partial-mode CMs

ダウンストリームが部分的ワイドバンド チャネ
ル モードで動作しているケーブル モデムの総
数。

Total Narrow Band DS operating CMs

ダウンストリームがナローバンド チャネル モー
ドで動作しているケーブル モデムの総数。

次に、Cisco uBR10012 ルータで showcablemodemdocsisversionsummary コマンドを実行した場合
のデフォルト形式の一般的な出力例を示します。
Router# show cable modem docsis version summary
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
------------------- --------- -------------------
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DS Mode
-------

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

Interface
C5/1/0/U0
C5/1/0/U1
C5/1/0/U2
C5/1/0/U3
C5/1/1/U0
C5/1/3/U0

Online
2
3
2
2
4
2

v3.0
0
0
0
0
0
0

v2.0
2
3
2
2
3
2

v1.1
0
0
0
0
1
0

v1.0
0
0
0
0
0
0

v1.1
2
3
2
2
4
2

v1.0
0
0
0
0
0
0

WB
0
0
0
0
0
0

scdm
0
0
0
0
0
0

atdm
0
0
0
0
0
0

tdma
2
3
2
2
4
2

WB
2
3
2
2
2
0

NB
0
0
0
0
2
2

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD2 以降、showcablemodemdocsisversionsummary コマンドの出力が
変更され、次の例に示すとおり、完全または部分的サービスモードのケーブルモデムが表示され
るようになりました。
Router# show cable modem docsis version summary
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
DOCSIS Mode
------------------- --------- -------------- ---------------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0 v1.1 v1.0 scdm atdm tdma UP WB
WP NB
C7/0/0/UB 12
12
0
0
0
12
0
0
0
0
9
12
12 0
C7/0/0/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
2
C7/0/0/U1 1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
C7/0/0/U3 4
0
4
0
0
4
0
0
0
4
0
0
0
4
C8/0/0/UB 9
9
0
0
0
9
0
0
0
0
0
9
0
0
C8/0/0/U0 1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
C8/0/0/U1 5
0
4
1
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
C8/0/0/U3 1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1

次に、Cisco uBR10012 ルータで total オプションを指定して showcablemodemdocsisversionsummary
コマンドを実行した場合の一般的な出力例を示します。
Router# show cable modem docsis version summary total
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
------------------- --------- ------------------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0 v1.1 v1.0 WB
scdm atdm tdma
C5/1/0/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
C5/1/0/U1 3
0
3
0
0
3
0
0
0
0
3
C5/1/0/U2 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
C5/1/0/U3 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
C5/1/1/U0 4
0
3
1
0
4
0
0
0
0
4
C5/1/3/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
Total:
15
0
14
1
0
15
0
0
0
0
15

DS Mode
------WB
NB
2
0
3
0
2
0
2
0
2
2
0
2
11
4

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC7 以降、showcablemodemdocsisversionsummarytotal コマンドの出力
は、次の例に示すように変更されています。
Router# show cable modem docsis version summary total
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
DS Mode
------------------- --------- ------------------- ------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0 v1.1 v1.0 WB
scdm atdm tdma WB
NB
C5/1/0/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U1 3
0
3
0
0
3
0
0
0
0
3
3
0
C5/1/0/U2 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U3 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/1/U0 4
0
3
1
0
4
0
0
0
0
4
2
2
C5/1/3/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
2
----------------------------------------------------------------------------Total:
15
v3.0: 0
v1.1: 15
WB : 0
WB: 11
v2.0: 14
v1.0: 0
scdm: 0
NB: 4
v1.1: 1
atdm: 0
v1.0: 0
tdma: 15
-----------------------------------------------------------------------------

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD2 以降、showcablemodemdocsisversionsummarytotal コマンドの出
力が変更され、次の例に示すとおり、完全または部分的サービスモードのケーブルモデムが表示
されるようになりました。
Router# show cable modem docsis version summary total
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
DOCSIS Mode
------------------- --------- -------------- ---------------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0 v1.1 v1.0 scdm atdm tdma UP WB
WP NB
C7/0/0/UB 12
12
0
0
0
12
0
0
0
0
9
12
12 0
C7/0/0/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
2
C7/0/0/U1 1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
C7/0/0/U3 4
0
4
0
0
4
0
0
0
4
0
0
0
4
C8/0/0/UB 9
9
0
0
0
9
0
0
0
0
0
9
0
0
C8/0/0/U0 1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
C8/0/0/U1 5
0
4
1
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
C8/0/0/U3 1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
----------------------------------------------------------------------------Total:
35
v3.0: 22
v1.1: 35
UB : 21
WB: 22
UP : 9
WP: 12
v2.0: 12
v1.0: 0
scdm: 0
NB: 13
v1.1: 1
atdm: 0
v1.0: 0
tdma: 14
-----------------------------------------------------------------------------

___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータ上の特定のケーブル インターフェイス ライン カードで有効になっ
ているすべてのアップストリームに関して、showcablemodemdocsisversionsummarycabletotal コマ
ンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem docsis version summary cable 5/1/0 total
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
------------------- --------- ------------------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0 v1.1 v1.0 WB
scdm atdm tdma
C5/1/0/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
C5/1/0/U1 3
0
3
0
0
3
0
0
0
0
3
C5/1/0/U2 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
C5/1/0/U3 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
Total:
9
0
9
0
0
9
0
0
0
0
9

DS Mode
------WB
NB
2
0
3
0
2
0
2
0
9
0

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC7 以降、showcablemodemdocsisversionsummarycabletotal コマンド
の出力は、次の例に示すように変更されています。
Router# show cable modem docsis version summary cable 5/1/0 total
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
DS Mode
------------------- --------- ------------------- ------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0 v1.1 v1.0 WB
scdm atdm tdma WB
NB
C5/1/0/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U1 3
0
3
0
0
3
0
0
0
0
3
3
0
C5/1/0/U2 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U3 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
----------------------------------------------------------------------------Total:
9
v3.0: 0
v1.1: 9
WB : 0
WB: 9
v2.0: 9
v1.0: 0
scdm: 0
NB: 0
v1.1: 0
atdm: 0
v1.0: 0
tdma: 9
-----------------------------------------------------------------------------

次に、Cisco uBR10012 ルータで一定範囲のインターフェイスに関して
showcablemodemdocsisversionsummarycabletotal コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem docsis version summary cable 5/1/0 cable 5/1/3 total
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
DS Mode
------------------- --------- ------------------- ------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0 v1.1 v1.0 WB
scdm atdm tdma WB
NB
C5/1/0/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U1 3
0
3
0
0
3
0
0
0
0
3
3
0
C5/1/0/U2 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

C5/1/0/U3
C5/1/1/U0
C5/1/3/U0
Total:

2
4
2
15

0
0
0
0

2
3
2
14

0
1
0
1

0
0
0
0

2
4
2
15

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
4
2
15

2
2
0
11

0
2
2
4

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC7 以降、一定範囲のインターフェイスに対する
showcablemodemdocsisversionsummarycabletotal コマンドの出力は、次の例に示すように変更され
ています。
Router# show cable modem docsis version summary cable 5/1/0 cable 5/1/3 total
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
DS Mode
------------------- --------- ------------------- ------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0 v1.1 v1.0 WB
scdm atdm tdma WB
NB
C5/1/0/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U1 3
0
3
0
0
3
0
0
0
0
3
3
0
C5/1/0/U2 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U3 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/1/U0 4
0
3
1
0
4
0
0
0
0
4
2
2
C5/1/3/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
2
----------------------------------------------------------------------------Total:
15
v3.0: 0
v1.1: 15
WB : 0
WB: 11
v2.0: 14
v1.0: 0
scdm: 0
NB: 4
v1.1: 1
atdm: 0
v1.0: 0
tdma: 15
-----------------------------------------------------------------------------

次に、Cisco uBR10012 ルータで一定範囲のインターフェイスとアップストリームに関して
showcablemodemdocsisversionsummarycableupstreamtotal コマンドを実行した場合の出力例を示
します。
Router# show cable modem docsis version summary cable 5/1/0 cable 5/1/3 upstream 0 3 total
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
DS Mode
------------------- --------- ------------------- ------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0 v1.1 v1.0 WB
scdm atdm tdma WB
NB
C5/1/0/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U1 3
0
3
0
0
3
0
0
0
0
3
3
0
C5/1/0/U2 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U3 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/1/U0 4
0
3
1
0
4
0
0
0
0
4
2
2
C5/1/3/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
2
Total:
15
0
14
1
0
15
0
0
0
0
15
11
4

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC7 以降、一定範囲のインターフェイスとアップストリームに対する
showcablemodemdocsisversionsummarycableupstreamtotal コマンドの出力は、次の例に示すよう
に変更されています。
Router# show cable modem docsis version summary cable 5/1/0 cable 5/1/3 upstream 0 3 total
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
DS Mode
------------------- --------- ------------------- ------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0 v1.1 v1.0 WB
scdm atdm tdma WB
NB
C5/1/0/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U1 3
0
3
0
0
3
0
0
0
0
3
3
0
C5/1/0/U2 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U3 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/1/U0 4
0
3
1
0
4
0
0
0
0
4
2
2
C5/1/3/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
2
----------------------------------------------------------------------------Total:
15
v3.0: 0
v1.1: 15
WB : 0
WB: 11
v2.0: 14
v1.0: 0
scdm: 0
NB: 4
v1.1: 1
atdm: 0
v1.0: 0
tdma: 15
-----------------------------------------------------------------------------
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

次に、Cisco uBR10012 ルータ上のインターフェイスの一定範囲のアップストリームに関して
-->showcablemodemdocsisversionsummarycableupstreamtotal コマンドを実行した場合の出力例を
示します。
Router# show cable modem docsis version summary cable 5/1/0 upstream 0 3 total
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
DS Mode
------------------- --------- ------------------- ------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0 v1.1 v1.0 WB
scdm atdm tdma WB
NB
C5/1/0/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U1 3
0
3
0
0
3
0
0
0
0
3
3
0
C5/1/0/U2 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U3 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
Total:
9
0
9
0
0
9
0
0
0
0
9
9
0

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC7 以降、一定範囲のアップストリームに対する
showcablemodemdocsisversionsummarycableupstreamtotal コマンドの出力は、次の例に示すよう
に変更されています。
Router# show cable modem docsis version summary cable 5/1/0 upstream 0 3 total
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
DS Mode
------------------- --------- ------------------- ------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0 v1.1 v1.0 WB
scdm atdm tdma WB
NB
C5/1/0/U0 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U1 3
0
3
0
0
3
0
0
0
0
3
3
0
C5/1/0/U2 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
C5/1/0/U3 2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
----------------------------------------------------------------------------Total:
9
v3.0: 0
v1.1: 9
WB : 0
WB: 9
v2.0: 9
v1.0: 0
scdm: 0
NB: 0
v1.1: 0
atdm: 0
v1.0: 0
tdma: 9
-----------------------------------------------------------------------------

次に、Cisco uBR10012 ルータ上の特定のケーブル インターフェイス ライン カードで有効になっ
ているすべてのアップストリームに関して、-->showcablemodemcabledocsisversionsummary コマ
ンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem cable 8/0/1 docsis version summary
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
US QoS
US Phy Mode
------------------- --------- ------------------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0 v1.1 v1.0 WB
scdm atdm tdma
C8/0/1/U0 4
0
2
1
1
0
4
0
0
0
4

DS Mode
------WB
NB
0
4

Cisco IOS リリース 12.3(23)BC7 以降、一定範囲のアップストリームに対する
showcablemodemcabledocsisversionsummary コマンドの出力は、次の例に示すように変更されて
います。
Router# show cable modem cable 8/0/1 docsis version summary
Cable Modem DOCSIS Version Summary
DOCSIS Registered
------------------Interface Online v3.0 v2.0 v1.1 v1.0
C8/0/1/U0 4
0
2
1
1

US QoS
--------v1.1 v1.0
0
4

US Phy Mode
------------------WB
scdm atdm tdma
0
0
0
4

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
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DS Mode
------WB
NB
0
4

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

表 109：show cable modem docsis version summary のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

このケーブル モデムに対してアップストリーム
を提供するケーブル インターフェイス ライン
カード。

Online

このケーブル インターフェイスで現在オンライ
ンになっているケーブル モデムの総数。

DOCSIS Registered

このケーブル インターフェイスに登録されてい
る、指定した DOCSIS バージョン（x.y）の機能
を持つケーブル モデムの総数。

US QoS

アップストリームが指定した DOCSIS バージョ
ン（x.y）の Quality of Service（QoS）で現在動
作しているケーブル モデムの総数。

US Phy Mode

アップストリームが特定のワイドバンド チャネ
ル モードで現在動作している、このケーブル
インターフェイス上のケーブル モデムの総数。
• WB：いずれかのワイドバンド チャネル
モードで動作しているこのケーブル イン
ターフェイス上のアップストリームの総
数。
• scdma：DOCSIS 2.0 同期符号分割多元接続
（SCDMA ）モードで動作しているこの
ケーブル インターフェイス上のアップス
トリームの総数。
• atdma：DOCSIS 2.0 次世代時分割多元接続
（A-TDMA）モードで動作しているこの
ケーブル インターフェイス上のアップス
トリームの総数。
• tdma：DOCSIS 1.X 時分割多元接続
（TDMA）モードで動作しているこのケー
ブルインターフェイス上のアップストリー
ムの総数。
（注）

UB インターフェイスでは、US Phy
Mode カウンタ（scdma、atdma、およ
び tdma）は 0 のままになります。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2051

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem docsis version

フィールド

説明

DS Mode

ダウンストリームが次のモードで動作してい
る、このケーブル インターフェイス上のケーブ
ル モデムの総数。
• WB：ワイドバンド チャネル モードで動作
しているこのケーブル インターフェイス
上のダウンストリームの総数。
• NB：ナローバンド チャネル モードで動作
しているこのケーブル インターフェイス
上のダウンストリームの総数。

DOCSIS Mode

• UP：アップストリーム ボンディング部分
的サービス モードのケーブル モデムの総
数（p）。
• WB：ダウンストリーム ボンディング完全
動作モードのケーブル モデムの総数
（w-online）。
• WP：ダウンストリーム ボンディング部分
的サービス モードのケーブル モデムの総
数（p-online）。
• NB：ナローバンド オンライン モードの
ケーブル モデムの総数（online）。

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodemdocsisdevice-class

すべて、または指定したケーブル インターフェ
イスとアップストリームに関して、ケーブル モ
デム（CM）の DOCSIS デバイス クラス情報を
表示します。

showcablemodempartial-mode

アップストリームおよびダウンストリームの部
分的サービス モードのケーブル モデムに関す
る情報を表示します。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem domain-name

show cable modem domain-name
ケーブル固有のドメイン ネーム システム（DNS）キャッシュを更新し、Cisco CMTS ルータ上の
指定したケーブル モデム（CM）および CM の背後にある顧客宅内機器（CPE）のドメイン名を表
示するには、特権 EXEC モードで showcablemodemdomain-name コマンドを使用します。
Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR7225VXR ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] domain-name
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]| name fqdn] domain-name
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定の CM の IPv4 または IPv6
アドレス。CM の背後にある CPE デバイスの IP
アドレスを指定すると、その CM の情報が表示
されます。

mac-address

（任意）表示する特定の CM の MAC アドレス。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem domain-name

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 4
です（ケーブル インターフェイスによっ
て異なる）。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。

___________________
コマンド モード

upstreamport

（任意）指定したアップストリーム ポートを使
用しているすべての CM に関する情報を表示し
ます。ケーブル インターフェイスの情報を表示
する場合にのみこのオプションを指定できま
す。port の有効範囲は 0 から始まります。上限
値は、ケーブル インターフェイス ライン カー
ドによってサポートされているアップストリー
ム ポート数によって変わります。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。

namefqdn

（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem domain-name

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが
cable-interface-index に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加
されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン オプションを指定せずに showcablemodemdomain-name コマンドを使用すると、CMTS ルータの
ケーブル固有の DNS キャッシュが更新され、名前オプションをサポートする他の CMTS ルータ
cablemodem コマンドでドメイン名を使用できるようになります。

（注）

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、showcablemodemdomain-name コマンドで IPv4 アドレ
ス形式の CM を使用できますが、IPv4 マネージド ケーブル デバイスの DNS はサポートされて
いません。

次に、すべての CM および CM の背後にある CPE に関して、デバイスを MAC アドレスと IP アド
レスで一覧表示し関連付けられたドメイン名を表示する showcablemodemdomain-name コマンド
の出力例を示します。
Router# show cable modem domain-name
MAC Address
IP Address
0018.6835.27b3 10.3.37.76
0019.474a.c14a 2001:0DB8:3800:809:A896:1431:75EA:5EA1
0007.0e03.6851 10.3.37.36
0007.0e01.b085 10.3.37.34
0018.6835.27aa 2001:0DB8:3800:809:E97D:2986:9F37:FFE

___________________
関連コマンド

Domain Name
cisco-test-cm1.cisco.com
cisco-test-cm2.cisco.com

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem domain-name

Command

Description

showcablemodemcalls

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemflap

1 つ以上のケーブル モデムのフラップ リスト統
計情報を表示します。

showcablemodemmaintenance

1 つ以上のケーブル モデムのステーション メン
テナンス（SM）エラー統計情報を表示します。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showcablemodulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem errors

show cable modem errors
1 つ以上のケーブル モデムのパケット ヘッダー エラー統計情報を表示するには、特権 EXEC モー
ドで showcablemodemerrors コマンドを使用します。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] errors
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]| name fqdn] errors
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable slot/subslot/cable-interface-index [upstream port ]]
errors
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定の CM の IPv4 または IPv6
アドレス。CM の背後にある CPE デバイスの IP
アドレスを指定すると、その CM の情報が表示
されます。

mac-address

（任意）表示する特定の CM の MAC アドレス。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 お
よび 6 ～ 9 です。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2057

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem errors

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
（Cisco cBR-8 ルータ：）有効なサブスロット
は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 4
です（ケーブル インターフェイスによっ
て異なる）。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

upstreamport

（任意）このアップストリームを使用するすべ
てのケーブル モデムの情報を表示します。ケー
ブル インターフェイスの情報を表示する場合に
のみこのオプションを指定できます。port の有
効範囲は 0 から始まります。上限値は、ケーブ
ル インターフェイス ライン カード上のアップ
ストリーム ポート数によって変わります。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
Cisco cBR-8 ルータでは使用できません。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem errors

（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

namefqdn

Cisco cBR-8 ルータでは使用できません。
1 つ以上のケーブル モデムのパケット ヘッダー
エラー統計情報を表示します。

errors

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.1(4)CX、12.2(1)XF、 このコマンドが、Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シリーズ、
および 12.2(4)BC1
および Cisco uBR10012 ルータに導入されました。
12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点
が変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するため
のサポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オ
プションが追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加され
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。upstream キーワードと name キーワード、
および logical-channel-index 変数が削除されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem errors

___________________
使用上のガイドライン このコマンドにより、すべてのケーブル モデム、特定の CMTS ケーブル インターフェイスに接
続されているすべてのケーブル モデム、または特定の CM のパケット ヘッダー エラー情報が、
IP アドレスや MAC アドレスの指定に従って表示されます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。
OperationwithHotStandbyConnection-to-ConnectionProtocol(HCCP)Configuration
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示することも
できます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機し、コマンドを再試行します。

ヒント

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以降では、clearcablemodemflap-counters コマンドを使用して
これらのカウンタをクリアします。

ヒント

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

___________________
例

次に、特定のケーブル インターフェイスのすべてのケーブル モデムに対する showcablemodemerrors
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem c8/1/0 errors
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem errors

MAC Address
0050.7366.1243
0002.b970.0027
0006.5314.858d
Router#

I/F
C8/1/0/U1
C8/1/0/U4
C8/1/0/U4

CRC
0
0
8

HCS
1
0
3

次の表で、showcablemodemerrors の出力に表示されるフィールドを説明します。
表 110：show cable modem errors のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。

I/F

アップストリームを含む、この CM のケーブル
インターフェイス ライン カード。

CRC

CMTS アップストリーム レシーバにより、この
CM からのパケットに巡回冗長検査（CRC）エ
ラーのフラグが付けられた回数。CRC エラー
は、通常、プラントのダウンストリーム信号が
中断したか、干渉ノイズがあることを示してい
ます。時折 CRC エラーが発生するのはごく普
通のことですが、CRC エラーの回数が多い場合
は、断続的なアップストリームの障害、ラスタ
クリッピング、共通パスの不整合、インパルス
性雑音や干渉など、プラントに問題があること
を意味する場合があります。

HCS

CMTS アップストリーム レシーバにより、この
CM からのパケットにヘッダー チェックサム
（HCS）エラーのフラグが付けられた回数。
HCS エラーは、CRC エラーと同種の問題がプ
ラントにあることを意味する場合があります。

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済みのケーブル モデムと未登録のケーブル
モデムの情報を表示します。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem errors

Command

Description

showcablemodemconnectivity

1 つ以上のケーブル モデムの接続統計情報を表
示します。

showcablemodemflap

1 つ以上のケーブル モデムのフラップ リスト統
計情報を表示します。

showcablemodemmaintenance

1 つ以上のケーブル モデムのステーション メン
テナンス（SM）エラー統計情報を表示します。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いるケーブル モデムに関する情報を表示しま
す。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem extended-power

show cable modem extended-power
拡張電力レベルでアップストリームデータを送信しているケーブルモデムのリストを表示するに
は、特権 EXEC モードで showcablemodemextended-power コマンドを使用します。
show cable modem extended-power
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCF2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

次に、拡張電力レベルでアップストリームデータを送信しているすべてのケーブルモデムを表示
する showcablemodemextended-power コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem extended-power
MAC Address
IP Address
I/F
001e.6bfb.3382 10.50.0.3
0022.cea5.0214 10.50.1.102
001e.6bfb.1378 10.50.6.83

C1/0/0/UB
C1/0/0/UB
C1/0/0/UB

MAC
State
w-online
w-online
w-online

Prim
Sid
3
5
6

Report
Power
57.00
54.00
54.00

ECN
Y
Y
Y

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 111：show cable modem extended-power のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

ケーブル モデムの MAC アドレス。

IP Address

DHCP サーバがケーブル モデムに割り当てた IP
アドレス。

I/F

ケーブル モデムに対してアップストリームを提
供するケーブル インターフェイス ライン カー
ド。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem extended-power

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

MAC State

MAC レイヤの現在の状態。

Prim Sid

ケーブル モデムに割り当てられたプライマリ
サービス ID（SID）。

Report Power

ケーブル モデムがアップストリーム データを
送信している電力（dB 単位）。

ECN

CM が動作している拡張高出力。

コマンド

説明

cableupstreamext-power

Cisco CMTS 上で DOCSIS 拡張送信電力のサポー
トを有効にするか無効にするかを指定します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem fiber-node mac-domain

show cable modem fiber-node mac-domain
サービス グループ プロファイルに含まれる指定の光ファイバ ノードと MAC ドメインで使用可能
なすべてのモデムを表示するには、特権 EXEC モードで showcablemodemfiber-nodemac-domain
コマンドを使用します。
show cable modem fiber-node fiber-node id mac-domain mac-domain id
___________________
構文の説明

fiber-node

光ファイバ ノード プロファイ
ル情報。

fiber-node id

光ファイバ ノード ID。

mac-domain

DOCSIS の MAC バージョン/機
能。

mac-domain id

DOCSIS 情報でのインターフェ
イスごとの合計/アクティブ/登
録済みモデムの概要。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

Cisco IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが導入されました。

例：
Router#show cable modem fiber-node 1 mac-domain 0
68ee.96d9.6a6b 30.101.12.24 C2/0/0/UB init(o) 1 3.00 2128 0 N
68ee.96d9.96a8 30.101.12.18 C2/0/0/U1 offline 2 -0.50 2131 0 N
c8fb.2631.0ede 30.101.12.2 C2/0/0/p w-online(pt) 3 3.00 1809 0 N
c8fb.2631.0cf2 30.101.12.3 C2/0/0/p w-online(pt) 4 3.00 1808 0 N
c8fb.2631.0eac 30.101.12.4 C2/0/0/p w-online(pt) 5 3.00 1811 0 N
c8fb.2631.0d3a 30.101.12.5 C2/0/0/p w-online(pt) 6 3.00 1811 0 N
68ee.96d9.7772 30.101.12.14 C2/0/0/p w-online(pt) 7 3.00 2132 1 N
c8fb.2631.0db6 30.101.12.7 C2/0/0/p w-online(pt) 8 3.00 1835 0 N
c8fb.2631.0dc8 30.101.12.6 C2/0/0/p w-online(pt) 9 3.00 1813 0 N
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem fiber-node mac-domain

c8fb.2631.0ec2
c8fb.2631.0b18
c8fb.2631.0c7a
c8fb.2631.0d54
c8fb.2631.0d7a
c8fb.2631.0c86
c8fb.2631.0b1c
c8fb.2631.0c08
68ee.96d9.7a65

30.101.12.8 C2/0/0/p w-online(pt) 10 3.00 1811 0 N
30.101.12.9 C2/0/0/p w-online(pt) 11 3.50 1838 0 N
30.101.12.10 C2/0/0/p w-online(pt) 12 3.00 1813 0 N
30.101.12.11 C2/0/0/p w-online(pt) 13 3.50 1835 0 N
30.101.12.12 C2/0/0/p w-online(pt) 14 3.00 1810 0 N
30.101.12.13 C2/0/0/p w-online(pt) 15 3.00 1809 0 N
30.101.12.15 C2/0/0/p w-online(pt) 16 3.50 1812 0 N
30.101.12.16 C2/0/0/p w-online(pt) 17 3.00 1808 0 N
3

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2066

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem flap

show cable modem flap
1 つ以上のケーブル モデムのフラップ リスト統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemodemflap コマンドを使用します。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/cable-interface-index} [upstream port
logical-channel-index]| name fqdn] flap
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/cable-interface-index} [upstream port
logical-channel-index]| name fqdn] flap mtc
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/cable-interface-index} [upstream port]]
flap
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定のケーブル モデムの IPv4
または IPv6 アドレス。ケーブル モデムの背後
にある CPE デバイスの IP アドレスを指定する
と、そのケーブル モデムの情報が表示されま
す。

mac-address

（任意）表示する特定のケーブルモデムのMAC
アドレス。ケーブル モデムの背後にある CPE
デバイスの MAC アドレスを指定すると、その
ケーブル モデムの情報が表示されます。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 お
よび 6 ～ 9 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem flap

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
• Cisco uBR10012：有効なサブスロットは 0
または 1 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効なサブスロット
は 0 です。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

upstreamport

（任意）指定されたアップストリーム ポートを
使用するすべてのケーブル モデムに関する情報
を表示します。ケーブル インターフェイスの情
報を表示する場合にのみこのオプションを指定
できます。port の有効範囲は 0 から始まりま
す。上限値は、ケーブル インターフェイス ラ
イン カードによってサポートされているアップ
ストリーム ポート数によって変わります。
Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 7 です。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
この変数は、Cisco cBR-8 ルータではサポート
されません。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem flap

（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

namefqdn

このキーワードは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
MTC モードのケーブル モデムのフラップ検出
ごとに、すべてのアップストリーム チャネルの
集約データを表示します。MTC モードの単一
のケーブル モデムに関するフラップ情報を、
チャネルごとに表示します。

flapmtc

mtc キーワードは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.1(4)CX、
12.2(1)XF、および
12.2(4)BC1

このコマンドが、Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シリーズ、お
よび Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が
変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• ケーブル モデムまたは CPE デバイスの IPv6 アドレスを指定するた
めのサポートが追加されました。
• ケーブル モデムの完全修飾ドメイン名を指定するための name キー
ワード オプションが追加されました。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2069

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem flap

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

複数送信チャネル（MTC）モードのケーブル モデムの MTC 情報を提供
するために、mtc という新しいキーワードが追加されました。
• mtc キーワードを使用すると、MTC モードのケーブル モデムのフ
ラップ検出ごとに、すべてのアップストリーム チャネルの集約デー
タが表示されます。
• 非 MTC モードのケーブル モデムの場合は、show cable modem flap コ
マンドに変更はありません。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index に
変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加されま
した。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。name キーワード、および logical-channel-index 変
数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、1 つ以上のケーブル モデムのフラップ リストのアクティビティに関する情報を
表示します。showcableflap-list コマンドとは異なり、showcablemodemflap コマンドでは、プラン
トの状態に関係なく、ケーブル モデムのフラップ カウンタが表示されます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。
OperationwithHotStandbyConnection-to-ConnectionProtocol(HCCP)Configuration
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示すること
もできます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem flap

常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機し、コマンドを再試行します。

（注）

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。
MTC モードのケーブル モデムの場合、show cable modem flap コマンドを実行すると、フラップ検
出ごとにすべてのアップストリーム チャネルの集約データが表示されます。ただし、単一の MTC
ケーブル モデムの場合は、show cable modem flap コマンドを実行すると、チャネルごとのフラッ
プ情報が表示されます。

（注）

___________________
例

非 MTC モードのケーブル モデムの場合は、showcablemodemflap コマンドの出力に変更はあ
りません。

次に、Cisco CMTS ルータ上の showcablemodemflap--> コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem flap
MAC Address
I/F
Ins
0025.2e34.4386 C6/0/0/U0
0
0025.2e2f.d4b6 C6/0/0/U0
0
0025.2e2f.d4de C6/0/0/U0
0
0023.bee1.e96b C6/0/0/U0
0
0025.2e2f.d4d8 C6/0/0/U0
0
0025.2e2f.d48c C6/0/0/U0
0
0025.2e2f.d490 C6/0/0/U0
0
0019.474e.e46a C8/0/0/U0
0
0019.474e.e266 C8/0/0/U0
0
0022.ce89.96f2 C8/0/0/U0
0
0025.2e2f.d58a C8/0/0/U0
0
msec)
001a.c30c.7ef6 C8/0/0/U0
0
0022.ce89.96b0 C8/0/0/U0
0
0025.2e2f.d6de C8/0/0/U0
0
21( -- )
0025.2e34.43c8 C8/0/0/U0
0
0023.bee1.e974 C8/0/0/U0
0
0019.474e.e3a7 C8/0/0/U0
0

Hit
46657
47868
47960
46537
21891
47918
47900
33424
33418
33427
33423

Miss
3974
1896
1883
4333
780
1828
1812
0
0
0
0

CRC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P-Adj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
!33420

Flap
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33420

33424 2
33414 0
33414 0

0
0
0

0
0
!33411

0
(17592 msec)
0
( -- )
33411 Oct 5 16:02:

33411 0
33406 0
33324 0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Time
(14212 msec)
(18000 msec)
(19552 msec)
(22432 msec)
( -- )
( -- )
( -- )
(6372 msec)
(8352 msec)
(11112 msec)
Oct 5 16:02:16(15252

( -- )
( -- )
( -- )

次に、特定のケーブル インターフェイスのすべてのケーブル モデムに対する showcablemodemflap
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem c6/0/0 flap
MAC Address
I/F
Ins
Hit
0025.2e34.4386 C6/0/0/U0
0
46778
0025.2e2f.d4b6 C6/0/0/U0
0
48002
0025.2e2f.d4de C6/0/0/U0
0
48098
0023.bee1.e96b C6/0/0/U0
0
46658
0025.2e2f.d4d8 C6/0/0/U0
0
21979

Miss
3980
1899
1889
4351
781

CRC
0
0
0
0
0

P-Adj
0
0
0
0
0

Flap
0
0
0
0
0

Time
(14212
(18000
(19552
(22432
( -- )

msec)
msec)
msec)
msec)
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem flap

0025.2e2f.d48c C6/0/0/U0
0025.2e2f.d490 C6/0/0/U0

0
0

48048 1835
48029 1819

0
0

0
0

0
0

( -- )
( -- )

次に、特定のケーブル モデムに対する showcablemodemflap コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem 0010.7bb3.fcd1 flap
MAC Address
I/F
Ins
Hit
Miss CRC
0010.7bb3.fcd1 C5/0/U5
0
36278 92
0

P-Adj
369

Flap
372

Time
Jun 1 13:05:23 (14212 msec)

次に、特定のケーブル インターフェイスの、MTC モードのすべてのケーブル モデムに対する
showcablemodemflap コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem
MAC Address
I/F
000e.5c44.d2f0 C5/0/0/U0
0019.474a.d542 C5/0/0/U3
001a.c3ff.d578 C5/0/0/UB

c5/0/0 flap
Ins
Hit
0
3040
0
2930
0
12195

Miss
0
214
60

CRC
0
0
0

P-Adj
0
0
0

Flap Time
0 ( -- )
1
May 27 05:21:26(19552 msec)
4
May 25 10:01:03(22432 msec)

次に、Cisco cBR-8 ルータ上の showcablemodemflap の出力例を示します。
Router#show cable modem flap
MAC Address
I/F
0025.2eaf.82e4 C1/0/0/U0
0025.2eaf.82f4 C1/0/0/U1
0025.2e2d.74f8 C1/0/0/U0
0025.2e2d.75be C1/0/0/U0
0025.2eaf.7f38 C1/0/0/U1
0025.2eaf.8302 C1/0/0/U1
c8fb.26a5.56ca C1/0/1/U0
c8fb.26a5.5814 C1/0/1/U0
c8fb.26a5.56b6 C1/0/1/U0
c8fb.26a5.5400 C1/0/1/U3
c8fb.26a5.57a6 C1/0/1/U3
c8fb.26a5.5574 C1/0/1/U3
c8fb.26a5.55ac C1/0/1/U2
c8fb.26a5.54e0 C1/0/1/U0
c8fb.26a5.572e C1/0/1/U2
c8fb.26a5.5866 C1/0/1/U3
c8fb.26a5.57f4 C1/0/1/U3
c8fb.26a5.5936 C1/0/1/U3
c8fb.26a5.5810 C1/0/1/U3
c8fb.26a5.52f2 C1/0/1/U2
c8fb.26a5.5580 C1/0/1/U0
c8fb.26a5.5792 C1/0/1/U3
c8fb.26a5.5474 C1/0/3/U3
c8fb.26a5.52fe C1/0/3/U2
c8fb.26a5.52ca C1/0/3/U0
c8fb.26a5.56d8 C1/0/3/U0
c8fb.26a5.5376 C1/0/3/U0
c8fb.26a5.53f6 C1/0/3/U1
c8fb.26a5.5428 C1/0/3/U3
c8fb.26a5.56b2 C1/0/3/U0
c8fb.26a5.54e4 C1/0/3/U0
c8fb.26a5.560a C1/0/3/U0
c8fb.26a5.5742 C1/0/3/U1
c8fb.26a5.52c8 C1/0/3/U2
c8fb.26a5.5624 C1/0/3/U1
c8fb.26a5.5384 C1/0/3/U0
c8fb.26a5.5598 C1/0/3/U0
c8fb.26a5.5346 C1/0/3/U0

Ins
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hit
2541
2542
2535
2539
2539
2538
2542
2544
2542
2542
2542
2542
2541
2542
2541
2541
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2542
2542
2542
2542
2542
2420
2422
2523
2525
2526
2418
2512
2517
2520
2518
2411

Miss
0
0
2
17
0
0
10
9
6
9
10
10
15
13
13
12
13
12
10
10
7
4
13
13
13
10
13
1404
1293
19
23
10
1361
8
5
5
4
1358

CRC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P-Adj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Flap
0
0
0
3
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
2
2
2
1
2
187
180
3
3
1
188
1
1
1
0
185

Time

Jan 18 10:25:06
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

09:43:01
09:43:01
09:43:01
09:43:16
09:43:16
09:43:16
09:43:21
09:43:21
09:43:26
09:43:31
09:43:41
09:43:41
09:43:41
09:43:41
09:43:41

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

09:42:06
09:42:06
09:42:11
09:42:11
09:42:16
14:18:21
14:18:31
09:45:21
09:44:56
09:42:21
14:19:36
09:42:21
09:42:31
09:42:31

Jan 18 14:16:31

Router#

次に、Cisco cBR-8 ルータ上の特定のケーブル モデムに対する showcablemodemflap コマンドの出
力例を示します。
Router#show cable modem c8fb.26a5.5598 flap
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem flap

MAC Address
I/F
c8fb.26a5.5598 C3/0/3/U0

Ins
0

Hit
2525

Miss
4

CRC
0

P-Adj
0

Flap
0

Time

Router#

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 112：show cable modem flap のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。

I/F

アップストリームを含む、このケーブル モデム
のケーブル インターフェイス ライン カード。

Ins

ケーブル モデムが起動してネットワークに接続
した回数。これは、断続的なダウンストリーム
の同期損失、または DHCP かモデムの登録に問
題があることを示している可能性があります。

Hit

ケーブル モデムが MAC レイヤ キープアライブ
メッセージに応答した回数。最小ヒット率は 30
秒に 1 回です。断続的なアップストリーム、
レーザー クリッピング、または共通パスの不整
合を示すことができます。

Miss

ケーブル モデムが MAC レイヤ キープアライブ
メッセージを受信しなかった回数。8 % のミス
率は、Cisco ケーブル インターフェイス ライン
カードでは正常です。断続的なアップストリー
ム、レーザー クリッピング、または共通パスの
不整合を示すことができます。

CRC

このケーブル モデムからの巡回冗長検査
（CRC）エラーの数。断続的なアップストリー
ム、レーザー クリッピング、または共通パスの
不整合を示すことができます。

P-Adj

送信（TX）出力が 3 dB を超えるように調整す
るように、ヘッドエンドがケーブル モデムに対
して指示を与えた回数。これは、増幅器の劣
化、接続不良、または熱感度を示している可能
性があります。

Flap

P-Adj 値と Ins 値の合計。フラップ カウントが
高いケーブル モデムは SID が高く、登録できな
い可能性があります。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem flap

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Time

ケーブル モデムが接続をドロップした最新の時
刻。括弧内に表示される値は、ライン カードの
スイッチオーバー後に、ケーブル インターフェ
イスがアクティブになってから初めて範囲設定
が成功するまでの時間（ミリ秒）を示します
（ケーブル モデム復旧時間）。

Command

Description

cableflap-listaging

ケーブル モデムをフラップリスト テーブルに
保持しておく日数を指定します。この日数が経
過すると、ケーブル モデムはテーブルからエー
ジング アウトされます。

cableflap-listinsertion-time

ケーブル モデムがフラップ リストに配置され
るかどうかを決定する、挿入間隔を設定しま
す。

cableflap-listmiss-threshold

受信しなかったステーション メンテナンス メッ
セージに関して、フラップリスト イベントを記
録するためのしきい値を設定します。

cableflap-listpower-adjustthreshold

ケーブル モデムのフラップリスト イベントを
記録する電力調整のしきい値を指定します。

cableflap-listsize

フラップリスト テーブルに一覧表示できるケー
ブル モデムの最大数を指定します。

clearcableflap-list

フラップ リスト テーブル内のすべてのエント
リを消去します。

showcableflap-list

フラップ リストの現在の内容を表示します。

showcablemodem

登録済みのケーブル モデムと未登録のケーブル
モデムの情報を表示します。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いるケーブル モデムに関する情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem flap
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

show cable modem ipv6
Cisco CMTS ルータ上の指定したケーブル モデム（CM）および CM の背後にある顧客宅内機器
（CPE）の IPv6 情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcablemodemipv6 コマンドを使用
します。
Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR7225VXR ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] ipv6 [cpe| prefix| registered| unregistered]
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]| name fqdn] ipv6 [cpe| prefix| registered| unregistered]
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable slot/subslot/cable-interface-index ] ipv6 [prefix|
registered| summary| unregistered]
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定の CM の IPv4 または IPv6
アドレス。CM の背後にある CPE デバイスの IP
アドレスを指定すると、その CM の情報が表示
されます。

mac-address

（任意）表示する特定の CM の MAC アドレス。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

cable

Cisco ルータのケーブル インターフェイスを指
定します。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR-8：有効範囲は 0 ～ 3 および 6 ～
9 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
（Cisco cBR-8）有効なサブスロットは 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ～ 4 とな
ります。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：port の有効な値は 0
または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8：有効範囲は 0 ～ 15 です。

upstreamport

（任意）指定したアップストリーム ポートを使
用する CM すべてに関する情報を表示します。
このオプションは、ケーブル インターフェイス
の情報を表示する場合にのみ指定できます。port
の有効範囲は 0 から始まります。上限値は、
ケーブルインターフェイスラインカードによっ
てサポートされているアップストリーム ポート
数によって変わります。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

namefqdn

（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

cpe

（任意）指定した IPv4 アドレスまたは IPv6 ア
ドレスを持つ CM の背後にある CPE デバイス
の IPv6 情報を表示します。

prefix

（任意）ネットワークの IPv6 プレフィックス
を表示します。

registered

（任意）登録されている CM の IPv6 情報を表
示します。

summary

（任意） Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバ
ンド ルータ の IPv6 情報の要約を表示します。

unregistered

（任意）未登録の CM の IPv6 情報を表示しま
す。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが
cable-interface-index に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加さ
れました。

12.2(33)SCG1

showcablemodemmac-address-->ipv6cpe--> の出力が変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
で実装されました。upstream、name、cpe の各キーワード、および
logical-channel-index 変数が削除されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

___________________
使用上のガイドライン オプションを指定せずに showcablemodemipv6 コマンドを使用すると、CMTS ルータ上のすべて
の CM の IPv6 情報が表示されます。
キーワード オプションを使用すると、特定の CM の IP アドレス（IPv4 または IPv6）により、指
定したケーブル インターフェイスと関連付けられているすべての CM に関して IPv6 情報を表示で
きます。また、CM の MAC アドレスや、CM のドメイン名によってもこれらの情報を表示できま
す。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33) SCA では、showcablemodemdomain-name コマンドを Cisco CMTS
ルータのルート プロセッサ（RP）上でまず実行してからでなければ、ケーブル コマンドの一
部としてドメイン名を使用することができません。
CM の背後にある CPE の数を表示するには、showcablemodemipv6registered コマンドを使用しま
す。
特定の CM の背後にある CPE 情報を表示するには、showcablemodemmac-address-->ipv6cpe コマ
ンドを使用します。

___________________
例

すべての CM に対する IPv6 情報
次に、Cisco CMTS ルータ上のすべての CM に関して、デバイスを MAC アドレスと IP アドレス
で一覧表示し関連付けられたドメイン名を表示する showcablemodemipv6--> コマンドの出力例を
示します。
Router# show cable modem ipv6
MAC Address
Type Interface
0004.27a5.b761 B/D C6/0/2/U1
0007.0e01.d9a1 B/D C6/0/2/U0
0006.2854.7275 R/D C6/0/2/U1

Mac State
online
online
online

D/IP
N
N
Y

IP Address
----2001:0DB8:3800:80B:7565:5B87:1D7D:5AD5

すべての CM の IPv6 プレフィックス情報
次に、Cisco CMTS ルータのすべての CM に対する showcablemodemipv6prefix コマンドの出力例
を示します。
Router# show cable modem ipv6 prefix
Device Type: B - CM Bridge, R - CM Router
IP Assignment Method: D - DHCP
MAC Address
Type D/IP IPv6 prefix
0006.2854.7275 R/D Y
2001:ODB8:3800:80C::/64

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG1 以降、showcablemodemipv6prefix コマンドの出力には、割り当
てられた複数の IPv6 プレフィクスが表示されます。D/IP フィールドはサポートされません。次
に、Cisco CMTS ルータのすべての CM に対する showcablemodemipv6prefix コマンドの出力例を
示します。
Router#
show cable modem ipv6 prefix
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *06:36:53.075 UTC Thu Aug 2 2012
Device Type: B - CM Bridge, R - CM Router
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

IP Assignment Method: D - DHCP
MAC Address
Type IPv6 prefix
0023.bed9.4c91 R/D 2001:40:1012::/64
R/D 2001:40:2012:1::/64
0000.002e.074c R/D 2001:40:1012:8::/64
R/D 2001:40:2012:1D::/64
0000.002e.074b R/D 2001:40:1012:23::/64
R/D 2001:40:2012:1C::/64
0000.002e.074a R/D 2001:40:1012:22::/64
R/D 2001:40:2012:1B::/64

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG1 以降、Cisco CMTS ルータ上の特定の MAC アドレスを持つ CM
の背後にある CPE に割り当てられた複数の IPv6 プレフィックスに関して、
showcablemodemmac-addressipv6prefix コマンドを実行すると、次の例に示すように出力が表示さ
れます。
Router#
show cable modem 0023.bed9.4c8e ipv6 prefix
Load for five secs: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *06:37:22.335 UTC Thu Aug 2 2012
Device Type: B - CM Bridge, R - CM Router
IP Assignment Method: D - DHCP
MAC Address
Type IPv6 prefix
0023.bed9.4c91 R/D 2001:40:1012::/64
R/D 2001:40:2012:1::/64

すべての登録済み CM に対する show cable modem ipv6 コマンドの例
次に、Cisco CMTS ルータのすべての登録済み CM に対する showcablemodemipv6registered コマ
ンドの出力例を示します。
Router# show cable modem ipv6 registered
Interface Prim Online
CPE IP Address
Sid State
C4/0/U2
1
online
0
--C4/0/U2
2
online
0
2001:0DB8:3800:809:A896:1431:75EA:5EA1
C4/1/U1
2
online
0
--C4/1/U1
3
online
0
--C4/1/U1
4
online
0
2001:0DB8:3800:809:E97D:2986:9F37:FFE

MAC Address
0018.6835.27b3
0019.474a.c14a
0007.0e03.6851
0007.0e01.b085
0018.6835.27aa

すべての CM に対する show cable modem ipv6 cpe コマンドの例
次に、Cisco CMTS ルータのすべての CM に対する showcablemodemipv6cpe コマンドの出力例を
示します。
Router# show cable modem 0019.474a.c14a ipv6 cpe
MAC Address
IP Address

Domain Name

0005.0052.2c1d 2001:420:3800:809:48F7:3C33:B774:9185
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG1 以降、Cisco CMTS ルータの登録済み CM に関して
showcablemodemmac-address-->ipv6cpe コマンドを実行すると、次の例に示すように出力が表示さ
れます。
Router# show cable modem 0023.bed9.4c8e ipv6 cpe
Load for five secs: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *06:37:20.439 UTC Thu Aug 2 2012
MAC Address
IP Address
0023.bed9.4c91 2001:40:3:4:200:5EB7:BB6:C759
2001:40:3:4:210:D73B:7A50:2D05

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

表 113：show cable modem ipv6 のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

この CM の MAC アドレス。

Type

この CM が動作しているデバイスのタイプ。取
りうる値は次のとおりです。
• B/D：DHCP アドレス割り当てを使用する
ブリッジとしての CM。
• G/D：DHCP アドレス割り当てを使用する
CPE ルータ。
• C/A：ステートレス アドレス自動設定
（SLAAC）アドレス割り当てを使用する
CPE。
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA で
は、Cisco CMTS ルータは SLAAC を
サポートしていません。

Interface

この CM に関連付けられているケーブル ライン
カード インターフェイスおよびアップストリー
ム。

Mac State

この CM の MAC レイヤの現在の状態。

D/IP

デュアル IP フラグ。CM または CPE で IPv4 お
よび IPv6 アドレッシングの両方がサポートさ
れているかどうかを示します（「Y」または
「N」）。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG1 以降、D/IP
フィールドはサポートされません。

IP Address

CM によって取得される IP アドレス。IP アドレ
スを取得する前、または CM の登録が失敗した
場合、次の出力が表示されます。
• IPv4 address not yet acquired—”0.0.0.0”
• IPv6 address not yet acquired—“::”
• CM fails IPv6 registration, but online with IPv4
address or CM fails IPv4 registration, but online
with IPv6 address: “---”
• IPv6 address of IPv4-only CM, or IPv4 address
of an IPv6-only CM: “---”
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

フィールド

説明

Domain Name

CM のドメイン名。

次の表に、[MAC State] フィールドが取りうる値を示します。
表 114：[MAC State] フィールドの説明

[MAC State] の値

説明

14

IPv4 アドレッシングを使用するデバイスの登録およびプロビジョニングのステータス
init(r1)

CM が初期の範囲設定を送信しました。

init(r2)

CM が範囲設定を実行しています。CMTS が CM
からの初期範囲設定を受信し、CM に RF 電力、
タイミング オフセット、および周波数調整を送
信しました。

init(rc)

範囲設定が完了しました。
（注）

init(d)

DHCP 要求を DHCPDISCOVER として受信しま
した。これは、最初の IP ブロードキャスト パ
ケットを CM から受信したことも示します。

init(dr)

DHCP 要求がケーブル モデムに送信されまし
た。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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CMがこの状態のままになる場合、CM
の通信はケーブル ネットワーク上で
正常に行えるものの、アップストリー
ムが容量の限界に達しており、CM が
登録を完了しオンラインになるのに必
要な追加帯域幅がない可能性がありま
す。1 つ以上の CM を他のアップスト
リームに手動で移動するか、
cableload-balancegroup コマンドを使
用して、そのアップストリームのロー
ド バランシングを有効にします。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

[MAC State] の値

説明

init(i)

ケーブル モデムが DHCP サーバから
DHCPOFFER 応答（DHCPACK）を受信しまし
た。この応答によってモデムに IP アドレスが
割り当てられましたが、モデムはまだ応答とし
てその IP アドレスを要求する DHCPREQUEST
メッセージを送信しておらず、さらにその IP
アドレスを使用して IP パケットを送信してい
ません。
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（注）

この状態の CM が続く場合、CM は
DHCP サーバから DHCPOFFER の応
答を受信したものの、応答には CM
に対する正しくないオプションが 1
つ以上含まれている可能性がありま
す。

init(io)

Cisco CMTS は、DHCP サーバからケーブル モ
デムに送信された DHCP オファーを検出しまし
た。このオファーによって、モデムに IP アド
レスが割り当てられました。

init(o)

CM が DHCP 応答の指定に従い、Trivial File
Transfer Protocol（TFTP）を使用してオプション
ファイル（DOCSIS コンフィギュレーション
ファイル）のダウンロードを開始しました。CM
がこの状態のままになる場合は、ダウンロード
が失敗したことを示します。

init(t)

時刻（TOD）の交換が開始されました。

resetting

CM のリセット中です。登録プロセスが間もな
く再開されます。

IPv6 アドレッシングを使用するデバイスの登録およびプロビジョニングのステータス
init6(s)

Cisco CMTS ルータが、CM からの DHCPv6
SOLICIT メッセージを検出しました。

init6(a)

Cisco CMTS ルータが、DHCPv6 サーバから CM
へ送信される ADVERTISE メッセージを検出し
ました。

init6(r)

Cisco CMTS ルータが、CM から DHCPv6 サー
バに送信される REQUEST 応答を検出しまし
た。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

[MAC State] の値

説明

init6(i)

Cisco CMTS ルータが、DHCPv6 サーバから CM
へ送信される REPLY メッセージを検出しまし
た。

init6(o)

Cisco CMTS ルータでは、CM から TFTP サーバ
に送信された REQUEST メッセージを検出しま
した。

init6(t)

Cisco CMTS ルータが、CM から TOD サーバに
送信される REQUEST メッセージを検出しまし
た。
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非エラー ステータス状態
cc(r1)

CM は登録済みでオンラインですが、CMTS か
らダウンストリーム チャネル変更（DCC）要求
メッセージかアップストリーム チャネル変更
（UCC）要求メッセージを受信しました。CM
が新しいチャネルへの移行を開始し、CMTS が
新しいダウンストリーム チャネルかアップスト
リーム チャネル上で CM の初期範囲設定を受信
しました。この MAC レイヤで、CM は新しい
チャネルにトラフィックをまだ送信していない
ためオフラインであると見なされますが、この
状態はフラップ リスト カウンタをトリガーし
ません。

cc(r2)

この状態は一般に cc(r1) に従って発生するもの
で、CM が新しいチャネル上での初期範囲設定
を完了しており、このチャネル上で継続的に範
囲設定を実行していることを示します。この
MAC レイヤで、CM は新しいチャネルにトラ
フィックをまだ送信していないためオフライン
であると見なされますが、この状態はフラップ
リスト カウンタをトリガーしません。

offline

CM はオフラインと見なされます（切断または
電源オフ）。

online

CM は登録済みで、ネットワーク上でデータを
渡すことができます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

[MAC State] の値

説明

online(d)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。CM は CPE デバイスと
の間でトラフィックを送受信しません。ただし
CMTS は、DOCSIS メッセージと IP トラフィッ
ク（SNMP コマンドなど）を使用することで、
引き続き CM と通信できます。
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（注）

online(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。さらに、BPI が有効化
され、KEK が割り当てられています。
（注）

online(ptd)

この状態は online(d) および online(pk)
の状態に相当します。

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。さらに、BPI が有効化
され、TEK が割り当てられています。現在、
BPI 暗号化が実行されています。
（注）

online(pk)

CM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイル内で BPI が
有効化されている場合は、BPI ネゴシ
エーションとキー割り当てが失敗した
ことを示す他のメッセージが表示され
ない限り、CM は BPI 暗号化を使用し
ているものと考えられます。

この状態は online(d) および online(pt)
の状態に相当します。

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
KEK が割り当てられています。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

[MAC State] の値

説明

online(pt)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
TEK が割り当てられています。現在、BPI 暗号
化が実行されています。
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（注）

（注）

オンライン状態の前に感嘆符（!）が表示される場合は、mark オプションか reject オ
プションを指定した cable dynamic-secret コマンドが使用され、ケーブル モデムのダ
イナミック秘密認証チェックが失敗したことを示しています。

expire(pk)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
KEK が割り当てられていますが、CM によって
新しい KEK 値が正常に更新される前に現在の
KEK が期限切れになりました。

expire(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、BPIが有効になっ
ており、KEK が割り当てられていますが、CM
によって新しい KEK 値が正常に更新される前
に現在の KEK が期限切れになりました。
（注）

expire(pt)
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CM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーションファイルでネットワー
ク アクセスが無効になっていると、
ネットワークの無効ステータスが優先
されます。そのため、BPI 暗号化が有
効で動作している場合でも、 [MAC
State] フィールドには online(pt) ではな
く online(d) が表示されます。

この状態は online(d) および expire(pk)
の状態に相当します。

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
TEK が割り当てられていますが、CM によって
新しい KEK 値が正常に更新される前に現在の
TEK が期限切れになりました。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

[MAC State] の値

説明

expire(ptd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、BPIが有効になっ
ており、TEK が割り当てられていますが、CM
によって新しい KEK 値が正常に更新される前
に現在の TEK が期限切れになりました。
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（注）

この状態は online(d) および expire(pt)
の状態に相当します。

エラー ステータス状態
reject(m)

CM が登録を試みましたが、メッセージ整合性
チェック（MIC）の値が正しくないため、登録
を拒否されました。これは、DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルの共有秘密が
cableshared-secret コマンドで CMTS に設定さ
れた値と一致していないことを示す場合もあり
ます。
（Cisco IOS リリース 12.1(11b)EC1 および Cisco
IOS リリース 12.2(8)BC2 以降のリリースの場
合）cabletftp-enforce--> コマンドが使用されて
おり、登録前に CM が DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルの TFTP ダウンロードを試
行する必要があるにもかかわらず、CM がこれ
を実行しなかったことを示す可能性もありま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

[MAC State] の値

説明

reject(c)

CM が登録を試みましたが、いくつかのエラー
が原因で登録を拒否されました。
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• CM が cableupstreamadmission-control コ
マンドで設定された上限を超える最低保証
アップストリーム帯域幅を登録しようとし
ました。
• セキュリティ違反のために CM が無効に
なっています。
• DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
に含まれるサービス クラス（COS）の値
が正しくありません。
• CM が新しい COS 設定を作成しようとし
ましたが、CMTS はこのような変更を許可
しない設定になっています。
• CM が DOCSIS コンフィギュレーション
ファイルのタイムスタンプ検査に失敗しま
した。（これは、サービスの窃盗が試みら
れた可能性か、CM と CMTS のクロック同
期に問題があることを示す場合がありま
す。）
reject(pk)

KEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。

reject(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、KEK キー割り当
てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立されま
せんでした。
（注）

reject(pt)
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この状態は online(d) および reject(pk)
の状態に相当します。

TEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

[MAC State] の値

説明

reject(ptd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、TEK キー割り当
てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立されま
せんでした。
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（注）
（注）
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この状態は online(d) および reject(pt)
の状態に相当します。

Cisco IOS リリース 12.1(20)EC、および Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以前のリリー
スでは、CM に送信された DOCSIS コンフィギュレーション ファイルでネットワーク
アクセスが無効になっていると、ネットワークの無効ステータスが優先されます。そ
のため、BPI 暗号化が失敗した場合でも、[MAC State] フィールドには online(d) が表示
されます。特定のケーブル モデムに対して BPI が有効かどうかを確認するには、show
cable modemmac-address コマンドを使用します。

reject(ts)

CM が登録を試みましたが、CM 登録要求に含
まれる TFTP サーバのタイムスタンプが CMTS
によって保持されているタイムスタンプと一致
しないため、登録は失敗しました。これは、CM
が以前に登録を試みた際に使用した古いDOCSIS
コンフィギュレーション ファイルを再利用して
登録を試みたことを示す可能性があります。

reject(ip)

CM が登録を試みましたが、TFTP サーバが
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを
CM に送信した際に記録した IP アドレスと CM
要求に含まれる IP アドレスが一致しないため、
登録は失敗しました。IP スプーフィングが発生
するおそれがあります。

reject(na)

CM が登録を試みましたが、CMTS が送信した
登録応答（REG-RSP）メッセージに対する応答
として、CM が登録確認（REG-ACK）メッセー
ジを送信しなかったため、登録は失敗しまし
た。登録未確認（REG-NACK）と見なされま
す。

CM の [MAC State] フィールドは、SNMP を使用して CISCO-DOCS-EXT-MIB にある cdxCmtsCmStatusValue オブジェクトの値から取得するこ
ともできます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2090

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6 summary

show cable modem ipv6 summary
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータの IPv6 情報の要約を表示するには、特権
EXEC モードで show cable modem ipv6 summary コマンドを使用します。
show cable modem ipv6 [prefix | registered | summary | unregistered]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

prefix

（任意）ネットワークの IPv6 プレフィックス
を表示します。

registered

（任意）登録されている CM の IPv6 情報を表
示します。

summary

（任意）Cisco cBR シリーズ コンバージド ブ
ロードバンド ルータの IPv6 情報の要約を表示
します。

unregistered

（任意）未登録の CM の IPv6 情報を表示しま
す。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン show cable modem ipv6 summary コマンドを実行すると、CMTS ルータのすべての IPv6 CM の
IPv6 サマリ情報が表示されます。サマリ情報には、オンラインの IPv6 モデムの総数、および
init6(s)、init6(a)、init6(o) など、それぞれの状態のモデムの総数が含まれます。
___________________
例

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのすべての CM に対する
showcablemodemipv6summary コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem ipv6 summary
Interface
Cable Modem

Description
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem ipv6 summary

___________________
関連コマンド

Ca3/0/0
Ca3/0/1
Ca3/0/3

Total
7
16
16

Reg
6
16
16

Oper
6
16
16

Unreg
1
0
0

Offline
1
0
0

Wideband
0
0
0

initRC
0
0
0

init6S
0
0
0

init6A
0
0
0

init6O
0
0
0

Total:

39

38

38

1

1

0

0

0

0

0

Command

Description

show cable modem summary

1 つ以上のケーブル インターフェイスの CM の
要約が表示されます。

show cable modem summary total

このシャーシ上のすべての CM の要約および全
体が表示されます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

show cable modem mac
1 つ以上の CM の MAC レイヤ情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcablemodemmac コ
マンドを使用します。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] mac [summary [total]]
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]| name fqdn] mac [summary [total]]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable slot/subslot/cable-interface-index ] mac [summary
[total]]
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定の CM の IPv4 または IPv6
アドレス。CM の背後にある CPE デバイスの IP
アドレスを指定すると、その CM の情報が表示
されます。

mac-address

（任意）表示する特定の CM の MAC アドレス。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR-8：有効範囲は 0 ～ 3 および 6 ～
9 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
（Cisco cBR-8）有効なサブスロットは 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ～ 4 とな
ります。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：port の有効な値は 0
または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8：有効範囲は 0 ～ 15 です。

upstreamport

（任意）指定したアップストリーム ポートを使
用する CM すべてに関する情報を表示します。
このオプションは、ケーブル インターフェイス
の情報を表示する場合にのみ指定できます。port
の有効範囲は 0 から始まります。上限値は、
ケーブルインターフェイスラインカードによっ
てサポートされているアップストリーム ポート
数によって変わります。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
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namefqdn

（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

summary[total]

（任意）各ケーブル インターフェイスの MAC
レイヤ情報の要約を表示します。オプションの
total キーワードを追加すると、各表示フィール
ドに含まれる CM の合計も表示されます。

___________________
コマンド デフォルト

すべての CM の MAC レイヤ情報を表示します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(4)CX および
12.2(4)BC1

このコマンドは、Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シリーズ、およ
び Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(8)BC2

コマンドが拡張され、CM が DOCSIS 1.0 モードと DOCSIS 1.1 モードのどち
らで動作可能か表示されようになりました。また、現在プロビジョニングさ
れているバージョンが表示されます。

12.2(11)BC1

mac オプションが拡張され、summary オプションと summarytotal オプショ
ンがサポートされるようになりました。

12.2(15)CX

このコマンドが拡張され、次世代時分割多元接続（A-TDMA）変調プロファ
イルを使用している DOCSIS 2.0 の CM がサポートされるようになりまし
た。

12.3(17a)BC

次の 2 つのバージョンの show cable modem mac コマンドで、表示される情
報に変更が加えられました。
showcablemodemmacsummary
「使用上のガイドライン」を参照してください。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2095

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が変
更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するためのサ
ポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オプショ
ンが追加されました。
• IPv6 をサポートする CM と CPE の初期化を示すため、次の新しい初期
化状態が追加されました。
◦ init6(s)：CMTS ルータが SOLICIT メッセージを検出しました。
◦ init6(a)：CMTS ルータが ADVERTISE メッセージを検出しました。
◦ init6(r)：CMTS ルータが REQUEST メッセージを検出しました。
◦ init6(i)：CMTS ルータが REPLY メッセージを検出しました。
◦ init6(o)：CMTS ルータがバージョン 6 の TFTP 要求を検出しまし
た。
◦ init6(t)：CMTS ルータがバージョン 6 の TOD 要求を検出しまし
た。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index に変
更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ で実装
されました。upstream キーワードと name キーワード、および
logical-channel-index 変数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）設定を使用した動作
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示することも
できます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機してからコマンドを再試行します。

ヒント

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。
Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC では、2 つのバージョンの show cable modem mac コマンドに変更
が加えられました。
• showcablemodemmacsummary
このコマンドで表示される情報が変更されました。[Quality of Service（QoS）Provision Mode] フィー
ルドは DOCSIS 2.0 の QoS プロビジョニングには適用されないため、このフィールドから DOCSIS
2.0 列が削除されました。
Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC 以降のリリースのコマンド出力
Router# show cable modem mac summary
Cable Modem Summary
------------------Mac Version
Interface
Total
DOC2.0 DOC1.1 DOC1.0
Cable5/1/0/U0
10
0
2
8

QoS Provision Mode
Reg/Online
DOC1.1 DOC1.0
10
0
10

Cisco IOS リリース 12.3(13a)BC 以前のリリースのコマンド出力
Router# scm mac sum

Interface
Cable8/0/0/U0

（注）

___________________
例

Total
8

Cable Modem Summary
------------------Mac Version
DOC2.0 DOC1.1 DOC1.0
0
5
3

QoS Provision Mode
Reg/Online
DOC2.0 DOC1.1
5
0
5

DOC1.0
0

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。

ここでは、形式が異なる showcablemodemmac コマンドの例を示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

デフォルトの表示
次に、showcablemodemmac コマンドのデフォルト形式の一般的な出力例を示します。
Router# show cable modem mac
MAC Address
0050.7366.1243
0002.b970.0027
0006.5314.858d
0010.64ff.e4ad
0010.f025.1bd9
0010.9659.4447
0010.9659.4461
0010.64ff.e459
0020.4089.7ed6
0090.9607.3831
0090.9607.3830
0050.7366.12fb
0010.fdfa.0a35

MAC
State
online
online
online
online
init(rc)
online(pt)
online(pt)
online
online
online(pt)
online(pt)
init(i)
online(pt)

Prim
Sid
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

Ver
DOC1.0
DOC1.1
DOC1.1
DOC1.1
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.1

QoS
Prov
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.1
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.0
DOC1.1

Frag Concat PHS Priv
no
no
yes
yes
no
no
no
no
no
no
no
no
yes

no
yes
yes
yes
no
yes
yes
yes
no
no
no
no
yes

no
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
no
no
no
yes

BPI
BPI+
BPI+
BPI+
BPI
BPI
BPI
BPI
BPI
BPI
BPI
BPI
BPI+

DS
Saids
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

US
Sids
0
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
4

次に、特定のケーブル インターフェイスに対する showcablemodemmac コマンドの出力例を示し
ます。
Router# show cable modem c3/0 mac
MAC Address

MAC
State
0050.7366.1243 online
0002.b970.0027 online
0006.5314.858d online

Prim
Sid
1
2
3

Ver

QoS
Prov
DOC1.0 DOC1.0
DOC1.1 DOC1.0
DOC1.1 DOC1.1

Frag Concat PHS Priv
no
no
yes

no
yes
yes

no BPI
yes BPI+
yes BPI+

DS
Saids
0
0
0

US
Sids
0
4
4

次に、MAC アドレスで指定された特定の CM に対する showcablemodemmac コマンドの出力例を
示します。
Router# show cable modem 0010.7bb3.fcd1 mac
MAC Address

MAC
State
0010.7bb3.fcd1 online

Prim
Sid
91

Ver

QoS
Prov
DOC1.1 DOC1.1

Frag Concat PHS Priv
yes

yes

yes BPI+

DS
US
Saids Sids
1
4

次に、MAC アドレスで指定された CM に対する showcablemodemmac コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show cable modem xxxx.xxxx.xxxx mac
MAC Address

IP Address

I/F

xxxx.xxxx.xxxx x.x.x.x C6/0/2/U0
online
3087 0.50
1037
0

（注）

D
Prim RxPwr Timing Num I
Sid (dBmv) Offset CPE P

N

[MAC State] の前にある * は、CM が bpi-plus-policy を満たしておらず、データ トラフィックが
ブロックされていることを示します。cableprivacybpi-plus-policy--> コマンドには、この要件
が適用されます。
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MAC
State
*

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

（注）

[MAC State] の前にある「!」は、変更された CM コンフィギュレーション ファイルに CM が登
録を試みたことを示します。これは、受信するサービスを変更しようとしている非準拠 CM で
ある可能性があります。
次に、IP アドレスで指定された特定の CM に対する showcablemodemmac コマンドの出力例を示
します。
Router# show cable modem 10.1.1.10 mac
MAC Address

MAC
State
0002.b970.0027 online

Prim
Sid
2

Ver

QoS
Prov
DOC1.1 DOC1.0

Frag Concat PHS Priv
no

yes

yes BPI+

DS
US
Saids Sids
0
4

次の表で、showcablemodemmac のデフォルト形式の出力に表示されるフィールドを説明します。
表 115：デフォルトの show cable modem mac のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。

MAC State

MAC レイヤの現在の状態。

Prim SID

この CM に割り当てられているプライマリ
SID。

Ver

CM がサポートする DOCSIS の最大サポート対
象バージョンを表示します（DOCSIS 1.0、
DOCSIS 1.1、DOCSIS 2.0）。

QoS Prov

現在の CM のプロビジョニングおよび登録対象
となっている DOCSIS バージョンを表示します
（DOCSIS 1.0、DOCSIS 1.1）。

Frag

DOCSIS 1.1 または 2.0 の MAC レイヤ フラグメ
ンテーションがこの CM で有効になっているか
どうかを示します。

Concat

DOCSIS 1.1 または 2.0 の MAC レイヤ連結がこ
の CM で有効になっているかどうかを示しま
す。

PHS

DOCSIS 1.1 または 2.0 のパケット ヘッダー抑制
（PHS）がこの CM で有効になっているかどう
かを示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

フィールド

説明

Priv

CM でベースライン プライバシー インターフェ
イス（BPI）暗号化か BPI Plus（BPI+）暗号化
が有効になっているかどうかを示します。

DS Saids

この CM で使用されるダウンストリーム セキュ
リティ アソシエーション ID（Said）の数。

US Sids

この CM で使用されるアップストリーム サービ
ス ID（SID）の数。

次の表に、[MAC State] フィールドが取りうる値を示します。
表 116：[MAC State] フィールドの説明
15

[MAC State] の値

説明

IPv4 アドレッシングを使用するデバイスの登録およびプロビジョニングのステータス
init(r1)

CM が初期の範囲設定を送信しました。

init(r2)

CM が範囲設定を実行しています。CMTS が CM
から初期範囲設定を受信し、RF 電力、タイミ
ング オフセット、および周波数調整を CM に送
信しました。

init(rc)

範囲設定が完了しました。
（注）

init(d)
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CMがこの状態のままになる場合、CM
の通信はケーブル ネットワーク上で
正常に行えるものの、アップストリー
ムが容量の限界に達しており、CM が
登録を完了しオンラインになるのに必
要な追加帯域幅がない可能性がありま
す。1 つ以上の CM を他のアップスト
リームに手動で移動するか、
cableload-balancegroup コマンドを使
用して、そのアップストリームのロー
ド バランシングを有効にします。

DHCP 要求を DHCPDISCOVER として受信しま
した。これは、最初の IP ブロードキャスト パ
ケットを CM から受信したことも示します。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac
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説明

init(dr)

DHCP 要求がケーブル モデムに送信されまし
た。

init(i)

ケーブル モデムが DHCP サーバから
DHCPOFFER 応答（DHCPACK）を受信しまし
た。この応答によってモデムに IP アドレスが
割り当てられましたが、モデムはまだ応答とし
てその IP アドレスを要求する DHCPREQUEST
メッセージを送信しておらず、さらにその IP
アドレスを使用して IP パケットを送信してい
ません。
（注）

この状態の CM が続く場合、CM は
DHCP サーバから DHCPOFFER の応
答を受信したものの、応答には CM
に対する正しくないオプションが 1
つ以上含まれている可能性がありま
す。

init(io)

Cisco CMTS は、DHCP サーバからケーブル モ
デムに送信された DHCP オファーを検出しまし
た。このオファーによって、モデムに IP アド
レスが割り当てられました。

init(o)

CM が DHCP 応答の指定に従い、Trivial File
Transfer Protocol（TFTP）を使用してオプション
ファイル（DOCSIS コンフィギュレーション
ファイル）のダウンロードを開始しました。CM
がこの状態のままになる場合は、ダウンロード
が失敗したことを示します。

init(t)

時刻（TOD）の交換が開始されました。

resetting

CM のリセット中です。登録プロセスが間もな
く再開されます。

IPv6 アドレッシングを使用するデバイスの登録およびプロビジョニングのステータス
init6(s)

Cisco CMTS ルータが、CM からの DHCPv6
SOLICIT メッセージを検出しました。

init6(a)

Cisco CMTS ルータが、DHCPv6 サーバから CM
へ送信される ADVERTISE メッセージを検出し
ました。
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show cable modem mac
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説明

init6(r)

Cisco CMTS ルータが、CM から DHCPv6 サー
バに送信される REQUEST 応答を検出しまし
た。

init6(i)

Cisco CMTS ルータが、DHCPv6 サーバから CM
へ送信される REPLY メッセージを検出しまし
た。

init6(o)

Cisco CMTS ルータでは、CM から TFTP サーバ
に送信された REQUEST メッセージを検出しま
した。

init6(t)

Cisco CMTS ルータが、CM から TOD サーバに
送信される REQUEST メッセージを検出しまし
た。

非エラー ステータス状態
cc(r1)

CM は登録済みでオンラインですが、CMTS か
らダウンストリーム チャネル変更（DCC）要求
メッセージかアップストリーム チャネル変更
（UCC）要求メッセージを受信しました。CM
が新しいチャネルへの移行を開始し、CMTS が
新しいダウンストリーム チャネルかアップスト
リーム チャネル上で CM の初期範囲設定を受信
しました。この MAC レイヤで、CM は新しい
チャネルにトラフィックをまだ送信していない
ためオフラインであると見なされますが、この
状態はフラップ リスト カウンタをトリガーし
ません。

cc(r2)

この状態は一般に cc(r1) に従って発生するもの
で、CM が新しいチャネル上での初期範囲設定
を完了しており、このチャネル上で継続的に範
囲設定を実行していることを示します。この
MAC レイヤで、CM は新しいチャネルにトラ
フィックをまだ送信していないためオフライン
であると見なされますが、この状態はフラップ
リスト カウンタをトリガーしません。

offline

CM はオフラインと見なされます（切断または
電源オフ）。
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説明

online

CM は登録済みで、ネットワーク上でデータを
渡すことができます。

online(d)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。CM は CPE デバイスと
の間でトラフィックを送受信しません。ただし
CMTS は、DOCSIS メッセージと IP トラフィッ
ク（SNMP コマンドなど）を使用することで、
引き続き CM と通信できます。
（注）

online(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。さらに、BPI が有効化
され、KEK が割り当てられています。
（注）

online(ptd)

この状態は online(d) および online(pk)
の状態に相当します。

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。さらに、BPI が有効化
され、TEK が割り当てられています。現在、
BPI 暗号化が実行されています。
（注）

online(pk)

CM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイル内で BPI が
有効化されている場合は、BPI ネゴシ
エーションとキー割り当てが失敗した
ことを示す他のメッセージが表示され
ない限り、CM は BPI 暗号化を使用し
ているものと考えられます。

この状態は online(d) および online(pt)
の状態に相当します。

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
KEK が割り当てられています。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

15

[MAC State] の値

説明

online(pt)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
TEK が割り当てられています。現在、BPI 暗号
化が実行されています。
（注）

（注）

オンライン状態の前に感嘆符（!）が表示される場合は、mark オプションか reject オ
プションを指定した cable dynamic-secret コマンドが使用され、ケーブル モデムのダ
イナミック秘密認証チェックが失敗したことを示しています。

expire(pk)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
KEK が割り当てられていますが、CM によって
新しい KEK 値が正常に更新される前に現在の
KEK が期限切れになりました。

expire(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、BPIが有効になっ
ており、KEK が割り当てられていますが、CM
によって新しい KEK 値が正常に更新される前
に現在の KEK が期限切れになりました。
（注）

expire(pt)
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CM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーションファイルでネットワー
ク アクセスが無効になっていると、
ネットワークの無効ステータスが優先
されます。そのため、BPI 暗号化が有
効で動作している場合でも、 [MAC
State] フィールドには online(pt) ではな
く online(d) が表示されます。

この状態は online(d) および expire(pk)
の状態に相当します。

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
TEK が割り当てられていますが、CM によって
新しい KEK 値が正常に更新される前に現在の
TEK が期限切れになりました。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

15

[MAC State] の値

説明

expire(ptd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、BPIが有効になっ
ており、TEK が割り当てられていますが、CM
によって新しい KEK 値が正常に更新される前
に現在の TEK が期限切れになりました。
（注）

この状態は online(d) および expire(pt)
の状態に相当します。

エラー ステータス状態
reject(m)

CM が登録を試みましたが、メッセージ整合性
チェック（MIC）の値が正しくないため、登録
を拒否されました。これは、DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルの共有秘密が
cableshared-secret コマンドで CMTS に設定さ
れた値と一致していないことを示す場合もあり
ます。
（Cisco IOS リリース 12.1(11b)EC1 および Cisco
IOS リリース 12.2(8)BC2 以降のリリースの場
合）cabletftp-enforce--> コマンドが使用されて
おり、登録前に CM が DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルの TFTP ダウンロードを試
行する必要があるにもかかわらず、CM がこれ
を実行しなかったことを示す可能性もありま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

15

[MAC State] の値

説明

reject(c)

CM が登録を試みましたが、いくつかのエラー
が原因で登録を拒否されました。
• CM が cableupstreamadmission-control コ
マンドで設定された上限を超える最低保証
アップストリーム帯域幅を登録しようとし
ました。
• セキュリティ違反のために CM が無効に
なっています。
• DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
に含まれるサービス クラス（COS）の値
が正しくありません。
• CM が新しい COS 設定を作成しようとし
ましたが、CMTS はこのような変更を許可
しない設定になっています。
• CM が DOCSIS コンフィギュレーション
ファイルのタイムスタンプ検査に失敗しま
した。（これは、サービスの窃盗が試みら
れた可能性か、CM と CMTS のクロック同
期に問題があることを示す場合がありま
す。）

reject(pk)

KEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。

reject(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、KEK キー割り当
てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立されま
せんでした。
（注）

reject(pt)
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この状態は online(d) および reject(pk)
の状態に相当します。

TEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

15

[MAC State] の値

説明

reject(ptd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、TEK キー割り当
てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立されま
せんでした。
（注）

（注）

15

この状態は online(d) および reject(pt)
の状態に相当します。

Cisco IOS リリース 12.1(20)EC、および Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以前のリリー
スでは、CM に送信された DOCSIS コンフィギュレーション ファイルでネットワーク
アクセスが無効になっていると、ネットワークの無効ステータスが優先されます。そ
のため、BPI 暗号化が失敗した場合でも、[MAC State] フィールドには online(d) が表示
されます。特定のケーブル モデムに対して BPI が有効かどうかを確認するには、show
cable modemmac-address コマンドを使用します。

reject(ts)

CM が登録を試みましたが、CM 登録要求に含
まれる TFTP サーバのタイムスタンプが CMTS
によって保持されているタイムスタンプと一致
しないため、登録は失敗しました。これは、CM
が以前に登録を試みた際に使用した古いDOCSIS
コンフィギュレーション ファイルを再利用して
登録を試みたことを示す可能性があります。

reject(ip)

CM が登録を試みましたが、TFTP サーバが
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを
CM に送信した際に記録した IP アドレスと CM
要求に含まれる IP アドレスが一致しないため、
登録は失敗しました。IP スプーフィングが発生
するおそれがあります。

reject(na)

CM が登録を試みましたが、CMTS が送信した
登録応答（REG-RSP）メッセージに対する応答
として、CM が登録確認（REG-ACK）メッセー
ジを送信しなかったため、登録は失敗しまし
た。登録未確認（REG-NACK）と見なされま
す。

CM の [MAC State] フィールドは、SNMP を使用して CISCO-DOCS-EXT-MIB にある cdxCmtsCmStatusValue オブジェクトの値から取得するこ
ともできます。

Summary と Total オプション
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

次に、showcablemodemmacsummary コマンドと同じ出力を示します。
Router# show cable modem mac summary

Interface
Cable8/1/0/U1
Cable8/1/0/U4
Router#

Total
1
2

Cable Modem Summary
------------------Mac Version
DOC2.0 DOC1.1 DOC1.0
Reg/Online
1
0
0
1
2
0
2
2

QoS Provision Mode
DOC2.0 DOC1.1 DOC1.0
0
0
1
1
1
0

次に、total オプションを追加した場合の要約表示の出力例を示します。
Router# show cable modem mac summary total

Interface
Cable5/1/0/U5
Cable6/1/0/U0
Cable6/1/1/U2
Cable7/0/0/U0
Cable7/0/0/U5
Total:
Router#

Total
1
11
17
2
1
32

Cable Modem Summary
------------------Mac Version
DOC2.0 DOC1.1 DOC1.0
0
0
1
0
0
11
0
1
16
0
0
2
0
0
1
0
1
31

Reg/Online
1
8
15
1
0
25

QoS Provision Mode
DOC2.0 DOC1.1 DOC1.0
0
0
1
0
0
8
0
0
15
0
0
1
0
0
0
0
0
25

次の表で、showcablemodemmacsummary の出力に表示されるフィールドを説明します。
表 117：show cable modem mac summary のフィールドの説明

フィールド

説明

I/F

この CM に対してアップストリームを提供する
ケーブル インターフェイス ライン カード。

Total

このケーブル インターフェイスで現在アクティ
ブになっている CM の総数。

MAC Version DOC 2.0

登録要求で DOCSIS 2.0 機能を備えていること
を報告した、このインターフェイス上の CM の
総数。

MAC Version DOC 1.1

登録要求で DOCSIS 1.1 機能を備えていること
を報告した、このインターフェイス上の CM の
総数。

MAC Version DOC 1.0

登録要求で DOCSIS 1.0 機能を備えていること
を報告した、このインターフェイス上の CM の
総数。

Reg/Online

登録が完了し現在オンラインになっている、こ
のインターフェイス上の CM の総数。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

QoS Provisioned Mode DOC 2.0

DOCSIS 2.0 での動作用にプロビジョニングと登
録が完了している、このインターフェイス上の
CM の総数。

QoS Provisioned Mode DOC 1.1

DOCSIS 1.1 での動作用にプロビジョニングと登
録が完了している、このインターフェイス上の
CM の総数。

QoS Provisioned Mode DOC 1.0

DOCSIS 1.0 での動作用にプロビジョニングと登
録が完了している、このインターフェイス上の
CM の総数。

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemerrors

1 つ以上の CM について、エラー統計情報を表
示します。

showcablemodemflap

1 つ以上の CM のフラップ リスト統計情報を表
示します。

showcablemodemmaintenance

1 つ以上の CM のステーション メンテナンス
（SM）エラー統計情報を表示します。

showcablemodemphy

1 つ以上の CM の DOCSIS PHY レイヤ情報を表
示します。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem mac

Command

Description

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem maintenance

show cable modem maintenance
1 つ以上のケーブル モデムのステーション メンテナンス（SM）エラー統計情報を表示するには、
特権 EXEC モードで showcablemodemmaintenance コマンドを使用します。
Cisco uBR7100 シリーズと Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] maintenance
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] maintenance
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/cable-interface-index} [upstream port ]]
maintenance
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定の CM の IPv4 または IPv6
アドレス。CM の背後にある CPE デバイスの IP
アドレスを指定すると、その CM の情報が表示
されます。

mac-address

（任意）表示する特定の CM の MAC アドレス。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 お
よび 6 ～ 9 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem maintenance

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
• Cisco uBR10012：有効なサブスロットは 0
または 1 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効なサブスロット
は 0 です。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

upstreamport

（任意）指定したアップストリーム ポートを使
用しているすべての CM に関する情報を表示し
ます。ケーブル インターフェイスの情報を表示
する場合にのみこのオプションを指定できま
す。port の有効範囲は 0 から始まります。上限
値は、ケーブル インターフェイス ライン カー
ドによってサポートされているアップストリー
ム ポート数によって変わります。
Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 7 です。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
この変数は、Cisco cBR-8 ルータではサポート
されません。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem maintenance

（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

namefqdn

このキーワードは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
1 つ以上のケーブル モデムのステーション メン
テナンス（SM）エラー統計情報を表示します。

maintenance

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

11.3XA

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が
変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するための
サポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オプ
ションが追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加されま
した。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。name キーワード、および logical-channel-index 変
数が削除されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem maintenance

___________________
使用上のガイドライン このコマンドの出力には、最大再試行回数に達するまで CM がステーション メンテナンス（SM
）要求への応答を試みた回数と、ステーション メンテナンスの実行間隔の間に CMTS が CM との
範囲設定を中断した回数が表示されます。この情報を利用して、特定のケーブル モデムやイン
ターフェイスで、プラントまたはネットワークに問題が発生していないかを調べることができま
す。
すべてのオンライン ケーブル モデム、特定のケーブル インターフェイスのすべてのオンライン
ケーブル モデム、または特定の 1 つのケーブル モデムの情報を表示できます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。
OperationwithHotStandbyConnection-to-ConnectionProtocol(HCCP)Configuration
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示することも
できます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機し、コマンドを再試行します。

ヒント

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

次に、すべてのオンライン ケーブル モデムに対する showcablemodemmaintenance コマンドの出
力例を示します。
Router# show cable modem maintenance
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem maintenance

MAC Address

I/F

0010.9507.01db
0002.b96f.fdbb
0002.fdfa.129d
0002.fdfa.137d
0050.7302.3d73
0002.fdfa.12d5
0002.fdfa.1163
0006.28f9.8bbd
00d0.bad3.c0cf
0003.e38f.e85b
0001.9659.519f
0003.e3a6.8195
0003.e3a6.8173
0002.fdfa.12ef
0002.fdfa.12e9
0003.e3a6.7f69
0030.80bc.3095
0003.e38f.e9ab
0006.28f9.9d19
0003.e3a6.7fe3
0020.4005.3f06
Router#

C5/1/0/U5
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2

Prim
Sid
1
5
6
7
8
9
10
11
12
14
18
19
15
16
17
18
19
20
22
23
24

SM Exhausted
Count Time
0
--- -1
Jun 20
0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -149
Jun 21
53
Jun 21
10
Jun 21
2
Jun 20
1
Jun 20
1
Jun 20
2
Jun 20
2
Jun 20
1
Jun 20
0
--- -0
--- -0
--- --

00:00:00
13:23:03
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
14:24:03
14:25:32
05:37:54
13:41:27
13:16:30
13:16:30
13:43:10
13:45:00
13:43:47
00:00:00
00:00:00
00:00:00

SM Aborted
Count Time
0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- -0
--- --

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

次に、特定のケーブル インターフェイスのすべてのケーブル モデムに対する
showcablemodemmaintenance コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem c8/1/0 maintenance
MAC Address

I/F

0050.7366.1243 C8/1/0/U1
0002.b970.0027 C8/1/0/U4
0006.5314.858d C8/1/0/U4
Router#

Prim
Sid
1
2
3

SM Exhausted
SM Aborted
Count Time
Count Time
1
Apr 28 13:06:11 0
--- -- 00:00:00
0
--- -- 00:00:00 0
--- -- 00:00:00
2
Apr 28 13:07:28 0
--- -- 00:00:00

次に、特定の CM に対する showcablemodemmaintenance コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem 0010.7bb3.fcd1 maintenance
MAC Address

I/F

0010.7bb3.fcd1 C5/0/U5
Router#

Prim
Sid
1

SM Exhausted
SM Aborted
Count Time
Count Time
3
Jun 1 10:24:52 0
Jan 1

00:00:00

次に、すべてのオンライン ケーブル モデムに対する showcablemodemmaintenance コマンドの出
力例を示します。
Router#show cable modem maintenance
MAC Address
I/F
Prim SM
Sid
Count
0025.2e2d.75be C1/0/0/U1
1
0
0025.2e2d.74f8 C1/0/0/U0
2
1
0025.2eaf.8302 C1/0/0/U0
3
0
0025.2eaf.82e4 C1/0/0/U0
4
1
0025.2eaf.82f4 C1/0/0/U1
5
1
0025.2eaf.7f38 C1/0/0/U1
6
0
c8fb.26a5.56b6 C1/0/1/U0
1
0
c8fb.26a5.5792 C1/0/1/U3
2
0
c8fb.26a5.57a6 C1/0/1/U3
3
0
c8fb.26a5.5574 C1/0/1/U3
4
0
c8fb.26a5.5936 C1/0/1/U3
5
0
c8fb.26a5.5810 C1/0/1/U3
6
0
c8fb.26a5.5400 C1/0/1/U3
7
0
c8fb.26a5.572e C1/0/1/U2
8
0
c8fb.26a5.56ca C1/0/1/U0
9
0

Exhausted
Time
--- -- 00:00:00
Jan 18 18:54:14
--- -- 00:00:00
Jan 18 18:54:56
Jan 18 18:55:01
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00

SM
Count
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Aborted
Time
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem maintenance

c8fb.26a5.52f2
c8fb.26a5.57f4
c8fb.26a5.5866
c8fb.26a5.5814
c8fb.26a5.55ac
c8fb.26a5.5580
c8fb.26a5.54e0
c8fb.26a5.560a
c8fb.26a5.5384
c8fb.26a5.5376
c8fb.26a5.5598
c8fb.26a5.52fe
c8fb.26a5.56d8
c8fb.26a5.53f6
c8fb.26a5.56b2
c8fb.26a5.52ca
c8fb.26a5.52c8
c8fb.26a5.5474
c8fb.26a5.5742
c8fb.26a5.5346
c8fb.26a5.54e4
c8fb.26a5.5624
c8fb.26a5.5428

C1/0/1/U2
C1/0/1/U3
C1/0/1/U3
C1/0/1/U0
C1/0/1/U2
C1/0/1/U0
C1/0/1/U0
C1/0/3/U0
C1/0/3/U0
C1/0/3/U0
C1/0/3/U0
C1/0/3/U2
C1/0/3/U0
C1/0/3/U1
C1/0/3/U0
C1/0/3/U0
C1/0/3/U2
C1/0/3/U3
C1/0/3/U1
C1/0/3/U0
C1/0/3/U0
C1/0/3/U1
C1/0/3/U3

10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
5
5
0
0
6

--------------------------May
Jan
------May
May
----May

-------------22
18
---22
22
--22

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
10:05:31
18:56:33
00:00:00
00:00:00
00:00:00
10:01:45
10:03:34
00:00:00
00:00:00
10:03:24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-----------------------------------------------

------------------------

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Router#

次に、特定のケーブル インターフェイスのすべてのケーブル モデムに対する
showcablemodemmaintenance コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem C1/0/0 maintenance
MAC Address
I/F
Prim SM
Exhausted
Sid
Count Time
0025.2e2d.75be C1/0/0/U1
1
0
--- -- 00:00:00
0025.2e2d.74f8 C1/0/0/U0
2
1
Jan 18 18:54:14
0025.2eaf.8302 C1/0/0/U0
3
0
--- -- 00:00:00
0025.2eaf.82e4 C1/0/0/U0
4
1
Jan 18 18:54:56
0025.2eaf.82f4 C1/0/0/U1
5
1
Jan 18 18:55:01
0025.2eaf.7f38 C1/0/0/U1
6
0
--- -- 00:00:00

SM
Count
0
0
0
0
0
0

Aborted
Time
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00
--- -- 00:00:00

Router#

次に、特定の CM に対する showcablemodemmaintenance コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem 0025.2eaf.7f38 maintenance
MAC Address
I/F
Prim SM
Exhausted
SM
Aborted
Sid
Count Time
Count Time
0025.2eaf.7f38 C1/0/0/U1
6
0
--- -- 00:00:00 0
--- -- 00:00:00
Router#

次の表で、showcablemodemmaintenance の出力に表示されるフィールドを説明します。
表 118：show cable modem maintenance のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。

I/F

アップストリームを含む、この CM のケーブル
インターフェイス ライン カード。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem maintenance

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Prim SID

この CM に割り当てられているプライマリ
SID。

SM Exhausted Count

CM がステーション メンテナンス要求を受信し
た際に、タイムアウトを繰り返し、許可されて
いる最大再試行回数に達した回数。CMTS はこ
れに応答して、CM をオフラインにし、CM の
再初期化と再登録を実行します。

SM Exhausted Time

CM がステーション メンテナンス要求を受信し
た際に、タイムアウトを繰り返し、許可されて
いる最大再試行回数に達した最後の時間。

SM Aborted Count

ステーション メンテナンス期間中に、CMTS が
CM に対する範囲設定を中断した回数。通常の
原因は CM のリセットです。

SM Aborted Time

ステーション メンテナンス期間中に CMTS が
CM に対する範囲設定を中断した最後の時間。
通常の原因は CM のリセットです。

Command

Description

cableflap-listmiss-threshold

受信しなかったステーション メンテナンス メッ
セージに関して、フラップリスト イベントを記
録するためのしきい値を設定します。

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemcalls

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem maintenance

Command

Description

showcablemodemdomain-name

ケーブル固有のDNSキャッシュを更新し、Cisco
CMTS ルータ上の指定した CM および CM の背
後にある CPE のドメイン名を表示します。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showcablemodulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

show cable modem offline
Cisco CMTS ルータでオフラインとしてマークされているケーブル モデム（CM）のリストを表示
するには、特権 EXEC モードで showcablemodemoffline コマンドを使用します。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] offline
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]| name fqdn] offline
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem offline
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定の CM の IPv4 または IPv6
アドレス。CM の背後にある CPE デバイスの IP
アドレスを指定すると、その CM の情報が表示
されます。

mac-address

（任意）表示する特定の CM の MAC アドレス。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ～ 4 とな
ります。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：port の有効な値は 0
または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。

upstreamport

（任意）指定したアップストリーム ポートを使
用する CM すべてに関する情報を表示します。
このオプションは、ケーブル インターフェイス
の情報を表示する場合にのみ指定できます。port
の有効範囲は 0 から始まります。上限値は、
ケーブルインターフェイスラインカードによっ
てサポートされているアップストリーム ポート
数によって変わります。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。

namefqdn

（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

オフラインとしてマークされているケーブル モ
デムのリストを表示します。

offline

___________________
コマンド デフォルト

Cisco CMTS ルータの既知のオフライン CM すべてのリストが表示されます。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(7)XR および
12.1(1a)T1

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が変
更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するための
サポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オプショ
ンが追加されました。
• IPv6 をサポートする CM と CPE の初期化を示すため、次の新しい初
期化状態が追加されました。
◦ init6(s)：CMTS ルータが SOLICIT メッセージを検出しました。
◦ init6(a)：CMTS ルータが ADVERTISE メッセージを検出しまし
た。
◦ init6(r)：CMTS ルータが REQUEST メッセージを検出しました。
◦ init6(i)：CMTS ルータが REPLY メッセージを検出しました。
◦ init6(o)：CMTS ルータがバージョン 6 の TFTP 要求を検出しまし
た。
◦ init6(t)：CMTS ルータがバージョン 6 の TOD 要求を検出しまし
た。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index に
変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ で実装
されました。すべてのキーワードおよび変数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドの出力には、以前にオンラインであったか、CMTS への登録を試みたことがあるも
のの、現在はオフラインであると見なされる CM のリストが表示されます。オフラインのケーブ
ル モデムは CMTS データベースに 24 時間保持され、その後、削除されます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。
OperationwithHotStandbyConnection-to-ConnectionProtocol(HCCP)Configuration
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示することも
できます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機してからコマンドを再試行します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

ヒント

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

次に、showcablemodemoffline コマンドのデフォルト形式の出力例を示します。
Router# show cable modem offline
Interface

MAC address

Prim Previous
Sid State

Cable5/0/U0 0030.946a.5d61 1
Cable5/0/U0 0030.946a.5d85 2
Cable5/0/U0 0030.946a.5b6d 3

init(i)
init(i)
init(i)

Offline
Time

Rx
Power

Jun 14 21:31:57
Jun 14 22:47:39
Jun 14 14:20:11

0.00
-0.25
1.00

Rx
SNR

SM
Exhaust
Count
31.86 162
31.26 156
30.56 166

次に、ケーブル インターフェイス上の特定のアップストリームに対する showcablemodemoffline
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem c3/0 upstream 0 offline
Interface MAC address

Prim Previous
Sid State

Offline
Time

C3/0/U0
C3/0/U0
C3/0/U0
C3/0/U0
C3/0/U0
C3/0/U0

58
59
60
61
62
64

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

0050.7366.1c69
0050.7366.1c53
0050.7366.1ca7
0050.7366.1c45
0050.7366.1c95
0050.7366.1c99

init(rc)
init(rc)
init(rc)
init(rc)
init(rc)
init(rc)

7
7
7
7
7
7

16:46:49
16:47:09
16:47:11
16:49:27
16:51:29
16:52:55

Rx
Power
4.50
5.25
5.00
5.00
5.50
5.25

Rx
SNR
26.72
25.10
25.57
26.74
31.82
26.76

SM
Exhaust
Count
2
1
1
2
1
2

次に、IP アドレスで指定された単一の CM に対する showcablemodemoffline コマンドの出力例を
示します。
Router# show cable modem 22.1.1.10 offline
Interface

MAC address

Prim Previous
Sid State

Cable5/0/U0 0030.946a.5b6d 3

init(i)

Offline
Time
Jun 14 14:20:11

Rx
Power
1.00

Rx
SNR

SM
Exhaust
Count
30.56 166

次に、MAC アドレスで指定された単一の CM に対する showcablemodemoffline コマンドの出力例
を示します。
Router# show cable modem 0030.946a.5d61 offline
Interface

MAC address

Prim Previous
Sid State

Cable5/0/U0 0030.946a.5d61 1

init(i)

Offline
Time
Jun 14 21:31:57

Rx
Power
0.00

Rx
SNR

SM
Exhaust
Count
31.86 162

次の表で、showcablemodemoffline の出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 119：show cable modem offline のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

この CM がオンラインだった時に最後に使用し
たケーブル インターフェイス ライン カード。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

フィールド

説明

MAC address

この CM のハードウェア MAC アドレス。

Prim SID

オフラインになる前にこの CM に最後に割り当
てられたプライマリ SID。

Previous State

オフラインになる前に最後に確認された、この
CM の MAC レイヤの状態。
（注）

Offline Time

この CM が最後にオフラインになった日時。

Rx Power

オフラインになる前に最後に確認された CM の
受信電力レベル（dB 単位）。
（注）

[Rx Power] 列のアスタリスク（*）
は、その CM に対して電力調整が行
われたことを示します。感嘆符（!）
は、CM の電力送信が上限レベルに達
したため、電力レベルをそれ以上大
きくできなかったことを示します。

Rx SNR

オフラインになる前に最後に確認された、CM
の信号対雑音比（SNR）値。

SM Exhaust Count

CMTS から CM に送信された通常のステーショ
ン メンテナンス（SM）メッセージに対して CM
が応答せず、CM が許容される最大再試行回数
に達した回数。

（注）

clearcounters コマンドを使用してケー
ブル インターフェイスのカウンタを
リセットすると、同時に、オフライン
CM すべての [SM Exhaust Count]
フィールドが 0 にリセットされ、オフ
ライン CM すべての [Offline Time]
フィールドが現在の時刻にリセットさ
れます。
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[Previous State] 列のシャープ記号（#）
は、abletftp-enforcemark-only コマン
ドが使用されており、登録前に CM が
DOCSIS コンフィギュレーション ファ
イルの TFTP ダウンロードを試行する
必要があるにもかかわらず、CM がこ
れを実行しなかったことを示します
（Cisco IOS リリース 12.1(11b)EC1 お
よび Cisco IOS リリース 12.2(8)BC2 以
降のリリース）。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

次の表に、[Previous State] フィールドが取りうる値を示します。
表 120：[Previous State] のフィールドの説明

[MAC State] の値

16

説明

IPv4 アドレッシングを使用するデバイスの登録およびプロビジョニングのステータス
init(r1)

CM が初期の範囲設定を送信しました。

init(r2)

CM が範囲設定を実行しています。CMTS が CM
から初期範囲設定を受信し、RF 電力、タイミ
ング オフセット、および周波数調整を CM に送
信しました。

init(rc)

範囲設定が完了しました。
（注）

CMがこの状態のままになる場合、CM
の通信はケーブル ネットワーク上で
正常に行えるものの、アップストリー
ムが容量の限界に達しており、CM が
登録を完了しオンラインになるのに必
要な追加帯域幅がない可能性がありま
す。1 つ以上の CM を他のアップスト
リームに手動で移動するか、
cableload-balancegroup コマンドを使
用して、そのアップストリームのロー
ド バランシングを有効にします。

init(d)

DHCP 要求を DHCPDISCOVER として受信しま
した。これは、最初の IP ブロードキャスト パ
ケットを CM から受信したことも示します。

init(dr)

DHCP 要求がケーブル モデムに送信されまし
た。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

[MAC State] の値

16

init(i)

説明
ケーブル モデムが DHCP サーバから
DHCPOFFER 応答（DHCPACK）を受信しまし
た。この応答によってモデムに IP アドレスが
割り当てられましたが、モデムはまだ応答とし
てその IP アドレスを要求する DHCPREQUEST
メッセージを送信しておらず、さらにその IP
アドレスを使用して IP パケットを送信してい
ません。
（注）

この状態の CM が続く場合、CM は
DHCP サーバから DHCPOFFER の応
答を受信したものの、応答には CM
に対する正しくないオプションが 1
つ以上含まれている可能性がありま
す。

init(io)

Cisco CMTS は、DHCP サーバからケーブル モ
デムに送信された DHCP オファーを検出しまし
た。このオファーによって、モデムに IP アド
レスが割り当てられました。

init(o)

CM が DHCP 応答の指定に従い、Trivial File
Transfer Protocol（TFTP）を使用してオプション
ファイル（DOCSIS コンフィギュレーション
ファイル）のダウンロードを開始しました。CM
がこの状態のままになる場合は、ダウンロード
が失敗したことを示します。

init(t)

時刻（TOD）の交換が開始されました。

resetting

CM のリセット中です。登録プロセスが間もな
く再開されます。

IPv6 アドレッシングを使用するデバイスの登録およびプロビジョニングのステータス
init6(s)

Cisco CMTS ルータが、CM からの DHCPv6
SOLICIT メッセージを検出しました。

init6(a)

Cisco CMTS ルータが、DHCPv6 サーバから CM
へ送信される ADVERTISE メッセージを検出し
ました。

init6(r)

Cisco CMTS ルータが、CM から DHCPv6 サー
バに送信される REQUEST 応答を検出しまし
た。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

[MAC State] の値

16

説明

init6(i)

Cisco CMTS ルータが、DHCPv6 サーバから CM
へ送信される REPLY メッセージを検出しまし
た。

init6(o)

Cisco CMTS ルータでは、CM から TFTP サーバ
に送信された REQUEST メッセージを検出しま
した。

init6(t)

Cisco CMTS ルータが、CM から TOD サーバに
送信される REQUEST メッセージを検出しまし
た。

非エラー ステータス状態
cc(r1)

CM は登録済みでオンラインですが、CMTS か
らダウンストリーム チャネル変更（DCC）要求
メッセージかアップストリーム チャネル変更
（UCC）要求メッセージを受信しました。CM
が新しいチャネルへの移行を開始し、CMTS が
新しいダウンストリーム チャネルかアップスト
リーム チャネル上で CM の初期範囲設定を受信
しました。この MAC レイヤで、CM は新しい
チャネルにトラフィックをまだ送信していない
ためオフラインであると見なされますが、この
状態はフラップ リスト カウンタをトリガーし
ません。

cc(r2)

この状態は一般に cc(r1) に従って発生するもの
で、CM が新しいチャネル上での初期範囲設定
を完了しており、このチャネル上で継続的に範
囲設定を実行していることを示します。この
MAC レイヤで、CM は新しいチャネルにトラ
フィックをまだ送信していないためオフライン
であると見なされますが、この状態はフラップ
リスト カウンタをトリガーしません。

offline

CM はオフラインと見なされます（切断または
電源オフ）。

online

CM は登録済みで、ネットワーク上でデータを
渡すことができます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

[MAC State] の値

16

online(d)

説明
CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。CM は CPE デバイスと
の間でトラフィックを送受信しません。ただし
CMTS は、DOCSIS メッセージと IP トラフィッ
ク（SNMP コマンドなど）を使用することで、
引き続き CM と通信できます。
（注）

online(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。さらに、BPI が有効化
され、KEK が割り当てられています。
（注）

online(ptd)
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この状態は online(d) および online(pk)
の状態に相当します。

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。さらに、BPI が有効化
され、TEK が割り当てられています。現在、
BPI 暗号化が実行されています。
（注）

online(pk)

CM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイル内で BPI が
有効化されている場合は、BPI ネゴシ
エーションとキー割り当てが失敗した
ことを示す他のメッセージが表示され
ない限り、CM は BPI 暗号化を使用し
ているものと考えられます。

この状態は online(d) および online(pt)
の状態に相当します。

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
KEK が割り当てられています。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

[MAC State] の値

16

説明
CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
TEK が割り当てられています。現在、BPI 暗号
化が実行されています。

online(pt)

（注）

（注）

CM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーションファイルでネットワー
ク アクセスが無効になっていると、
ネットワークの無効ステータスが優先
されます。そのため、BPI 暗号化が有
効で動作している場合でも、 [MAC
State] フィールドには online(pt) ではな
く online(d) が表示されます。

オンライン状態の前に感嘆符（!）が表示される場合は、mark オプションか reject オ
プションを指定して dynamic-secret コマンドが使用され、ダイナミック秘密認証チェッ
クにケーブル モデムが失敗したことを示しています。

expire(pk)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
KEK が割り当てられていますが、CM によって
新しい KEK 値が正常に更新される前に現在の
KEK が期限切れになりました。

expire(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、BPIが有効になっ
ており、KEK が割り当てられていますが、CM
によって新しい KEK 値が正常に更新される前
に現在の KEK が期限切れになりました。
（注）

expire(pt)

この状態は online(d) および expire(pk)
の状態に相当します。

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
TEK が割り当てられていますが、CM によって
新しい KEK 値が正常に更新される前に現在の
TEK が期限切れになりました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

[MAC State] の値

16

expire(ptd)

説明
CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、BPIが有効になっ
ており、TEK が割り当てられていますが、CM
によって新しい KEK 値が正常に更新される前
に現在の TEK が期限切れになりました。
（注）

この状態は online(d) および expire(pt)
の状態に相当します。

エラー ステータス状態
reject(m)

CM が登録を試みましたが、メッセージ整合性
チェック（MIC）の値が正しくないため、登録
を拒否されました。これは、DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルの共有秘密が
cablecableshared-secret コマンドで CMTS に設
定された値と一致していないことを示す場合も
あります。
（Cisco IOS リリース 12.1(11b)EC1 および Cisco
IOS リリース 12.2(8)BC2 以降のリリースの場
合）cabletftp-enforce--> コマンドが使用されて
おり、登録前に CM が DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルの TFTP ダウンロードを試
行する必要があるにもかかわらず、CM がこれ
を実行しなかったことを示す可能性もありま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

[MAC State] の値
reject(c)

16

説明
CM が登録を試みましたが、いくつかのエラー
が原因で登録を拒否されました。
• CM が cableupstreamadmission-control コ
マンドで設定された上限を超える最低保証
アップストリーム帯域幅を登録しようとし
ました。
• セキュリティ違反のために CM が無効に
なっています。
• DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
に含まれるサービス クラス（COS）の値
が正しくありません。
• CM が新しい COS 設定を作成しようとし
ましたが、CMTS はこのような変更を許可
しない設定になっています。
• CM が DOCSIS コンフィギュレーション
ファイルのタイムスタンプ検査に失敗しま
した。（これは、サービスの窃盗が試みら
れた可能性か、CM と CMTS のクロック同
期に問題があることを示す場合がありま
す。）

reject(pk)

KEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。

reject(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、KEK キー割り当
てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立されま
せんでした。
（注）

reject(pt)

この状態は online(d) および reject(pk)
の状態に相当します。

TEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

[MAC State] の値

16

説明
CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、TEK キー割り当
てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立されま
せんでした。

reject(ptd)

（注）
（注）

16

この状態は online(d) および reject(pt)
の状態に相当します。

Cisco IOS リリース 12.1(20)EC、および Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以前のリリー
スでは、CM に送信された DOCSIS コンフィギュレーション ファイルでネットワーク
アクセスが無効になっていると、ネットワークの無効ステータスが優先されます。そ
のため、BPI 暗号化が失敗した場合でも、[MAC State] フィールドには online(d) が表示
されます。特定のケーブル モデムで BPI が有効かどうかを確認するには、
showcablemodemmac-address コマンドを使用します。

reject(ts)

CM が登録を試みましたが、CM 登録要求に含
まれる TFTP サーバのタイムスタンプが CMTS
によって保持されているタイムスタンプと一致
しないため、登録は失敗しました。これは、CM
が以前に登録を試みた際に使用した古いDOCSIS
コンフィギュレーション ファイルを再利用して
登録を試みたことを示す可能性があります。

reject(ip)

CM が登録を試みましたが、TFTP サーバが
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを
CM に送信した際に記録した IP アドレスと CM
要求に含まれる IP アドレスが一致しないため、
登録は失敗しました。IP スプーフィングが発生
するおそれがあります。

reject(na)

CM が登録を試みましたが、CMTS が送信した
登録応答（REG-RSP）メッセージに対する応答
として、CM が登録確認（REG-ACK）メッセー
ジを送信しなかったため、登録は失敗しまし
た。登録未確認（REG-NACK）と見なされま
す。

CM の [MAC State] フィールドは、SNMP を使用して CISCO-DOCS-EXT-MIB にある cdxCmtsCmStatusValue オブジェクトの値から取得するこ
ともできます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem offline

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

clearcounters

1 つまたはすべてのインターフェイスのカウン
タをクリアします。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemaccess-group

特定のケーブル インターフェイス上の CM のア
クセス グループを表示します。

showcablemodemclassifiers

特定の CM の分類子に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemcpe

特定の CM を経由してケーブル インターフェイ
スにアクセスする CPE デバイスを表示します。

showcablemodemregistered

Cisco CMTS に登録済みとしてマークされてい
る CM のリストを表示します。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showcablemodemunregistered

Cisco CMTS に未登録としてマークされている
CM のリストを表示します。

showcablemodemvendor

各ケーブル インターフェイス上の CM のベン
ダー名または組織固有識別子（OUI）を表示し
ます。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem partial-mode

show cable modem partial-mode
アップストリームおよびダウンストリームの部分的サービスモードのケーブルモデムに関する情
報を表示するには、特権 EXEC モードで showcablemodempartial-mode コマンドを使用します。
show cable modem partial-mode
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem partial-mode
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCD2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン すべてのケーブル モデムが完全サービス モード（ケーブル モデムのダウンストリームとアップ
ストリームのすべてのチャネルがオンラインで稼働中）の場合、show cable modem partial-mode コ
マンドの出力には何も表示されません。このコマンドの出力が表示されるのは、ケーブル モデム
が部分的サービス モードで登録している（ダウンストリームかアップストリームにボンディング
されているケーブル モデムの 1 つ以上のダウンストリーム チャネルまたはアップストリーム チャ
ネルが動作していない）場合に限られます。
___________________
例

次に、部分的サービス モードのすべてのケーブル モデムを表示する show cable modem partial-mode
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem partial-mode
MAC Address
IP Address
I/F
001e.6bfb.33a0
0022.cef4.3d9a
001e.6bfb.194e
001e.6bfb.1538
001e.6bfb.0d22
001e.6bfb.1a7e

2.99.81.14
2.99.81.23
2.99.81.32
2.99.81.38
2.99.81.29
2.99.81.30
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C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p

MAC
State
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)

Prim
Sid
3
4
6
8
9
10

RCC
ID
2
2
2
2
1
1

UP-reason/
Failed-tcs
0x1 / 0x4
0x1 / 0x4
0x1 / 0x4
0x1 / 0x4
0x1 / 0x4
0x1 / 0x4

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem partial-mode

001e.6bfa.f58a
0022.cef4.3fa2
001e.6bfb.1b72
0023.be50.e578
0025.2e2d.784a
0025.2e2d.748c

2.99.81.9
2.99.81.24
2.99.81.10
2.99.81.17
2.99.81.28
2.99.81.26

C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/UB
C7/0/0/UB
C7/0/0/UB

p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)

12
13
14
16
17
18

1
2
2
2
2
2

0x1 / 0x4
0x1 / 0x4
0x1 / 0x4
N/A
N/A
N/A

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 121：show cable modem partial-mode のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

ケーブル モデムの MAC アドレス。

IP Address

DHCP サーバがケーブル モデムに割り当てた IP
アドレス。

I/F

ケーブル モデムに対してアップストリームを提
供するケーブル インターフェイス ライン カー
ド。

MAC State

MAC レイヤの現在の状態。

Prim Sid

ケーブル モデムに割り当てられたプライマリ
サービス ID（SID）。

RCC ID

ケーブル モデムの受信チャネル設定（RCC）
ID。

UP-reason/Failed-tcs

• UP-reason：アップストリームが部分的サー
ビスである理由。これは、アップストリー
ムの復元力で定義されているビットマップ
です。
• Failed-tcs：ケーブル モデムの送信チャネ
ル セット（TCS）の使用できないビット
マップ。

次に、Cisco cBR-8 ルータ上の show cable modem partial-mode コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem partial-mode
MAC Address
IP Address
I/F
001e.6bfb.33a0
0022.cef4.3d9a
001e.6bfb.194e
001e.6bfb.1538
001e.6bfb.0d22
001e.6bfb.1a7e
001e.6bfa.f58a
0022.cef4.3fa2

2.99.81.14
2.99.81.23
2.99.81.32
2.99.81.38
2.99.81.29
2.99.81.30
2.99.81.9
2.99.81.24

C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p

MAC
State
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)

Prim
Sid
3
4
6
8
9
10
12
13

RCC
ID
2
2
2
2
1
1
1
2

UP-reason/
Failed-tcs
0x1 / 0x4
0x1 / 0x4
0x1 / 0x4
0x1 / 0x4
0x1 / 0x4
0x1 / 0x4
0x1 / 0x4
0x1 / 0x4
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem partial-mode

001e.6bfb.1b72
0023.be50.e578
0025.2e2d.784a
0025.2e2d.748c

___________________
関連コマンド

2.99.81.10
2.99.81.17
2.99.81.28
2.99.81.26

p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)
p-online(pt)

14
16
17
18

2
2
2
2

0x1 / 0x4
N/A
N/A
N/A

Command

Description

showcablemodem

登録済みのケーブル モデムと未登録のケーブル
モデムに関する情報を表示します。

showcablemodemdocsis-version

1 つ以上のケーブル インターフェイス上のケー
ブル モデムの DOCSIS バージョンに関する情報
を表示します。
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C7/0/0/p
C7/0/0/UB
C7/0/0/UB
C7/0/0/UB

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem partial-service

show cable modem partial-service
Cisco CMTS ルータ上の正常に機能していないケーブル モデムを表示するには、特権 EXEC モー
ドで showcablemodempartial-service コマンドを使用します。
show cable modem partial-service
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem partial-service
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

次に、showcablemodempartial-servicecommand の出力例を示します。
Router#show cable modem partial-service
MAC Address
IP Address
I/F
54d4.6ffb.2f6b
54d4.6ffb.2f6b
4458.2945.2ade
001e.6bfc.d1ea
54d4.6ffb.2e21
54d4.6ffb.2e1b
4458.2945.2a78
4458.2945.4604
54d4.6ffb.2e66

40.4.58.16
40.4.58.16
40.4.58.18
40.4.58.26
40.4.58.5
40.4.58.23
40.4.58.21
40.4.58.19
---

C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C7/0/0/p
C8/0/0/p

MAC
State

DSxUS
State

w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)

3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3

Impaired
DS

Impaired
US
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Router#

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem partial-service

表 122：show cable modem partial-service のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

ケーブル モデムの MAC アドレス。

IP Address

ケーブル モデムの IP アドレス。

I/F

ケーブル モデムのインターフェイス。

MAC State

ケーブル モデムの状態。

DSxUS State

ケーブル モデムのダウンストリーム チャネル
とアップストリーム チャネルの状態。

Impaired DS

正常に動作していないダウンストリームRFチャ
ネル名。

Impaired US

正常に動作していないアップストリームRFチャ
ネルのポート番号。

次に、showcablemodempartial-service コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem partial-service
MAC Address
IP Address
I/F

___________________
関連コマンド

DSxUS
State

Impaired
DS

Impaired
US

Command

Description

showcablemodem

登録済みのケーブル モデムと未登録のケーブル
モデムの情報を表示します。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いるケーブル モデムに関する情報を表示しま
す。
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MAC
State

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

show cable modem phy
1 つ以上のケーブル モデム（CM）の DOCSIS PHY レイヤ情報を表示するには、特権 EXEC モー
ドで showcablemodemphy コマンドを使用します。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] phy
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]| name fqdn] phy
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable slot/subslot/cable-interface-index]phy
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定の CM の IPv4 または IPv6
アドレス。CM の背後にある CPE デバイスの IP
アドレスを指定すると、その CM の情報が表示
されます。

mac-address

（任意）表示する特定の CM の MAC アドレス。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 お
よび 6 ～ 9 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
Cisco cBR-8 ルータ：有効なサブスロットは 0
です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 4
です（ケーブル インターフェイスによっ
て異なる）。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

upstreamport

（任意）指定したアップストリーム ポートを使
用しているすべての CM に関する情報を表示し
ます。ケーブル インターフェイスの情報を表示
する場合にのみこのオプションを指定できま
す。port の有効範囲は 0 から始まります。上限
値は、ケーブル インターフェイス ライン カー
ドによってサポートされているアップストリー
ム ポート数によって変わります。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

namefqdn

（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために show cable modem
domain-name コマンドを初めて実行した場合に
のみ使用できます。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

phy

___________________
コマンド デフォルト

すべての CM の PHY 情報を表示します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

1 つ以上のケーブル モデムの DOCSIS PHY レイ
ヤ情報を表示します。

このテーブルには、リリース固有の履歴エントリに関する次の情報が含まれます。
• CX リリースおよび BC リリース
• SC リリース
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

___________________
コマンド履歴

CX リリースおよび BC リ 変更内容
リース
12.1(4)CX および
12.2(4)BC1

このコマンドが、Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シリーズ、
および Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(15)BC2

サービス ID（SID）および [Mode] フィールドがデフォルトの表示に追
加されました。

12.3(17a)BC

showcablemodemphy コマンドが拡張されました。[MicroReflec]
（MicroReflections）列が削除され、代わりに [DOCSIS Prov]（DOCSIS
Provider）列が追加されました。この新しい列に DOCSIS バージョン
情報が含まれます。更新の例を参照してください。

SC リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の
点が変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するた
めのサポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オ
プションが追加されました。

12.2(33)SCC

アップストリーム チャネルが複数ある DOCSIS 3.0 対応ケーブル モデ
ム用にコマンドの出力が変更され、各アップストリーム チャネルの
PHY レイヤの詳細が表示されるようになりました。この場合、出力に
は同じ MAC アドレスの結果が複数含まれる可能性があります。[Mode]
列の下の DOCSIS 動作モードの隣りにあるアスタリスク（*）は、CM
が MTC モードで動作していることを示します。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加され
ました。

Cisco cBR-8 コンバージド
ブロードバンド ルータ
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

CX リリースおよび BC リ 変更内容
リース
IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ で
実装されました。upstream キーワードと name キーワードが削除され
ました。logical-channel-index が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、1 つ以上の CM の DOCSIS PHY レイヤに関する情報を表示します。すべての
CM、特定のケーブル インターフェイス上のすべての CM、または特定の CM の情報を、IP アド
レスや MAC アドレスの指定に従って表示できます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。
OperationwithHotStandbyConnection-to-ConnectionProtocol(HCCP)Configuration
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示することも
できます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機し、コマンドを再試行します。

ヒント

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC およびそれ以降のリリースからの例
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC で、-->showcablemodemphy コマンドの出力に変更が加えられま
した。[MicroReflec]（MicroReflections）列が削除され、代わりに [DOCSIS Prov]（DOCSIS Provider）
列が追加されました。この新しい列に DOCSIS バージョン情報が含まれます。
Router# show cable modem phy
MAC Address
I/F
Sid
0003.e350.9a3f
0050.734e.c1a1
0007.0e01.1749
0007.0e00.90dd
0003.e350.9ad3
0003.e38f.f4e5
0003.e350.9b97
0003.e350.9bed
0003.e308.455d
0003.6bd6.bfaf

C5/1/0/U0
C5/1/0/U0
C5/1/0/U0
C5/1/0/U0
C5/1/0/U0
C5/1/0/U0
C5/1/0/U0
C5/1/0/U0
C5/1/0/U0
C5/1/0/U0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

USPwr
(dBmV)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

USSNR
(dB)
30.23
30.47
30.65
30.66
30.47
30.36
30.44
30.16
30.79
30.40

Timing
Offset
2811
2811
2808
2806
2810
2813
2812
2814
2811
2813

DSPwr
(dBmV)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DSSNR
(dB)
-----------------------------------------

Mode
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma

DOCSIS
Prov
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Cisco IOS リリース 12.3(13a)BC およびそれ以前のリリースからの例
Router# show cable modem phy
MAC Address
I/F
Sid
0008.0e06.7b14
0050.f112.5977
0090.837b.b0b9
0007.0e03.6e99
0007.0e04.5091
0006.5314.81d9
0003.6b1b.ee63
0030.eb15.84e7

C8/0/0/U0
C8/0/0/U0
C8/0/0/U0
C8/0/0/U0
C8/0/0/U0
C8/0/0/U0
C8/0/0/U0
C8/0/0/U0

1
2
3
5
6
7
8
12

USPwr
(dBmV)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

USSNR
(dB)
30.36
30.36
30.64
30.36
30.94
30.36
31.26
30.36

Timing MicroReflec DSPwr
Offset (dBc)
(dBmV)
1938
0
0.00
1695
0
0.00
1187
0
0.00
2747
0
0.00
2746
0
0.00
2745
0
0.00
2745
0
0.00
1157
0
0.00

DSSNR
(dB)
---------------------------------

Mode
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma

次に、Cisco CMTS ルータのすべての CM に対する showcablemodemphy--> コマンドの出力例を示
します。
Router# show cable modem phy
MAC Address

I/F

0008.0e09.81f8 C3/0
0003.6b3c.1aa7 C3/0
0008.0e09.7fe2 C4/0

Sid
1
2
3

USPwr
(dBmV)
50.00
0.00
35.00

USSNR
(dBmV)
28.40
28.27
28.44

Timing
Offset
1705
3643
1760

MicroReflec DSPwr DSSNR
(dBc)
(dBmV) (dBmV)
26
-3.4
36.02
0
0.00 ----27
12.00 35.03

Mode
tdma
tdma
tdma

次に、特定のケーブル インターフェイスのすべての CM に対する showcablemodemphy--> コマン
ドの出力例を示します。
Router# show cable modem cable 3/0
phy
MAC Address
I/F
Sid USPwr
(dBmV)
0008.0e09.81f8 C3/0
1
50.00
0003.6b3c.1aa7 C3/0
2
0.00

USSNR
(dBmV)
28.40
28.27

Timing
Offset
1705
3643

MicroReflec DSPwr DSSNR Mode
(dBc)
(dBmV) (dBmV)
26
-3.4
36.02 tdma
0
0.00 ----- tdma

次に、特定の CM に対する showcablemodemphy--> コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem 0050.7366.1243 phy
MAC Address

I/F

0050.6736.4124 C3/0

Sid
14

USPwr USSNR Timing
(dBmV) (dBmV) Offset
38.00 24.58 1651

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD からの例
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MicroReflec DSPwr DSSNR Mode
(dBc)
(dBmV) (dBmV)
0
8.00 35.41 tdma

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

次に、Cisco CMTS ルータのすべての CM に対する showcablemodemphy コマンドの出力例を示し
ます。
Router# show cable modem phy
MAC Address
I/F
Sid
001c.ea37.9b5c
001c.ea37.9b78
001c.ea37.9b5a
001c.ea37.9ba4
001c.ea37.9aac
001a.c3ff.d1a4
001a.c3ff.d1a4
001a.c3ff.d1a4
001a.c3ff.d1a4

C3/0/U2.0
C3/0/U2.0
C3/0/U3.0
C3/0/U2.0
C3/1/U2.1
C3/1/U0.0
C3/1/U1.0
C3/1/U2.0
C3/1/U3.0

27
29
31
32
28
29
29
29
29

USPwr USMER Timing DSPwr
(dBmV) (SNR) Offset (dBmV)
(dB)
0.00 36.12 5394
0.00
0.00 36.12 5396
0.00
0.00 36.12 5394
0.00
0.00 36.12 5393
0.00
0.00 36.12 5620
0.00
43.50 36.12 6020
0.00
43.50 36.12 6020
0.00
43.50 36.12 6019
0.00
43.50 36.12 6021
0.00

DSMER
(SNR)
(dB)
-------------------------------------

Mode

DOCSIS
Prov

tdma
tdma
tdma
tdma
tdma
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

次の表で、 show cable modem phy の出力に表示されるフィールドを説明します。
表 123：show cable modem phy のフィールドの説明

フィー 説明
ルド
MAC CM の MAC アドレ
Address ス。
I/F

この CM に対して
接続を提供する
CMTS 上のケーブ
ル インターフェイ
ス。

SID

この CM が使用し
ているサービス
ID。

USPwr CMTS によって測
(dBmV) 定された CM 送信
レベルを dBmV 単
位で表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

フィー 説明
ルド
USSNR CMTS によって測
(dBmV) 定されたアップス
トリーム信号対雑
音比（SNR）また
は搬送波対雑音比
（CNR）を dB 単位
で表示します。こ
のフィールドに
は、オンボード
ハードウェアベー
ス スペクトル管理
をサポートする
Cisco uBR-MC16S
カードなどのケー
ブル インターフェ
イスの CNR 値と、
他のケーブル イン
ターフェイスの
SNR 値が表示され
ます。
（注）

フィール
ド名の部
分に
dBmV と
して値の
単位が表
示されま
すが、実
際の値は
dB 単位で
解釈する
必要があ
ります。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

フィー 説明
ルド
Timing
Offset

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

フィー 説明
ルド
CMTS 上で認識さ
れる CM のタイミ
ング オフセット
（ティック単
位）。（ここで使
用するティック
は、6.25/64 マイク
ロ秒です。）これ
は、特定のケーブ
ル モデムが送信を
予定していた時点
から、Cisco CMTS
が実際に受信した
時点までの遅延で
す。
（注）

（注）

[Timing
Offset] 列
の感嘆符
（!）は、
CM が
cable
map-advance
コマンド
で指定さ
れた最大
遅延時間
および最
大タイミ
ング オフ
セットを
超過した
ことを示
します。
ここで表
示される
タイミン
グ オフ
セット
は、通常
show
cable
modem
remote-query
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

フィー 説明
ルド
コマンド
で表示さ
れる [TX
Time
Offset] の
値より小
さな値に
なりま
す。これ
は、後者
の値は
CM で認
識される
オフセッ
トであ
り、これ
には CM
ソフト
ウェアが
送信を開
始してか
らビット
が実際に
ローカル
ケーブル
インター
フェイス
に到達す
るまでの
内部遅延
すべてが
含まれる
ためで
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

フィー 説明
ルド
Microreflec CMで認識されたダ
(dBc) ウンストリームの
マイクロリフレク
ションの概算値
（信号レベル未満
の dBc 値）。マイ
クロリフレクショ
ンは、アンプ、
カップル、ケーブ
ル、およびケーブ
ル設備内の他の装
置間のインピーダ
ンス ミスマッチに
よって生じる障害
のタイプです。マ
イクロリフレク
ションが発生する
と、受信側に到着
した信号の遅延や
減衰の量が異なる
コピーが複数作成
され、シンボル間
干渉（ISI）が生ま
れます。この結
果、受信側が入力
信号の振幅と
フェーズを正しく
検出できなくなる
場合があります。
（注）

この値は
正確では
ありませ
んが、受
信したマ
イクロリ
フレク
ションの
おおよそ
の指標と
なりま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2150

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

フィー 説明
ルド
DSPwr CMにより報告され
(dBmV) たダウンストリー
ム受信電力レベル
（dBmV 単位）。
DSSNR CMにより報告され
(dBmV) たダウンストリー
ム信号対雑音比
（SNR）（dB 単
位）。
（注）

CMTS 上で既に cablemodemremote-query コマンドを構成しており、CM がそれらのオ
プションをサポートしている場合のみ、このコマンドを実行するとダウンストリーム
の電力値および SNR 値が表示されます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

フィー 説明
ルド
Mode

CM の DOCSIS 動作
モード：
• tdma=DOCSIS
1.X、TDMA
専用モード
• 2.0
atdma=DOCSIS
A-TDMA モー
ド
ハイフン（-）が表
示される場合は、
モードが不明であ
るか、CMが未登録
であることを示し
ます。
アップストリーム
チャネルが複数あ
る DOCSIS 3.0 対応
ケーブル モデムの
場合、出力に同じ
MAC アドレスの結
果が複数含まれる
可能性がありま
す。Cisco IOS リ
リース 12.2(33)SCC
では、[Mode] 列の
下の DOCSIS 動作
モードの隣りにあ
るアスタリスク
（*）は、CM が
MTC モードで動作
していることを示
します。
（注）

このフィールドは DOCS-IF-MIB
の
docsIfCmtsCmStatusModulationType
オブジェクトによって返される
ものと同じです。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

___________________
例

次に、showcablemodemphy コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem phy
Load for five secs: 2%/0%; one minute: 2%; five minutes: 2%
Time source is NTP, 10:47:07.255 PST Thu May 7 2015
MAC Address
I/F
Sid
USPwr USMER Timing DSPwr
(dBmV) (SNR) Offset (dBmV)
(dB)
c8fb.26a8.05b2 C1/0/0/U0
1
57.25 36.12 1773
0.00
c8fb.26a8.05b2 C1/0/0/U1
1
56.00 35.18 1772
0.00
c8fb.26a8.09e0 C1/0/0/U0
2
55.75 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.09e0 C1/0/0/U1
2
56.50 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.051a C1/0/0/U0
3
57.00 36.12 1774
0.00
c8fb.26a8.051a C1/0/0/U1
3
55.75 35.18 1775
0.00
c8fb.2633.8c94 C1/0/0/U0
5
37.75 36.12 3306
0.00
c8fb.2633.8c94 C1/0/0/U1
5
38.25 36.12 1782
0.00
c8fb.26a8.060a C1/0/0/U0
6
52.75 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.060a C1/0/0/U1
6
53.50 35.18 1771
0.00
c8fb.26a8.0688 C1/0/0/U0
7
52.75 36.12 1773
0.00
c8fb.26a8.0688 C1/0/0/U1
7
53.50 36.12 1773
0.00
c8fb.26a8.09f8 C1/0/0/U0
8
52.75 36.12 1773
0.00
c8fb.26a8.09f8 C1/0/0/U1
8
53.00 36.12 1773
0.00
0023.bee1.eb54 C1/0/0/U0
9
38.50 36.12 1777
0.00
0023.bee1.eb54 C1/0/0/U1
9
38.50 36.12 1777
0.00
c8fb.26a7.ef06 C1/0/0/U0
10
55.75 35.18 1769
0.00
c8fb.26a7.ef06 C1/0/0/U1
10
56.50 36.12 1769
0.00
c8fb.26a7.fd78 C1/0/0/U0
11
52.75 36.12 1769
0.00
c8fb.26a7.fd78 C1/0/0/U1
11
53.00 36.12 1768
0.00
c8fb.26a7.ef0e C1/0/0/U0
12
55.50 36.12 1771
0.00
c8fb.26a7.ef0e C1/0/0/U1
12
56.75 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.05b6 C1/0/0/U0
13
55.75 36.12 1772
0.00
c8fb.26a8.05b6 C1/0/0/U1
13
56.50 36.12 1770
0.00
54d4.6f88.5cd8 C1/0/0/U0
14
43.75 36.12 2089
0.00
54d4.6f88.5cd8 C1/0/0/U1
14
43.75 36.12 2090
0.00
c8fb.26a8.0a0c C1/0/0/U1
15
0.00 36.12 1771
0.00
c8fb.26a7.ef20 C1/0/0/U0
16
53.00 36.12 1773
0.00
c8fb.26a7.ef20 C1/0/0/U1
16
52.75 36.12 1773
0.00
c8fb.26a8.09e2 C1/0/0/U0
17
56.75 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.09e2 C1/0/0/U1
17
55.50 35.18 1772
0.00
c8fb.26a8.0604 C1/0/0/U0
18
55.75 36.12 1769
0.00
c8fb.26a8.0604 C1/0/0/U1
18
56.50 36.12 1769
0.00
c8fb.26a8.08ca C1/0/0/U0
19
55.50 35.18 1773
0.00
c8fb.26a8.08ca C1/0/0/U1
19
56.75 36.12 1772
0.00
c8fb.26a7.ef0a C1/0/0/U0
20
53.50 36.12 1771
0.00
c8fb.26a7.ef0a C1/0/0/U1
20
52.75 35.18 1770
0.00
c8fb.26a8.04fe C1/0/0/U0
21
56.00 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.04fe C1/0/0/U1
21
56.50 36.12 1770
0.00
c8fb.26a8.0684 C1/0/0/U0
22
55.50 36.12 1775
0.00
c8fb.26a8.0684 C1/0/0/U1
22
56.75 36.12 1774
0.00
c8fb.26a8.08d6 C1/0/0/U0
24
56.75 36.12 1772
0.00
c8fb.26a8.08d6 C1/0/0/U1
24
55.50 36.12 1772
0.00
c8fb.26a8.08b8 C1/0/0/U0
25
52.50 36.12 1770
0.00
c8fb.26a8.08b8 C1/0/0/U1
25
53.75 36.12 1770
0.00
c8fb.26a8.067c C1/0/0/U0
26
52.75 36.12 1772
0.00
c8fb.26a8.067c C1/0/0/U1
26
53.50 36.12 1772
0.00
c8fb.26a7.e636 C1/0/0/U0
27
55.75 36.12 1770
0.00
c8fb.26a7.e636 C1/0/0/U1
27
56.50 36.12 1770
0.00
c8fb.26a7.fd76 C1/0/0/U0
28
52.75 36.12 1769
0.00
c8fb.26a7.fd76 C1/0/0/U1
28
53.50 35.18 1769
0.00
c8fb.26a8.09ec C1/0/0/U0
29
53.00 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.09ec C1/0/0/U1
29
52.75 35.18 1773
0.00
c8fb.26a7.e6dc C1/0/0/U0
30
56.00 36.12 1772
0.00
c8fb.26a7.e6dc C1/0/0/U1
30
57.25 36.12 1771
0.00
c8fb.26a7.eefc C1/0/0/U0
31
56.75 36.12 1771
0.00
c8fb.26a7.eefc C1/0/0/U1
31
55.50 34.77 1770
0.00
c8fb.26a8.067a C1/0/0/U0
32
53.00 36.12 1768
0.00
c8fb.26a8.067a C1/0/0/U1
32
52.75 36.12 1768
0.00
c8fb.26a8.08c4 C1/0/0/U0
33
56.50 36.12 1774
0.00

DSMER
(SNR)
(dB)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mode

DOCSIS
Prov

tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

c8fb.26a8.08c4
c8fb.26a7.e680
c8fb.26a7.e680
c8fb.26a7.e6da
c8fb.26a7.e6da
c8fb.26a7.ef00
c8fb.26a7.ef00
c8fb.26a8.05b8
c8fb.26a8.05b8
c8fb.26a8.09ee
c8fb.26a8.09ee
c8fb.26a8.0a0a
c8fb.26a8.0a0a
c8fb.26a8.05bc
c8fb.26a8.05bc
c8fb.26a7.ef0c
c8fb.26a7.ef0c
c8fb.26a8.0690
c8fb.26a8.0690
c8fb.26a8.0678
c8fb.26a8.0678
c8fb.26a7.fd72
c8fb.26a7.fd72
c8fb.26a7.eef6
c8fb.26a7.eef6
c8fb.26a8.0682
c8fb.26a8.0682
c8fb.26a8.0606
c8fb.26a8.0606
c8fb.26a7.ef08
c8fb.26a7.ef08
c8fb.26a7.ef10
c8fb.26a7.ef10
c8fb.26a8.08d4
c8fb.26a8.08d4
c8fb.26a8.05c6
c8fb.26a8.05c6
c8fb.26a8.05c4
c8fb.26a8.05c4
c8fb.26a8.05c0
c8fb.26a8.05c0
c8fb.26a8.0610
c8fb.26a8.0610
c8fb.26a7.e6d8
c8fb.26a7.e6d8
c8fb.26a8.0676
c8fb.26a8.0676
c8fb.26a8.067e
c8fb.26a8.067e
c8fb.26a8.0a04
c8fb.26a8.0a04
c8fb.26a8.0674
c8fb.26a8.0674
c8fb.26a8.0a02
c8fb.26a8.0a02
c8fb.26a7.e6fe
c8fb.26a7.e6fe
0019.474a.d5ae
0016.924f.8200

C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0
C1/0/0/U1
C1/0/0/U1
C1/0/0/U0

33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
4
23

56.25
53.00
53.00
55.75
56.50
55.75
56.50
55.50
56.75
52.75
53.50
55.75
56.50
53.50
52.75
55.50
56.75
56.50
56.25
56.00
56.25
55.75
56.50
55.50
56.75
55.75
56.50
57.00
56.25
55.50
56.75
55.75
56.00
56.00
55.75
53.75
52.50
56.50
56.25
53.00
52.75
55.75
56.50
53.25
52.00
52.50
53.75
52.75
53.50
56.25
57.00
52.50
53.75
55.75
56.00
55.75
56.50
0.00
0.00

35.18
36.12
36.12
36.12
36.12
36.12
35.18
36.12
36.12
36.12
36.12
36.12
36.12
36.12
34.77
35.18
36.12
36.12
36.12
36.12
36.12
35.18
35.18
36.12
36.12
36.12
36.12
36.12
35.18
36.12
35.18
36.12
36.12
36.12
35.18
35.18
36.12
35.18
35.18
34.77
35.18
36.12
36.12
36.12
35.18
36.12
36.12
36.12
36.12
36.12
36.12
36.12
36.12
36.12
34.77
36.12
36.12
36.12
36.12

1774
1774
1773
1773
1773
1771
1771
1770
1770
1770
1770
1773
1773
1770
1770
1767
1767
1769
1770
1773
1772
1772
1772
1772
1772
1772
1772
1769
1769
1769
1769
1771
1772
1769
1769
1769
1769
1770
1770
1768
1768
1770
1770
1774
1774
1768
1768
1773
1773
1771
1770
1771
1770
1770
1770
1770
1770
1774
1764

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma
tdma

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

Router#

次に、特定の MAC アドレスに対する showcablemodemphy コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem c8fb.26a8.05b2 phy
Load for five secs: 2%/0%; one minute: 3%; five minutes: 2%
Time source is NTP, 10:57:17.773 PST Thu May 7 2015
MAC Address
I/F
Sid
USPwr USMER Timing DSPwr
(dBmV) (SNR) Offset (dBmV)
(dB)
c8fb.26a8.05b2 C1/0/0/U0
1
57.25 36.12 1773
0.00
c8fb.26a8.05b2 C1/0/0/U1
1
56.00 34.77 1772
0.00

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2154

DSMER
(SNR)
(dB)
---------

Mode

DOCSIS
Prov

tdma*
tdma*

1.1
1.1

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

Router#

次に、特定のケーブル インターフェイスに対する showcablemodemphy コマンドの出力例を示し
ます。
Router#show cable modem cable modem 1/0/1 phy
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is NTP, 11:40:05.265 PST Thu May 7 2015
MAC Address
I/F
Sid
USPwr USMER Timing DSPwr
(dBmV) (SNR) Offset (dBmV)
(dB)
c8fb.26a7.e6fe C1/0/0/U0
1
55.50 36.12 1769
0.00
c8fb.26a7.e6fe C1/0/0/U1
1
56.75 36.12 1769
0.00
c8fb.26a7.ef06 C1/0/0/U0
2
55.75 36.12 1772
0.00
c8fb.26a7.ef06 C1/0/0/U1
2
56.50 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.08ca C1/0/0/U0
4
55.50 34.77 1771
0.00
c8fb.26a8.08ca C1/0/0/U1
4
56.75 35.18 1770
0.00
c8fb.26a8.08d6 C1/0/0/U0
6
56.75 36.12 1772
0.00
c8fb.26a8.08d6 C1/0/0/U1
6
55.50 33.97 1773
0.00
c8fb.26a7.ef0c C1/0/0/U0
7
55.50 34.77 1771
0.00
c8fb.26a7.ef0c C1/0/0/U1
7
56.75 36.12 1771
0.00
c8fb.26a7.fd72 C1/0/0/U0
8
55.50 36.12 1769
0.00
c8fb.26a7.fd72 C1/0/0/U1
8
56.75 36.12 1769
0.00
c8fb.26a8.0688 C1/0/0/U0
9
52.50 36.12 1770
0.00
c8fb.26a8.0688 C1/0/0/U1
9
53.75 36.12 1770
0.00
c8fb.26a7.e6dc C1/0/0/U0
10
56.00 36.12 1771
0.00
c8fb.26a7.e6dc C1/0/0/U1
10
57.25 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.08b8 C1/0/0/U0
11
52.75 36.12 1772
0.00
c8fb.26a8.08b8 C1/0/0/U1
11
53.50 36.12 1773
0.00
c8fb.26a8.060a C1/0/0/U0
12
52.75 36.12 1770
0.00
c8fb.26a8.060a C1/0/0/U1
12
53.50 34.77 1770
0.00
c8fb.26a7.ef00 C1/0/0/U0
13
55.50 36.12 1770
0.00
c8fb.26a7.ef00 C1/0/0/U1
13
56.75 36.12 1770
0.00
c8fb.26a7.ef08 C1/0/0/U0
14
55.75 36.12 1772
0.00
c8fb.26a7.ef08 C1/0/0/U1
14
56.50 36.12 1772
0.00
c8fb.26a7.eef6 C1/0/0/U0
15
55.75 36.12 1767
0.00
c8fb.26a7.eef6 C1/0/0/U1
15
56.50 36.12 1767
0.00
c8fb.26a8.05b2 C1/0/0/U0
16
57.00 36.12 1772
0.00
c8fb.26a8.05b2 C1/0/0/U1
16
56.25 36.12 1770
0.00
c8fb.26a8.0606 C1/0/0/U0
17
57.25 36.12 1768
0.00
c8fb.26a8.0606 C1/0/0/U1
17
56.00 35.18 1768
0.00
c8fb.26a8.0682 C1/0/0/U0
18
55.75 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.0682 C1/0/0/U1
18
56.50 35.18 1771
0.00
c8fb.26a8.0a0c C1/0/0/U0
20
56.00 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.0a0c C1/0/0/U1
20
57.25 36.12 1769
0.00
c8fb.26a8.0604 C1/0/0/U0
21
55.75 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.0604 C1/0/0/U1
21
56.50 36.12 1771
0.00
c8fb.2633.8c94 C1/0/0/U0
22
37.75 36.12 3304
0.00
c8fb.2633.8c94 C1/0/0/U1
22
38.25 35.18 1781
0.00
c8fb.26a8.05c0 C1/0/0/U0
23
52.75 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.05c0 C1/0/0/U1
23
54.00 35.18 1771
0.00
c8fb.26a7.eefc C1/0/0/U0
24
56.50 36.12 1770
0.00
c8fb.26a7.eefc C1/0/0/U1
24
55.75 36.12 1768
0.00
c8fb.26a8.09ee C1/0/0/U0
25
52.75 36.12 1769
0.00
c8fb.26a8.09ee C1/0/0/U1
25
53.50 36.12 1770
0.00
c8fb.26a8.05c6 C1/0/0/U0
26
53.50 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.05c6 C1/0/0/U1
26
52.75 35.18 1771
0.00
c8fb.26a8.08d4 C1/0/0/U0
27
55.75 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.08d4 C1/0/0/U1
27
56.00 36.12 1771
0.00
c8fb.26a8.05b8 C1/0/0/U0
28
55.50 36.12 1773
0.00
c8fb.26a8.05b8 C1/0/0/U1
28
55.75 35.18 1772
0.00
c8fb.26a8.05c4 C1/0/0/U0
29
57.25 36.12 1770
0.00
c8fb.26a8.05c4 C1/0/0/U1
29
56.00 34.77 1770
0.00

DSMER
(SNR)
(dB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mode

DOCSIS
Prov

tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*
tdma*

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

Router#

次に、特定の IP アドレスに対する showcablemodemphy コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem 209.165.200.227 phy
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is NTP, 11:12:23.912 PST Thu May 7 2015
MAC Address
I/F
Sid
USPwr USMER Timing DSPwr
(dBmV) (SNR) Offset (dBmV)
(dB)
c8fb.26a8.05b2 C1/0/0/U0
1
57.25 36.12 1773
0.00
c8fb.26a8.05b2 C1/0/0/U1
1
56.00 36.12 1772
0.00

DSMER
(SNR)
(dB)
---------

Mode

DOCSIS
Prov

tdma*
tdma*

1.1
1.1

Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablemodemremote-query

CMTS 上の CM のパフォーマンス統計情報を収
集するために、リモート クエリー機能をイネー
ブルにし、設定を行います。

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemcpe

特定の CM を経由してケーブル インターフェイ
スにアクセスする CPE デバイスを表示します。

showcablemodemerrors

1つ以上のCMのエラー統計情報を表示します。

showcablemodemflap

1 つ以上のケーブル モデムのフラップ リスト統
計情報を表示します。

showcablemodemmac

1 つ以上の CM の MAC レイヤ情報を表示しま
す。

showcablemodemmaintenance

1 つ以上のケーブル モデムのステーション メン
テナンス（SM）エラー統計情報を表示します。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

showcablemodem rf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem phy

Command

Description

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem primary-channel

show cable modem primary-channel
すべてのモデムまたは 1 つの MAC ドメイン上のモデムの、プライマリ チャネルおよびホスト イ
ンターフェイスを表示するには、showcablemodemprimary-channel コマンドを使用します。
show cable modem [cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]] primary-channel [non-bonding-capable [legacy-ranging]] [wideband
[registered-traditional-docsis]]
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [cable slot/subslot/cable-interface-index] primary-channel
show cable modem primary-channel [non-bonding-capable [legacy-ranging]] [wideband
[registered-traditional-docsis]]
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。有効
範囲は 5 ～ 8 です。
Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。有効なサブスロットは
0 または 1 です。
Cisco cBR-8 ルータ：有効な値は 0 ～ 3 および
6 ～ 9 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。有効範囲は 0 ～
4 です（ケーブル インターフェイスにより異な
る）。
このインターフェイスは、Cisco cBR-8 ルータ
ではサポートされません。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem primary-channel

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

upstreamport

（任意）指定されたこのアップストリームを使
用するすべての CM に関する情報を表示しま
す。ケーブル インターフェイスの情報を表示す
る場合にのみこのオプションを指定できます。
port の有効範囲は 0 から始まります。上限値
は、ケーブル インターフェイス ライン カード
上のアップストリーム ポート数によって変わり
ます。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

___________________
コマンド モード
デフォルト

non-bonding-capable

ボンディングできないケーブル モデム、および
そのケーブル モデムのプライマリ ダウンスト
リームを表示します。

legacy-initial-ranging

レガシー INIT-RNG-REQ を使用してアクセスす
るモデムを表示します。

wideband

ワイドバンド オンライン モデムを表示します。

registered-traditional-docsis

DOCSIS3.0 以前の従来のモードで登録されてい
るワイドバンド ケーブル モデムを表示します。

なし EXEC（#）
特権
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem primary-channel

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加され
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
で実装されました。upstream キーワードが削除されました。
logical-channel-index が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、レガシー初期範囲設定を使用してアクセスされているボンディング
非対応のモデムや従来の DOCSIS 経由で登録されたワイドバンド ケーブル モデムなど、ボンディ
ング機能の点ではカテゴリが異なるモデムのプライマリダウンストリームチャネル情報を表示で
きます。
___________________
例

次に、showcablemodemprimary-channelnon-bonding-capable コマンドでの、個々のケーブル モデ
ムおよび、各ケーブル モデムのプライマリ ダウンストリーム チャネルの表示例を示します。
Router# show cable modem primary-channel non-bonding-capable
MAC Address IP Address Host MAC Prim Num Primary DS
Interface State Sid CPE Downstream RfId
000f.66f9.aa73 80.17.1.3 C6/0/0/U0 online(pt) 1 0 C6/0/0 255
0007.0e02.d7e9 80.17.1.7 C6/0/0/U0 online(pt) 5 0 Mo3/0/0:1 1
0013.10bb.22f9 80.17.1.2 C6/0/0/U0 online(pt) 2 0 Mo3/0/0:1 1
000f.66f9.b193 80.17.1.6 C6/0/0/U0 online(pt) 22 0 C6/0/0 255
0012.17ea.f3fb 80.17.1.4 C6/0/0/U0 online(pt) 23 0 C6/0/0 255
0013.10bb.23d1 80.17.1.5 C6/0/1/U1 online(pt) 5 0 C6/0/1 255

___________________
関連コマンド

Command

Description

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemvoice

検出された音声対応モデムを表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem primary-channel

Command

Description

showcableservice-voicedownstreamtype

uBR10-MC5x20 ライン カードに現在適用されて
いるダウンストリームのタイプを表示します。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem primary-channel summary total

show cable modem primary-channel summary total
Channel Grouping Domain（CGD）の下に、プライマリ ダウンストリーム チャネル情報によってグ
ループ化されたケーブル モデムの数を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemodemprimary-channelsummarytotal コマンドを使用します。
show cable modem primary-channel [cable slot/subslot/port] summary total
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem primary-channel [cable slot/subslot/cable-interface-index] summary total
___________________
構文の説明

slot

ケーブル インターフェイス ラインカードに使
用するスロット。有効値の範囲は 5 ～ 8 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードに使
用されているサブスロット。有効値の範囲は 0
～ 1 です。

port

MAC ドメインのホスト インターフェイス ポー
トとして使用するダウンストリーム ポート。有
効値の範囲は 0 ～ 4 です。

cable-interface-index

MAC ドメインのホスト インターフェイス。有
効範囲は 0 ～ 15 です。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータでサポー
トされています。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem primary-channel summary total

___________________
使用上のガイドライン プライマリ ダウンストリーム チャネルによってグループ化されたケーブル モデムの数を表示す
るには、showcablemodemprimary-channelsummarytotal コマンドを使用します。このコマンドを
使用して、ナローバンド モデムとワイドバンド モデムの情報を表示し、SPA または uBR10-MC
5x20プライマリダウンストリームに基づいて情報をグループ化することもできます。特定のケー
ブル MAC ドメインに基づいてモデムの情報を表示することもできます。
___________________
例

次に、各種のモデムが CGD ドメイン c6/0/0 の下にホスティングされているプライマリ チャネル
の属性の例を示します。
Router#show cable modem primary-channel
MAC Address
IP Address
Host
Interface
000f.66f9.aa73 80.17.1.2
C6/0/0/U0
000f.66f9.b193 80.17.1.3
C6/0/0/U0
0012.17ea.f3fb 80.17.1.5
C6/0/0/U0
0019.474a.d4f8 80.17.1.13
C6/0/0/U0
0000.cab7.7f1c 80.17.1.8
C6/0/0/U0
0019.474a.d3d4 80.17.1.11
C6/0/0/U0
0007.0e02.d7e9 80.17.1.10
C6/0/0/U0
0019.474a.cd82 80.17.1.20
C6/0/0/U0
0019.474a.d3fa 80.17.1.7
C6/0/0/U0
0018.6852.82ea 80.17.1.6
C6/0/0/U0
0013.10bb.23d1 80.17.1.12
C6/0/0/U0

MAC
State
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online

Prim
Sid
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
23

Num
CPE
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Primary
Downstream
C6/0/0
C6/0/0
C6/0/0
C6/0/0
C6/0/0
C6/0/0
C6/0/0
C6/0/0
C6/0/0
C6/0/0
Mo3/0/0:0

DS
RfId
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
0

次に、モデムを機能に基づいてグループ化した場合の例を示します。モデムがワイドバンドであ
るかナローバンドであるかが表示されています。このコマンドでは、モデムのプライマリ ダウン
ストリームのローカルも表示され、プライマリ ダウンストリームが SPA ダウンストリーム（リ
モート）であるか uBR10-MC 5x20（ローカル）であるかも表示されます。[Wideband] 列には、モ
デムのステータスがオンラインとワイドバンド オンラインのいずれであるかが表示されます。
Router#show cable modem primary-channel summary total
Cable Modem
Total Reg
Oper Unreg Offline Wideband initRC
Local Primary Narrowband:
C6/0/0
5
5
5
0
0
0
0
C6/0/1
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal:
5
5
5
0
0
0
0
Local Primary Wideband:
C6/0/0
5
5
5
0
0
0
0
C6/0/1
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal:
5
5
5
0
0
0
0
Remote Primary Narrowband:
Mo3/0/0:0
1
1
1
0
0
0
0
Subtotal:
1
1
1
0
0
0
0
Remote Primary Wideband:
Subtotal:
0
0
0
0
0
0
0
Total:
11
11
11
0
0
0
0

initD initIO initO 0-Blaze
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

次に、ケーブル MAC ドメイン c6/0/0 のプライマリ ダウンストリーム チャネルによってグループ
化されたモデムの例を示します。
Router#show cable modem primary-channel summary c6/0/0 total
Cable Modem
Total Reg
Oper Unreg Offline Wideband initRC initD initIO initO 0-Blaze
Local Primary Narrowband:
C6/0/0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Local Primary Wideband:
C6/0/0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem primary-channel summary total

Remote Primary Narrowband:
Mo3/0/0:0
1
1
1
Subtotal:
1
1
1
Remote Primary Wideband:
Subtotal:
0
0
0
Total:
11
11
11

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

次に、Cisco cBR-8 ルータ上の showcablemodemprimary-channelsummarytotal コマンドの出力例を
示します。
Router#show cable modem primary-channel summary C6/0/1 total
Load for five secs: 2%/0%; one minute: 2%; five minutes: 1%
Time source is NTP, 11:47:37.535 PST Thu May 7 2015
Cable Modem
Total Reg
Oper Unreg Offline Wideband initRC initD initIO initO

___________________
関連コマンド

Local Primary
In6/0/1:0
In6/0/1:1
Subtotal:

Narrowband:
1
1
1
1
0
0
2
1
1

0
1
1

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Local Primary
In6/0/1:0
In6/0/1:1
Subtotal:

Wideband:
22
22
37
37
59
59

22
37
59

0
0
0

0
0
0

22
37
59

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Total:

61

60

1

1

59

0

0

0

0

60

コマンド

説明

showcablemodem

登録済みのケーブル モデムと未登録のケーブル
モデムの情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem privacy

show cable modem privacy
登録済み CM と未登録 CM のプライバシー情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemodemprivacy コマンドを使用します。
Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem {ip-address| mac-address} privacy [verbose]
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem {ip-address| mac-address} privacy [verbose]
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem {ip-address| mac-address} privacy [verbose]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

ip-address

表示する特定のケーブル モデムの IPv4 または
IPv6 アドレス。ケーブル モデムの背後にある
CPE デバイスの IP アドレスを指定すると、そ
のケーブル モデムの情報が表示されます。

mac-address

表示する特定のケーブル モデムの MAC アドレ
ス。ケーブル モデムの背後にある CPE デバイ
スの MAC アドレスを指定すると、そのケーブ
ル モデムの情報が表示されます。

privacy

CM のプライバシー情報を表示します。

verbose

CM の詳細情報を表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem privacy

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、IP アドレスか MAC アドレスによって識別される特定のケーブル モデムのプラ
イバシー情報を表示します。
___________________
例

次の showcablemodemprivacy コマンドの出力例には、指定した MAC アドレスを使用している特
定のケーブル モデムのプライバシー情報が表示されています。
Router# show cable modem 0018.6835.2987 privacy
MAC Address
: 0018.6835.2987
Primary SID
: 10
BPI Mode
: BPI+
BPI State
: assign(tek)
Security Capabilities
:
Encryption
: DES-56
EAE
: Unsupported
Latest Key Sequence
: 2
Key Status
: Active
Remaining Lifetime
: 294 sec
Key Gracetime
: 60 sec
Current Key Sequence
: 2
CA Certificate Details
:
Certificate Serial
: 57BF2DF60E9FFBECF8E69709DE34BC26
Certificate Self-Signed : False
Certificate State
: Chained
CM Certificate Details
:
cable modem Certificate Serial
: 010244AF1A135202
cable modem Certificate State
: Chained
KEK Reject Code
: None
KEK Reject Reason
: No Information
KEK Invalid Code
: None
KEK Invalid Reason
: No Information
Primary SID Information
SID
Encryption Algorithm
Latest Sequence Number
Key Status
Remaining Lifetime
Key Gracetime
Current Sequence Number
Key Status
Remaining Lifetime
Key Gracetime
TEK Reject Code
TEK Reject Reason
TEK Invalid Code
TEK Invalid Reason

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
10
56-bit DES
5
Active
144 sec
60 sec
4
Active
54 sec
60 sec
None
No Information
None
No Information

指定した MAC アドレスに対する show cable modem privacy verbose コマンドの出力例
次に、特定の CM に対する verbose オプションの出力例を示します。
Router# show cable modem 0018.6835.2987 privacy verbose
MAC Address
Primary SID
BPI Mode
BPI State
Security Capabilities
Encryption
EAE
Latest Key Sequence

:
:
:
:
:
:
:
:
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0018.6835.2987
10
BPI+
assign(tek)
DES-56
Unsupported
2

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem privacy

Key Status
: Active
Remaining Lifetime
: 256 sec
Key Gracetime
: 60 sec
Authorization Key
: 2004065504831967119C16051FD722C5209E165F
Key Encryption Key
: F14EFC15118B6B06
Upstream HMAC Key
: 150E3F56451F6E033DEB79BCF819A9D8EAF6B95D
Downstream HMAC Key
: 9AA3EC8869D64927560589692CCE4C21F3DA9029
Current Key Sequence
: 2
Authorization Counters :
Authorization Infos
: 4
Authorization Requests : 2
Authorization Replies
: 2
Authorization Rejects
: 0
Authorization Invalids : 0
Traffic Key Counters
:
Traffic Key Requests
: 4
Traffic Key Replies
: 4
Traffic Key Rejects
: 0
Traffic Key Invalids
: 0
Certificate Counters
:
Untrusted Manufacturer
: 0
Untrusted cable modem Certificate : 0
Issuer Not Found
: 0
Invalid Signature
: 0
Expired Certificate
: 0
Certificate Not Activated: 0
Certificate in Hotlist
: 0
Public Key Mismatch
: 0
Invalid MAC
: 0
Invalid cable modem Certificate
: 0
CA Certificate Details
:
Certificate Serial
: 57BF2DF60E9FFBECF8E69709DE34BC26
Certificate Self-Signed : False
Certificate State
: Chained
CM Certificate Details
:
cable modem Certificate Serial
: 010244AF1A135202
cable modem Certificate State
: Chained
KEK Reject Code
: None
KEK Reject Reason
: No Information
KEK Invalid Code
: None
KEK Invalid Reason
: No Information
Primary SID Information
:
SID
: 10
Encryption Algorithm
: 56-bit DES
Latest Sequence Number : 5
Key Status
: Active
Remaining Lifetime
: 106 sec
Key Gracetime
: 60 sec
Hardware Keys Match
: True
DES Key
: 156819BF016E139B
DES IV
: 07291CAE15AD0845
Current Sequence Number : 4
Key Status
: Active
Remaining Lifetime
: 16 sec
Key Gracetime
: 60 sec
Hardware Keys Match
: True
DES Key
: 23EF1C9801F40EE3
DES IV
: 163D19831AFB25DC
TEK Requests
: 4
TEK Replies
: 4
TEK Rejects
: 0
TEK Invalids
: 0
TEK Receive Errors
: 0
TEK Reject Code
: None
TEK Reject Reason
: No Information
TEK Invalid Code
: None
TEK Invalid Reason
: No Information

次の表で、showcablemodemprivacy コマンドの出力に表示される主要なフィールドについて説明
します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2167

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem privacy

表 124：show cable modem privacy のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。

Prim SID

CM に割り当てられているプライマリ SID。

BPI Mode

使用中のベースライン プライバシー インター
フェイス（BPI）モード。

BPI State

BPI の状態を表示します。

Security Capabilities

暗号化アルゴリズム、および初期認証と暗号化
（EAE）などのモデムのセキュリティ機能。

Encryption

使用中の暗号化方式。

EAE

EAE サポート。

Latest Key Sequence

最新のキー シーケンス番号。

Key Status

キーのステータス：アクティブかどうか。

Remaining Lifetime

キーの残存ライフタイム（秒）。

Key Gracetime

キーが使用できる猶予時間（秒）。

Authorization Key

認証キー コード。

Key Encryption Key

トラフィック キーの暗号化に使用されるキー。

Upstream HMAC Key

アップストリームのハッシュ メッセージ認証
コード（HMAC）キー。

Downstream HMAC Key

ダウンストリームのハッシュ メッセージ認証
コード（HMAC）キー。

Current Key Sequence

現在のキー シーケンス番号。

Authorization Counters

認証カウンタ情報。

Authorization Infos

認証情報。

Authorization Requests

承認済み要求の数。

Authorization Replies

承認済み応答の数。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem privacy

フィールド

説明

Authorization Rejects

拒否された認証。

Authorization Invalids

無効な認証。

Traffic Key Counters

トラフィック キー カウンタ情報。

Traffic Key Requests

トラフィック キー要求の数。

Traffic Key Replies

トラフィック キー応答の数。

Traffic Key Rejects

トラフィック キー拒否の数。

Traffic Key Invalids

無効なトラフィック キーの数。

Certificate Counters

証明書カウンタ情報。

Untrusted Manufacturer

信頼できないメーカーの数。

Untrusted cable modem Certificate

信頼できないケーブル モデム証明書の数。

Issuer Not Found

データベースに見つからない証明書発行者の
数。

Invalid Signature

無効な署名の数。

Expired Certificate

期限切れになった証明書の数。

Certificate Not Activated

アクティブ化されていない証明書の数。

Certificate in Hotlist

ホットリストに含まれる証明書の数。

Public Key Mismatch

公開キーの不一致の数。

Invalid MAC

無効な MAC の数。

Invalid cable modem Certificate

無効なケーブル モデム証明書の数。

CA Certificate Details

CA 証明書の情報。

Certificate Serial

CA 証明書のシリアル番号。

Certificate Self-Signed

自己署名付き CA 証明書。

Certificate State

CA 証明書の現在の状態。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem privacy

フィールド

説明

CM Certificate Details

CM 証明書の情報。

CM Certificate Serial

CM 証明書のシリアル番号。

CM Certificate State

ケーブル モデムの証明書の現在の状態。

KEK Reject Code

Key Encryption Key（KEK）拒否コード。

KEK Reject Reason

KEK の拒否理由。

KEK Invalid Code

KEK の無効なコード。

KEK Invalid Reason

無効な KEK の理由。

Primary SID Information

この CM に割り当てられているプライマリ
SID。

SID

CM によって使用される SID。

Encryption Algorithm

使用中の暗号アルゴリズム。

Latest Sequence Number

最新のシーケンス番号。

Current Sequence Number

現在のシーケンス番号。

Hardware Keys Match

ハードウェア キーの一致。

DES Key

データ暗号規格（DES）キー番号。

DES IV

初期化ベクトル。AES または DES のいずれか
です。

TEK Requests

トラフィック交換キー（TEK）要求の数を表示
します。

TEK Replies

TEK 要求の数。

TEK Rejects

TEK 拒否の数。

TEK Invalids

無効な TEK の数。

TEK Receive Errors

TEK が受信したエラーの数。

TEK Reject Code

TEK の拒否コード。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem privacy

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

TEK Reject Reason

TEK の拒否理由。

TEK Invalid Code

TEK の無効コード。

TEK Invalid Reason

TEK の無効理由。

コマンド

説明

cableprivacy

ケーブル インターフェイスで BPI+ 暗号化を有
効にして設定します。

cableprivacykek

KEK およびタイムアウト間隔を設定します。

cableprivacytek

TEK およびタイムアウト間隔を設定します。

showcableprivacy

BPI のステータスおよび動作に関する情報を表
示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem qos

show cable modem qos
特定のケーブル モデム（CM）の Quality of Service（QoS）およびサービス フロー情報を表示する
には、特権 EXEC モードで showcablemodemqos コマンドを使用します。
show cable modem {ip-address| mac-address| name fqdn} qos [service-class| verbose]
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem {ip-address| mac-address} qos [service-class| verbose]
___________________
構文の説明

ip-address

表示する特定の CM の IPv4 または IPv6 アドレ
ス。CM の背後にある CPE デバイスの IP アド
レスを指定すると、その CM の情報が表示され
ます。

mac-address

表示する特定の CM の MAC アドレス。CM の
背後にある CPE デバイスの MAC アドレスを指
定すると、その CM の情報が表示されます。

namefqdn

（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

___________________
コマンド モード

service-class

（任意）特定のケーブル モデムの各サービス
フローに関連付けられているサービス クラス名
を表示します。

verbose

（任意）CM の各サービス フロー ID（SFID）
の詳細情報を表示します。

特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem qos

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3XA

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が
変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するための
サポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オプ
ションが追加されました。

12.2(33)SCC

コマンドの出力が変更され、特定のサービス フローのトラフィック ピー
ク レート値が表示されるようになりました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。service-class キーワードが追加され、特
定のケーブル モデムの各サービス フローのサービス クラス名が表示され
るようになりました。

12.2(33)SCG

コマンドの出力が変更され、すべてのダウンストリーム サービス フロー
のスケジューリング タイプが「N/A」として表示されるようになりまし
た。

12.2(33)SCI1

コマンドの出力が変更され、ダウンストリーム サービス フローの IP ToS
Overwrite（AND-mask、OR-mask）が表示されるようになりました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ で実
装されました。name 変数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、CM に現在使用されているサービス フローを表示します。デフォルト形式の出
力では各行に 1 つのサービス フローが表示されますが、verbose キーワードを使用すると、各行
に完全な情報が表示されます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）設定を使用した動作
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem qos

ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示することも
できます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機し、コマンドを再試行します。

ヒント

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG 以降、show cable modem qos コマンドの出力で、すべてのダウ
ンストリーム サービス フロー（DS-SF）のスケジューリング タイプが「N/A」として表示さ
れ、DS-SF はスケジューリング タイプを持たないことが示されるようになりました。

___________________
例

次に、MAC アドレスで指定された特定の CM に対する showcablemodemqos コマンドの出力例を
示します。
Router# show cable modem 0010.7bb3.fcd1 qos
Sfid
3
4

___________________
例

Dir Curr Sid
State
US act
1
DS act
N/A

Sched
Type
BE
BE

Prio MaxSusRate

MaxBrst

MinRsvRate

Throughput

7
0

1522
1522

100000
0

0
0

2000000
4000000

次に、IP アドレスで指定された特定の CM に対する showcablemodemqos コマンドの出力例を示し
ます。
Router# show cable modem 22.1.1.10 qos
Sfid
7

Dir Curr Sid
State
US act
3

Sched
Type
BE
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Prio MaxSusRate

MaxBrst

MinRsvRate

Throughput

0

3044

0

0

0

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem qos

9
10
8

___________________
例

US
US
DS

act
act
act

4
5
N/A

BE
BE
BE

0
0
0

1000000
1000000
0

65224
65224
3044

0
0
0

0
0
0

次に、IP アドレスで指定された特定の CM に対する verbose 形式の showcablemodemqos コマンド
の出力例を示します。
Router# show cable modem 22.1.1.10 qos verbose
Sfid
Current State
Sid
Traffic Priority
Maximum Sustained rate
Maximum Burst
Mimimum Reserved rate
Minimum Packet Size
Admitted QoS Timeout
Active QoS Timeout
Maximum Concatenated Burst
Scheduling Type
Request/Transmission policy
IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]
Current Throughput
Sfid
Current State
Sid
Traffic Priority
Maximum Sustained rate
Maximum Burst
Mimimum Reserved rate
Minimum Packet Size
Admitted QoS Timeout
Active QoS Timeout
Maximum Concatenated Burst
Scheduling Type
Request/Transmission policy
IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]
Current Throughput
Sfid
Current State
Sid
Traffic Priority
Maximum Sustained rate
Maximum Burst
Mimimum Reserved rate
Minimum Packet Size
Admitted QoS Timeout
Active QoS Timeout
Maximum Concatenated Burst
Scheduling Type
Request/Transmission policy
IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]
Current Throughput
Sfid
Current State
Sid
Traffic Priority
Maximum Sustained rate
Maximum Burst
Mimimum Reserved rate
Minimum Packet Size
Admitted QoS Timeout
Active QoS Timeout
Maximum Latency
Current Throughput

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
Active
3
0
0 bits/sec
3044 bytes
0 bits/sec
64 bytes
200 seconds
0 seconds
1522 bytes
Best Effort
0x0
0xFF, 0x0
0 bits/sec, 0 packets/sec
9
Active
4
0
1000000 bits/sec
65224 bytes
0 bits/sec
64 bytes
0 seconds
0 seconds
1522 bytes
Best Effort
0x0
0xFF, 0x0
0 bits/sec, 0 packets/sec
10
Active
5
0
1000000 bits/sec
65224 bytes
0 bits/sec
64 bytes
0 seconds
0 seconds
1522 bytes
Best Effort
0x0
0xFF, 0x0
0 bits/sec, 0 packets/sec
8
Active
N/A
0
0 bits/sec
3044 bytes
0 bits/sec
64 bytes
200 seconds
0 seconds
0 usecs
0 bits/sec, 0 packets/sec
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem qos

次に、特定のサービス フローのトラフィック ピーク レート値を表示する verbose 形式の
showcablemodemqos コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem 22.1.1.10 qos verbose
Sfid
Current State
Sid
Traffic Priority
Maximum Sustained rate
Maximum Burst
Minimum Reserved rate
Minimum Packet Size
Admitted QoS Timeout
Active QoS Timeout
Maximum Concatenated Burst
Scheduling Type
Request/Transmission policy
IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]
Peak Rate
Current Throughput

___________________
例

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

40
Active
35
4
20000000 bits/sec
20000000 bytes
0 bits/sec
0 bytes
200 seconds
0 seconds
65535 bytes
Best Effort
0x0
0xFF, 0x0
50000000 bits/sec
0 bits/sec, 0 packets/sec

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF 以降、service-class キーワードがサポートされています。
次に、IP アドレスで指定された特定の CM に対して service-class オプションを指定して
showcablemodemqos コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem 22.1.1.10 qos service-class
Sfid Dir Sched MaxSusRate MaxBrst
MinRsvRate SrvClassName
Type
33
US BE
0
3044
0
us_srvclass_ts1
35
US BE
0
3044
0
us_srvclass_ts2
34
DS BE
0
3044
0
ds_srvclass_ts1
36
DS BE
0
3044
0
ds_srvclass_ts2

次の表で、showcablemodemqos の出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 125：show cable modem qos のフィールドの説明

フィールド

説明

Sfid

このサービス フローのサービス フロー ID
（SFID）を示します。

Dir

サービス フローをダウンストリーム（DS）方
向とアップストリーム（US）方向のどちらに適
用するかを示します。

Curr State

Current State：サービス フローの現在の状態
（[Active] または [Inactive]）を示します。

Sid

この SFID に関連付けられたサービス ID（SID）
を示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem qos

フィールド

説明

Sched Type

このサービス フローのスケジューリング タイ
プを示します。
• BE：ベストエフォート
• NRTPS：非リアルタイム ポーリング サー
ビス
• N/A：スケジューリング タイプはサービス
フローに適用されません。
• RTPS：リアルタイム ポーリング サービス
• RSVD：予約済み、未使用
• UGS_AD：アクティビティ検出による非送
信請求許可サービス
• UGS：非送信請求許可サービス
• UNDEF：未定義。

Prio

このサービス フローに付与されたトラフィック
優先順位（0 ～ 7）。

MaxSusRate

最大サステイン レート値（bps）。

MaxBrst

最大バースト値（バイト）。

MinRsvRate

最小リザーブド レート（bps）。

Throughput

このサービス フローの現在のスループット（パ
ケット/秒）。

SrvClassName

このサービス フローに関連付けられているサー
ビス クラス名。

Minimum Packet Size

このサービス フローで想定される最小リザーブ
ド レート パケット サイズ（バイト）。

Admitted QoS Timeout

許可済み QoS パラメータのタイムアウト
（秒）。サービス フローの許可済み QoS パラ
メータ セットのリソースがアクティブな QoS
パラメータ セットによって許可されたリソース
を超過した場合に、CMTS がそのリソースを保
持する必要のある時間の長さを指定します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem qos

___________________
例

フィールド

説明

Active QoS Timeout

アクティブな QoS パラメータのタイムアウト
（秒）。アクティブなサービス フロー上でリ
ソースを未使用のまま保持できる時間の上限を
指定します。

Maximum Latency

このサービス フローを使用するパケットに許可
されているダウンストリームの最大遅延時間
（マイクロ秒）。

次に、Cisco cBR-8 ルータ上の show cable modem qos service-class コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem 209.165.200.227 qos service-class
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is NTP, 12:54:01.136 PST Thu May 7 2015
Sfid
7
8

Dir Sched
Type
US BE
DS N/A

MaxSusRate

MaxBrst

MinRsvRate

0
0

3044
3044

0
0

SrvClassName

Router#

次に、Cisco cBR-8 ルータ上の show cable modem qos verbose コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem 209.165.200.227 qos verbose
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is NTP, 12:58:21.820 PST Thu May 7 2015
Sfid
Current State
Sid
Service Class Name
Traffic Priority
Maximum Sustained rate
Maximum Burst
Minimum Reserved rate
Minimum Packet Size
Admitted QoS Timeout
Active QoS Timeout
Maximum Concatenated Burst
Scheduling Type
Request/Transmission policy
IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]
Peak Rate
Current Throughput

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
Active
1

Sfid
Current State
Sid
Low Latency App
Service Class Name
Traffic Priority
Maximum Sustained rate
Maximum Burst
Minimum Reserved rate
Minimum Packet Size
Admitted QoS Timeout
Active QoS Timeout

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

8
Active
N/A
No
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7
0 bits/sec
3044 bytes
0 bits/sec
0 bytes
0 seconds
0 seconds
1522 bytes
Best Effort
0x0
0xFF, 0x0
0 bits/sec
308 bits/sec, 0 packets/sec

0
0 bits/sec
3044 bytes
0 bits/sec
0 bytes
200 seconds
0 seconds

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem qos

Maximum Latency
Peak Rate
Current Throughput

: 0 usecs
: 0 bits/sec
: 0 bits/sec, 0 packets/sec

Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableqospermission

ケーブル ルータの QoS テーブルを更新するた
めの権限を指定します。

cableqosprofile

QoS プロファイルを設定します。

cableservice-flowinactivity-timeout

動的なサービス フローがアクティビティを実行
せずにシステムに存在できる時間を設定しま
す。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemaccess-group

特定のケーブル インターフェイス上の CM のア
クセス グループを表示します。

showcablemodemcalls

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。

showcablemodemclassifiers

特定の CM の分類子に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemregistered

Cisco CMTS ルータに登録済みとしてマークさ
れている CM のリストを表示します。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

showcablemodemunregistered

Cisco CMTS ルータに未登録としてマークされ
ている CM のリストを表示します。

showcablemodulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem qos

Command

Description

showinterfacecableqosparamset

DOCSIS 1.1 QoS パラメータ セットを表示しま
す。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。

showcableqosprofile

Cisco CMTS ルータの Quality of Service（QoS）
プロファイルを表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem reduction-mode mta-battery

show cable modem reduction-mode mta-battery
バッテリ バックアップ モードのケーブル モデムのチャネル ボンディング ダウングレードを設定
するには、特権 EXEC モードで show cable modem reduction-mode mta-battery コマンドを使用し
ます。
show cable modem reduction-mode mta-battery
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCI2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.16.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン バッテリ バックアップ モードでのチャネル ボンディング ダウングレードの設定を検証するには、
show cable modem reduction-mode mta-battery コマンドを使用します。このコマンドは、バッテ
リ バックアップ モードのケーブル モデムのチャネル ボンディングのダウングレード情報を表示
します。
___________________
例

次に、バッテリ バックアップ モードのケーブル モデムのチャネル ボンディング ダウングレード
情報の例を示します。
Router# show cable modem reduction-mode mta-battery
Load for five secs: 2%/0%; one minute: 3%; five minutes: 2%
Time source is NTP, *13:36:15.619 CST Thu Jul 16 2015
Orig BG Curr BG
I/F MAC Address ID I/F RFs ID I/F Upstream
------- -------------- ---- ----------- --- ---- ----------- -------C8/0/1 7cb2.1b0f.ea58 6146 Wi8/0/0:1 8 6165 Wi8/0/0:20 US0
C8/0/1 7cb2.1b9c.8ed4 6146 Wi8/0/0:1 8 6173 Wi8/0/0:28 US1
C8/0/1 0025.2eaf.6f44 6146 Wi8/0/0:1 8 6173 Wi8/0/0:28 US0
Router#
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem reduction-mode mta-battery

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable reduction-mode mta-battery

バッテリ バックアップ モードのケーブル モデ
ムのチャネル ボンディング ダウングレードを
設定します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem registered

show cable modem registered
Cisco CMTS に登録されているケーブル モデム（CM）のリストを表示するには、特権 EXEC モー
ドで showcablemodemregistered コマンドを使用します。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] registered
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]| name fqdn] registered
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable slot/subslot/cable-interface-index ] registered
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定の CM の IPv4 または IPv6
アドレス。CM の背後にある CPE デバイスの IP
アドレスを指定すると、その CM の情報が表示
されます。

mac-address

（任意）表示する特定の CM の MAC アドレス。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 お
よび 6 ～ 9 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem registered

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
Cisco cBR-8 ルータ：有効なサブスロットは 0
です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 4
です（ケーブル インターフェイスによっ
て異なる）。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

upstreamport

（任意）指定したアップストリーム ポートを使
用しているすべての CM に関する情報を表示し
ます。ケーブル インターフェイスの情報を表示
する場合にのみこのオプションを指定できま
す。port の有効範囲は 0 から始まります。上限
値は、ケーブル インターフェイス ライン カー
ドによってサポートされているアップストリー
ム ポート数によって変わります。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem registered

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックスを表示しま
す。有効値は 0 と 1 です。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

namefqdn

このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
Cisco CMTS に登録されているケーブル モデム
のリストを表示します。

registered

___________________
コマンド デフォルト

Cisco CMTS ルータに登録されているすべての CM のリストが表示されます。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が
変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するための
サポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オプ
ションが追加されました。
• 出力フィールドの配置が変更されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem registered

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加されま
した。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ で実
装されました。upstream キーワードと upstream キーワードが削除されま
した。logical-channel-index が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン OperationwithHotStandbyConnection-to-ConnectionProtocol(HCCP)Configuration
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示することも
できます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機し、コマンドを再試行します。

ヒント

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem registered

___________________
例

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA で showcablemodemregistered コマンドを実行した場合のデ
フォルト形式の出力例を示します。
Router# show cable modem registered
Interface Prim Online
Timing Rec
Sid State
Offset Power
C3/0/U0
1
online(pt)
2024
0.00
C3/0/U0
2
online(pt)
2032
0.00
C3/0/U0
3
online(pt)
2024
0.50
C3/0/U0
4
online(pt)
3079
0.00
C3/0/U0
5
online(pt)
2558
-1.00
C3/0/U0
6
online(pt)
3083
-0.50

QoS CPE IP address
5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0

10.74.1.60
10.74.1.58
10.74.1.61
10.74.1.48
10.74.1.50
10.74.1.42

MAC address
0000.cadb.0bae
0000.cadb.0512
0000.cadb.04b2
0003.e3a6.7f71
0010.7b6b.77ed
0030.80bc.22b9

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)BC で showcablemodemregistered--> コマンドを実行した場合の
デフォルト形式の出力例を示します。
Router# show cable modem registered
Interface

Prim
Sid
Cable3/0/U0 1
Cable3/0/U0 2

Online
State
online
online

Timing Rec
QoS CPE IP address
Offset Power
2812
-0.25 5
1
10.18.1.5
2804
0.50 5
0
10.18.1.9

MAC address
0030.80bc.2303
0006.2854.73f5

次に、特定のケーブル インターフェイスに対する showcablemodemregistered コマンドの出力例を
示します。
Router# show cable modem c8/1/0 registered
Interface Prim
Sid
C8/1/0/U1 1
C8/1/0/U4 2
C8/1/0/U4 3

Online
State
online
online
online

Timing Rec
Offset Power
1548
0.00
1925
0.00
1918
-0.50

QoS CPE IP address

MAC address

5
5
2

0050.7366.1243
0002.b970.0027
0006.5314.858d

0
0
0

10.1.1.11
10.1.1.10
10.1.1.10

次に、IP アドレスで指定された単一の CM に対する showcablemodemregistered コマンドの出力例
を示します。
Router# show cable modem 22.1.1.10 registered
Interface Prim Online
Sid State
C8/1/0/U4 3
online

Timing Rec
Offset Power
1918
-0.75

QoS CPE IP address

MAC address

2

0006.5314.858d

0

10.1.1.10

次に、MAC アドレスで指定された単一の CM に対する showcablemodemregistered コマンドの出
力例を示します。
Router# show cable modem 0006.5314.858d registered
Interface Prim Online
Sid State
C8/1/0/U4 3
online

Timing Rec
Offset Power
1918
-0.25

QoS CPE IP address

MAC address

2

0006.5314.858d

0

10.1.1.10
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem registered

（注）

[Receive Power] 列のアスタリスク（*）は、その CM に対して電力調整が行われたことを示し
ます。[Receive Power] 列の感嘆符（!）は、CM が電力送信の最大レベルに達したため、電力レ
ベルをそれ以上増やせないことを示します。[Timing Offset] 列の感嘆符（!）は、CM が
cablemap-advance コマンドで指定された最大遅延時間および最大タイミング オフセットを超
過したことを示します。[MAC State] 列のシャープ記号（#）は、cabletftp-enforcemark-only コ
マンドが使用されており、登録前に CM が DOCSIS コンフィギュレーション ファイルの TFTP
ダウンロードを試行する必要があるにもかかわらず、CM がこれを実行しなかったことを示し
ます（Cisco IOS リリース 12.1(11b)EC1 および Cisco IOS リリース 12.2(8)BC2 以降のリリー
ス）。

ヒント

showcablemodem コマンドでは CM タイミング オフセットが DOCSIS ティック単位で表示され
ますが、cablemap-advance のような他のコマンドではオフセットはマイクロ秒単位で表示され
ます。マイクロ秒から DOCSIS ティックに単位変換するには次の方法を使用します。ティック
= マイクロ秒 X 64/6.25。
次の表で、showcablemodemregistered の出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 126：show cable modem registered のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

この CM に対してアップストリームを提供する
ケーブル インターフェイス ライン カード。

Prim SID

この CM に割り当てられているプライマリ
SID。

Online State

MAC レイヤの現在の状態。登録済み CM の場
合は「online」と表示されます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem registered

フィールド

説明

Timing Offset

CMTS 上で認識される CM のタイミング オフ
セット（ティック単位）。（ここで使用する
ティックは、6.25/64 マイクロ秒です。）これ
は、特定のケーブル モデムが送信を予定してい
た時点から、Cisco CMTS が実際に受信した時
点までの遅延です。
（注）

（注）

Rec Power

[Timing Offset] 列の感嘆符（!）は、
CM が cablemap-advance コマンドで
指定された最大遅延時間および最大
タイミング オフセットを超過したこ
とを示します。
ここで表示されるタイミングオフセッ
トは、通常
showcablemodemremote-query コマン
ドで表示される [TX Time Offset] の値
より小さな値になります。これは、後
者の値は CM で認識されるオフセット
であり、これには CM ソフトウェアが
送信を開始してからビットが実際に
ローカル ケーブル インターフェイス
に到達するまでの内部遅延すべてが含
まれるためです。

CM の受信電力レベル（dB 単位）。
（注）

[RxPwr] 列のアスタリスク（*）は、
その CM に対して電力調整が行われ
たことを示します。感嘆符（!）は、
CM が最大電力送信レベルに達してお
り、電力レベルをそれ以上上げられ
ないことを示します。

QoS

CM に割り当てられている QoS プロファイルを
表示します（DOCSIS 1.1 および DOCSIS 2.0 の
CM のみ）。

CPE

CM が接続を提供している CPE デバイスの数を
示します。

IP Address

DHCP サーバが CM に割り当てた IP アドレス。

MAC Address

CM の MAC アドレス。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem registered

次に、特定の IP アドレス、MAC アドレス、およびケーブル インターフェイスを指定して
showcablemodem registered コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router#show cable modem 192.180.2.26 reg
Router#show cable modem 192.180.2.26 registered
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is NTP, 13:24:27.869 PST Thu May 7 2015
Interface
Prim Online
Timing Rec
QoS CPE IP address
Sid State
Offset Power
C6/0/1/UB
1
w-online(pt) 1769
-1.50 2
0
192.180.2.26
Router#show cable modem c8fb.26a7.e6fe registered
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is NTP, 13:24:02.590 PST Thu May 7 2015
Interface
Prim Online
Timing Rec
QoS CPE IP address
Sid State
Offset Power
C6/0/1/UB
1
w-online(pt) 1769
-1.50 2
0
192.180.2.26
Router#show cable modem c6/0/1 registered
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is NTP, 13:24:58.402 PST Thu May 7 2015
Interface
Prim Online
Timing Rec
QoS CPE IP address
Sid State
Offset Power
C6/0/1/UB
1
w-online(pt) 1769
-1.50 2
0
192.180.2.26
C6/0/1/UB
2
w-online(pt) 1771
-1.00 2
0
192.180.2.24
C6/0/1/UB
3
w-online(pt) 1772
-0.50 2
0
192.180.2.34
C6/0/1/UB
4
w-online(pt) 1771
-2.00 2
0
192.180.2.11
C6/0/1/UB
6
w-online(pt) 1773
-1.50 2
0
192.180.2.68
C6/0/1/UB
7
w-online(pt) 1771
-1.50 2
0
192.180.2.23
C6/0/1/UB
8
w-online(pt) 1769
-1.50 2
0
192.180.2.50
C6/0/1/UB
9
w-online(pt) 1770
-1.50 2
0
192.180.2.48
C6/0/1/UB
10
w-online(pt) 1771
-1.50 2
0
192.180.2.14
C6/0/1/UB
11
w-online(pt) 1773
-1.00 2
0
192.180.2.64
C6/0/1/UB
12
w-online(pt) 1770
-0.50 2
0
192.180.2.56
C6/0/1/UB
13
w-online(pt) 1770
-1.50 2
0
192.180.2.20
C6/0/1/UB
14
w-online(pt) 1772
-1.00 2
1
192.180.2.16
C6/0/1/UB
15
w-online(pt) 1767
-1.00 2
0
192.180.2.27
C6/0/1/UB
16
w-online(pt) 1772
-0.50 2
0
192.180.2.43
C6/0/1/UB
17
w-online(pt) 1768
-1.50 2
0
192.180.2.39
C6/0/1/UB
18
w-online(pt) 1771
-1.00 2
0
192.180.2.49
C6/0/1/UB
20
w-online(pt) 1771
-1.50 2
0
192.180.2.55
C6/0/1/UB
21
w-online(pt) 1771
-1.00 2
0
192.180.2.59
C6/0/1/UB
22
w-online(pt) 1781
-1.00 2
0
192.180.2.7
C6/0/1/UB
23
w-online(pt) 1771
-0.50 2
0
192.180.2.46
C6/0/1/UB
24
w-online(pt) 1770
-0.50 2
0
192.180.2.19
C6/0/1/UB
25
w-online(pt) 1770
-1.00 2
0
192.180.2.69
C6/0/1/UB
26
w-online(pt) 1771
-0.50 2
0
192.180.2.31
C6/0/1/UB
27
w-online(pt) 1771
-1.50 2
0
192.180.2.70
C6/0/1/UB
28
w-online(pt) 1773
-1.50 2
0
192.180.2.57
C6/0/1/UB
29
w-online(pt) 1770
-1.50 2
0
192.180.2.42
C6/0/1/UB
30
w-online(pt) 2087
-0.50 2
0
192.180.2.9
C6/0/1/UB
31
w-online(pt) 1772
-1.50 2
0
192.180.2.36
C6/0/1/UB
32
w-online(pt) 1771
-0.50 2
0
192.180.2.67
C6/0/1/UB
33
w-online(pt) 1768
-1.00 2
0
192.180.2.41
C6/0/1/UB
34
w-online(pt) 1773
-0.50 2
0
192.180.2.45
C6/0/1/UB
35
w-online(pt) 1771
-1.00 2
0
192.180.2.52
C6/0/1/UB
36
w-online(pt) 1773
-1.00 2
0
192.180.2.51
C6/0/1/UB
37
w-online(pt) 1770
-1.50 2
0
192.180.2.47
C6/0/1/UB
38
w-online(pt) 1773
-1.00 2
0
192.180.2.35
C6/0/1/UB
39
w-online(pt) 1770
-1.50 2
0
192.180.2.72
C6/0/1/UB
40
w-online(pt) 1769
-0.50 2
0
192.180.2.38
C6/0/1/UB
41
w-online(pt) 1773
-0.50 2
0
192.180.2.33
C6/0/1/UB
42
w-online(pt) 1773
-1.00 2
0
192.180.2.40
C6/0/1/UB
43
w-online(pt) 1772
-1.50 2
0
192.180.2.66
C6/0/1/UB
44
w-online(pt) 1768
-1.50 2
0
192.180.2.12
C6/0/1/UB
45
w-online(pt) 1768
-2.00 2
0
192.180.2.21
C6/0/1/UB
46
w-online(pt) 1768
-2.00 2
0
192.180.2.25
C6/0/1/UB
47
w-online(pt) 1771
-2.00 2
0
192.180.2.15
C6/0/1/UB
48
w-online(pt) 1772
-1.00 2
0
192.180.2.29
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MAC address
c8fb.26a7.e6fe

MAC address
c8fb.26a7.e6fe

MAC address
c8fb.26a7.e6fe
c8fb.26a7.ef06
c8fb.26a8.067c
c8fb.26a8.08ca
c8fb.26a8.08d6
c8fb.26a7.ef0c
c8fb.26a7.fd72
c8fb.26a8.0688
c8fb.26a7.e6dc
c8fb.26a8.08b8
c8fb.26a8.060a
c8fb.26a7.ef00
c8fb.26a7.ef08
c8fb.26a7.eef6
c8fb.26a8.05b2
c8fb.26a8.0606
c8fb.26a8.0682
c8fb.26a8.0a0c
c8fb.26a8.0604
c8fb.2633.8c94
c8fb.26a8.05c0
c8fb.26a7.eefc
c8fb.26a8.09ee
c8fb.26a8.05c6
c8fb.26a8.08d4
c8fb.26a8.05b8
c8fb.26a8.05c4
54d4.6f88.5cd8
c8fb.26a8.0678
c8fb.26a8.09ec
c8fb.26a8.05b6
c8fb.26a8.051a
c8fb.26a8.067a
c8fb.26a8.0684
c8fb.26a7.fd76
c8fb.26a8.0a04
c8fb.26a8.0a0a
c8fb.26a8.05bc
c8fb.26a8.0674
c8fb.26a8.067e
c8fb.26a8.09f8
c8fb.26a8.0610
c8fb.26a7.ef0e
c8fb.26a7.e6d8
c8fb.26a7.e6da
c8fb.26a7.e636

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem registered

C6/0/1/UB
C6/0/1/UB
C6/0/1/UB
C6/0/1/UB
C6/0/1/UB
C6/0/1/UB
C6/0/1/UB
C6/0/1/UB
C6/0/1/UB
C6/0/1/UB
C6/0/1/UB
C6/0/1/UB
C6/0/1/UB
C6/0/1/U1
C6/0/1/U0

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
61
62
63
19
5

w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)
online(pt)

1770
1769
1770
1769
1769
1771
1772
1769
1768
1771
1777
1772
1772
1772
1769

-1.50
-1.00
-1.50
-1.00
-1.00
-1.00
-1.50
-1.00
-2.00
-1.00
-1.00
-1.50
-1.50
-1.00
-1.00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

192.180.2.44
192.180.2.28
192.180.2.71
192.180.2.6
192.180.2.37
192.180.2.22
192.180.2.58
192.180.2.53
192.180.2.32
192.180.2.13
192.180.2.119
192.180.2.17
192.180.2.30
192.180.2.18
192.180.2.8

c8fb.26a8.0676
c8fb.26a7.ef20
c8fb.26a8.09e2
c8fb.26a8.09e0
c8fb.26a8.0690
c8fb.26a7.e680
c8fb.26a8.0a02
c8fb.26a8.04fe
c8fb.26a7.fd78
c8fb.26a8.08c4
0023.bee1.eb54
c8fb.26a7.ef10
c8fb.26a7.ef0a
0019.474a.d5ae
0016.924f.8200

Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemaccess-group

特定のケーブル インターフェイス上の CM のア
クセス グループを表示します。

showcablemodemcalls

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。

showcablemodemclassifiers

特定の CM の分類子に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemcpe

特定の CM を経由してケーブル インターフェイ
スにアクセスする CPE デバイスを表示します。

showcablemodemoffline

Cisco CMTS からオフラインとしてマークされ
ている CM のリストを表示します。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showcablemodemunregistered

Cisco CMTS に未登録としてマークされている
CM のリストを表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem registered

Command

Description

showcablemodemvendor

各ケーブル インターフェイス上の CM のベン
ダー名または組織固有識別子（OUI）を表示し
ます。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem remote-query

show cable modem remote-query
リモート クエリー機能によって収集された情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemodemremote-query コマンドを使用します。
show cable modem remote-query
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(7)XR、12.1(2)T

このコマンドが導入されました。

12.1(2)EC1

このコマンドのサポートが 12.1 EC トレインに追加されました。

12.2(4)BC1b

このコマンドのサポートが 12.2 BC トレインに追加されました。

12.3(23)BC

SNMP 要求の実行中にモデムのステータスを表示するためのサ
ポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン cablemodemremote-query コマンドでリモート クエリー機能をイネーブルにし、設定を行ってい
る場合、収集された統計情報がこのコマンドで表示されます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.1 CX および Cisco IOS リリース 12.2 BC 以降では、
showcablemodemremote-query コマンドの代わりに showcablemodemphy コマンドを使用しま
す。

ヒント

このコマンドで表示される情報は、CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY-MIB 内の属性をクエリー
して表示することもできます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem remote-query

（注）

___________________
例

また、ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）構成におけるこのコマンドの動作に関す
る情報を参照してください。

次に、showcablemodemremote-query コマンドの一般的な出力例を示します。この例では、最後の
CM（IP アドレス：10.200.71.2）は、リモート クエリー機能へのアクセスを可能にする SNMP コ
ミュニティ文字列の設定がなされていません。
Router# show cable modem remote-query
Remote Query Polling State : Active
IP address
MAC address
S/N
Ratio
10.200.71.8
0001.9659.47af 36.6
10.200.71.4
0001.9659.47c7 36.6
10.200.71.6
0001.9611.b9a3 36.6
10.200.71.3
0001.9659.47a9 36.6
10.200.71.2
0001.9659.47c1
0.0

US
Power
31.0
37.0
37.0
37.0
0.0

DS
Tx Time Micro (dB)
Power Offset
Reflection
0.0 12352
17
0.0 12352
17
0.0 12353
15
0.0 12351
16
0.0 0
0

Modem
State
online
online
online
online
online

次の例の [SNMP Request] 列には、cable modem remote query コマンドを使用した SNMP 要求を受
信できなかった、オフラインになっているケーブル モデムが表示されています。これらのモデム
はオフラインであるか、SNMP 要求に応答していません。
Router# show cable modem remote-query
Remote Query Polling State : Inactive
IP address
MAC address
S/N
Ratio
80.51.1.4
0018.f826.3453
0.0
80.51.1.2
000c.e5f6.0c40
0.0
80.51.1.8
0019.474a.d4fe
0.0
80.51.1.3
0018.6852.82fa
0.0
80.51.1.5
0019.474a.c1ae
0.0

US
Power
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

DS
Power
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tx Time SNMP
Offset Request
0
CM offline
0
CM offline
0
CM offline
0
CM offline
0
CM offline

次の表で、showcablemodemremote-query コマンドによって表示されるフィールドを示します。
表 127：show cable modem remote-query のフィールドの説明

フィールド

説明

IP Address

DHCP サーバが CM に割り当てた IP アドレス。

MAC Address

CM の MAC アドレス。

S/N Ratio

CM によって認識された、ダウンストリームの
現在の信号対雑音比（SNR）。

US Power

CM によって認識された、現在の稼働送信電力
レベル（dBmV）。

DS Power

CM によって認識された、受信電力レベル
（dBmV）。CM が電力レベル測定をサポート
していない場合、このフィールドは 0 に設定さ
れます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem remote-query

フィールド

説明

TX Time Offset

CM 上で認識される CM のタイミング オフセッ
ト（ティック単位）。（ここで使用するティッ
クは、6.25/64 マイクロ秒です。）これは、特定
のケーブル モデムが送信を予定していた時点か
ら、Cisco CMTS が実際に受信した時点までの
遅延です。CM 値には、CM ソフトウェアが送
信を開始してからビットが実際にローカル ケー
ブル インターフェイスに到達するまでの内部遅
延すべてが含まれます。
（注）

ここで表示されるタイミングオフセッ
トは、通常 showcablemodem コマンド
で表示される [Time Offset] の値より大
きな値になります。これは、後者の値
は CMTS で認識されるオフセットで
あり、これには CM 上の内部遅延が
含まれないためです。

CM で認識された、チャネル内応答を含む、ダ
ウンストリームのマイクロリフレクション全体
の概算値（信号レベル未満の dBc 値）。マイク
ロリフレクションは、アンプ、カップル、ケー
ブル、およびケーブル設備内の他の装置間のイ
ンピーダンス ミスマッチによって生じる障害の
タイプです。マイクロリフレクションが発生す
ると、受信側に到着した信号の遅延や減衰の量
が異なるコピーが複数作成され、シンボル間干
渉（ISI）が生まれます。この結果、受信側が入
力信号の振幅とフェーズを正しく検出できなく
なる場合があります。

Micro (dB) Reflection

（注）

この値は正確ではありませんが、受
信したマイクロリフレクションのお
およその指標となります。

CM の MAC レイヤの現在の状態。

Modem State

次に、showcablemodemremote-query コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable modem remote-query
IP address

MAC address

10.118.4.194
10.118.4.156
Router#

0007.0e04.5ba9
0003.6b1b.e8c9

S/N
Ratio
33.4
34.0

US
DS
Power Power
42.3 - 1.0
44.0 - 1.0

Tx Time
Offset
8794
8795

Micro (dB) Modem
Reflection State
1
online
3
online(d)
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem remote-query

次に、リモート クエリー機能が設定されていない場合の showcablemodemremote-query コマンド
の一般的な出力例を示します。
Router# show cable modem remote-query
Remote Query Polling State : Inactive
IP address
MAC address
S/N
US
Ratio Power
10.200.71.8
0001.9659.47af
0.0
0.0
10.200.71.4
0001.9659.47c7
0.0
0.0
10.200.71.6
0001.9611.b9a3
0.0
0.0
10.200.71.3
0001.9659.47a9
0.0
0.0
10.200.71.2
0001.9659.47c1
0.0
0.0
10.200.71.10
00d0.5904.5321
0.0
0.0
10.200.71.11
0050.f112.5123
0.0
0.0
Router#

ヒント

___________________
例

DS
Tx Time Micro (dB)
Power Offset
Reflection
0.0 0
0
0.0 0
0
0.0 0
0
0.0 0
0
0.0 0
0
0.0 0
0
0.0 0
0

Modem
State
online
online
online
online
online
offline
offline

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

次に、showcablemodemremote-query コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem remote-query
Remote Query Polling State : Inactive
MAC address
1859.334d.6622
1859.334d.7cd2
1859.334d.7db2
1859.334d.7e64
1859.334d.f658
1859.334d.f9d0
1859.334d.774c
1859.334d.f628
1859.334d.f60e
1859.334d.fa36
1859.334d.667e
1859.334d.fb1e
1859.334d.7d8e
1859.334d.f604
1859.334d.fc64
1859.334d.f696
1859.334d.fce6
1859.334d.f9b0
1859.334d.fa8c
1859.334d.71e0
1859.334d.7e34
1859.334d.7e9e
1859.334d.7cf0
1859.334d.f96e
1859.334d.7b68
1859.334d.7aec
1859.334d.fce8
1859.334d.f62a
1859.334d.fabc
1859.334d.7d00
1859.334d.6778
1859.334d.7306
1859.334d.65d4
1859.334d.6604
1859.334d.7a10

S/N
Ratio
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

US
Power
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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DS
Power
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tx Time SNMP
Offset Request
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO

IP address/IPv6 address
10.10.0.4
10.10.0.9
10.10.0.10
10.10.0.17
10.10.0.20
10.10.0.23
10.10.0.25
10.10.0.28
10.10.0.33
10.10.0.35
10.10.0.36
10.10.0.37
10.10.0.42
10.10.0.52
10.10.0.57
10.10.0.61
10.10.0.78
10.10.0.97
10.10.0.116
10.10.0.123
10.10.0.134
10.10.0.150
10.10.0.164
10.10.0.167
10.10.0.188
10.10.0.176
10.10.0.180
10.10.0.191
10.10.0.217
10.10.0.224
10.10.0.247
10.10.1.18
10.10.1.5
10.10.1.49
10.10.1.51

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem remote-query

1859.334d.7d38
1859.334d.6434
1859.334d.7ace
1859.334d.7b5a
1859.334d.7d16
1859.334d.7c78
1859.334d.65b0
1859.334d.7c40
1859.334d.804a
1859.334d.7b2a
1859.334d.7d04
1859.334d.7e42
1859.334d.6e1a
1859.334d.7be8
1859.334d.7a5a
1859.334d.6584
1859.334d.7ad2
1859.334d.660e
1859.334d.7b4c
1859.334d.6688
1859.334d.7cc0
1859.334d.6742
1859.334d.7aac
1859.334d.f968
1859.334d.7908
1859.334d.7aa8
1859.334d.7d14
1859.334d.6602
1859.334d.7c7e
1859.334d.f97a

___________________
関連コマンド

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

10.10.1.75
10.10.1.55
10.10.1.78
10.10.1.61
10.10.1.60
10.10.1.93
10.10.1.81
10.10.1.82
10.10.1.87
10.10.1.98
10.10.1.100
10.10.1.107
10.10.1.109
10.10.1.113
10.10.1.129
10.10.1.128
10.10.1.130
10.10.1.132
10.10.1.134
10.10.1.136
10.10.1.141
10.10.1.153
10.10.1.172
10.10.1.177
10.10.1.187
10.10.1.197
10.10.1.214
10.10.1.216
10.10.1.217
10.10.1.219

コマンド

説明

cablemodemremote-query

CMTS 上の CM のパフォーマンス統計情報を収
集するために、リモート クエリー機能をイネー
ブルにし、設定を行います。

debugcableremote-query

リモート CM から情報を収集するにはデバッグ
をオンにします。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。

snmp-serverenabletrapscable

CM のリモート ポーリング完了時に送信される
トラップを有効化します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem resiliency

show cable modem resiliency
Cisco CMTS ルータ上の復元力モードでのケーブル モデムの復元力ステータスを表示するには、
特権 EXEC モードで showcablemodemresiliency コマンドを使用します。
show cable modem resiliency
___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

次に、showcablemodemresiliency コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem resiliency
Orig BG
I/F
MAC Address
ID
I/F
RFs
------- -------------- ---------------------C7/0/0 0025.2eaf.843e 897 Wi7/0/0:0
4
C7/0/0 0025.2eaf.8356 897 Wi7/0/0:0
4
C7/0/0 0015.d176.5199 897 Wi7/0/0:0
4

Curr BG
ID
I/F
RFs
---------------------898 Wi7/0/0:1
3
899 Wi7/0/0:2
3
720 In7/0/0:0

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 128：show cable modem resiliency のフィールドの説明

フィールド

説明

I/F

モデムのホスト インターフェイス。

MACAddress

ケーブル モデムの MAC アドレス。

OrigBGID

元のワイドバンド（WB）インターフェイス ボ
ンディング グループ ID。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem resiliency

フィールド

説明

I/F

元のボンディング グループ（BG）WB インター
フェイス。

RFs

最初に割り当てられた RF の数。

CurrBGID

現在割り当てられているボンディング グループ
ID。

I/F

割り当てられたインターフェイス（ダイナミッ
ク WB またはナローバンド）。

RFs

インターフェイスの RF の数（WB インターフェ
イスに割り当てられている場合）。

次に、Cisco cBR ルータ上の showcablemodemresiliency コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem resiliency
Orig BG
Curr BG
I/F
MAC Address
ID
I/F
RFs ID
I/F
RFs
------- -------------- ----------------------- ----------------------c1/0/0 0025.2eaf.843e 897 Wi7/0/0:0
4
898 Wi7/0/0:1
3
C1/0/0 0025.2eaf.8356 897 Wi7/0/0:0
4
899 Wi7/0/0:2
3
C1/0/0 0015.d176.5199 897 Wi7/0/0:0
4
720 In7/0/0:0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableresiliencyds-bonding

Cisco CMTS ルータでダウンストリームの復元
力ボンディング グループ機能を有効にします。

cableds-resiliency

Cisco CMTS ルータのライン カードの復元力ボ
ンディング グループを予約します。

showcableresiliency

Cisco CMTS ルータの復元力ボンディング グルー
プに関するすべての情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem rf-adapt

show cable modem rf-adapt
ケーブル モデムの RF アダプテーション移行履歴を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemodemrf-adapt コマンドを使用します。
show cable modem [mac-address| cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]] rf-adapt [verbose]
___________________
構文の説明

mac-address

（任意）表示する特定のケーブルモデムのMAC
アドレス。ケーブル モデムの背後にある CPE
デバイスの MAC アドレスを指定すると、その
ケーブル モデムの情報が表示されます。

ip-address

（任意）表示する特定のケーブル モデムの IP
アドレス。ケーブル モデムの背後にある CPE
デバイスの IP アドレスを指定すると、そのケー
ブル モデムの情報が表示されます。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。

subslot
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（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem rf-adapt

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

upstreamport

（任意）指定したアップストリーム ポートを使
用しているすべての CM に関する情報を表示し
ます。ケーブル インターフェイスの情報を表示
する場合にのみこのオプションを指定できま
す。port の有効範囲は 0 から始まります。上限
値は、ケーブル インターフェイス ライン カー
ドによってサポートされているアップストリー
ム ポート数によって変わります。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。

rf-adapt

RF アダプテーション情報を表示します。

verbose

ケーブル モデムの詳細情報を表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem rf-adapt

___________________
例

次に、showcablemodemrf-adaptcommand の出力例を示します。
Router#show cable modem rf-adapt
MAC Address
Downgrade Upgrade
Count
Count
0019.474a.d4cc 1
0
0019.474a.d554 1
1
0019.474a.d542 2
1
0019.474a.d508 1
1
0025.2e2d.7400 1
0
0022.cea4.f404 1
1
Router# show cable modem
001e.6bfb.2d3c rf-adapt
MAC Address
Downgrade
Count
001e.6bfb.2d3c 1

Primary
Upstream
C8/0/1/U3.0
C8/0/14/U0.0
C8/0/0/U0.0
C8/0/8/U0.0
C8/0/0/U1.0
C8/0/2/U2.0

Upgrade
Count
0

Last
Action
D
U
D
U
D
U

Primary
Upstream
Ca6/1/0/U0.0

Router# show cable modem
0025.2e2d.7990 rf-adapt verbose
Action
Action Source
Time
Type
Upstream
Mar 9 23:03:08 D
Ca7/0/0/U0.0
Mar 9 21:50:05 U
Ca7/0/0/U0.1
Mar 9 21:37:02 D
Ca7/0/0/U0.0
Mar 9 20:45:59 U
Ca7/0/0/U0.1
Mar 9 20:36:56 D
Ca7/0/0/U0.0

Destination
Upstream
Ca7/0/0/U0.1
Ca7/0/0/U0.0
Ca7/0/0/U0.1
Ca7/0/0/U0.0
Ca7/0/0/U0.1

Last Action
Time
Jun 25 22:10:22
Jun 25 22:10:22
Jun 25 22:10:22
Jun 25 22:10:23
Jun 25 22:10:23
Jun 25 22:10:23

Last
Action
D

Last Action
Time
Mar 7 05:12:37

Action
Reason
SNR 26<28
SNR 31>=31
SNR 26<28
SNR 32>=31
SNR 27<28

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 129：show cable modem のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

ケーブル モデムの MAC アドレス。

Downgrade Count

ケーブル モデムがプライマリからセカンダリの
論理アップストリーム チャネルに移行した回
数。

Upgrade Count

ケーブル モデムがセカンダリからプライマリの
論理アップストリーム チャネルに移行した回
数。

Primary Upstream

移行イベント時のプライマリ論理アップスト
リーム。

Last Action

ケーブル モデム上で実行された最後のアクショ
ン。ケーブル モデムがダウングレードされたか
アップグレードされたかを示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem rf-adapt

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Last Action Time

ケーブル モデム上で最後のアクションが実行さ
れた日時。

Action Time

ケーブル モデム上でアクションが実行された日
時。

Action Type

アップグレードまたはダウングレード。

Source Upstream

ケーブル モデムの移動元のアップストリーム論
理チャネル。

Destination Upstream

ケーブル モデムの移動先のアップストリーム論
理チャネル。

Action Reason

ケーブル モデムの移行理由。

Command

Description

cablerf-adapttimer

RF 適応のタイマーを設定します。

cableupstreamrf-adapt

物理アップストリーム チャネルでの RF 適応を
有効にします。

cableupstreamrf-adapt(logicalchannel)

プライマリ アップストリームの論理チャネルと
セカンダリ アップストリームの論理チャネルを
設定します。

cableupstreamthreshold

許容ノイズ レベルの決定に使用される、信号対
雑音比（SNR）および前方誤り訂正（FEC）の
しきい値に対するアップストリームを設定しま
す。

cableupstreamthresholdhysteresis

ヒステリシス値を、ダイナミック変調アップグ
レードのしきい値と共に使用するように設定し
ます。

cableupstreamthresholdrf-adapt

アップストリーム RF 適応のしきい値を設定し
ます。これにより、プライマリ アップストリー
ム チャネルからセカンダリ アップストリーム
チャネルに、モデムが過度に再配置されるのを
防ぎます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem rf-adapt

Command

Description

showcablemodem

登録済みのケーブル モデムと未登録のケーブル
モデムの情報を表示します。

showcablemodemphy

1 つ以上のケーブル モデムの DOCSIS PHY レイ
ヤ情報を表示します。

showcablemodulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。

showcablerf-adapt

ダウングレードおよびアップグレードの候補リ
ストを表示します。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いるケーブル モデムに関する情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem rogue

show cable modem rogue
ダイナミック共有秘密認証チェックに失敗したために、マーク、ロック、または拒否されたケー
ブル モデムのリストを表示するには、特権 EXEC モードで showcablemodemrogue コマンドを使
用します。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] rogue
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]| name fqdn] rogue
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable slot/subslot/cable-interface-index ] rogue
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定の CM の IPv4 または IPv6
アドレス。CM の背後にある CPE デバイスの IP
アドレスを指定すると、その CM の情報が表示
されます。

mac-address

（任意）表示する特定の CM の MAC アドレス。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 お
よび 6 ～ 9 です。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2205

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem rogue

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
Cisco cBR-8 ルータ：有効なサブスロットは 0
です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 4
です（ケーブル インターフェイスによっ
て異なる）。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

upstreamport

（任意）指定したアップストリーム ポートを使
用しているすべての CM に関する情報を表示し
ます。ケーブル インターフェイスの情報を表示
する場合にのみこのオプションを指定できま
す。port の有効範囲は 0 から始まります。上限
値は、ケーブル インターフェイス ライン カー
ドによってサポートされているアップストリー
ム ポート数によって変わります。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem rogue

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

namefqdn

このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
マーク、ロック、または拒否されたケーブル モ
デムのリストを表示します。

rogue

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが、Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シリーズ、お
よび Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が
変更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• CM デバイスまたは CPE デバイスで IPv6 アドレスを指定するための
サポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オプ
ションが追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index に
変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加されまし
た。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem rogue

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ で実
装されました。upstream キーワードと name キーワード、および
logical-channel-index 変数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドの出力には、cabledynamic-secret コマンドで必要になる認証を通らない DOCSIS コ
ンフィギュレーション ファイルに登録しようとしたケーブル モデムのリストが表示されます。
ケーブル モデムは不正リストに追加された後、次のいずれかが発生するまで不正リストに保持さ
れます。
• そのケーブル モデムが 24 時間、再登録を試みずオフラインのままである場合。そのケーブ
ル モデムは、不正リストを含む CMTS 内部のすべてのデータベースから削除されます。
• 管理者が clearcablemodemdelete コマンドを使用して、CMTS 内部のデータベースからその
ケーブル モデムを手動で削除した場合。
• 管理者が clearcablemodemlock コマンドを使用して、そのケーブル モデムのロックを解除し
た場合。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。
OperationwithHotStandbyConnection-to-ConnectionProtocol(HCCP)Configuration
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示することも
できます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機し、コマンドを再試行します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem rogue

ヒント

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

次に、showcablemodemrogue コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem rogue
MAC Address
AAAA.7b43.aa7f
AAAA.7b43.aa7f
BBBB.7b43.aa7f
AAAA.7b43.aa7f
BBBB.7b43.aa7f
AAAA.7b43.aa7f
DDDD.7b43.aa7f
AAAA.7b43.aa7f
Router#

Vendor
Vendor1
Vendor1
Vendor2
Vendor1
Vendor2
Vendor1
Vendor4
Vendor1

Interface
C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5
C4/0/U5

Spoof
Count
2
2
2
2
2
2
2
2

TFTP
Dnld
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No

Dynamic Secret
45494DC933F8F47A398F69EE6361B017
D47BCBB5494E9936D51CB0EB66EF0B0A
8EB196423170B26684BF6730C099D271
DF8FE30203010001A326302430120603
300E0603551D0F0101FF040403020106
820101002D1A264CE212A1BB6C1728B3
7935B694DCA90BC624AC92A519C214B9
3AB096D00D56ECD07D9B7AB662451CFF

次の表で、showcablemodemrogue コマンドによって表示されるフィールドを説明します。
表 130：show cable modem のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。

Vendor

cablemodemvendor コマンドを使用して設定さ
れた、このケーブル モデムのベンダー名。

Interface

この CM に対してアップストリームを提供する
ケーブル インターフェイス ライン カード。

Spoof Count

このケーブル モデムが無効なダイナミック共有
秘密値に登録しようとした回数。
（注）

パケット損失や輻輳など、考えられる
ネットワークの問題を把握するため、
Cisco CMTS はケーブル モデムに登録
の試行を 2 回許可します。2 回失敗す
ると、ダイナミック共有秘密認証
チェックに失敗したものとしてその
ケーブル モデムをマークします。

TFTP Dnld

cabletftp-enforce コマンドの設定に従って、TFT
ダウンロードが適用されるかどうかを示しま
す。

Dynamic Secret

このケーブル モデムのダイナミック共有秘密。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2209

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem rogue

次に、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ の出力例を示します。
Router#show cable modem rf-adapt
MAC Address
Downgrade Upgrade
Count
Count

Primary
Upstream

Last
Action

Last Action
Time

Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

cabledynamic-secret

動的共有秘密機能を有効にして、DOCSIS コン
フィギュレーション ファイルが動的に生成され
た共有秘密を使って作成されたメッセージ整合
性チェック（MIC）で検証されるようにしま
す。

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

cableshared-secondary-secret

CM が DOCSIS コンフィギュレーション ファイ
ルを正常に処理し CMTS に登録するために使用
できる、セカンダリ共有秘密キーを 1 つ以上設
定します。

cableshared-secret

CM が DOCSIS コンフィギュレーション ファイ
ルを正常に処理し CMTS に登録するために使用
する必要がある、認証共有秘密キーを設定しま
す。

cabletftp-enforce

CM が登録を許可されオンラインになる前に、
ケーブル インターフェイス上のすべての CM が
Trivial File Transfer Protocol（TFTP）を使用し
て、そのケーブル インターフェイス経由で
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルのダ
ウンロードを試みるように要求します。

clearcablemodemlock

1 つ以上の CM のロックのリセットおよび再初
期化を実行して、有効な DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルに再登録できるようにしま
す。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem rogue

Command

Description

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

CM の SID 情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-type-id

show cable modem service-type-id
サービス タイプ ID を持つモデムを表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemodemservice-type-id コマンドを使用します。
show cable modem service-type-id [ service-type-id ]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

service-type-id

サービス タイプ識別子の名前を指定します。

サービス タイプ識別子を指定しない場合、このコマンドの出力にはすべての CM とそれぞれの
service-type-id が表示されます。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、指定した service-type-id を持つ CM を表示します。
___________________
例

次に、showcablemodemservice-type-id コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem service-type-id
MAC Address

IP Address

0018.6812.29ae
0018.6811.f9f8
0018.6811.fba6
0018.6812.225a
0018.6811.fa8c
0018.6812.37e8
0018.6811.fbca
0018.6811.fb44
0018.6812.2f20

41.42.2.212
41.42.0.140
41.42.5.169
41.42.3.210
41.42.1.133
41.42.0.136
41.42.2.255
41.42.2.17
41.42.0.100

I/F
C6/1/4/U2
C6/1/4/U2
C6/1/4/U2
C6/1/4/U2
C6/1/4/U2
C6/1/4/U2
C6/1/4/U2
C6/1/4/U2
C6/1/4/U2

MAC
State
offline
offline
offline
offline
offline
offline
offline
offline
offline

Prim
Sid
3838
3225
3439
3355
3091
7439
6263
2996
3544

Service-type-id
commercial
commercial
commercial
commercial
commercial
commercial
commercial
commercial
commercial

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
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B
P
I
N
N
N
N
N
N
N
N
N

D
I
P
N
N
N
N
N
N
N
N
N

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-type-id

表 131：show cable modem service-type-id のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

MAC Address

ケーブル モデムまたは CPE デバイスのハード
ウェア（MAC レイヤ）アドレス。

IP Address

ケーブル モデムまたは CPE デバイスの IP アド
レス。

I/F

この CM に対してアップストリームを提供する
ケーブル インターフェイス ライン カード。

MAC State

MAC レイヤの現在の状態。

Prim Sid

デバイスのプライマリ サービス ID（SID）。

Service Type Id

サービス タイプ識別子。

BPI

CM でベースライン プライバシー インターフェ
イス（BPI）暗号化か BPI Plus（BPI+）暗号化
が有効になっているかどうかを示します。

DIP

デュアル IP フラグ。CM または CPE が IPv4 ア
ドレッシングと IPv6 アドレッシングの両方を
サポートするかどうかを識別します（「Y」ま
たは「N」）。

コマンド

説明

clearcablemodemservice-type-id

このコマンドを実行すると、ケーブル モデムの
サービス タイプ ID がクリアされます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-flow

show cable modem service-flow
特定のモデムに関連付けられているすべてのサービス フローに関する情報を表示するには、特権
EXEC モードで showcablemodemservice-flow コマンドを使用します。
show cable modem {ip-address| mac-address} service-flow [verbose| ds-hardware]
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem {ip-address| mac-address} service-flow [verbose| ds-hardware| upstream]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード

ip-address

表示する特定の CM の IPv4 アドレスを指定し
ます。CM の背後にある CPE デバイスの IP ア
ドレスを指定すると、その CM の情報が表示さ
れます。

mac-address

表示する特定の CM の MAC アドレスを示しま
す。CM の背後にある CPE デバイスの MAC ア
ドレスを指定して、その CM の情報を表示する
こともできます。

service-flow

特定のモデムに関連付けられているすべての
サービス フローについて、関連するパラメータ
および統計情報の要約を表示します。

verbose

（オプション）特定のモデムに関連付けられて
いるすべてのサービス フローの包括的な詳細を
表示します。

ds-hardware

（オプション）ベースライン プライバシー イ
ンターフェイス（BPI）、ペイロード ヘッダー
抑制（PHS）、ダウンストリーム サービス ID
（DSID）、およびその他の統計データの詳細を
表示します。

upstream

Cisco cBR-8 ルータの特定のモデムに関連付け
られているアップストリーム サービス フロー
について、関連するパラメータおよび統計情報
の要約を表示します。

特権 EXEC（#）

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2214

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-flow

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB1

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB1 で、Cisco uBR7200 シ
リーズ、および Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

12.3(23)BC7

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.3(23)BC7 に統合されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。ds-hardware キーワードが追加され
ました。

12.2(33)SCF2

このコマンドが変更されました。コマンドの出力が拡張され、アップ
ストリーム バッファ制御パラメータが表示されるようになりました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ で
実装されました。upstream キーワードが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン showcablemodemservice-flow コマンドには、冗長オプションと非冗長オプションがあります。非
冗長コマンドはライブデバッグをサポートしており、特定のモデムのすべてのサービスフローに
ついて、関連するパラメータと統計情報の要約を提供します。コマンドの冗長オプションは、特
定のモデムに関連付けられているすべてのサービス フローの包括的な詳細を提供します。
オプションの ds-hardware キーワードを使用すると、ライン カードまたは SPA のハードウェアか
ら直接取得した BPI、PHS、DSID、および統計情報の各データが、サービス フローごとに表示さ
れます。

（注）

___________________
例

未設定の機能や適用されない機能の出力データは表示されません。

次に、冗長オプションを指定せずに showcablemodemservice-flow コマンドを実行した場合の出力
例を示します。
Router# show cable modem 40.30.0.5 service-flow
SUMMARY:
MAC Address

IP Address

Host
MAC
Prim Num Primary
DS
Interface State
Sid
CPE Downstream RfId
C7/0/0/U0 online
15
0
C7/0/0
Local
Prio MaxSusRate MaxBrst
MinRsvRate Throughput

001a.c30c.7eec 40.30.0.5
Sfid Dir Curr Sid
Sched
State
Type
31
US act
15
BE
0
32
DS act
N/A
BE
0
UPSTREAM SERVICE FLOW DETAIL:
SFID SID
Requests
Polls

31
15
0
0
DOWNSTREAM SERVICE FLOW DETAIL:

0
0
Grants
0

3044
3044
Delayed
Grants
0

0
0
Dropped
Grants
0

0
0
Packets
0
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-flow

SFID

RP_SFID QID

Flg Policer
Xmits
131124
0

32
32817
Flags Legend:
$: Low Latency Queue (aggregated)
~: CIR Queue

Drops
0

Scheduler
Xmits
0

FrwdIF
Drops
0

Ca7/0/0

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF2 で冗長オプションを指定して showcablemodemservice-flow
コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem 0022.cea5.02ba service-flow verbose
SUMMARY:
MAC Address
IP Address
Host
MAC
Prim Num Primary
DS
Interface
State
Sid
CPE Downstrea
RfId
0022.cea5.02ba 5.60.122.132
C7/1/0/UB
w-online
10
0
In7/1/0:0
840
Sfid Dir Curr Sid
Sched Prio MaxSusRate MaxBrst
MinRsvRate Throughp
State
Type
29
US act
10
BE
0
100000
3044
0
0
30
DS act
N/A
BE
0
200000
3044
0
0
CfrId SFID
CM Mac Address Direction State
Priority Matches
Reg Info Requests Tx
: 2
Reg Info TLV len
: 152
UPSTREAM SERVICE FLOW DETAIL:
Sfid
: 29
Mac Address
: 0022.cea5.02ba
Type
: Primary
Direction
: Upstream
Current State
: Active
Current QoS Indexes [Prov, Adm, Act]
: [3, 4, 4]
Active Time
: 03:45
Required Attributes
: 0x00000000
Forbidden Attributes
: 0x00000000
Aggregate Attributes
: 0x00000000
Sid
: 10
Service Class Name
: REG-US
Traffic Priority
: 0
Maximum Sustained rate
: 100000 bits/sec
Maximum Burst
: 3044 bytes
Minimum Reserved Rate
: 0 bits/sec
Minimum Packet Size
: 0 bytes
!Upstream Buffer Control Parameters
Minimum Buffer Size
: 1000 bytes
Target Buffer Size
: 1500 bytes
Maximum Buffer Size
: 2000 bytes
Peak Rate
: 0 bits/sec
Admitted QoS Timeout
: 200 seconds
Active QoS Timeout
: 0 seconds
Packets
: 3
Bytes
: 1020
Rate Limit Delayed Grants
: 0
Rate Limit Dropped Grants
: 0
Current Throughput
: 0 bits/sec, 0 packets/sec
Application Priority
: 0
US Bonded
: YES
Upstream Bonding Group
: UBG-1
Transmit Channel Set
: 0x6
Sid Cluster
: SC-0, Sid [ 10 10 ]
Segments Valid
: 3
Segments Discarded
: 0
Segments Lost
: 0
SID Cluster Switching Information
Total Bytes Requested
: 0
Total Time
: 0
Outstanding Bytes
: 0
Max Requests
: 1
Classifiers: NONE
Sid
: 10
Request polls issued
: 0
BWReqs {Cont,Pigg,RPoll,Other} : 4, 0, 0, 0
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-flow

No grant buf BW request drops :
Rate exceeded BW request drops :
Grants issued
:
Packets received
:
Bytes received
:
rate-adapt
:
rate-adapt {rcvd, Consec-PB}
:
Fragment reassembly completed :
Fragment reassembly incomplete :
Concatenated packets received :
Queue-indicator bit statistics :
Good Codewords rx
:
Corrected Codewords rx
:
Uncorrectable Codewords rx
:
Concatenated headers received :
Fragmentation headers received :
Fragmentation headers discarded:
ARP Requests Received
:

___________________
例

0, where:0
0
4
4
1488
Disabled
0, 0
0
0
0
0 set, 0 granted
8
0
0
0
0
0
2

次に、レガシー インターフェイス上のナローバンド モデムで
showcablemodemservice-flowds-hardware コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem 50.3.112.12 service-flow ds-hardware
LC SFID:15 RP SFID: 32999
KeyIndex: 6 PHSIndex: 0
TX Pkts: 9 TX Bytes: 636
BPI Said: 0x1 KeySeq:0x1
Even Key: 15DC474264C81500 Even Iv: 2619043723FB046B
Odd Key: 07A89421B4458B00 Odd Iv: 1FB0253D0D1C1643
PHS PHSM: 0000-0000-0000-0000
Ctrl: 0x0 PHSI: 0x0 PHSS: 0x0 Count: 0x0

次に、モデナ リモート プライマリ チャネルを持つナローバンド モデムで
showcablemodemservice-flowds-hardware コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem
50.3.112.6 service-flow ds-hardware
LC SFID:7 RP SFID: 33007 StatIndex: 13
KeyIndex: 7 PHSIndex: 0
TX Pkts: 8 TX Bytes: 592
BPI KeyNum: 0x7 Control: 0xC001 KeySeq: 0x1
Even Key: 10F4-6BE1-D944-B0 Even Iv: 04B3-1CCD-25DA-163E
Odd Key: 0818-8A00-9D01-1E Odd Iv: 1C58-1967-16BC-0BD0
PHS PHSM: 0000-0000-0000-0000
Ctrl: 0x0 PHSI: 0x0 PHSS: 0x0 Count: 0x0

次に、リモート モデナ上のワイドバンド モデムで showcablemodemservice-flowds-hardware コマ
ンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem
50.3.112.28 service-flow ds-hardware
LC SFID:9 RP SFID: 33001 StatIndex: 7
KeyIndex: 4 PHSIndex: 0
TX Pkts: 13 TX Bytes: 962
DSID: 0x11E Priority: 0x0 SCC: 0 Seqnum: 0xD
BPI KeyNum: 0x4 Control: 0xC002 KeySeq: 0x1
Even Key: 01B8-5830-9246-66 Even Iv: 0BAB-1CA8-0145-1AB9
Odd Key: 0720-8C81-FD04-6F Odd Iv: 0D80-13F1-0E32-083B
PHS PHSM: 0000-0000-0000-0000
Ctrl: 0x0 PHSI: 0x0 PHSS: 0x0 Count: 0x0
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-flow

次に、統合インターフェイス上のナローバンド モデムで showcablemodemservice-flowds-hardware
コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem 80.36.0.3 service-flow ds-hardware
LC SFID:50 RP SFID: 33150 StatIndex: 21
KeyIndex: 8 PHSIndex: 0
TX Pkts: 4 TX Bytes: 648
BPI (DES) KeyNum: 0x3 Said: 0x16 KeySeq:0x1
Even Key: 0A3C-5BC0-C9C0-9F Even Iv: 0204-25F7-07A1-026E
Odd Key: 0448-0392-26C4-55 Odd Iv: 087F-0B13-237A-1F89
PHS PHSM: 0000-0000-0000-0000
Ctrl: 0x0 PHSI: 0x0 PHSS: 0x0 Count: 0x0

次に、ボンディングされたローカル インターフェイス上のワイドバンド モデムで
showcablemodemservice-flowds-hardware コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem 80.36.0.122 service-flow ds-hardware
LC SFID:46 RP SFID: 33148 StatIndex: 19
KeyIndex: 7 PHSIndex: 0
TX Pkts: 200 TX Bytes: 23600
DSID: 0x152 Priority: 0x0 Seqnum: 0xC8
Enabled: 0x1 DPV Enabled: 0x0 SeqNum Change Cnt: 0x0
BPI (DES) KeyNum: 0x3 Said: 0x14 KeySeq:0x1
Even Key: 08E0-8C51-8AC2-A5 Even Iv: 0EA2-1FA8-1C32-2685
Odd Key: 12F4-3980-C984-53 Odd Iv: 0DA1-0BA2-0E4F-0864
PHS PHSM: 0000-0000-0000-0000
Ctrl: 0x0 PHSI: 0x0 PHSS: 0x0 Count: 0x0

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 132：show cable mode service-flow のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

ケーブル モデムまたは CPE デバイスのハード
ウェア（MAC レイヤ）アドレス。

IP Address

ケーブル モデムまたは CPE デバイスの IP アド
レス。

Host Interface

ホスト インターフェイス名。

MAC State

MAC レイヤの現在の状態。

Prim Sid

この CM に割り当てられているプライマリ
SID。

Num CPE

CM が接続を提供している CPE デバイスの数。

Primary Downstream

CM に割り当てられているプライマリ ダウンス
トリーム チャネル。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-flow

フィールド

説明

DS RfId

ダウンストリーム RF ID。

SFID

サービス フロー ID。

SID

デバイスのサービス ID（SID）。

Requests

要求の数。

Polls

ポーリングの数。

Grants

許可の数。

Delayed Grants

遅延許可の数。

Dropped Grants

ドロップされた許可の数。

Packets

パケット数。

RP_SFID

ルート プロセッサ SFID。

QID

リンク キュー ID 番号。

Flg

キューが低遅延と CIR のどちらであるかを示し
ます。

Policer Xmits

ポリサーから送信されたパケット。

Drops

ポリサーによってドロップされたパケット。

Scheduler Xmits

スケジューラから送信されたパケット。

Drops

スケジューラによってドロップされたパケッ
ト。

FrwdIF

転送インターフェイス。

LC SFID

ライン カード SFID。

KeyIndex

BPI データへのフローあたりインデックス。

PHSIndex

PHS データへのフローあたりインデックス。

TX Pkts

ルータがこのサービス フローに送信したパケッ
トの数。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-flow

___________________
例

フィールド

説明

TX Bytes

ルータがこのサービス フローに送信したバイト
数。

BPI

CM でベースライン プライバシー インターフェ
イス（BPI）暗号化が有効になっているかどう
かを示します。

Said

セキュリティ アソシエーション ID。

KeySeq

ダウンストリーム トラフィック キー シーケン
ス番号。

Even Key

偶数トラフィック暗号キー（TEK）値。

Even Iv

偶数初期化ベクトル（IV）の値。

Odd Key

奇数 TEK キー値。

Odd Iv

奇数 IV 値。

PHS

ペイロード ヘッダー抑制。

PHSM

PHS マスク。抑制する必要のあるヘッダー バイ
トを定義する 5 ビットの PHS マスク。

Ctrl

制御ブロック。

PHSI

PHS インデックス。PHS ルールを一意に参照す
る番号。

PHSS

PHS サイズ。抑制する必要のあるヘッダー バイ
ト数を指定する 8 ビット値。

Count

PHS ルールの使用数。

次に、showcablemodemservice-flow コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem 0010.18de.8134 service-flow
SUMMARY:
MAC Address

IP Address

0010.18de.8134 80.17.150.66
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Host
Interface
C9/0/4/UB

MAC
State
w-online

Prim
Sid
2

Num Primary
CPE Downstream
1
In1/0/0:0

DS
RfId
29696

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-flow

Sfid
9
10

Dir Curr Sid
State
US act
2
DS act
N/A

Sched
Type
BE
N/A

Prio MaxSusRate

MaxBrst

MinRsvRate

Throughput

7
7

3044
3044

0
0

0
0

0
0

UPSTREAM SERVICE FLOW DETAIL:
SFID SID
Requests
Polls
9
2
361
0

Grants
377

Packets
209

DOWNSTREAM SERVICE FLOW DETAIL:
SFID
10

Flg Policer
Xmits
0

Scheduler
Xmits
164

Drops
0

FrwdIF
Drops
0

Wi9/0/4:1

Flags Legend:
$: Low Latency Queue (aggregated)
~: CIR Queue

Router#

次に、upstream キーワードの出力例を示します。
Router#show cable modem 0010.18de.8134 service-flow upstream
UPSTREAM SERVICE FLOW DETAIL:
SFID SID
Requests
Polls
9
2
359
0

Grants
375

Packets
207

次に、ds-hardware キーワードの出力例を示します。
Router#show cable modem 0010.18de.8134 service-flow upstream ds-hardware
No DS BPI Index allocated.
SFID: 10 DS HW Flow Index: 2625 DSID: 917520
Valid
: TRUE
DSID
:
131088 [
0x20010]
Priority
:
0
Bonding Group:
29 [
0x1d]
Channel
:
65535 [
0xffff]
DS-EH
:
3 [
0x3]
Profile 1
:
0 [
0]
Profile 2
:
0 [
0]
No Sniff Enabled.
Jib4DS DSID entry for DSID 131088 [Bufsz 8000]:
SCC Bit
= 0x0
Sequence Number = 162

次に、verbose キーワードの出力例を示します。
Router#show cable modem 0010.18de.8134 service-flow upstream verbose
SUMMARY:
MAC Address

IP Address

0010.18de.8134 80.17.150.66
Sfid

Dir Curr

Sid

Sched

Host
Interface
C9/0/4/UB
Prio MaxSusRate

MAC
State
w-online
MaxBrst

Prim
Sid
2

Num Primary
CPE Downstream
1
In1/0/0:0

MinRsvRate

DS
RfId
29696

Throughput
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-flow

9
10
CfrId

US
DS

State
act
2
act
N/A

SFID

Type
BE
N/A

7
7

CM Mac Address

0
0

3044
3044

Direction

State

0
0
Priority

0
0
Matches

UPSTREAM SERVICE FLOW DETAIL:
Sfid
: 9
Hfid
: 17
Mac Address
: 0010.18de.8134
Type
: Primary
Direction
: Upstream
Current State
: Active
Current QoS Indexes [Prov, Adm, Act]
: [4, 4, 4]
Active Time
: 11h42m
Required Attributes
: 0x00000000
Forbidden Attributes
: 0x00000000
Aggregate Attributes
: 0x00000000
Sid
: 2
Service Class Name
:
Traffic Priority
: 7
Maximum Sustained rate
: 0 bits/sec
Maximum Burst
: 3044 bytes
Minimum Reserved Rate
: 0 bits/sec
Minimum Packet Size
: 0 bytes
Minimum Buffer Size
: 0 bytes
Target Buffer Size
: 0 bytes
Maximum Buffer Size
: 0 bytes
Peak Rate
: 0 bits/sec
Admitted QoS Timeout
: 200 seconds
Active QoS Timeout
: 0 seconds
Packets
: 211
Bytes
: 13670
Rate Limit Delayed Grants
: 0
Rate Limit Dropped Grants
: 0
Current Throughput
: 0 bits/sec, 0 packets/sec
Application Priority
: 0
US Bonded
: YES
Upstream Bonding Group
: UBG-1
Transmit Channel Set
: 0x7
Sid Cluster
: SC-0, Sid [ 2 2 2 ]
Upstream PCH
: 36
37
38
Segments Valid
: 211
Segments Discarded
: 0
Segments Lost
: 0
BPI US Index
: N/A
SID Cluster Switching Information
Total Bytes Requested
: 0
Total Time
: 0
Outstanding Bytes
: 0
Max Requests
: 1
Classifiers: NONE
Sid
: 2
Request polls issued
: 0
BWReqs {Cont,Pigg,RPoll,Other} : 363, 0, 0, 0
Grants issued
: 379
Packets received
: 211
Bytes received
: 30751
Queue-indicator bit statistics : 0 set, 0 granted
Good Codewords rx
: 2579
Corrected Codewords rx
: 0
Uncorrectable Codewords rx
: 0
Concatenated headers received : 0
Fragmentation headers received : 0
Fragmentation headers discarded: 0
ARP Requests Received
: 60
DOWNSTREAM SERVICE FLOW DETAIL:
Sfid
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: 10

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-flow

Mac Address
:
Type
:
Direction
:
Current State
:
Current QoS Indexes [Prov, Adm, Act]
:
Active Time
:
Required Attributes
:
Forbidden Attributes
:
Aggregate Attributes
:
Sid
:
Service Class Name
:
Traffic Priority
:
Maximum Sustained rate
:
Maximum Burst
:
Minimum Reserved Rate
:
Minimum Packet Size
:
Maximum Latency
:
Minimum Buffer Size
:
Target Buffer Size
:
Maximum Buffer Size
:
Peak Rate
:
Admitted QoS Timeout
:
Active QoS Timeout
:
Packets
:
Bytes
:
Rate Limit Dropped Packets
:
Current Throughput
:
Application Priority
:
Low Latency App
:
DS HW Flow Index
:
DS Bonded
:
DSID
:
Forwarding BG ID
:
Forwarding Interface
:
Classifiers: NONE
DS HW Header Len = 16
DS HW Header = 00 00 00 09 10 29 04 00 00

0010.18de.8134
Primary
Downstream
Active
[5, 5, 5]
11h42m
0x00000000
0x00000000
0x00000000
N/A
7
0 bits/sec
3044 bytes
0 bits/sec
0 bytes
0 usecs
0 bytes
0 bytes
0 bytes
0 bits/sec
200 seconds
0 seconds
166
12284
0
0 bits/sec, 0 packets/sec
0
No
2625
YES
917520
29698
Wi9/0/4:1
00 00 00 00 00 00 00

app_type=7, source=0
app_priority=0, sched_type=0
QOS Forwarding Client Data:
Docsis SFID: 10 CM SF Reference: 1 NumCFRs: 0:
Primary: TRUE LowLatency: FALSE Dynamic: FALSE
Priority: 7 MinRate: 0 bps MaxRate: 0 bps
WfqWeight: 32
QueueSize: 575 packets
Burst: 3044 bytes PeakRate: 0 bps
BurstThresh: 1000000 bytes, Ds-max-burst: FALSE
ForwardingInterface: Wideband-Cable9/0/4:1
FlowHeader: 0x 00-00-00-09-10-29-04-00-00-00-00-00-00-00-00-00
Police Xmits
:
Police Xmits drops
:
Scheduler Xmitsi
:
Scheduler Xmits drops:
Reg Info Requests Rx
Reg Info TLV len
Router#

___________________
関連コマンド

0
0
166
0
: 9
: 163

Command

Description

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-flow

Command

Description

showcablemodemaccess-group

特定のケーブル インターフェイス上の CM のア
クセス グループを表示します。

showcablemodemcalls

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。

showcablemodemclassifiers

特定の CM の分類子に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemcounters

1 つ以上の CM のダウンストリームおよびアッ
プストリーム トラフィック カウンタを表示し
ます。

showcablemodemcpe

特定の CM を経由してケーブル インターフェイ
スにアクセスする CPE デバイスを表示します。

showcablemodemdomain-name

ケーブル固有のDNSキャッシュを更新し、Cisco
CMTS ルータ上の指定した CM および CM の背
後にある CPE のドメイン名を表示します。

showcablemodemerrors

1つ以上のCMのエラー統計情報を表示します。

showcablemodemflap

1 つ以上の CM のフラップ リスト統計情報を表
示します。

showcablemodemipv6

Cisco CMTS ルータ上の指定した CM および CM
の背後にある CPE の IPv6 情報を表示します。

showcablemodemmac

1 つ以上の CM の MAC レイヤ情報を表示しま
す。

showcablemodemmaintenance

1 つ以上の CM のステーション メンテナンス
（SM）エラー統計情報を表示します。

showcablemodemoffline

Cisco CMTS からオフラインとしてマークされ
ている CM のリストを表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem service-flow

Command

Description

showcablemodemphy

1 つ以上の CM の DOCSIS PHY レイヤ情報を表
示します。

showcablemodemqos

特定の CM の Quality of Service（QoS）および
サービス フロー情報を表示します。

showcablemodemregistered

Cisco CMTS に登録済みとしてマークされてい
る CM のリストを表示します。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem sysDescr

show cable modem sysDescr
Cisco CMTS ルータ上の特定のケーブル モデム（CM）のシステムの説明を表示するには、特権
EXEC モードで showcablemodemsysDescr コマンドを使用します。
show cable modem {ip-address| ipv6-address| mac-address} sysDescr [community community-name]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

ip-address

表示するケーブル モデムの IPv4 アドレス。

ipv6-address

表示するケーブル モデムの IPv6 アドレス。

mac-address

表示するケーブル モデムの MAC アドレス。

sysDescr

ケーブル モデムのシステムの説明を表示しま
す。

community-->community-name

（オプション）ケーブル モデム コンフィギュ
レーション ファイルで提供されるケーブル モ
デムのコミュニティ名を指定します。
community-name は、ケーブル モデム コンフィ
ギュレーション ファイルのケーブル モデムの
コミュニティ名と一致する必要があります。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCG2

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCH

このコマンドは、IPv6 ケーブル モデムでサポートされます。

12.2(33)SCG5
12.2(33)SCH

このコマンドが変更されました。
変数 ipv6-address が IPv6 サポート用に追加されました。
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このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem sysDescr

___________________
使用上のガイドライン グローバル コンフィギュレーション モードで snmp-servermanager コマンドを使用して Simple
Network Management Protocol（SNMP）マネージャ プロセスを有効にしてからでなければ、
showcablemodemsysDescr コマンドは使用できません。show cable modem sysDescr コマンドを実
行すると、IPv4 ケーブル モデムの結果のみが表示されます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH および 12.2(33)SCG5 以降、showcablemodemsysDescr コマンド
を実行すると、IPv6 ケーブル モデムの結果が表示されます。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG1 以前では、単一のケーブル モデムのシステムの説明は表示でき
ません。代わりに、Cisco CMTS ルータに接続されているすべてのケーブル モデムのシステムの
説明を表示できます。すべてのケーブルモデムのシステムの説明を表示するには、グローバルコ
ンフィギュレーション モードで cablemodemremote-query コマンドを使用して、Cisco CMTS ルー
タ上で remote-query 機能を有効にします。続いて、show cable modem verbose | include sysDescr
コマンドを実行します。

（注）

remote-query 機能は、Cisco CMTS ルータに接続されているすべてのケーブル モデムに対して
クエリを実行するため、システム パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
コミュニティ名文字列は、ケーブル モデムの CMTS で snmp-server communitycommunity-string コ
マンドを使用するか、ケーブル モデムの remote-query 機能を cable modem remote-query
community-string コマンドを使用して有効にすることによって設定します。
showcablemodemsysDescr コマンドを使用する場合、community オプションを指定しないと、CMTS
はデフォルトのコミュニティ名 public を使用します。

（注）

showcablemodemsysDescr コマンドで指定する community-name が、ケーブル モデムのコンフィ
ギュレーション ファイルで設定されているコミュニティ名と一致することを確認します。ま
た、show コマンドで community 文字列を指定しない場合のために、public がケーブル モデム
コンフィギュレーション ファイルでコミュニティ名として設定されていることを確認します。
この show コマンドで指定されたコミュニティ名がケーブル モデムのコンフィギュレーション
ファイルで設定されたコミュニティ名と一致しない場合、showcablemodemsysDescr コマンド
の出力にはシステムの説明が提供されず、次のように表示されます。
Router#show cable modem 602a.d001.faa0 sysdescr
Querying remote CM...
Timeout
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem sysDescr

___________________
例

次に、指定したケーブル モデムのシステムの説明を表示する showcablemodemsysDescr コマンド
の出力例を示します。
Router# show cable modem 001c.ea37.9b52 sysDescr
Querying remote CM...
Response received
00:26:53 edt Fri Jan 4 2013
Last Poll
Started:00:26:53 edt Fri Jan 4 2013
Ended: 00:26:53 edt Fri Jan 4 2013
I/F
IP Address
MAC Address
sysDescr
---------- --------------- -------------- --------Cable7/1/2 40.101.0.7
001c.ea37.9b52 S-A DOCSIS CABLE MODEM <<HW_REV: 1.0;VENDOR:S-A;
BOOTR: 2.1.7c; SW_REV: v202r1061-061016;
MODEL: DPC2505>>

表 133：show cable modem sysDescr のフィールドの説明

フィールド

説明

I/F

ケーブル インターフェイス。

IP Address

CM の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス。

MAC Address

CM の MAC アドレス。

sysDescr

ケーブル モデムのシステムの説明。

次に、Cisco cBR-8 ルータ上の showcablemodemsysDescr コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem 1859.334d.fa14 sysdescr
Querying remote CM...
Response received
21:17:10 PDT Sat Dec 31 2011
Last Poll
Started:21:17:09 PDT Sat
Ended: 21:17:10 PDT Sat
I/F
IP Address
-------------- --------------Cable3/0/1
10.10.1.221
<<HW_REV: 1.0;
VENDOR: Cisco; BOOTR: 2.3.0_R1;
MODEL: DPC2505>>

___________________
関連コマンド

sysDescr
--------Cisco DPC3010 DOCSIS 3.0 Cable Modem

SW_REV: d3000-v302r125573-130625a; MODEL: DPC3010>>

コマンド

説明

cable modem remote-query

ケーブル モデムのパフォーマンス統計情報を収
集するには、Cisco CMTS ルータのリモート ク
エリ機能をイネーブルにします。
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Dec 31 2011
Dec 31 2011
MAC Address
-------------1859.334d.fa14

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem sysDescr

コマンド

説明

snmp-servermanager

SNMP マネージャ プロセスをイネーブルにしま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2229

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem subscriber

show cable modem subscriber
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ でサブスクライバ情報を表示するには、
show cable modem subscriber コマンドを使用します。
show cable modem subscriber
___________________
構文の説明

-->

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ に追加されました。

___________________
使用上のガイドライン show cable modem subscriber コマンドが、Cisco cBR ルータにサブスクライバ情報を提供するため
に追加されています。
___________________
例

次に、Cisco cBR ルータ上の show cable modem subscriber コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem subscriber
MAC Address
IP Address
IPv6 Address
Routing Table
Dual IP
Prim Sid
Host Interface
Modem Vendor
sysDescr
MAC Version
Modem Status
Modem ACL
Modem Device Class
Spoof Attempts
Clone Attempts
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0025.2e2d.75be
100.1.2.4
2001:420:3800:909:4C0E:7623:3EDE:DDB1
Y
1
C3/0/0
00.25.2E
DOC3.0
online
N/A
CM
0
0

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem subscriber

Number of CPEs
Number of CPE IPv4 Addresses
Number of CPE IPv6 Addresses
Source Address Verification
Group Name
Packet Drops
Submgmt Learnable
Total Time Online

:
:
:
:
:
:
:
:

0(Max = 16)
0(Max = 16)
0(0 LLA, 0 GUA, 0 PREFIX, Max = 16)

MAC Address
IP Address
IPv6 Address
Routing Table
Dual IP
Prim Sid
Host Interface
Modem Vendor
sysDescr
MAC Version
Modem Status
Modem ACL
Modem Device Class
Spoof Attempts
Clone Attempts
Number of CPEs
Number of CPE IPv4 Addresses
Number of CPE IPv6 Addresses
Source Address Verification
Group Name
Packet Drops
Submgmt Learnable
Total Time Online

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0025.2eaf.7f38
100.1.2.7
2001:420:3800:909:2541:C9AD:9CB3:6B6D

MAC Address
IP Address
IPv6 Address
Routing Table
Dual IP
Prim Sid
Host Interface
Modem Vendor
sysDescr
MAC Version
Modem Status
Modem ACL
Modem Device Class
Spoof Attempts
Clone Attempts
Number of CPEs
Number of CPE IPv4 Addresses
Number of CPE IPv6 Addresses
Source Address Verification
Group Name
Packet Drops
Submgmt Learnable
Total Time Online

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0025.2eaf.82f4
100.1.2.9
2001:420:3800:909:D0C9:4EC6:1765:99C2

0
TRUE
1h44m

(1h44m

since last counter reset)

Y
2
C3/0/0
00.25.2E
DOC3.0
online
N/A
CM
0
0
1(Max = 16)
1(Max = 16)
1(0 LLA, 0 GUA, 1 PREFIX, Max = 16)
0
TRUE
1d1h18m (1d1h18m

since last counter reset)

Y
3
C3/0/0
00.25.2E
DOC3.0
online
N/A
CM
0
0
0(Max = 16)
0(Max = 16)
0(0 LLA, 0 GUA, 0 PREFIX, Max = 16)
0
TRUE
1d1h17m (1d1h17m

since last counter reset)
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary

show cable modem summary
1 つ以上のケーブル インターフェイス上の CM の要約を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemodemsummary コマンドを使用します。
show cable modem summary [total]
show cable modem summary interface1 [ interface2 ] total
show cable modem summary interface1 [ interface2 ] upstream port1 port2 total
show cable modem cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port [ logical-channel-index ]]
summary
show cable modem cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]] summary
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem summary interface1 [ interface2 ] total
___________________
構文の説明

total
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（任意）各列の合計を示すフッター行を表示し
ます。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary

interface1
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary

（任意）要約されるケーブル インターフェイ
ス。interface1 パラメータは、次のいずれかの形
式をとります。
• cable {slot/port|slot/cable-interface-index}
• cable {slot/
subslot/port|slot/subslot/cable-interface-index}
値は次のとおりです。
• slot：ライン カードが設置されているス
ロット。
◦ Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値
は 1 または 2 です。
◦ Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲
は 3 ～ 6 です。
◦ Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は
5 ～ 8 です。
◦ Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～
3 および 6 ～ 9 です。
• subslot：
• （Cisco uBR10012 のみ）ケーブル イ
ンターフェイス ライン カードのセカ
ンダリ スロット番号。有効なサブス
ロットは 0 または 1 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効なサブス
ロットは 0 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号。
◦ Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0
または 1 です。
◦ Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は
0 ～ 4 です（ケーブル インターフェ
イスによって異なる）。
• cable-interface-index：Cisco uBR10-MC5X20
および Cisco uBR-MC28 ライン カードのダ
ウンストリーム ポート、または Cisco
UBR-MC20X20、Cisco uBR-MC3GX60V、
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary

および Cisco cBR-8 ライン カードの MAC
ドメイン インデックス。
◦ Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポート
の値は 0 または 1 です。
◦ Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC5X20 ライン カードの有効範
囲は 0 ～ 4 です。Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 14 です。
◦ Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～
15 です。

interface2

（任意）2 番目のケーブル インターフェイス。
要約されるケーブル インターフェイスの範囲を
指定します。interface2 パラメータの形式は
interface1 と同じです。
（注）

ケーブル インターフェイスの範囲を
指定する場合、interface1 に値が小さ
いインターフェイス、interface2 に値
が大きいインターフェイスを指定す
る必要があります。

upstreamport1 port2

（任意）要約するケーブル インターフェイス上
のアップストリーム ポートの範囲を指定しま
す。port1 および port2 パラメータは 0 から開始
できます。port2 には port1 より値が大きいポー
トを指定する必要があります。

upstreamupstream-channel-ID 1
upstream-channel-ID 2

（任意）Cisco cBR-8 ルータ用：要約するケー
ブル インターフェイス上のアップストリーム
チャネル ID の範囲を指定します。
upstream-channel-ID 1 および upstream-channel-ID
2 パラメータは 0 から開始できます。
upstream-channel-ID 2 には upstream-channel-ID
1 より値が大きいポートを指定する必要があり
ます。
有効範囲は 0 ～ 15 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary

（任意）要約する特定のアップストリーム ポー
トを指定します。このオプションは、単一の
ケーブル インターフェイスを要約する場合にの
み指定できます。

upstreamport

このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
1 つ以上のケーブル インターフェイスの CM の
要約が表示されます。

summary

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

11.3XA

このコマンドが導入されました。

12.1(4)CX および
12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

12.1(6)EC

total オプションが Cisco uBR7100 シリーズ ルータ、および Cisco
uBR7200 シリーズ ルータでサポートされました。

12.1(11b)EC

アップストリームの [Description] フィールドが、Cisco IOS リリース
12.1 EC の showcablemodemsummary の表示に追加されました。

12.2(8)BC1

total オプションが Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルー
タでサポートされました。

12.2(15)BC2

アップストリームの [Description] フィールドが、Cisco IOS リリース
12.2 BC の showcablemodemsummary の表示に追加されました。

12.3(21)BC

ワイドバンド ケーブル モデム出力のサポートが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加され
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ で
実装されました。upstream-channel-id 変数が追加されました。
logical-channel-index が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドにより、単一のケーブル インターフェイスかアップストリーム、または特定の範囲
のケーブル インターフェイスかアップストリームの、CM の要約が表示されます。このコマンド
では、次の組み合わせを使用できます。
• showcablemodemsummarytotal：シャーシのすべての CM の要約および合計が表示されます。
• showcablemodemsummarycablex/0total：指定したカード上の CM の要約が表示されます。
• showcablemodemsummarycablex/0upstreamport1port2total：指定したカード上の指定した範囲
のポートの CM の要約が表示されます。port1 の値は port2 の値未満に指定する必要がありま
す。
• showcablemodemsummarycablex/0 cable y/0total：指定した範囲のカード上の CM の要約が表
示されます。
• showcablemodemsummarycablex/0cabley/0upstreamport1port2total：指定した範囲のカード上
の指定した範囲のポートの CM の要約が表示されます。

（注）

___________________
例

ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）設定のこのコマンドの動作に関する情報や、
『Cisco IOS CMTS Cable Command Reference』の「Operation with Hot Standby
Connection-to-Connection Protocol (HCCP) Configuration」を参照してください。

次に、Cisco uBR7200 シリーズ ルータで showcablemodemsummary コマンドを実行した場合のデ
フォルト形式の一般的な出力例を示します。
Router# show cable modem summary
Interface
Cable3/0/U0
Cable3/0/U1
Cable3/0/U2
Cable3/0/U3
Cable5/0/U0

Total
Modems
165
209
262
256
746

Active
Modems
141
172
207
194
714

Registered
Modems
141
170
203
188
711

Description
Line
Line
Line
Line
Line

32/1
32/2
32/3
32/4
41/1
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary

Cable6/0/U0
Router#

（注）

806

764

759

Line 42/2

Cisco IOS リリース 12.1(11b)EC、12.2(15)BC2、およびそれ以降のリリースでは、[Description]
フィールドが表示され、cableupstreamdescription コマンドを使用しているアップストリーム
に設定された文字列が表示されます。
次に、CiscouBR7200 シリーズ ルータで total オプションを指定して showcablemodemsummary コ
マンドを実行した場合の一般的な出力例を示します。
Router# show cable modem summary total
Interface
Cable5/0/U0
Cable6/0/U1
Total:
Router#

Total
Modems
746
806
1552

Active
Modems
714
764
1478

Registered
Modems
711
759
1470

Description
Node1
Node3

次に、Cisco uBR10012 ルータで total オプションを指定して showcablemodemsummary コマンドを
実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem summary total
Interface
Cable Modem
Total Reg
Unreg Offline Wideband
C5/0/0/U0
84
84
0
0
84
C5/0/0/U1
84
84
0
0
84
C5/0/0/U2
83
83
0
0
83
C5/0/0/U3
83
83
0
0
83
<<output omitted>>
Total:
8020 8020 0
0
8016
Router#

initRC
0
0
0
0

initD
0
0
0
0

Description
initIO initO
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

次に、Cisco uBR10012 ルータで一定範囲のインターフェイスに関して showcablemodemsummarytotal
コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem summary c5/1/1 c5/1/2
Interface
Cable Modem
Total Reg
Unreg Offline Wideband
C5/1/1/U0
84
84
0
0
84
C5/1/1/U1
84
84
0
0
83
C5/1/1/U2
83
83
0
0
83
C5/1/1/U3
83
83
0
0
83
C5/1/2/U0
84
84
0
0
84
C5/1/2/U1
84
84
0
0
84
C5/1/2/U2
83
83
0
0
83
C5/1/2/U3
83
83
0
0
83
Total:
668
668
0
0
667
Router#

total
initRC
0
0
0
0
0
0
0
0
0

initD
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Description
initIO initO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次に、Cisco uBR10012 ルータで一定範囲のインターフェイスとアップストリームに関して
showcablemodemsummarytotal コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem summary c5/1/1 c5/1/2
Interface
Cable Modem
Total Reg
Unreg Offline Wideband
C5/1/1/U0
84
84
0
0
84
C5/1/1/U1
84
84
0
0
83
C5/1/2/U0
84
84
0
0
84
C5/1/2/U1
84
84
0
0
84
Total:
336
336
0
0
335
Router#
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upstream 0 1 total
Description
initRC initD initIO initO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary

（注）

一定範囲のポートまたはケーブル インターフェイスの要約を表示する場合、最初のポートま
たはケーブル インターフェイスの値（u0 や c4/0 など）は、2 番目のポートまたはインターフェ
イスの値（u6 や c6/0 など）より小さく指定する必要があります。最初のポートやケーブル イ
ンターフェイスに 2 番目より大きい値を指定すると、CM が全く接続されていない表示になり
ます。
次の表で、showcablemodemsummary の出力に表示されるフィールドを説明します。
表 134：show cable modem summary のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

CM に対してアップストリームを提供するケー
ブル インターフェイス ライン カード。

Total Modems または Total

このインターフェイスの登録済み CM、未登録
CM、オフライン CM の総数。

Registered Modems または Reg

このインターフェイス上の登録済みでオンライ
ンの CM の総数。一部のモデムがオフラインで
あるか完全に登録されていない場合、この数は
Total Modems の値と異なる場合があります。

Unregistered Modems

オフラインで現在 CMTS と通信していないか、
オンラインになる途中で未登録の状態の CM の
総数。

Offline

以前にオンラインであったか、登録を試みたこ
とがあるものの、現在は CMTS と通信していな
い CM の総数。

Wideband

CM がワイドバンド CM として登録されていま
す。

init(rc)

CM の MAC 状態が init(rc) です。

init(d)

CM の MAC 状態が init(d) です。

init(io)

CM の MAC 状態が init(io) です。

init(o)

CM の MAC 状態が init(o) です。

Description

cable upstream description コマンドを使用してこ
のアップストリームに入力された説明。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary

（注）

MAC 状態の詳細については、show cable modem コマンドを参照してください。

ヒント

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

___________________
関連コマンド

Command

Description

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemaccess-group

特定のケーブル インターフェイス上の CM のア
クセス グループを表示します。

showcablemodemcalls

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemcounters

1 つ以上の CM のダウンストリームおよびアッ
プストリーム トラフィック カウンタを表示し
ます。

showcablemodemcpe

特定の CM を経由してケーブル インターフェイ
スにアクセスする CPE デバイスを表示します。

showcablemodemoffline

Cisco CMTS からオフラインとしてマークされ
ている CM のリストを表示します。

showcablemodemregistered

Cisco CMTS に登録済みとしてマークされてい
る CM のリストを表示します。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showcablemodemunregistered

Cisco CMTS に未登録としてマークされている
CM のリストを表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary

Command

Description

showcablemodemvendor

各ケーブル インターフェイス上の CM のベン
ダー名または組織固有識別子（OUI）を表示し
ます。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。

showcablemodemwideband

ワイドバンド CM の情報が表示されます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary wb-rf

show cable modem summary wb-rf
ケーブル インターフェイス上のダウンしている RF チャネル数を表示するには、特権 EXEC モー
ドで -->showcablemodemsummarywb-rf コマンドを使用します。
show cable modem [cable slot/subslot/port] summary wb-rf [modular-cable
slot/bay/port:nb-channel-number]
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [cable slot/subslot/port]summary wb-rfs slot/subslot/portWB-RF-channel-number
___________________
構文の説明

cableslot/subslot/port

（任意）ケーブル インターフェイスを指定しま
す。有効な値は次のとおりです。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効な値は 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ポート番号を指定します。有効な値
は 0 ～ 4 です（ケーブル インターフェイ
スにより異なる）。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

slot/subslot/port

（任意）Cisco cBR-8 ルータ上のケーブル イン
ターフェイスを指定します。有効な値は次のと
おりです。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効な値は 0 ～ 3 および 6 ～ 9 で
す。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 です。
• port：ポート番号を指定します。有効値の
範囲は 0 ～ 7 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary wb-rf

WB-RF-channel-number

（任意）Cisco cBR-8 ルータ上のケーブル イン
ターフェイスを指定します。有効な値は 0 ～
163 です。

modular-cableslot/bay/port:nb-channel-number

（任意）モジュラ ケーブル インターフェイス
を指定します。有効な値は次のとおりです。
• slot：SIP が装着されているスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、スロット 1 および
3 を SIP に使用できます。
• bay：SPA がある SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および1（下部ベイ）です。
• port：SPA のインターフェイス番号を指定
します。
• nb-channel-number：ナローバンド チャネル
番号を指定します。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。modular-cable キーワード、および port 変数
が削除されました。

次に、ケーブル インターフェイス上の slot/subslot/port 8/0/0 で -->showcablemodemsummarywb-rf
コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem cable 8/0/0 summary wb-rfs
Total
Total
Percent
RF
w-online RF down RF down
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary wb-rf

-------1/0/0 0
1
2

-------4
6
7

------0
0
0

------0
0
0

次に、モジュラ ケーブル インターフェイス上の slot/bay/port およびナローバンド チャネル 1/0/0
18 で -->showcablemodemsummarywb-rf コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem c8/0/0 summary wb-rfs modular-cable 1/0/0 18
Total
Total
Percent
RF
w-online RF down RF down
-------- -------- ------- ------1/0/0 18 0
0
0

___________________
例

次に、show cable modem summary wb-rf コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem summary wb-rfs
Total
Total
Percent
RF
w-online RF down RF down
-------- -------- ------- ------1/0/1 0
7
0
0
1
6
0
0
2
7
0
0
3
1
0
0
32 1
0
0
33 1
0
0
35 1
0
0
1/0/4 1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
1
0
0
5
1
0
0
6
1
0
0
7
1
0
0
158 1
0
0
Router#
Router#show cable modem c1/0/1 summary wb-rfs
RF
-------1/0/1 0
1
2
3
32
33
35

Total
w-online
-------6
6
7
2
1
1
1

Total
RF down
------0
0
0
1
0
0
0

Percent
RF down
------0
0
0
50
0
0
0

Router#show cable modem c1/0/1 summary wb-rfs 1/0/1 0
RF
-------1/0/1 0

Total
w-online
-------6

Total
RF down
------0
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Percent
RF down
------0

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem summary wb-rf

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodemsummary

1 つ以上のケーブル インターフェイスの CM の
要約が表示されます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem tcs summary

show cable modem tcs summary
Cisco CMTS ルータの送信チャネル セット（TCS）情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemodemtcssummary コマンドを使用します。
show cable modem tcs summary
___________________
構文の説明

キーワードおよび引数はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

次に、showcablemodemtcssummary コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem tcs summary
Interface
C7/0/0/U0-3
C7/0/0/U0
C7/0/0/U1
C7/0/0/U3
C7/1/0/U3
C7/1/1/U0
C8/0/0/U0-1,2.0,3
Total:

（注）

Cable Modem
Total Reg
Oper Unreg Offline
8
8
8
0
0
3
3
3
0
0
2
2
2
0
0
5
5
5
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
3
3
3
0
0
3
23
22
22
1
1

Wideband TCS
USCB
8
3840 1,2
2
2
0
0
0
3840 1,2,3,4,5,6,7,8
15

上の例では、インターフェイスの値が TCS のアップストリーム チャネルを示します。TCS が
U0、U1、U3、U5、U6、U7 である場合、インターフェイスは U0-1 3 5-7 として表示されます。
TCS が論理チャネルである場合は、インターフェイスは U0.0,1.0,3.0 として表示されます。
次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem tcs summary

表 135：show cable modem tcs summary のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

CM に対してアップストリームを提供するケー
ブル インターフェイス ライン カード。

Total Modems または Total

このインターフェイスの登録済み CM、未登録
CM、オフライン CM の総数。

Registered Modems または Reg

このインターフェイス上の登録済みでオンライ
ンの CM の総数。一部のモデムがオフラインで
あるか完全に登録されていない場合、この数は
Total Modems の値と異なる場合があります。

Oper

動作している CM の総数。

Unregistered Modems または Unreg

オフラインで現在 Cisco CMTS と通信していな
いか、オンラインになる途中で未登録の状態の
CM の総数。

Offline

以前にオンラインであったか、登録を試みたこ
とがあるものの、現在は Cisco CMTS と通信し
ていない CM の総数。

Wideband

CM がワイドバンド CM として登録されていま
す。

TCS

TCS ID。

USCB

アップストリーム ボンディング グループ ID。

次に、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ ルータの場合の
showcablemodemtcssummary コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem tcs summary
Interface
USCB
Ca3/0/1/U0
Ca3/0/1/U1
Ca3/0/1/U2
Ca3/0/1/U4
Ca3/0/1/U5
Ca3/0/1/U6
Ca3/0/2/U0
Ca3/0/2/U1
Ca3/0/2/U5
Ca3/0/3/U1
Ca3/0/3/U2
Ca3/0/4/U0

Cable Modem
Total Reg
Oper Unreg Offline Wideband TCS
8
8
48
57
14
9
28
50
72
94
59
29

1
0
0
26
0
0
4
50
72
94
59
0

1
0
0
26
0
0
4
50
72
94
59
0

7
8
48
31
14
9
24
0
0
0
0
29

1
1
2
12
1
0
10
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
5
6
7
1
2
6
2
3
1
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem tcs summary

Ca3/0/4/U1
Ca3/0/4/U2
Ca3/0/4/U4
Ca3/0/4/U5
Ca3/0/4/U6
Ca3/0/5/U0
Ca3/0/5/U1
Ca3/0/5/U2
Ca3/0/5/U5
Ca3/0/6/U4
Ca3/0/6/U5
Ca3/0/6/U6
Ca3/0/6/U4
65540
Ca3/0/6/U5
65541
Ca3/0/6/U6
65542
Ca3/0/7/U0
Ca3/0/7/U1
Ca3/0/7/U2
Ca3/0/7/U4
Ca3/0/7/U5
Ca3/0/7/U6

20
14
57
17
6
3
74
3
77
4
1
2
4

2
0
10
1
6
3
74
3
77
4
0
1
4

2
0
10
1
6
3
74
3
77
4
0
1
4

18
14
47
16
0
0
0
0
0
0
1
1
0

7
4
39
13
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

2
3
5
6
7
1
2
3
6
5
6
7
4096

1

1

0

0

0

1

8192

3

3

3

0

0

3

16384

2
1
29
43
27
24

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
1
29
43
27
24

2
0
23
40
25
20

0
0
0
0
0
0

1
2
3
5
6
7

Total:

888

495

494

393

207

8

Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

showcablemodem

Cisco CMTS ルータの登録済み CM と未登録 CM
の情報を表示します。

showinterfacecablemodem

Cisco CMTS ルータの特定のケーブル インター
フェイスに接続されている CM に関する情報を
表示します。

showcablemodemwideband

Cisco CMTS ルータのワイドバンド CM の情報
を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem type

show cable modem type
すべてのケーブル モデム（CM）のプロビジョニング情報（ブート モード設定、MAC アドレス、
IP アドレスなどの情報）を表示するには、特権 EXEC コンフィギュレーション モードで
showcablemodemtype コマンドを使用します。
Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco uBR7225VXR ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] type
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]| name fqdn] type
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable slot/subslot/cable-interface-index [upstreamport] ] type
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定の CM の IPv4 または IPv6
アドレス。CM の背後にある CPE デバイスの IP
アドレスを指定すると、その CM の情報が表示
されます。

mac-address

（任意）表示する特定の CM の MAC アドレス。
CM の背後にある CPE デバイスの MAC アドレ
スを指定すると、その CM の情報が表示されま
す。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効な範囲は
3 ～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な範囲は 5 ～
8 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効な範囲は 0 ～ 3
および 6 ～ 9 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem type

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
Cisco cBR-8 ルータ：有効なサブスロットは 0
です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な範囲は 0 ～
4 です（ケーブル インターフェイスによっ
て異なる）。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
UBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効な範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効な範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効な範囲は 0 ～ 15
です。

upstreamport
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（任意）指定したアップストリーム ポートを使
用しているすべての CM に関する情報を表示し
ます。ケーブル インターフェイスの情報を表示
する場合にのみこのオプションを指定できま
す。port の有効な範囲は 0 から始まります。上
限値は、ケーブルインターフェイスラインカー
ドによってサポートされているアップストリー
ム ポート数によって変わります。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem type

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

namefqdn

このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが
cable-interface-index に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加さ
れました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
で実装されました。name キーワードおよび logical-channel-index 変
数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する前
に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを実行す
る必要があります。
___________________
例

次に、showcablemodemtype コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem type
Boot Mode configuration:

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2251

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem type

P - Primary Boot mode (IPv6 or IPv4)
D - Dual Stack (Yes/No)
A - Alternative Provisioning Mode (Yes/No)
MAC Address
Interface P/D/A IPv4 address
0004.27a5.b761 C6/0/2/U1 v6/N/N 10.7.0.161
0007.0e01.d9a1 C6/0/2/U0 v6/N/N 10.7.0.162
0006.2854.7275 C6/0/2/U1 v6/Y/N 10.7.0.3
0018.6835.27dd C6/0/U0
v6/N/N ---

IPv6 Address
----2001:ODB8:3800:80B:7565:5B87:1D7D:5AD5
2001:0DB8:3800:803:41D7:DECC:F15D:133

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 136：show cable modem type のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

この CM の MAC アドレス。

Interface

この CM に関連付けられているケーブル ライン
カード インターフェイスおよびアップストリー
ム。

P/D/A

CM のブート モード設定を表す 3 つの値の文字
列：
• P：プライマリ ブート モード。「v4」また
は「v6」はプライマリアドレッシングモー
ドが IPv4 であるか IPv6 であるかを示しま
す。
• D：デュアルスタック。「Y」または「N」
は IPv4 と IPv6 の両方のアドレッシング
モードがサポートされているかどうかを示
します。
• A：代替プロビジョニング モード
（APM）。「Y」または「N」は APM が
サポートされているかどうかを示します。
（注）

IPv4 address

APM は、Cisco IOS リリース
12.2(33)SCA の Cisco CMTS ルータで
はサポートされません。

CM で取得された IPv4 アドレス。IP アドレスを
取得する前、または CM が IPv4 登録に失敗し
た場合は、次の出力が表示されます。
• まだ取得されていない IPv4 アドレス：
「0.0.0.0」
• CM が IPv4 登録に失敗したものの IPv6 ア
ドレスではオンラインである：「---」
• IPv6 専用 CM の IPv4 アドレス：「---」
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem type

フィールド

説明

IPv6 Address

CM で取得された IPv6 アドレス。IP アドレスを
取得する前、または CM が IPv6 登録に失敗し
た場合は、次の出力が表示されます。
• まだ取得されていない IPv6 アドレス：
「::」
• CM が IPv6 登録に失敗したものの IPv4 ア
ドレスではオンラインである：「---」
• IPv4 専用 CM の IPv6 アドレス：「---」

次に、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ ルータ上の showcablemodemtype
コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem type
Boot Mode configuration:
P - Primary Boot mode (IPv6 or IPv4)
D - Dual Stack (Yes/No)
A - Alternative Provisioning Mode (Yes/No)
MAC Address
1859.334d.6622
1859.334d.7cd2
1859.334d.7db2
1859.334d.7e64
1859.334d.f658
1859.334d.f9d0
1859.334d.774c
1859.334d.f628
1859.334d.f60e
1859.334d.fa36
1859.334d.667e
1859.334d.fb1e
1859.334d.7d8e
1859.334d.f604
1859.334d.fc64
1859.334d.f696
1859.334d.fce6
1859.334d.f9b0
1859.334d.fa8c
1859.334d.71e0
1859.334d.7e34
1859.334d.7e9e
1859.334d.7cf0
1859.334d.f96e
1859.334d.7b68
1859.334d.7aec
1859.334d.fce8
1859.334d.f62a
1859.334d.fabc
1859.334d.7d00
1859.334d.6778
1859.334d.7306
1859.334d.65d4
1859.334d.6604
1859.334d.7a10
1859.334d.7d38
1859.334d.6434
1859.334d.7ace

Interface
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1

P/D/A
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N

IPv4 address
10.10.0.4
10.10.0.9
10.10.0.10
10.10.0.17
10.10.0.20
10.10.0.23
10.10.0.25
10.10.0.28
10.10.0.33
10.10.0.35
10.10.0.36
10.10.0.37
10.10.0.42
10.10.0.52
10.10.0.57
10.10.0.61
10.10.0.78
10.10.0.97
10.10.0.116
10.10.0.123
10.10.0.134
10.10.0.150
10.10.0.164
10.10.0.167
--10.10.0.176
10.10.0.180
10.10.0.191
10.10.0.217
10.10.0.224
10.10.0.247
10.10.1.18
10.10.1.5
10.10.1.49
10.10.1.51
10.10.1.75
10.10.1.55
10.10.1.78

IPv6 Address
-----------------------------------------------------------------------------
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem type

1859.334d.7b5a
1859.334d.7d16
1859.334d.7c78
1859.334d.65b0
1859.334d.7c40
1859.334d.804a
1859.334d.7b2a
1859.334d.7d04
1859.334d.7e42
1859.334d.6e1a
1859.334d.7be8
1859.334d.7a5a
1859.334d.6584
1859.334d.7ad2
1859.334d.660e
1859.334d.7b4c
1859.334d.6688
1859.334d.7cc0
1859.334d.6742
1859.334d.7c32
1859.334d.7aac
1859.334d.f968

___________________
関連コマンド

C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1
C3/0/1

10.10.1.61
10.10.1.60
10.10.1.93
10.10.1.81
10.10.1.82
10.10.1.87
10.10.1.98
10.10.1.100
10.10.1.107
10.10.1.109
10.10.1.113
10.10.1.129
10.10.1.128
10.10.1.130
10.10.1.132
10.10.1.134
10.10.1.136
10.10.1.141
10.10.1.153
--10.10.1.172
10.10.1.177

---------------------------------------------

Command

Description

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。
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v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N
v4/N/N

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem unregistered

show cable modem unregistered
Cisco CMTS から登録解除済みのマークが付けられているケーブル モデム（CM）のリストを表示
するには、特権 EXEC モードで showcablemodemunregistered コマンドを使用します。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/port| slot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]| name fqdn] unregistered
Cisco uBR10012 ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index}
[upstream port [ logical-channel-index ]]| name fqdn] unregistered
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem [ip-address| mac-address| cable slot/subslot/cable-interface-index ] unregistered
___________________
構文の説明

ip-address

（任意）表示する特定のケーブル モデムの IPv4
または IPv6 アドレス。ケーブル モデムの背後
にある CPE デバイスの IP アドレスを指定する
と、そのケーブル モデムの情報が表示されま
す。

mac-address

（任意）表示する特定のケーブルモデムのMAC
アドレス。ケーブル モデムの背後にある CPE
デバイスの MAC アドレスを指定すると、その
CM の情報が表示されます。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 お
よび 6 ～ 9 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem unregistered

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。Cisco uBR10012 ルータ
の場合：有効なサブスロットは 0 または 1 で
す。
Cisco cBR-8 ルータ：有効なサブスロットは 0
です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 4
です（ケーブル インターフェイスによっ
て異なる）。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
UBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem unregistered

（任意）指定したアップストリーム ポートを使
用する CM すべてに関する情報を表示します。
このオプションは、ケーブル インターフェイス
の情報を表示する場合にのみ指定できます。port
の有効範囲は 0 から始まります。上限値は、
ケーブルインターフェイスラインカードによっ
てサポートされているアップストリーム ポート
数によって変わります。

upstreamport

このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
（任意）表示するケーブル デバイスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を指定します。このオプ
ションは、CMTS ルータのケーブル DNS キャッ
シュを更新するために
showcablemodemdomain-name コマンドを初め
て実行した場合にのみ使用できます。

namefqdn

このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。

___________________
コマンド デフォルト

Cisco CMTS ルータ上で登録解除されているすべての CM のリストを表示します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに導入されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem unregistered

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が変
更されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• ケーブル モデムまたは CPE デバイスの IPv6 アドレスを指定するための
サポートが追加されました。
• CM の完全修飾ドメイン名を指定するために name キーワード オプショ
ンが追加されました。
• IPv6 をサポートする CM と CPE の初期化を示すため、次の新しい初期
化状態が追加されました。
◦ init6(s)：CMTS ルータが SOLICIT メッセージを検出しました。
◦ init6(a)：CMTS ルータが ADVERTISE メッセージを検出しました。
◦ init6(r)：CMTS ルータが REQUEST メッセージを検出しました。
◦ init6(i)：CMTS ルータが REPLY メッセージを検出しました。
◦ init6(o)：CMTS ルータがバージョン 6 の TFTP 要求を検出しまし
た。
◦ init6(t)：CMTS ルータがバージョン 6 の TOD 要求を検出しました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index に変
更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ で実装さ
れました。upstream キーワードと name キーワード、および
logical-channel-index 変数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン OperationwithHotStandbyConnection-to-ConnectionProtocol(HCCP)Configuration
ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）1+1 または 1:n（N+1）冗長性を使用する場合、ス
イッチオーバー後の新しいプライマリ プロセッサがオンライン ケーブル モデムの新しいデータ
ベースを自動的に作成します。したがって、CMTS がケーブル モデムから IP トラフィックを受信
するまで、showcablemodemip-address コマンドで特定のケーブル モデムが表示されない場合があ
ります。pingip-address コマンドを使用して IP トラフィックを強制することができます。これに
より、showcablemodemip-address コマンドでそのケーブル モデムが表示されるようになります。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem unregistered

showcablemodem|includeip-address コマンドを使用して、特定のケーブル モデムを表示することも
できます。
また、HCCP 冗長性が設定されている場合は、設定が変更されるたびに Cisco IOS ソフトウェアが
セカンダリのバックアップ カードを自動的に同期します。hccpresync コマンドを使って、カード
を手動で同期することもできます。SYNC イベント コマンドの実行中、CLI コマンドの応答が非
常に遅くなることがあります。特に、SYNC イベントの実行中に showcablemodem コマンドを入
力すると、コマンドの応答がディスプレイに何も表示されないか、次のようなエラー メッセージ
が表示されることがあります。
%No response from slot 6/1. Command aborted

この場合は、1 分ほど待機してからコマンドを再試行します。

ヒント

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA では、ドメイン名をケーブル コマンドの一部として使用する
前に、CMTS ルータのルート プロセッサ（RP）で showcablemodemdomain-name コマンドを
実行する必要があります。

___________________
例

次に、showcablemodemunregistered コマンドのデフォルト形式の出力例を示します。
Router# show cable modem unregistered
Interface

Prim
Sid
Cable3/0/U0 1
Cable3/0/U0 2
C6/0/U0
6

Online
State
online
online
init6(i)

Timing Rec
QoS CPE IP address
Offset Power
2812
-0.25 5
1
3.18.1.5
2804
0.50 5
0
3.18.1.9
1532
-0.50 2
0
0.0.0.0

MAC address
0030.80bc.2303
0006.2854.73f5
0018.6835.27dd

次に、特定のケーブル インターフェイスに対する showcablemodemunregistered コマンドの出力例
を示します。
Router# show cable modem c8/1/0 unregistered
Interface Prim
Sid
C8/1/0/U1 1
C8/1/0/U4 2
C8/1/0/U4 3

Online
State
online
online
online

Timing Rec
Offset Power
1548
0.00
1925
0.00
1918
-0.50

QoS CPE IP address

MAC address

5
5
2

0050.7366.1243
0002.b970.0027
0006.5314.858d

0
0
0

22.1.1.11
23.1.1.10
22.1.1.10

次に、IP アドレスで識別した単一のケーブル モデムに対して showcablemodemunregistered コマ
ンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem 22.1.1.10 unregistered
Interface Prim Online
Sid State
C8/1/0/U4 3
online

Timing Rec
Offset Power
1918
-0.75

QoS CPE IP address

MAC address

2

0006.5314.858d

0

22.1.1.10

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2259

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem unregistered

次に、MAC アドレスで識別した単一のケーブル モデムに対して showcablemodemunregistered コ
マンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem 0006.5314.858d unregistered
Interface Prim Online
Sid State
C8/1/0/U4 3
online

Timing Rec
Offset Power
1918
-0.25

QoS CPE IP address

MAC address

2

0006.5314.858d

0

22.1.1.10

（注）

[Receive Power] 列のアスタリスク（*）は、その CM に対して電力調整が行われたことを示し
ます。[Receive Power] 列の感嘆符（!）は、ケーブル モデムからの電力送信が上限レベルに達
したため、電力をそれ以上強くできないことを示します。[Timing Offset] 列の感嘆符（!）は、
ケーブル モデムが、cablemap-advance コマンドで指定した最大遅延とタイミング オフセット
を超過したことを示します。[MAC State] 列のシャープ記号（#）は、cabletftp-enforcemark-only
コマンドを使用して、登録前にケーブル モデムが DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
の TFTP ダウンロードを試行するよう要求したのに、ケーブル モデムが試行しなかったことを
示します（Cisco IOS リリース 12.1(11b)EC1 および Cisco IOS リリース 12.2(8) BC2、またはそ
れ以降のリリース）。

ヒント

showcablemodem コマンドは、DOCSIS ティック単位でケーブル モデムのタイミング オフセッ
トを表示します。一方で、cablemap-advance などの他のコマンドは、マイクロ秒単位でオフ
セットを表示します。マイクロ秒から DOCSIS ティックに単位変換するには次の方法を使用し
ます。ティック = マイクロ秒 X 64/6.25。
次の表で、showcablemodemunregistered の出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 137：show cable modem unregistered のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

この CM に対してアップストリームを提供する
ケーブル インターフェイス ライン カード。

Prim SID

この CM に割り当てられているプライマリ
SID。

Online State

MAC レイヤの現在の状態。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem unregistered

フィールド

説明

Timing Offset

CMTS 上で認識されるケーブル モデムのタイミ
ング オフセット（ティック単位）。（ここで使
用するティックは、6.25/64 マイクロ秒です。）
これは、特定のケーブル モデムが送信を予定し
ていた時点から、Cisco CMTS が実際に受信し
た時点までの遅延です。
（注）

（注）

Rec Power

[Timing Offset] 列の感嘆符（!）は、
ケーブル モデムが、cablemap-advance
コマンドで指定した最大遅延とタイ
ミング オフセットを超過したことを
示します。
ここに示されるタイミング オフセッ
トは一般に、
showcablemodemremote-query コマン
ドによって表示される [TX Time Offset]
値よりも小さい値になります。これ
は、後者の値がケーブル モデムで認
識されるオフセットであるためです
（オフセットには、ケーブル モデム
ソフトウェアが伝送を開始してから、
ローカル ケーブル インターフェイス
に実際にビットが現れるまでの内部遅
延が含まれます）。

CM の受信電力レベル（dB 単位）。
（注）

[RxPwr] 列のアスタリスク（*）は、
その CM に対して電力調整が行われ
たことを示します。感嘆符（!）は、
ケーブル モデムからの電力送信が最
大レベルに達したため、電力をこれ
以上強くできないことを示します。

QoS

ケーブル モデム（DOCSIS 1.1 および DOCSIS
2.0 の CM のみ）に割り当てられた QoS プロファ
イルを表示します。

CPE

ケーブル モデムが接続を提供している CPE デ
バイスの数を示します。

IP Address

DHCP サーバから CM に割り当てられた IP アド
レス。

MAC Address

CM の MAC アドレス。
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次の表に、[Online State] フィールドに表示される可能性のある値を示します。
表 138： Online State フィールドの説明
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MAC State の値

説明

IPv4 アドレッシングを使用するデバイスの登録
およびプロビジョニングのステータス
init(r1)

ケーブル モデムが初期の範囲設定を送信しまし
た。

init(r2)

ケーブル モデムが範囲を設定しています。
CMTS はケーブル モデムから初期の範囲設定を
受信し、RF 電力、タイミング オフセット、お
よび周波数調整を CM に送信しています。

init(rc)

範囲設定が完了しました。
（注）

init(d)

DHCP 要求を DHCPDISCOVER として受信しま
した。これは、最初の IP ブロードキャスト パ
ケットを CM から受信したことも示します。

init(dr)

DHCP 要求がケーブル モデムに送信されまし
た。
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ケーブル モデムがこの状態で留まっ
ているように見える場合は、ケーブル
ネットワーク上にあるケーブル モデ
ムが正常に通信できているにも関わら
ず、アップストリームが限度に達して
おり帯域幅に余裕が無いため、ケーブ
ル モデムが登録を完了できずオンラ
インにならない可能性があります。1
つ以上の CM を他のアップストリーム
に手動で移動するか、
cableload-balancegroup コマンドを使
用して、そのアップストリームのロー
ド バランシングを有効にします。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
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説明

init(i)

ケーブル モデムが DHCP サーバから
DHCPOFFER 応答（DHCPACK）を受信しまし
た。この応答によってモデムに IP アドレスが
割り当てられましたが、モデムはまだ応答とし
てその IP アドレスを要求する DHCPREQUEST
メッセージを送信しておらず、さらにその IP
アドレスを使用して IP パケットを送信してい
ません。
（注）

ケーブル モデムがこの状態で留まっ
ているように見える場合は、ケーブル
モデムが DHCP サーバから
DHCPOFFER 応答を受信したものの、
応答に含まれていた 1 つ以上のオプ
ションがその CM に対して無効であっ
た可能性があります。

init(io)

Cisco CMTS は、DHCP サーバからケーブル モ
デムに送信された DHCP オファーを検出しまし
た。このオファーによって、モデムに IP アド
レスが割り当てられました。

init(o)

ケーブル モデムが、DHCP 応答の指定どおり
に、Trivial File Transfer Protocol（TFTP）を使用
してオプション ファイル（DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイル）のダウンロードを開
始しました。ケーブル モデムがこの状態で留
まっている場合は、ダウンロードが失敗したこ
とを示しています。

init(t)

時刻（TOD）の交換が開始されました。

resetting

ケーブル モデムはリセット中であり、まもなく
登録プロセスが再起動されます。

IPv6 アドレッシングを使用するデバイスの登録
およびプロビジョニングのステータス
init6(s)

Cisco CMTS ルータが、CM からの DHCPv6
SOLICIT メッセージを検出しました。

init6(a)

Cisco CMTS ルータが、DHCPv6 サーバから CM
へ送信される ADVERTISE メッセージを検出し
ました。
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init6(r)

Cisco CMTS ルータでは、ケーブル モデムから
DHCPv6 サーバへ送信される REQUEST 応答を
検出しました。

init6(i)

Cisco CMTS ルータが、DHCPv6 サーバから CM
へ送信される REPLY メッセージを検出しまし
た。

init6(o)

Cisco CMTS ルータでは、ケーブル モデムから
TFTP サーバへ送信される REQEST メッセージ
を検出しました。

init6(t)

Cisco CMTS ルータが、ケーブル モデムから
TOD サーバへ送信される REQUEST メッセージ
を検出しました。

非エラー ステータス状態
cc(r1)

ケーブル モデムの登録が完了しオンラインにな
りましたが、CMTS からダウンストリーム チャ
ネル変更（DCC）またはアップストリーム チャ
ネル変更（UCC）要求メッセージを受信しまし
た。ケーブル モデムが新しいチャネルへの移動
を開始し、CMTS が新しいダウンストリームま
たはアップストリーム チャネルで CM の初期範
囲設定を受信しました。MACレイヤでは、ケー
ブル モデムはオフラインと見なされます。これ
は、新しいチャネルでまだトラフィックの送受
信が行われておらず、この状態ではフラップ リ
スト カウンタが起動されないためです。

cc(r2)

この状態は一般に cc(r1) の後に発生します。こ
れは、ケーブル モデムが新しいチャネル上で初
期範囲設定を完了し、現在は新しいチャネルで
継続的に範囲を設定していることを示します。
MAC レイヤでは、ケーブル モデムはオフライ
ンと見なされます。これは、新しいチャネルで
まだトラフィックの送受信が行われておらず、
この状態ではフラップ リスト カウンタが起動
されないためです。

offline

ケーブル モデムがオフライン（切断または電源
オフ）であるものと見なされます。
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online

ケーブル モデムが登録され、ネットワーク上で
データを送受信できるようになっています。

online(d)

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
ケーブル モデムは CPE デバイスとの間でトラ
フィックを転送しませんが、CMTS は DOCSIS
メッセージおよび IP トラフィック（SNMP コマ
ンドなど）を使用してケーブル モデムと通信し
続けることができます。
（注）

online(pkd)

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
さらに、BPI が有効化され、KEK が割り当てら
れています。
（注）

online(ptd)

この状態は online(d) および online(pk)
の状態に相当します。

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
さらに、BPI が有効化され、TEK が割り当てら
れています。現在、BPI 暗号化が実行されてい
ます。
（注）

online(pk)

ケーブル モデムに送信された DOCSIS
コンフィギュレーション ファイルで
BPI が有効化された場合は、BPI ネゴ
シエーションおよびキー割り当てが失
敗したことが他のメッセージに示され
ていない限り、ケーブル モデムが BPI
の暗号化を使用していることを想定し
てください。

この状態は online(d) および online(pt)
の状態に相当します。

ケーブル モデムが登録され、BPI が有効化さ
れ、KEK が割り当てられています。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2265

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem unregistered

17

MAC State の値

説明

online(pt)

ケーブル モデムが登録され、BPI が有効化さ
れ、TEK が割り当てられています。現在、BPI
暗号化が実行されています。
（注）

（注）

オンライン状態の前に感嘆符（!）が
示される場合は、mark または reject
オプションを指定した
cabledynamic-secret コマンドを使用
した際に、ケーブル モデムがダイナ
ミック秘密認証チェックに失敗した
ことを示します。

expire(pk)

ケーブル モデムが登録され、BPI が有効化さ
れ、KEK が割り当てられましたが、ケーブル
モデムが新しい KEK 値を正常に更新する前に
現在の KEK が期限切れになりました。

expire(pkd)

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
さらに、BPI が有効化され、KEK が割り当てら
れましたが、ケーブル モデムが新しい KEK 値
を正常に更新する前に現在の KEK が期限切れ
になりました。
（注）

expire(pt)
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ケーブル モデムに送信された DOCSIS
コンフィギュレーション ファイルに
よってネットワーク アクセスが無効
化された場合は、ネットワークの無効
化ステータスが優先され、BPI の暗号
化が有効化され動作可能であっても、
[MAC states] フィールドには online(pt)
ではなく online(d) が表示されます。

この状態は online(d) および expire(pk)
の状態に相当します。

ケーブル モデムが登録され、BPI が有効化さ
れ、TEK が割り当てられましたが、ケーブル
モデムが新しい KEK 値を正常に更新する前に
現在の TEK が期限切れになりました。
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expire(ptd)

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
さらに、BPI が有効化され、TEK が割り当てら
れましたが、ケーブル モデムが新しい KEK 値
を正常に更新する前に現在の TEK が期限切れ
になりました。
（注）

この状態は online(d) および expire(pt)
の状態に相当します。

エラー ステータス状態
reject(m)

ケーブル モデムは登録しようとしましたが、
メッセージ整合性チェック（MIC）の値が不正
であったため、登録は拒否されました。これ
は、DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
の共有秘密が cableshared-secret コマンドで
CMTS に設定された値と一致していないことを
示す場合もあります。
（Cisco IOS リリース 12.1(11b)EC1 および Cisco
IOS リリース 12.2(8)BC2 以降のリリースの場
合）cabletftp-enforce--> コマンドを使用して、
登録前に DOCSIS コンフィギュレーション ファ
イルの TFTP ダウンロードを試行するようケー
ブル モデムに要求したものの、ケーブル モデ
ムがダウンロードを試行しなかった可能性も示
します。
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reject(c)

ケーブル モデムは登録を試みましたが、以下の
ような（考えられる）多数のエラーが原因で登
録は拒否されました。
• ケーブル モデムは、保証される最小アッ
プストリーム帯域に登録しようとしました
が、この帯域は
cableupstreamadmission-control コマンド
で設定された制限を超過しています。
• セキュリティ違反のため、ケーブル モデ
ムは無効になりました。
• DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
に含まれるサービス クラス（COS）の値
が正しくありません。
• ケーブル モデムは新しい COS 設定を作成
しようとしましたが、CMTS の設定によ
り、そのような変更が許可されていませ
ん。
• ケーブル モデムは、DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルのタイムスタンプの
チェックに失敗しました。（これはサービ
ス盗難試行や、ケーブル モデムおよび
CMTS でのクロック同期の問題を示してい
る可能性があります。）

reject(pk)

KEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。

reject(pkd)

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
また、KEK キー割り当てが拒否されたため、
BPI 暗号化は確立されませんでした。
（注）

reject(pt)
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この状態は online(d) および reject(pk)
の状態に相当します。

TEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。
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reject(ptd)

ケーブル モデムが登録されましたが、このケー
ブル モデムを使用する CPE デバイスのネット
ワーク アクセスは、DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルによって無効化されています。
また、TEK キー割り当てが拒否されたため、
BPI 暗号化は確立されませんでした。
（注）

（注）

この状態は online(d) および reject(pt)
の状態に相当します。

Cisco IOS リリース 12.1(20)EC および
Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以前の
リリースでは、ケーブル モデムに送
信された DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルでネットワーク アク
セスが無効化された場合は、ネット
ワークの無効化ステータスが優先さ
れ、BPI の暗号化が失敗しても、MAC
ステータス フィールドには online(d)
が表示されます。特定のケーブル モ
デムで BPI が有効かどうかを確認する
には、showcablemodemmac-address コ
マンドを使用します。

reject(ts)

ケーブル モデムが登録しようとしましたが、
ケーブル モデム登録要求内の TFTP サーバ タイ
ムスタンプが、CMTS によって維持されている
タイムスタンプと一致しなかったため、登録に
失敗しました。これは、ケーブル モデムが、以
前の登録試行で使用した古い DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルを再生して登録しよう
とした可能性があることを示します。

reject(ip)

ケーブル モデムが登録しようとしましたが、
ケーブル モデム要求内の IP アドレスが、TFTP
サーバが DOCSIS コンフィギュレーション ファ
イルを CM に送信する際に記録した IP アドレ
スと一致しなかったため、登録に失敗しまし
た。IP スプーフィングが発生するおそれがあり
ます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem unregistered

17

17

MAC State の値

説明

reject(na)

ケーブル モデムが登録しようとしましたが、
ケーブル モデムが、CMTS により送信された登
録応答（REG-RSP）メッセージへの応答として
登録確認（REG-ACK）メッセージを送信しな
かったため、登録に失敗しました。登録未確認
（REG-NACK）と見なされます。

ケーブル モデムの MAC state フィールドは、CISCO-DOCS-EXT-MIB に含まれる cdxCmtsCmStatusValue オブジェクトの値を取得し、SNMP
を使用して取得することもできます。

___________________
例
___________________
関連コマンド

次に、show cablemodemunregistered コマンドの出力例を示します。

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemaccess-group

特定のケーブル インターフェイス上の CM のア
クセス グループを表示します。

showcablemodemclassifiers

特定の CM の分類子に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemcpe

特定の CM を経由してケーブル インターフェイ
スにアクセスする CPE デバイスを表示します。

showcablemodemoffline

Cisco CMTS からオフラインとしてマークされ
ている CM のリストを表示します。

showcablemodemregistered

Cisco CMTS に登録済みとしてマークされてい
る CM のリストを表示します。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem unregistered

Command

Description

showcablemodemvendor

各ケーブル インターフェイス上の CM のベン
ダー名または組織固有識別子（OUI）を表示し
ます。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2271

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem vendor

show cable modem vendor
各ケーブル インターフェイスの CM のベンダー名または組織固有識別子（OUI）を表示するには、
特権 EXEC モードで showcablemodemvendor コマンドを使用します。
show cable modem [cable {slot/subslot/port| slot/subslot/cable-interface-index} [upstream port
[ logical-channel-index ]]] vendor [summary]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show cable modem vendor [summary]
show cable modem [cable slot/subslot/cable-interface-index [upstream port]] vendor
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。有効
な範囲は 5 ～ 8 です。
Cisco cBR-8 ルータ：有効な範囲は 0 ～ 3 およ
び 6 ～ 9 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。有効なサブスロットは
0 または 1 です。
Cisco cBR-8 ルータ：有効なサブスロットは 0
です。

port

ダウンストリーム ポート番号。有効な範囲は 0
～ 4 です（ケーブル インターフェイスにより異
なる）。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効な範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効な範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効な範囲は 0 ～ 15
です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem vendor

upstreamport

（任意）指定されたこのアップストリームを使
用するすべての CM に関する情報を表示しま
す。ケーブル インターフェイスの情報を表示す
る場合にのみこのオプションを指定できます。
port の有効な範囲は 0 から始まります。上限値
は、ケーブル インターフェイス ライン カード
上のアップストリーム ポート数によって変わり
ます。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。
このオプションは、Cisco cBR-8 ルータではサ
ポートされません。
（任意）各ベンダーの合計数と OUI の合計数を
表示するとともに、これらのベンダーの CM の
うち現在 CMTS に登録されている合計数、登録
解除された合計数、またはオフラインの合計数
を表示します。

summary

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(8)BC2

このコマンドが、Cisco uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シリーズ、
および Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。logical-channel-index 引数が追加され
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ で
実装されました。logical-channel-index 変数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、各 CM のベンダー名を表示します。ベンダー名が cablemodemvendor コマンド
で定義されていない場合、このコマンドはモデムのベンダーの OUI 値を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem vendor

（注）

電気電子学会（IEEE）は、OUI 値の公式発行元です。IEEE OUI の Web サイトは http://
standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml です。

（注）

また、ホット スタンバイ接続間プロトコル（HCCP）構成におけるこのコマンドの動作に関す
る情報を参照してください。

___________________
例

以下に、showcablemodemvendor コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable modem vendor
Vendor

MAC Address

I/F

Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Motorola
Motorola
00.C0.FF
Cisco
Cisco
Cisco
Router#

0001.9659.519f
0002.b96f.fdbb
0002.b96f.fdf9
0002.b96f.fff7
0002.fdfa.1163
0002.fdfa.12d5
0002.fdfa.12db
0002.fdfa.12e9
0006.28dc.37fd
0006.28e9.81c9
0020.28f9.9d19
0020.4006.b010
00c0.FF78.8bea
00b0.6478.ae8d
00d0.bad3.c0cd
00d0.bad3.c0d5

C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0
C1/0/U0

MAC
State
init(rc)
online
online
online
online
online
online
online
offline
online
online
online
offline
offline
online
online

Prim
Sid
16
20
21
12
1
14
18
13
7
2
28
19
10
10
26
27

RxPwr
(db)
0.75
1.00
0.50
0.50
0.00
0.00
0.25
0.25
0.25
0.75
-0.25
0.00
1.25
1.50
0.25
0.00

Timing
Offset
2738
2738
2737
2737
2734
2737
2736
2737
2734
2735
2733
2728
2732
2735
2214
2215

Num
CPE
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1

BPI
Enb
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

次の例は、Cisco uBR10012 ルータで showcablemodemvendor コマンドを実行した場合の一般的な
出力です。
Router# show cable modem vendor
Vendor

MAC Address

I/F

Thomson
Ericsson
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Motorola

0010.9507.01db
0080.37b8.e99b
0002.fdfa.12ef
0002.fdfa.137d
0003.e38f.e9ab
0003.e3a6.7f69
0003.e3a6.816d
0006.28f9.8be5
0001.9659.519f
0002.b96f.fdbb
0002.b96f.fdf9
0002.b96f.fff7
0002.fdfa.1163
0002.fdfa.12d5
0002.fdfa.12e9
0050.7302.3d73
0002.fdfa.12db
0002.fdfa.138d
0003.e38f.e85b
0003.e38f.f4cb
0003.e3a6.7fd9
0020.4005.3f06

C5/1/0/U5
C5/1/0/U5
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/0/U0
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C6/1/1/U2
C7/0/0/U0
C7/0/0/U5
C7/0/0/U5
C7/0/0/U5
C7/0/0/U5
C7/0/0/U0
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MAC
State
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online

Prim
Sid
1
2
13
16
3
15
4
12
26
29
39
38
15
35
5
58
15
4
17
16
1
2

RxPwr
(db)
0.00
-0.25
0.00
-0.50
-0.25
0.50
0.00
0.75
0.25
-0.75
-0.50
0.00
0.00
0.25
-0.25
0.25
-0.75
0.25
0.25
0.00
0.25
0.00

Timing
Offset
938
1268
1920
1920
1926
1927
1929
1922
1930
1929
1931
1928
1923
1923
1925
1553
1914
1917
1919
1922
1922
1901

Num
CPE
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

BPI
Enb
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem vendor

Motorola
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Router#

ヒント

0020.4006.b010
0050.7302.3d83
00b0.6478.ae8d
00d0.bad3.c0cd
00d0.bad3.c0cf
00d0.bad3.c0d5

C7/0/0/U5
C7/0/0/U0
C7/0/0/U5
C7/0/0/U5
C7/0/0/U0
C7/0/0/U0

online
online
online
online
online
online

3
18
44
19
13
12

0.25
-0.25
0.50
0.00
0.00
-0.50

1901
1543
1920
1543
1546
1546

1
1
21
1
1
1

N
N
N
N
N
N

showcablemodemvendor コマンドでは CM タイミング オフセットが DOCSIS ティック単位で表
示されますが、cablemap-advance のような他のコマンドではオフセットはマイクロ秒単位で表
示されます。マイクロ秒から DOCSIS ティックに単位変換するには次の方法を使用します。
ティック = マイクロ秒 X 64/6.25。
次の表で、showcablemodemvendor の出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 139：show cable modem vendor のフィールドの説明

フィールド

説明

Vendor

cablemodemvendor コマンドで指定された、示
された CM のベンダー名。このベンダー名が指
定されていない場合は、モデムの OUI 値を表示
します。

MAC Address

CM の MAC アドレス。

I/F

この CM に対してアップストリームを提供する
ケーブル インターフェイス ライン カード。

MAC State

MAC レイヤの現在の状態。

Prim SID

この CM に割り当てられているプライマリ
SID。

RxPwr

CM の受信電力レベル（dB 単位）。
（注）

[RxPwr] 列のアスタリスク（*）は、
その CM に対して電力調整が行われ
たことを示します。感嘆符（!）は、
CM が最大電力送信レベルに達してお
り、電力レベルをそれ以上上げられ
ないことを示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem vendor

フィールド

説明

Timing Offset

CMTS 上で認識される CM のタイミング オフ
セット（ティック単位）。（ここで使用する
ティックは、6.25/64 マイクロ秒です。）これ
は、特定のケーブル モデムが送信を予定してい
た時点から、Cisco CMTS が実際に受信した時
点までの遅延です。
（注）

（注）

（注）

Num CPE

CM が接続を提供している CPE デバイスの数を
示します。

BPI Enbld

CM でベースライン プライバシー インターフェ
イス（BPI）暗号化か BPI Plus（BPI+）暗号化
が有効になっているかどうかを示します。

[RxPwr] 列のアスタリスク（*）は、その CM に対して電力調整が行われたことを示します。
[Receive Power] 列の感嘆符（!）は、CM が電力送信の最大レベルに達したため、電力レベルを
それ以上増やせないことを示します。[Timing Offset] 列の感嘆符（!）は、CM が
cablemap-advance コマンドで指定された最大遅延時間および最大タイミング オフセットを超
過したことを示します。[MAC State] 列のシャープ記号（#）は、cable tftp-enforce mark-only コ
マンドを使用して、登録前に CM が DOCSIS コンフィギュレーション ファイルの TFTP ダウン
ロードを試行するよう要求したのに、CM が試行しなかったことを示します（Cisco IOS リリー
ス 12.1(11b)EC1 および Cisco IOS リリース 12.2(8) BC2、またはそれ以降のリリース）。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2276

[Timing Offset] 列の感嘆符（!）は、
CM が cablemap-advance コマンドで
指定された最大遅延時間および最大
タイミング オフセットを超過したこ
とを示します。
ここで表示されるタイミングオフセッ
トは、通常
-->showcablemodemremote-query コマ
ンドで表示される [TX Time Offset] の
値より小さな値になります。これは、
後者の値は CM で認識されるオフセッ
トであり、これには CM ソフトウェア
が送信を開始してからビットが実際に
ローカル ケーブル インターフェイス
に到達するまでの内部遅延すべてが含
まれるためです。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem vendor

次に、showcablemodemvendorsummary コマンドの一般的な出力例を示します。各ベンダーの合
計数と OUI の合計数が表示されるとともに、これらのベンダーの CM のうち現在 CMTS に登録さ
れている合計数、登録解除された合計数、またはオフラインの合計数を表示します。
Router# show cable modem vendor summary
Vendor
00.02.B2
00.0A.73
00.0B.06
00.40.7B
00.50.04
00.50.DA
00.D0.DD
3Com
3Com
Ambit
BestData
Cisco
LinkSys
Motorola
Motorola
Motorola
Powercom
SMC
Terayon
Thomson
Toshiba
Turbo
Zoom
Router#

ヒント

___________________
例

OUI
00.02.B2
00.0A.73
00.0B.06
00.40.7B
00.50.04
00.50.DA
00.D0.DD
00.01.03
00.04.75
00.D0.59
00.E0.CA
00.04.C1
00.06.25
00.04.BD
00.08.0E
00.20.40
00.30.3B
00.04.E2
00.E0.6F
00.10.95
00.00.39
00.90.83
00.40.36

Total
4288
4105
1060
216
701
737
2
669
10
1
1
1
15
705
762
1504
3
1
652
127
1
4
1

Cable Modem
Registered Unregistered
3997
291
3938
167
1001
59
211
5
684
17
706
31
0
2
645
24
10
0
1
0
1
0
1
0
13
2
676
29
734
28
1444
60
2
1
1
0
612
40
121
6
1
0
4
0
1
0

Offline
259
108
48
2
15
26
2
21
0
0
0
0
2
21
16
45
1
0
25
5
0
0
0

このコマンドにタイムスタンプを追加するには、ライン コンフィギュレーション モードで
execprompttimestamp コマンドを使用します。

次に、Cisco cBR-8 ルータでの showcablemodemvendor コマンドの出力例を示します。
Router#show cable modem c1/0/1 vendor
Vendor

MAC Address

I/F

18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33

1859.334d.6622
1859.334d.7cd2
1859.334d.7db2
1859.334d.7e64
1859.334d.f658
1859.334d.f9d0
1859.334d.774c
1859.334d.f628
1859.334d.f60e
1859.334d.fa36
1859.334d.667e
1859.334d.fb1e
1859.334d.7d8e
1859.334d.f604
1859.334d.fc64
1859.334d.f696
1859.334d.fce6
1859.334d.f9b0
1859.334d.fa8c
1859.334d.71e0

c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1

MAC
State
init(i)
offline
online(pt)
offline
online(pt)
online(pt)
init(i)
offline
online(pt)
init(i)
online(pt)
online(pt)
online(pt)
online(pt)
online(pt)
online(pt)
online(pt)
init(i)
offline
init(i)

Prim
Sid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

RxPwr
(dBmv)
0
N N
0
N N
0
Y N
0
N N
0
Y N
0
Y N
0
N N
0
N N
0
Y N
0
N N
0
Y N
0
Y N
0
Y N
0
Y N
0
Y N
0
Y N
0
Y N
0
N N
0
N N
0
N N

Timing
Offset

B D
Num P I
CPE I P
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem vendor

18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33
18.59.33

1859.334d.7e34
1859.334d.7e9e
1859.334d.7cf0
1859.334d.f96e
1859.334d.7b68
1859.334d.7aec
1859.334d.fce8
1859.334d.f62a
1859.334d.fabc
1859.334d.7d00
1859.334d.6778
1859.334d.7306
1859.334d.65d4
1859.334d.6604
1859.334d.7a10
1859.334d.7d38
1859.334d.6434
1859.334d.7ace
1859.334d.7b5a
1859.334d.7d16
1859.334d.7c78
1859.334d.65b0
1859.334d.7c40
1859.334d.804a
1859.334d.7b2a
1859.334d.7d04
1859.334d.7e42
1859.334d.6e1a
1859.334d.7be8
1859.334d.7a5a
1859.334d.6584
1859.334d.7ad2
1859.334d.660e
1859.334d.7b4c
1859.334d.6688
1859.334d.7cc0
1859.334d.6742
1859.334d.7c32
1859.334d.7aac
1859.334d.f968
1859.334d.7908
1859.334d.7aa8
1859.334d.7d14
1859.334d.6602

c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1
c1/0/1

online(pt)
online(pt)
init(i)
offline
init(rc)
init(i)
init(i)
online(pt)
offline
online(pt)
init(i)
offline
init(i)
offline
online(pt)
init(i)
init(i)
init(i)
offline
offline
init(rc)
online(pt)
init(i)
online(pt)
init(i)
online(pt)
offline
offline
offline
init(i)
online(pt)
init(i)
init(i)
init(i)
init(i)
init(i)
init(i)
offline
init(i)
online(pt)
init(i)
offline
init(i)
online(pt)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Y
Y
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemcpe

特定の CM を経由してケーブル インターフェイ
スにアクセスする CPE デバイスを表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem vendor

Command

Description

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem voice

show cable modem voice
検出された音声対応モデムを表示するには、showcablemodemvoice コマンドを使用します。
show cable modem voice [pending| failed]
___________________
構文の説明

pending

（任意）ダウンストリーム周波数オーバーライ
ド（DFO）経由でターゲット チャネルに移動さ
れているケーブル モデムを表示します。

failed

（任意）連続失敗回数がダウンストリーム周波
数オーバーライド再試行回数の上限にすでに達
しているケーブル モデムを表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、検出された音声対応モデムを表示するために使用します。

（注）

___________________
例

showcablemodemvoice コマンドは、Cisco uBR7200 シリーズ ルータの Cisco uBR-MC28U ライ
ン カードではサポートされていません。

Router# show cable modem voice
MAC Address
IP Address
Host
MAC
Interface State
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Prim
Sid

Num
CPE

Primary
DS
Downstream RfId

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem voice

0013.10bb.22f9 80.17.1.2
0013.10bb.23d1 80.17.1.5

___________________
関連コマンド

C6/0/0/U0 online(pt)
C6/0/1/U1 online(pt)

2
5

0
0

Mo3/0/0:1
C6/0/1

1
255

コマンド

説明

showcableservice-voicedownstream-type

音声サービスを提供できるダウンストリーム タ
イプを表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband

show cable modem wideband
登録済みおよび登録解除されたワイドバンドの CM に関する情報を表示するには、特権 EXEC モー
ドで showcablemodemwideband コマンドを使用します。
Cisco uBR シリーズ ルータ
show cable modem wideband [registered-traditional-docsis| channel]
show cable modem { ip-address| mac-address}wideband [channel]
show cable modem [cable slot/subslot/cable-interface-index [upstream port [ logical-channel-index ]]]
wideband [channel]
Cisco cBR シリーズ ルータ
show cable modem wideband [registered-traditional-docsis| channel]
show cable modem { ip-address| mac-address}wideband [channel]
show cable modem [cable slot/subslot/cable-interface-index [upstream port]] wideband [channel]
ip-address

（任意）表示する特定のワイドバンド CM に対
して IP アドレスを指定します。CM の背後にあ
る CPE デバイスの IP アドレスを指定すると、
その CM の情報が表示されます。

mac-address

（任意）表示する特定のワイドバンド CM の
MAC アドレスを指定します。ワイドバンド CM
の背後にある CPE デバイスの MAC アドレスを
指定すると、そのワイドバンド CM の情報が表
示されます。

slot

ライン カードが装着されているスロット。有効
範囲は uBR シリーズ ルータの場合は 5 ～ 8、
cBR シリーズ ルータの場合は 3 および 6 ～ 9 で
す。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。有効なサブスロットは
uBR シリーズ ルータの場合は 0 ～ 1、cBR シ
リーズ ルータの場合は 0 です。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband

cable-interface-index

DOCSIS ライン カードの MAC ドメイン イン
デックス。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
UBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR-8 ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

upstreamport

（任意）指定されたこのアップストリームを使
用するすべての CM に関する情報を表示しま
す。このオプションは、ケーブル インターフェ
イスの情報を表示する場合にのみ指定できま
す。port の有効範囲は 0 から始まります。上限
値は、ケーブル インターフェイス ライン カー
ド上のアップストリーム ポート数によって変わ
ります。

logical-channel-index

（任意）論理チャネル インデックス。有効な値
は 0 または 1 です。

registered-traditional-docsis

（任意）従来の DOCSIS モデムとして現在登録
されているワイドバンド CM の情報を表示しま
す。

channel

（任意）ケーブル モデムで使用されるダウンス
トリーム（DS）およびアップストリーム（US）
チャネルの数を表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータに
導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンド出力には、ダウンストリーム（DS）チャネル ID またはボン
ディング グループ（BG）ID が表示されなくなりました。ケーブル モデ
ムに割り当てられた RCC の受信チャネル設定（RCC）ID を表示するため
に、新しい列が追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index に
変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。channel キーワードおよび
logical-channel-index 引数が追加されました。

12.2(33)SCG

このコマンド出力に、ダウンストリーム チャネル ボンディング（DSCB）
パーシャル サービスおよびアップストリーム チャネル ボンディング
（USCB）パーシャル サービスに関するダイレクト ダウンストリーム チャ
ネルおよびアップストリーム チャネル情報が表示されるように変更され
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。logical-channel-index 変数が削除されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、1 つ以上のワイドバンド CM の情報を表示します。オプションで、情報を表示
する CM を IP アドレス、MAC アドレス、またはケーブル インターフェイスで指定できます。
ワイドバンド対応 CM をワイドバンド CM として登録できない場合（たとえば、ワイドバンド
チャネルを使用できない場合）、CM は従来の DOCSIS モデムとしての登録を試行します。
registered-traditional-docsis キーワードは、情報を表示するワイドバンド CM のセットを、現在
DOCSIS 1.X または 2.0 モデムとして登録されているワイドバンド対応 CM に限定します。
___________________
例

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB より前の Cisco IOS リリースが実行されている Cisco uBR10012
ルータ上でデフォルト形式の showcablemodemwideband コマンドを実行した場合の出力例を示し
ます。
Router# show cable modem wideband
MAC Address
IP Address
I/F
0014.bfbe.3cc0
0016.92f0.90d6
0014.bfbe.3cb8
0016.92f0.90d8

1.11.0.1
1.11.0.4
1.11.0.2
1.11.0.3
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C5/0/1/U0
C5/0/1/U0
C6/0/1/U0
C6/0/1/U0

MAC
Prim BG DSID
State
Sid
ID
w-online(pt) 3
24
w-online(pt) 5
24
w-online(pt) 3
36
w-online(pt) 5
36

MD-DS-SG
24
272
36
274

N/A
1
N/A
1

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband

___________________
例

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB が実行されている Cisco uBR10012 ルータ上でデフォルト形
式の showcablemodemwideband コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem wideband
MAC Address
IP Address I/F
0014.bfbe.4694 30.2.0.3
0018.6852.84aa 30.2.0.5

（注）

___________________
例

C8/0/0/U0
C8/0/0/U0

MAC
State
w-online(pt)
w-online(pt)

Prim
Sid
3
4

RCC
ID
1
2

MD-DS-SG
1
1

RCC ID は次のコマンドの出力を参照します： showcablemac-domainrcccommand.

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF が実行されているすべてのケーブル モデムに対して
showcablemodemwidebandchannel コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem wideband channel
MAC Address
IP Address
I/F
0018.6852.7b76 80.62.0.5
0019.474a.c182 80.62.0.2

C6/1/0/U0
C6/1/0/U0

MAC
State
w-online
w-online

DSxUS Primary
WB
2x1
Wi6/1/0:1
2x1
Wi6/1/0:1

次に、IP アドレスで指定した特定のケーブル モデムに対して showcablemodemwidebandchannel
コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem 80.62.0.5 wideband channel
MAC Address
IP Address
I/F
MAC
State
0018.6852.7b76 80.62.0.5
C6/1/0/U0
w-online

DSxUS Primary
WB
2x1
Wi6/1/0:1

次に、MAC アドレスで指定した特定のケーブル モデムに対して showcablemodemwidebandchannel
コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem 0018.6852.7b76 wideband channel
MAC Address
IP Address
I/F
MAC
State
0018.6852.7b76 80.62.0.5
C6/1/0/U0
w-online

DSxUS Primary
WB
2x1
Wi6/1/0:1

次に、特定のケーブル インターフェイスに対して showcablemodemwidebandchannel コマンドを
実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modem Cable 6/1/0
MAC Address
IP Address
I/F
0018.6852.7b76 80.62.0.5
0019.474a.c182 80.62.0.2

wideband channel
MAC
State
C6/1/0/U0
w-online
C6/1/0/U0
w-online

DSxUS Primary
WB
2x1
Wi6/1/0:1
2x1
Wi6/1/0:1

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 140：show cable modem wideband のフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband

フィールド

説明

IP Address

DHCP サーバから CM に割り当てられた IP アド
レス。

I/F

この CM のアップストリームを提供するケーブ
ル インターフェイス。

MAC State

MAC レイヤの現在の状態。

Prim SID

この CM に割り当てられているプライマリ
SID。

Bonding group ID

プライマリ ワイドバンド チャネルの識別子。

DSID

ダウンストリーム サービス識別子。

DSxUS

CM で使用される DS および US チャネルの数。

Primary WB

CM のプライマリ ワイドバンド チャネル。

MD-DS-SG

MAC ドメイン ダウンストリーム サービス グ
ループ。ケーブルモデムに到達する単一のMAC
ドメインのダウンストリーム チャネル。

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG で showcablemodemwideband コマンドを実行した場合の出
力例を示します。
Router# show cable modem cable 7/0/0 wideband channel
MAC Address
IP Address
I/F
MAC
State
001a.c30c.7f04 40.4.58.4
C7/0/0/U3
w-online(pt)
54d4.6ffb.2f6b 40.4.58.16
C7/0/0/p
w-online(pt)
54d4.6ffb.30fd 40.4.58.14
C7/0/0/p
w-online(pt)
4458.2945.2ade 40.4.58.18
C7/0/0/p
w-online(pt)
001e.6bfc.d1ea 40.4.58.26
C7/0/0/p
w-online
001a.c30c.7dbc 40.4.58.7
C7/0/0/U2
w-online(pt)
001a.c30c.7efc 40.4.58.6
C7/0/0/U2
w-online(pt)
001a.c30c.7e1e 40.4.58.8
C7/0/0/U2
w-online(pt)
54d4.6ffb.2e1b 40.4.58.23
C7/0/0/p
w-online(pt)
4458.2945.2a78 40.4.58.21
C7/0/0/p
w-online(pt)
4458.2945.4604 40.4.58.19
C7/0/0/p
w-online(pt)

DSxUS Primary
WB
3x1
Wi7/0/0:0
3x3
Wi7/0/0:0
3x3
Wi7/0/0:0
3x3
Wi7/0/0:0
3x3
Wi7/0/0:0
3x1
Wi7/0/0:0
3x1
Wi7/0/0:0
3x1
Wi7/0/0:0
3x3
Wi7/0/0:0
3x3
Wi7/0/0:0
3x3
Wi7/0/0:0

次の表に、従来の DOCSIS モデムとして登録されたワイドバンド CM モデムの [MAC State] フィー
ルドに表示される可能性のある値を示します。
表 141：[MAC State] フィールドの説明（従来の DOCSIS モデムの場合）
18

[MAC State] の値

登録とプロビジョニングのステータス条件
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説明

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband

18

[MAC State] の値

説明

init(r1)

CM が初期の範囲設定を送信しました。

init(r2)

CM が範囲設定を実行しています。CMTS が CM
からの初期範囲設定を受信し、CM に RF 電力、
タイミング オフセット、および周波数調整を送
信しました。

init(rc)

範囲設定が完了しました。
（注）

CMがこの状態のままになる場合、CM
の通信はケーブル ネットワーク上で
正常に行えるものの、アップストリー
ムが容量の限界に達しており、CM が
登録を完了しオンラインになるのに必
要な追加帯域幅がない可能性がありま
す。1 つ以上の CM を他のアップスト
リームに手動で移動するか、
cableload-balance コマンドを使用し
て、そのアップストリームのロード
バランシングを有効にします。

init(d)

DHCP 要求を DHCPDISCOVER として受信しま
した。これは、最初の IP ブロードキャスト パ
ケットを CM から受信したことも示します。

init(dr)

DHCP 要求がケーブル モデムに送信されまし
た。

init(i)

ケーブル モデムが DHCP サーバから
DHCPOFFER 応答（DHCPACK）を受信しまし
た。この応答によってモデムに IP アドレスが
割り当てられましたが、モデムはまだ応答とし
てその IP アドレスを要求する DHCPREQUEST
メッセージを送信しておらず、さらにその IP
アドレスを使用して IP パケットを送信してい
ません。
（注）

この状態の CM が続く場合、CM は
DHCP サーバから DHCPOFFER の応
答を受信したものの、応答には CM
に対する正しくないオプションが 1
つ以上含まれている可能性がありま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2287

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband

18

[MAC State] の値

説明

init(io)

Cisco CMTS は、DHCP サーバからケーブル モ
デムに送信された DHCP オファーを検出しまし
た。このオファーによって、モデムに IP アド
レスが割り当てられました。

init(o)

CM が DHCP 応答の指定に従い、Trivial File
Transfer Protocol（TFTP）を使用してオプション
ファイル（DOCSIS コンフィギュレーション
ファイル）のダウンロードを開始しました。CM
がこの状態のままになる場合は、ダウンロード
が失敗したことを示します。

init(t)

時刻（TOD）の交換が開始されました。

resetting

CM のリセット中です。登録プロセスが間もな
く再開されます。

非エラー ステータス状態
cc(r1)

CM は登録済みでオンラインですが、CMTS か
らダウンストリーム チャネル変更（DCC）要求
メッセージかアップストリーム チャネル変更
（UCC）要求メッセージを受信しました。CM
が新しいチャネルへの移行を開始し、CMTS が
新しいダウンストリーム チャネルかアップスト
リーム チャネル上で CM の初期範囲設定を受信
しました。この MAC レイヤで、CM は新しい
チャネルにトラフィックをまだ送信していない
ためオフラインであると見なされますが、この
状態はフラップ リスト カウンタをトリガーし
ません。

cc(r2)

この状態は一般に cc(r1) に従って発生するもの
で、CM が新しいチャネル上での初期範囲設定
を完了しており、このチャネル上で継続的に範
囲設定を実行していることを示します。この
MAC レイヤで、CM は新しいチャネルにトラ
フィックをまだ送信していないためオフライン
であると見なされますが、この状態はフラップ
リスト カウンタをトリガーしません。

offline

CM はオフラインと見なされます（切断または
電源オフ）。
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[MAC State] の値

説明

online

CM は登録済みで、ネットワーク上でデータを
渡すことができます。

online(d)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。CM は CPE デバイスと
の間でトラフィックを送受信しません。ただし
CMTS は、DOCSIS メッセージと IP トラフィッ
ク（SNMP コマンドなど）を使用することで、
引き続き CM と通信できます。
（注）

online(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。さらに、BPI が有効化
され、KEK が割り当てられています。
（注）

online(ptd)

この状態は online(d) および online(pk)
の状態に相当します。

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。さらに、BPI が有効化
され、TEK が割り当てられています。現在、
BPI 暗号化が実行されています。
（注）

online(pk)

CM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイル内で BPI が
有効化されている場合は、BPI ネゴシ
エーションとキー割り当てが失敗した
ことを示す他のメッセージが表示され
ない限り、CM は BPI 暗号化を使用し
ているものと考えられます。

この状態は online(d) および online(pt)
の状態に相当します。

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
KEK が割り当てられています。
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[MAC State] の値

説明

online(pt)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
TEK が割り当てられています。現在、BPI 暗号
化が実行されています。
（注）

（注）

いずれかのオンライン状態の前に感嘆符が（!）が表示されている場合は、mark また
は reject オプションを指定した cabledynamic-secret コマンドが使用されたこと、およ
びケーブル モデムが動的な秘密認証確認に失敗したことを示します。

expire(pk)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
KEK が割り当てられていますが、CM によって
新しい KEK 値が正常に更新される前に現在の
KEK が期限切れになりました。

expire(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、BPIが有効になっ
ており、KEK が割り当てられていますが、CM
によって新しい KEK 値が正常に更新される前
に現在の KEK が期限切れになりました。
（注）

この状態は online(d) および expire(pk)
の状態に相当します。

expire(pt)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
TEK が割り当てられていますが、CM によって
新しい KEK 値が正常に更新される前に現在の
TEK が期限切れになりました。

expire(ptd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、BPIが有効になっ
ており、TEK が割り当てられていますが、CM
によって新しい KEK 値が正常に更新される前
に現在の TEK が期限切れになりました。
（注）
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CM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーションファイルでネットワー
ク アクセスが無効になっていると、
ネットワークの無効ステータスが優先
されます。そのため、BPI 暗号化が有
効で動作している場合でも、 [MAC
State] フィールドには online(pt) ではな
く online(d) が表示されます。

この状態は online(d) および expire(pt)
の状態に相当します。
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[MAC State] の値

説明

エラー ステータス状態
reject(m)

CM が登録を試みましたが、メッセージ整合性
チェック（MIC）の値が正しくないため、登録
を拒否されました。これは、DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルの共有秘密が
cableshared-secret コマンドで CMTS に設定さ
れた値と一致していないことを示す場合もあり
ます。
（Cisco IOS リリース 12.1(11b)EC1 および Cisco
IOS リリース 12.2(8)BC2 以降のリリースの場
合）cabletftp-enforce--> コマンドが使用されて
おり、登録前に CM が DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルの TFTP ダウンロードを試
行する必要があるにもかかわらず、CM がこれ
を実行しなかったことを示す可能性もありま
す。

reject(c)

CM が登録を試みましたが、いくつかのエラー
が原因で登録を拒否されました。
• CM が cableupstreamadmission-control コ
マンドで設定された上限を超える最低保証
アップストリーム帯域幅を登録しようとし
ました。
• セキュリティ違反のために CM が無効に
なっています。
• DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
に含まれるサービス クラス（COS）の値
が正しくありません。
• CM が新しい COS 設定を作成しようとし
ましたが、CMTS はこのような変更を許可
しない設定になっています。
• CM が DOCSIS コンフィギュレーション
ファイルのタイムスタンプ検査に失敗しま
した。（これは、サービスの窃盗が試みら
れた可能性か、CM と CMTS のクロック同
期に問題があることを示す場合がありま
す。）
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説明

reject(pk)

KEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。

reject(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、KEK キー割り当
てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立されま
せんでした。
（注）

reject(pt)

TEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。

reject(ptd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、TEK キー割り当
てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立されま
せんでした。
（注）

この状態は online(d) および reject(pt)
の状態に相当します。

reject(ts)

CM が登録を試みましたが、CM 登録要求に含
まれる TFTP サーバのタイムスタンプが CMTS
によって保持されているタイムスタンプと一致
しないため、登録は失敗しました。これは、CM
が以前に登録を試みた際に使用した古いDOCSIS
コンフィギュレーション ファイルを再利用して
登録を試みたことを示す可能性があります。

reject(ip)

CM が登録を試みましたが、TFTP サーバが
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを
CM に送信した際に記録した IP アドレスと CM
要求に含まれる IP アドレスが一致しないため、
登録は失敗しました。IP スプーフィングが発生
するおそれがあります。
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この状態は online(d) および reject(pk)
の状態に相当します。
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説明

reject(na)

CM が登録を試みましたが、CMTS が送信した
登録応答（REG-RSP）メッセージに対する応答
として、CM が登録確認（REG-ACK）メッセー
ジを送信しなかったため、登録は失敗しまし
た。登録未確認（REG-NACK）と見なされま
す。

CM の [MAC State] フィールドは、SNMP を使用して CISCO-DOCS-EXT-MIB にある cdxCmtsCmStatusValue オブジェクトの値から取得するこ
ともできます。

ヒント

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。
次の表では、ワイドバンド モデムとして登録されるワイドバンド対応 CM の [MAC state] フィー
ルドに表示される可能性のある値を示します。
表 142：ワイドバンド ケーブル モデムにおける MAC の他の状態

[MAC State] の値

説明

非エラー ステータス状態
w-online

WCM が登録され、ネットワーク上でデータを
送受信できるようになっています。

w-online(d)

WCM が登録されましたが、この WCM を使用
する CPE デバイスのネットワーク アクセスは、
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに
よって無効化されました。CM は CPE デバイス
との間でトラフィックを転送しませんが、
WCMTS は DOCSIS メッセージおよび IP トラ
フィック（SNMP コマンドなど）を使用して
WCM と通信し続けることができます。
（注）

WCM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルによって BPI
が有効化された場合は、BPI ネゴシ
エーションおよびキー割り当てが失敗
したことが他のメッセージに示されて
いない限り、CM が BPI の暗号化を使
用していることを想定してください。
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[MAC State] の値

説明

w-online(pkd)

WCM が登録されましたが、この WCM を使用
する CPE デバイスのネットワーク アクセスは、
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに
よって無効化されました。さらに、BPI が有効
化され、KEK が割り当てられています。
（注）

w-online(pt)

WCM が登録され、BPI が有効化され、TEK が
割り当てられています。現在、BPI 暗号化が実
行されています。
（注）

w-online(ptd)

WCM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーションファイルによってネッ
トワーク アクセスが無効化された場
合は、ネットワークの無効化ステータ
スが優先され、BPI の暗号化が有効化
されて動作可能であっても、[MAC
states] フィールドには w-online(pt) で
はなく w-online(d) が表示されます。

WCM が登録されましたが、この WCM を使用
する CPE デバイスのネットワーク アクセスは、
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに
よって無効化されました。さらに、BPI が有効
化され、TEK が割り当てられています。現在、
BPI 暗号化が実行されています。
（注）

この状態は w-online(d) および
w-online(pt) の状態に相当します。

w-online(pk)

WCM が登録され、BPI が有効化され、KEK が
割り当てられています。

w-expire(pk)

WCM が登録され、BPI が有効化され、KEK が
割り当てられましたが、WCM が正常に新しい
KEK 値を更新する前に現在の KEK が期限切れ
になりました。
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この状態は w-online(d) および
w-online(pk) の状態に相当します。
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[MAC State] の値

説明

w-expire(pkd)

WCM が登録されましたが、この WCM を使用
する CPE デバイスのネットワーク アクセスは、
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに
よって無効化されました。また、BPI が有効に
なっており、KEK が割り当てられていますが、
CM によって新しい KEK 値が正常に更新される
前に現在の KEK が期限切れになりました。
（注）

この状態は w-online(d) および
w-expire(pk) の状態に相当します。

w-expire(pt)

WCM が登録され、BPI が有効化され、TEK が
割り当てられましたが、WCM が新しい TEK 値
を正常に更新する前に現在の KEK が期限切れ
になりました。

w-expire(ptd)

WCM が登録されましたが、この WCM を使用
する CPE デバイスのネットワーク アクセスは、
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに
よって無効化されました。さらに、BPI が有効
化され、TEK が割り当てられましたが、WCM
が新しい KEK 値を正常に更新する前に現在の
TEK が期限切れになりました。
（注）

この状態は w-online(d) および
w-expire(pt) の状態に相当します。

エラー ステータス状態
w-reject(pk)

KEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。

w-reject(pkd)

WCM が登録されましたが、この WCM を使用
する CPE デバイスのネットワーク アクセスは、
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに
よって無効化されました。また、KEK キー割り
当てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立され
ませんでした。
（注）

w-reject(pt)

この状態は w-online(d) および
w-reject(pk) の状態に相当します。

TEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。
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[MAC State] の値

説明

w-reject(ptd)

WCM が登録されましたが、この WCM を使用
する CPE デバイスのネットワーク アクセスは、
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに
よって無効化されました。また、TEK キー割り
当てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立され
ませんでした。
（注）

___________________
関連コマンド

Command

Description

showcablemodemvendor

ベンダー名を組織固有識別子（OUI）に関連付
けます。

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemsummary

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。

showcablemodemclassifiers

特定の CM の分類子に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showcablemodemerrors

1 つ以上の CM について、エラー統計情報を表
示します。

showcablemodemflap

1 つ以上のケーブル モデムについて、フラップ
リスト統計情報を表示します。

showcablemodemmaintenance

1 つ以上のケーブル モデムについて、ステー
ション メンテナンス（SM）エラー統計情報を
表示します。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された情報を表
示します。
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この状態は w-online(d) および
w-reject(pt) の状態に相当します。
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Command

Description

showcablemodemrf-adapt

ケーブル モデムの RF 適応情報を表示します。

showcablemodulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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show cable modem wideband phy
Cisco CMTS ルータ上の登録済みおよび登録解除されたワイドバンド CM に関する物理的な情報を
表示するには、特権 EXEC モードで showcablemodemwidebandphy コマンドを使用します。
show cable modem wideband phy
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次に、デフォルト形式の showcablemodemwidebandphy コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem wideband phy
MAC Address
IP Address
I/F
001a.c30c.7f04 40.4.58.4

C7/0/0/U3

MAC
State
w-online(pt)

54d4.6ffb.2f6b 40.4.58.16

C7/0/0/p

w-online(pt)

54d4.6ffb.30fd 40.4.58.14

C7/0/0/p

w-online(pt)

4458.2945.2ade 40.4.58.18

C7/0/0/p

w-online(pt)

001e.6bfc.d1ea 40.4.58.26

C7/0/0/p

w-online
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Chan
Desc
dsPri
dsSec
dsSec
us3
dsPri
dsSec
dsSec
us0
us1
us2
us3
dsPri
dsSec
dsSec
us0
us1
us2
us3
dsPri
dsSec
dsSec
us0
us1
us2
us3
dsPri

Frq
(MHZ)
555
561
567
13
555
561
567
31
37
20
13
561
555
567
31
37
20
13
555
561
567
31
37
20
13
555

SNR
(db)
----N/A
N/A
36.12
----N/A
N/A
36.12
----36.12
36.12
----N/A
N/A
36.12
----36.12
36.12
----N/A
N/A
36.12
----36.12
36.12
-----

Pwr
(dBmV)
0.00
N/A
N/A
0.00
0.00
N/A
N/A
45.00
44.00
44.50
44.00
0.00
N/A
N/A
44.75
44.00
44.00
44.75
0.00
N/A
N/A
23.50
23.50
23.50
23.50
0.00

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband phy

54d4.6ffb.2e21 40.4.58.5

C7/0/0/p

w-online(pt)

001a.c30c.7dbc 40.4.58.7

C7/0/0/U2

w-online(pt)

001a.c30c.7efc 40.4.58.6

C7/0/0/U2

w-online(pt)

001a.c30c.7e1e 40.4.58.8

C7/0/0/U2

w-online(pt)

54d4.6ffb.2e1b 40.4.58.23

C7/0/0/p

w-online(pt)

4458.2945.2a78 40.4.58.21

C7/0/0/p

w-online(pt)

4458.2945.4604 40.4.58.19

C7/0/0/p

w-online(pt)

001e.6bfb.0662 40.4.58.11

C8/0/0/UB

w-online(pt)

001e.6bfb.01aa ---

C8/0/0/UB

w-online(pt)

54d4.6ffb.2e66 ---

C8/0/0/p

w-online(pt)

dsSec
dsSec
us0
us1
us2
us3
dsPri
dsSec
dsSec
us0
us1
us2
us3
dsPri
dsSec
dsSec
us2
dsPri
dsSec
dsSec
us2
dsPri
dsSec
dsSec
us2
dsPri
dsSec
dsSec
us0
us1
us2
us3
dsPri
dsSec
dsSec
us0
us1
us2
us3
dsPri
dsSec
dsSec
us0
us1
us2
us3
dsPri
dsSec
dsSec
us0
us1
us2
us3
dsPri
dsSec
dsSec
dsSec
us0
us1
us2
us3
dsPri
dsSec
dsSec
us0
us1
us2
us3

561
567
31
37
20
13
555
561
567
31
37
20
13
555
561
567
20
555
561
567
20
555
561
567
20
561
555
567
31
37
20
13
561
555
567
31
37
20
13
555
561
567
31
37
20
13
555
561
567
15
25
35
45
573
555
561
567
15
25
35
45
555
561
567
15
25
35
45

N/A
N/A
36.12
----36.12
36.12
----N/A
N/A
36.12
----36.12
36.12
----N/A
N/A
36.12
----N/A
N/A
36.12
----N/A
N/A
36.12
----N/A
N/A
36.12
----36.12
36.12
----N/A
N/A
36.12
----36.12
36.12
----N/A
N/A
36.12
----36.12
36.12
----N/A
N/A
36.12
36.12
27.70
27.70
----N/A
N/A
N/A
36.12
36.12
27.48
27.32
----N/A
N/A
36.12
36.12
28.26
28.26

N/A
N/A
46.25
46.25
46.25
46.25
0.00
N/A
N/A
45.50
45.00
45.00
45.00
0.00
N/A
N/A
0.00
0.00
N/A
N/A
0.00
0.00
N/A
N/A
0.00
0.00
N/A
N/A
45.00
44.25
44.25
44.50
0.00
N/A
N/A
34.75
33.00
33.00
33.75
0.00
N/A
N/A
23.75
23.75
24.00
24.00
0.00
N/A
N/A
27.50
27.00
29.00
38.25
0.00
N/A
N/A
N/A
26.75
26.75
28.25
38.00
0.00
N/A
N/A
26.25
28.75
27.00
38.00

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband phy

表 143：show cable modem wideband phy のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

MAC Address

CM の MAC アドレス。

IP Address

DHCP サーバが CM に割り当てた IP アドレス。

I/F

CM へのアップストリームを提供するケーブル
インターフェイス。

MAC State

MAC レイヤの現在の状態。

Chan Desc

チャネルの記述名。

Frq State (MHZ)

周波数の値。

SNR (db)

特定の CM のアップストリーム信号対雑音比
（SNR）。

Pwr (dBmV)

電力の値。

Command

Description

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。

showcablemodemsummary

IP アドレスか MAC アドレスによって識別され
る特定の CM のボイス コール情報を表示しま
す。

showcablemodemwideband

登録済みおよび登録解除されたワイドバンド
CM の情報を表示します。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続されて
いる CM に関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband primary-channel

show cable modem wideband primary-channel
ワイドバンド チャネルのプライマリ チャネル情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemodemwidebandprimary-channel コマンドを使用します。
show cable modem {ip-address| mac-address} wideband primary-channel
___________________
構文の説明

ip-address

表示する特定のケーブル モデムの IP アドレス
を指定します。ケーブル モデムの背後にある
CPE デバイスの IP アドレスを指定すると、そ
のケーブル モデムの情報が表示されます。

mac-address

表示する特定のケーブル モデムの MAC アドレ
スを指定します。また、ケーブル モデムの背後
にある CPE デバイスの MAC アドレスを指定す
ると、そのケーブル モデムの情報が表示されま
す。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ケーブル モデムまたは CPE デバイス（ケーブル モデムとして機能）の特定の
MAC アドレスまたは IP アドレスに関連付けられているワイドバンド チャネルのプライマリ チャ
ネル情報を表示します。
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcablemodem

登録済みのケーブル モデムと未登録のケーブル
モデムの情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband primary-channel

コマンド

説明

showcablemodemprimary-channelsummarytotal プライマリ ダウンストリーム チャネルのワイ
ドバンドおよびナローバンド ケーブル モデム
および場所に関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband rcs-status

show cable modem wideband rcs-status
ケーブル モデムの受信チャネル構成（RCC）に含まれる各 RF チャネルのイベントの詳細を表示
するには、特権 EXEC モードで showcablemodemwidebandrcs-status コマンドを使用します。
Cisco uBR シリーズ ルータ
show cable modem {mac-address| ip-address| cable slot/subslot/port} wideband rcs-status
Cisco cBR シリーズ ルータ
show cable modem {mac-address| ip-address| cable slot/subslot/mac-domain} wideband rcs-status
[verbose]
___________________
構文の説明

mac-address

（任意）表示するワイドバンド CM の MAC ア
ドレスを指定します。

ip-address

（任意）表示するワイドバンド CM の IP アド
レスを指定します。

cableslot/subslot/port

（任意）Cisco uBR10012 ルータ上のケーブル イ
ンターフェイスを指定します。有効な値は次の
とおりです。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効値の範囲は 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ポート番号を指定します。有効な値
は 0 ～ 4 です（ケーブル インターフェイ
スにより異なる）。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband rcs-status

（任意）Cisco cBR-8 ルータ上のケーブル イン
ターフェイスを指定します。有効な値は次のと
おりです。

cableslot/subslot/mac-domain

• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効値の範囲は 0 ～ 9 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 です。
• mac-domain：MACドメインを指定します。
有効な値は 0 ～ 15 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。verbose キーワードが追加されました。

次に、ワイドバンド ケーブル インターフェイスで実行された -->showcablemodemwidebandrcs-status
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem wideband rcs-status
CM : 0019.474a.c0ba
RF : 1/0/0 10
Status
: UP
FEC/QAM Failure
: 0
Dup FEC/QAM Failure
: 0
FEC/QAM Recovery
: 0
Dup FEC/QAM Recovery
: 0
MDD Failure
: 0
Dup MDD Failure
: 0
MDD Recovery
: 0
Dup MDD Recovery
: 0
Flaps
: 0
Flap Duration
: 00:00
RF : 1/0/0 11
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modem wideband rcs-status

Status
FEC/QAM Failure
Dup FEC/QAM Failure
FEC/QAM Recovery
Dup FEC/QAM Recovery
MDD Failure
Dup MDD Failure
MDD Recovery
Dup MDD Recovery
Flaps
Flap Duration

___________________
関連コマンド

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

UP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00

コマンド

説明

showcablemodemsummarywb-rf

ケーブル インターフェイス上でダウンしている
RF の数を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modulation-profile

show cable modulation-profile
Cisco CMTS の変調プロファイル グループに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemodulation-profile コマンドを使用します。
Cisco uBR シリーズ ルータ
show cable modulation-profile [profile [verbose]] [ iuc-code ]
show cable modulation-profile cable {slot/port| slot/subslot/port} [upstream port]
Cisco cBR シリーズ ルータ
show cable modulation-profile [profile [verbose]] [ iuc-code ]
show cable modulation-profile Upstream-Cable slot/card/port us-channel us-channel-id
___________________
構文の説明

profile

（任意）プロフィル番号。有効な値は 1 以上で
す。

verbose

（任意）特定のプロファイルの詳細情報を表示
します。

iuc-code

（任意）内部使用コード（IUC）。有効なオプ
ションは次のとおりです。
a-long：高度な Phy Long Grant バースト（IUC
10）a-short：高度な Phy Short Grant バースト
（IUC 9）a-ugs：高度な Phy Unsolicited Grant
バースト（IUC 11）initial：初期範囲設定バー
スト（IUC 3）long：Long Grant バースト（IUC
6）reqdata：要求/データ バースト（IUC 2）
19
request：要求バースト（IUC 1）short：Short
Grant バースト（IUC 5）station—ステーション
範囲設定バースト（IUC 4）
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modulation-profile

cable-->slot/port

uBR シリーズ ルータの場合は、Cisco uBR7100
シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
上のケーブル インターフェイスとダウンスト
リーム ポートを指定します。
Cisco uBR7100 シリーズ ルータの場合、有効な
値は 1/0 のみです。Cisco uBR7200 シリーズ ルー
タの場合は、ケーブル インターフェイスに応じ
て、slot の範囲は 3 ～ 6、port の範囲は 0 ～ 1 で
す。

cable-->slot/subslot/port

uBR シリーズ ルータの場合は、Cisco uBR10012
ルータ上のケーブル インターフェイスを指定し
ます。有効な値は次のとおりです。
• slot = 5 ～ 8
• subslot = 0 または 1
• port = 0 ～ 4（ケーブル インターフェイス
によって異なる）

upstreamport

（任意）uBR シリーズ ルータの場合は、選択し
たケーブル インターフェイス上の特定のアップ
ストリームに関する情報を表示します。port の
値は、ケーブル インターフェイス カードのタ
イプに応じて、0 から順に増加していきます。

cableslot/card/port

cBR シリーズ ルータの場合は、Cisco cBR-8 ルー
タ上のケーブル インターフェイスを指定しま
す。有効な値は次のとおりです。
• slot = 0 ～ 9
• card = 0
• port = 0 ～ 15（ケーブル インターフェイス
によって異なる）

us-channelus-channel-id

（任意）cBR シリーズ ルータの場合は、選択し
たケーブル インターフェイス上の特定のアップ
ストリームに関する情報を表示します。
us-channel-id の値は、ケーブル インターフェイ
ス カードのタイプに応じて、0 ～ 12 のいずれ
かです。

___________________
19 モード
コマンド
特権
EXEC
Cisco CMTS は reqdata
バースト
タイプを認識しますが、使用しません。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modulation-profile

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが初めて導入されました。

12.(0)5T1、
このコマンドはサポートされていましたが、showcableburst-profile コマン
12.0(6)SC、12.1(2)EC ドに置き換えられました。
12.1(3a)EC

この reqdata タイプは、それを参照する可能性のあるスクリプトのプレー
スホルダとして追加されましたが、Cisco CMTS 上の DOCSIS MAC スケ
ジューラはこのタイプのバーストを使用しません。

12.2(15)CX

Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インターフェイス ライン カードのサポート
が追加されました。サポート対象には、DOCSIS 2.0 A-TDMA および混合
変調プロファイルも含まれます。それとともに、コマンドの表示に関する
情報、および a-long、-->a-short、a-ugs、および -->verbose オプションが
追加されました。

12.2(15)CX1

特定のケーブル インターフェイスおよびアップストリームで使用される変
調プロファイルを表示する機能が追加されました。

12.2(15)BC2

このコマンドは、すべてのデフォルトの変調プロファイル 1、21、41、
101、121、201、221、および 241 を表示します。これは、これらのプロ
ファイルが関連付けられているケーブル インターフェイス カードがイン
ストールされていない場合でも同様です。以前のリリースでは、使用中の
デフォルト変調プロファイルのみが表示されていました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。slot/card/port 変数の値の範囲が変更されました。

___________________
使用上のガイドライン showcablemodulation-profile コマンドは、変調プロファイル グループ情報を表示します。変調プ
ロファイルは、アップストリームメッセージのバーストタイプに合わせてモデムの送信パラメー
タを設定する目的で、アップストリーム チャネル記述子（UCD）メッセージ内で送信されるバー
スト プロファイルのコレクションです。
次の表に、各バースト タイプの IUC コードを示します。
表 144：内部使用コードのタイプ

IUC

タイプ

IUC

タイプ

IUC 1

要求バースト（req）

IUC 7

未使用
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modulation-profile

20

IUC

タイプ

IUC

タイプ

IUC 2

要求/データ バースト
（reqdata）20

IUC 8

未使用

IUC 3

初期範囲設定バースト IUC 9
（initial）

高度な Phy Short Grant
バースト（a-short）

IUC 4

ステーション範囲設定 IUC 10
バースト（station）

高度な Phy Long Grant
バースト（a-long）

IUC 5

Short Grant バースト
（short）

IUC 11

高度な Phy Unsolicited
Grant バースト
（a-ugs）

IUC 6

Long Grant バースト
（long）

IUC 12

未使用

Cisco CMTS は reqdata バースト タイプを認識しますが、使用しません。

ModulationProfileRanges
変調プロファイルの範囲は、使用中のケーブル インターフェイスおよび作成中の変調プロファイ
ルのタイプに応じて異なります。次の表に、ケーブル インターフェイスおよび変調方式別の有効
な範囲を示します。
表 145：変調プロファイルの許容範囲

ケーブルインターフェ DOCSIS 1.X（TDMA）
イス

DOCSIS 1.X/2.0 混合

DOCSIS 2.0（A-TDMA）

Cisco uBR7100 シリー
ズ

1 ～ 1021（デフォルト
は 1）

該当なし

該当なし

Cisco uBR-MC16C

1 ～ 10（デフォルトは 該当なし
1）

該当なし

Cisco uBR-MC16S

1 ～ 10（デフォルトは 該当なし
1）

該当なし

Cisco uBR-MC28C

1 ～ 10（デフォルトは 該当なし
1）

該当なし
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modulation-profile

ケーブルインターフェ DOCSIS 1.X（TDMA）
イス

DOCSIS 1.X/2.0 混合

DOCSIS 2.0（A-TDMA）

Cisco
21 ～ 30（デフォルトは 121 ～ 130（デフォルト 221 ～ 230（デフォルト
uBR10-MC5X20S、
21）
は 121）
は 221）
Cisco
uBR10-MC5X20U、
Cisco uBR10-MC5X20H
Cisco uBR-MC16U/X、 41 ～ 50（デフォルトは 141 ～ 150（デフォルト 241 ～ 250（デフォルト
Cisco uBR-MC28U/X
41）
は 141）
は 241）

21

12.2(15) BC1 より前の Cisco IOS ソフトウェア リリースでサポートされる変調プロファイルは 8 個だけであるため、これらのリリースにおけ
る有効範囲は 1 ～ 8 です。

（注）

___________________
例

デフォルトの変調プロファイルは、カードのタイプおよび運用モードごとに作成されます。デ
フォルトの変調プロファイル（1、21、41、101、121、201、221、および 241）を削除するこ
とはできません。Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 以降では、すべてのデフォルト変調プロファ
イルが表示されます。これは、特定のケーブル インターフェイスがインストールされていな
い場合も同様です。以前のバージョンでは、使用中のデフォルト変調プロファイルのみが表示
されていました。

次に、Cisco IOS リリース 12.2(11)BC3 以前のリリースで showcablemodulation-profile コマンドを
実行した場合の出力例を示します。
CMTS01# show cable modulation-profile
Mo IUC

Type

1
1
1
1

qpsk
qpsk
qpsk
qpsk

request
initial
station
short

Preamb Diff FEC
length enco T
bytes
64
no
0x0
128
no
0x5
128
no
0x5
72
no
0x5

FEC
CW
size
0x10
0x22
0x22
0x4B

Scrambl Max
seed
B
size
0x152
1
0x152
0
0x152
0
0x152
0

Guard
time
size
8
48
48
8

Last Scrambl Preamb
CW
offset
short
no
yes
56
no
yes
0
no
yes
0
no
yes
48

次に、Cisco IOS リリース 12.2(15)CX 以降のリリースで showcablemodulation-profile コマンドを実
行した場合の出力例を示します。
Router# show cable modulation-profile
Mod IUC

Type

1
1
1
1
1
41
41
41
41

qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk

request
initial
station
short
long
request
initial
station
short

Pre Diff FEC
len enco T
BYTE
64 no
0x0
128 no
0x5
128 no
0x5
72 no
0x4
80 no
0x9
68 no
0x0
128 no
0x5
128 no
0x5
80 no
0x4
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FEC
k
BYTE
0x10
0x22
0x22
0x4C
0xEC
0x10
0x22
0x22
0x4C

Scrmb Max Guard
seed B
time
siz size
0x152 0
8
0x152 0
48
0x152 0
48
0x152 12 8
0x152 0
8
0x152 0
8
0x152 0
48
0x152 0
48
0x152 12 8

Last Scrmb
CW
short
no
yes
no
yes
no
yes
yes yes
yes yes
no
yes
no
yes
no
yes
yes yes

Pre
Pre
offst Type

RS

184
128
128
176
168
0
0
0
0

na
na
na
na
na
na
na
na
na

qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modulation-profile

41 long
45 request
45 initial
45 station
45 short
45 long
141 request
141 initial
141 station
141 short
141 long
141 a-short
141 a-long
241 request
241 initial
241 station
241 a-short
241 a-long
241 a-ugs
242 request
242 initial
242 station
242 a-short
242 a-long
242 a-ugs
243 request
243 initial
243 station
243 a-short
243 a-long
243 a-ugs
244 request
244 initial
244 station
244 a-short
244 a-long
244 a-ugs
245 initial
245 station
245 a-short
245 a-long
245 a-ugs
Router#

qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
16qam
16qam
qpsk
qpsk
qpsk
16qam
16qam
32qam
64qam
qpsk
qpsk
qpsk
32qam
64qam
16qam
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
64qam
64qam
64qam
64qam
64qam
64qam
64qam
64qam
64qam
64qam
64qam
64qam
qpsk
qpsk
64qam
64qam
64qam

80
68
128
128
160
160
68
128
128
160
160
160
196
68
128
128
160
196
80
68
128
128
80
68
80
132
128
128
160
196
100
132
128
128
160
196
32
32
32
64
32
32

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

0x8
0x0
0x5
0x5
0x6
0x8
0x0
0x5
0x5
0x6
0x8
0x9
0xC
0x0
0x5
0x5
0x9
0xC
0x3
0x0
0x5
0x5
0x4
0x8
0x0
0x4
0x5
0x5
0x9
0xC
0x7
0x4
0x5
0x5
0x9
0xC
0xA
0xA
0xA
0xA
0xA
0xA

0xEC
0x10
0x22
0x22
0x4C
0xE7
0x10
0x22
0x22
0x4C
0xE7
0x4C
0xE7
0x10
0x22
0x22
0x4C
0xE7
0xE7
0x10
0x22
0x22
0x4C
0xEC
0xEC
0x10
0x22
0x22
0x4C
0xE7
0xE7
0x10
0x22
0x22
0x4C
0xE7
0xC8
0xC8
0xC8
0xC8
0xC8
0xC8

0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152

0
0
0
0
7
0
0
0
0
7
0
6
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
5
0
255
32
32
32
252
32

8
8
48
48
8
8
8
48
48
8
8
8
8
8
48
48
8
8
8
8
48
48
8
8
8
8
48
48
8
8
8
8
48
48
8
8
32
32
32
32
32
32

yes
no
no
no
yes
yes
no
no
no
yes
yes
yes
yes
no
no
no
yes
yes
yes
no
no
no
yes
yes
yes
no
no
no
yes
yes
yes
no
no
no
yes
yes
yes
no
yes
yes
yes
yes

yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
16qam
16qam
qpsk
qpsk
qpsk
16qam
16qam
qpsk1
qpsk1
qpsk0
qpsk0
qpsk0
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk0
qpsk0
qpsk0
qpsk0
qpsk0
qpsk0
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1
qpsk1

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes

次に、Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライン カード上の混合モードの変調プ
ロファイル（TDMA/A-TDMA）に対して showcablemodulation-profile コマンドを実行した場合の
出力例を示します。
Router# show cable modulation-profile 121
Mod IUC
121 request
121 initial
121 station
121 short
121 long
121 a-short
121 a-long
Router#

Type

Pre Diff FEC
len enco T
BYTE
qpsk 32 no
0x0
qpsk 64 no
0x5
qpsk 64 no
0x5
qpsk 64 no
0x5
qpsk 64 no
0x8
64qam 128 no
0x5
64qam 128 no
0xF

FEC
k
BYTE
0x10
0x22
0x22
0x4B
0xDC
0x63
0xC8

Scrmb Max Guard
seed B
time
siz size
0x152 0
20
0x152 0
48
0x152 0
48
0x152 6
20
0x152 0
20
0x152 10 20
0x152 0
20

Last Scrmb
CW
short
no
yes
no
yes
no
yes
yes yes
yes yes
yes yes
yes yes

Pre
Pre
offst Type

RS

0
64
64
64
64
192
192

na
na
na
na
na
no
no

qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk0
qpsk0

次に、Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライン カード上の 2 つの DOCSIS 2.0 変
調プロファイル（A-TDMA）に対して showcablemodulation-profile コマンドを実行した場合の出
力例を示します。
Router# show cable modulation-profile 221
Mod IUC

Type

Pre Diff FEC
len enco T

FEC
k

Scrmb Max Guard Last Scrmb Pre
Pre
seed B
time CW
offst Type

RS
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modulation-profile

BYTE BYTE
221 request qpsk 64 no
0x0 0x10 0x152
221 initial qpsk 128 no
0x5 0x22 0x152
221 station qpsk 128 no
0x5 0x22 0x152
221 short
qpsk 72 no
0x5 0x4B 0x152
221 long
qpsk 80 no
0x8 0xDC 0x152
221 a-short 64qam 128 no
0x5 0x63 0x152
221 a-long 64qam 128 no
0xF 0xC8 0x152
Router# show cable modulation-profile 241
Mod IUC
241 request
241 initial
241 station
241 a-short
241 a-long
241 a-ugs
Router#

Type

Pre Diff FEC
len enco T
BYTE
qpsk 68 no
0x0
qpsk 2
no
0x0
qpsk 128 no
0x5
32qam 160 no
0x9
64qam 132 no
0xC
16qam 80 no
0x3

FEC
k
BYTE
0x10
0x10
0x22
0x4C
0xE7
0xE7

siz
0
0
0
6
0
10
0

size
8
48
48
8
8
20
20

Scrmb Max Guard
seed B
time
siz size
0x152 0
8
0x0
0
0
0x152 0
48
0x152 6
8
0x152 0
8
0x152 0
8

short
no
yes
no
yes
no
yes
yes yes
yes yes
yes yes
yes yes
Last Scrmb
CW
short
no
yes
no
no
no
yes
yes yes
yes yes
yes yes

184
0
0
176
168
192
192

qpsk0
qpsk0
qpsk0
qpsk0
qpsk0
qpsk0
qpsk0

na
na
na
na
na
no
no

Pre
Pre
offst Type

RS

0
0
0
0
0
0

no
no
no
no
no
no

qpsk0
qpsk1
qpsk0
qpsk1
qpsk1
qpsk1

次に、upstream オプションの出力例を示します。このオプションは、特定のアップストリームで
現在使用されている変調プロファイルを表示します。
Router# show cable modulation-profile cable 4/1 upstream 1
Mod

IUC

Type

41
request
41
initial
41
station
41
short
41
long
Router#

qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk

Pre Diff FEC
len enco T
BYTE
64 no
0x0
128 no
0x5
128 no
0x5
88 no
0x5
76 no
0x6

FEC
k
BYTE
0x10
0x22
0x22
0x4C
0xE8

Scrmb
seed
0x152
0x152
0x152
0x152
0x152

Max
B
siz
0
0
0
35
135

Guard
time
size
8
48
48
42
143

Last Scrmb
CW
short
no
yes
no
yes
no
yes
yes yes
yes yes

Pre
Pre
offst Type
396
6
6
396
396

qpsk
qpsk
qpsk
qpsk
qpsk

RS
na
na
na
na
na

次に、verbose オプションの使用時に表示される個別の変調プロファイルの一般的な詳細出力の例
を示します。各 IUC について詳細に記述されます。
Router# show cable modulation-profile 1 verbose
Modulation Profile Number:
Burst:
IUC:
Modulation:
Preamble length:
Differential Encoding:
FEC parity T bytes:
FEC codeword length K bytes:
Scrambler seed:
Max short burst size B bytes:
Guard time size in symbols:
Shortened last codeword:
Scrambler:
Preamble offset:
Preamble type:
RS interleaver on:
RS interleaver depth:
RS interleaver block size:
Modulation Profile Number:
Burst:
IUC:
Modulation:
Preamble length:
Differential Encoding:
FEC parity T bytes:
FEC codeword length K bytes:
Scrambler seed:
Max short burst size B bytes:
Guard time size in symbols:
Shortened last codeword:
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1
tdma
request (IUC 1)
qpsk
64
off
0x0
0x10
0x152
0
8
no
enabled
184
qpsk0
na
0
0
1
tdma
initial maintenance (IUC 3)
qpsk
128
off
0x5
0x22
0x152
0
48
no

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modulation-profile

Scrambler:
Preamble offset:
Preamble type:
RS interleaver on:
RS interleaver depth:
RS interleaver block size:
Modulation Profile Number:
Burst:
IUC:
Modulation:
Preamble length:
Differential Encoding:
FEC parity T bytes:
FEC codeword length K bytes:
Scrambler seed:
Max short burst size B bytes:
Guard time size in symbols:
Shortened last codeword:
Scrambler:
Preamble offset:
Preamble type:
RS interleaver on:
RS interleaver depth:
RS interleaver block size:
Modulation Profile Number:
Burst:
IUC:
Modulation:
Preamble length:
Differential Encoding:
FEC parity T bytes:
FEC codeword length K bytes:
Scrambler seed:
Max short burst size B bytes:
Guard time size in symbols:
Shortened last codeword:
Scrambler:
Preamble offset:
Preamble type:
RS interleaver on:
RS interleaver depth:
RS interleaver block size:
Modulation Profile Number:
Burst:
IUC:
Modulation:
Preamble length:
Differential Encoding:
FEC parity T bytes:
FEC codeword length K bytes:
Scrambler seed:
Max short burst size B bytes:
Guard time size in symbols:
Shortened last codeword:
Scrambler:
Preamble offset:
Preamble type:
RS interleaver on:
RS interleaver depth:
RS interleaver block size:
Router#

enabled
0
qpsk0
na
0
0
1
tdma
station maintenance (IUC 4)
qpsk
128
off
0x5
0x22
0x152
0
48
no
enabled
0
qpsk0
na
0
0
1
tdma
short grant (IUC 5)
qpsk
72
off
0x5
0x4B
0x152
6
8
yes
enabled
176
qpsk0
na
0
0
1
tdma
long grant (IUC 6)
qpsk
80
off
0x8
0xDC
0x152
0
8
yes
enabled
168
qpsk0
na
0
0

次の表で、show cable modulation-profile コマンドで表示される重要なフィールドについて説明しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modulation-profile

表 146：show cable modulation-profile のフィールドの説明

フィールド

説明

Mo

変調プロファイル グループの番号。変調プロ
ファイル グループとは、各種アップストリーム
送信クラスのアップストリーム送信特性を定義
するバースト プロファイルのセットのことで
す。

IUC

間隔使用コード。各アップストリーム送信バー
ストは、間隔使用コード（IUC）と呼ばれる番
号を持つクラスに属します。帯域幅は、アップ
ストリーム タイム スロットを割り当てるため
に使用される IUC コードによりメッセージ
（MAP）をマッピングします。現在、次のタイ
プが定義されています。
• 要求：帯域幅要求スロット
• 要求データ：帯域幅要求および Short デー
タ バースト スロット
• 初期メンテナンス：初期リンク登録競合ス
ロット
• ステーション メンテナンス：リンク キー
プアライブ スロット
• Short データ Grant：Short データ バースト
スロット
• Long データ Grant：Long データ バースト
スロット

Type

変調方式。

Preamb length

プリアンブル長。

Diff enco

差分符号化が有効（yes）または無効（no）。

FEC T bytes

前方誤り訂正（FEC）コード ワードごとの訂正
可能なバイト数。

FEC CW size

FEC コードワードのサイズ（バイト単位）。

Scrambl seed

16 進形式のスクランブラ シード値。

Max B size

最大バースト サイズ。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable modulation-profile

ヒント

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Guard time size

シンボル単位で測定される次のバーストまでの
時間。

Last CW short

短縮された最終コード ワードの FEC の取り扱
い。

Scrambl

スクランブラが有効（yes）または無効（no）。

Preamb offset

（DOCSIS 1.0 および DOCSIS 1.1 変調プロファ
イル）プリアンブル値に使用されるビット。

Pre offst

（DOCSIS 2.0 変調プロファイル）プリアンブル
値に使用されるビット。

Pre Type

（DOCSIS 2.0 変調プロファイル）A-TDMA プ
リアンブル タイプ（qpsk0 または qpsk1）。

RS

（DOCSIS 2.0 変調プロファイル）A-TDMA RS
エンコーディング タイプ。

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

Command

Description

cableupstreammodulation-profile

指定の周波数を使用するスペクトル グループを
設定します。

showcablehop

CM 構成設定を表示します。

showinterfacecablesid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast authorization

show cable multicast authorization
定義済みのマルチキャスト認証プロファイル、および対応するプロファイルに関連付けられてい
るすべての CM を表示するには、特権 EXEC モードで showcablemulticastauthorization コマンド
を使用します。
show cable multicast authorization profile-group {profile-group-number| all} profile-list {profile-number|
all}
___________________
構文の説明

profile-group

プロファイル グループを表示します。

profile-group-number

プロファイル番号を表示します。

all

すべてのプロファイル グループを表示します。

profile-list

プロファイル リストを表示します。

profile-number

プロファイル番号を表示します。

all

すべてのプロファイルを表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCC

コマンド出力が、指定されたプロファイルの説明を表示するよう
に変更されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast authorization

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、プロファイル グループ、プロファイルの説明、およびプロファイルに関連付け
られている CM のすべてを表示するために使用します。
___________________
例

次のコマンドは、すべてのプロファイル グループおよび関連付けられているルールを表示しま
す。
Router# show cable multicast authorization profile-group all
Profile-Group Index: 1
CMs using this group: 2
ProfileId
CMs
Profile
-----------------------------0
2
prof1
1
2
prof2
2
2
prof3
Session-Rule List:
Group / Source
Prio Action
------------------------------------------------------------grp: FF15::1/64
1
permit
src: 0::0/0
grp: FF15::1/64
1
permit
src: 1234::1/64
grp: 224.1.1.1/16
1
permit
src: 0.0.0.0/0
grp: FF16::1/64
1
permit
src: 0::0/0
grp: 224.1.1.1/16
1
permit
src: 1.1.1.1/16
-------------------------------------------------------------

次のコマンドは、特定のプロファイル グループおよび関連付けられているルールを表示します。
Router# show cable multicast authorization profile-group 1
Profile-Group Index: 1
CMs using this group: 2
ProfileId
CMs
Profile
-----------------------------0
2
prof1
1
2
prof2
2
2
prof3
Session-Rule List:
Group / Source
Prio Action
------------------------------------------------------------grp: FF15::1/64
1
permit
src: 0::0/0
grp: FF15::1/64
1
permit
src: 1234::1/64
grp: 224.1.1.1/16
1
permit
src: 0.0.0.0/0
grp: FF16::1/64
1
permit
src: 0::0/0
grp: 224.1.1.1/16
1
permit
src: 1.1.1.1/16
-------------------------------------------------------------

次のコマンドは、すべてのプロファイルとそれらの説明、および各プロファイルのセッション
ルールを表示します。
Router# show cable multicast authorization profile-list all
CMTS Authorization Profile List
------------------------------Profile-Index: 0
Name: prof1
Number of CMs: 2
Id
Group / Source

Prio

Action
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast authorization

-----------------------------------------------------------------------1
grp: FF15::1/64
1
permit
src: 0::0/0
2
grp: FF15::1/64
1
permit
src: 1234::1/64
3
grp: 224.1.1.1/16
1
permit
src: 0.0.0.0/0
4
grp: FF16::1/64
1
permit
src: 0::0/0
5
grp: 224.1.1.1/16
1
permit
src: 1.1.1.1/16
-----------------------------------------------------------------------Profile-Index: 1
Name: prof2
Number of CMs: 2
Id
Group / Source
Prio Action
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profile-Index: 2
Name: prof3
Number of CMs: 2
Id
Group / Source
Prio Action
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

次のコマンドは、特定のプロファイルおよびその説明を表示します。
Router# show cable multicast authorization profile-list 3
CMTS Authorization Profile List
------------------------------Profile-Index: 3
Name: gold
Number of CMs: 0
Profile Description: gold profile for higher bandwidth
Id
Group / Source
Prio Action
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 147：show cable multicast authorization のフィールドの説明

フィールド

説明

Profile-Group Index

プロファイル グループ インデックスを表示し
ます。

Name

プロファイル グループの名前を表示します。

Profile Description

プロファイルに指定された説明を表示します。

ProfileId

使用されている QoS プロファイルを表示しま
す。

CMs

プロファイルに属する CM を表示します。

Profile

マルチキャストに使用されているプロファイル
を表示します。

Session-Rule List

マルチキャストに使用されているセッション
ルールのリストを表示します。

Source (src)

送信元 IP アドレスを表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast authorization

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Group (grp)

グループ IP アドレスを表示します。

Priority

ルールのプライオリティ値を表示します。

Action

マルチキャストに対して実行されたアクション
を表示します。

コマンド

説明

cablemulticastauthenabledefault-action

ケーブルのマルチキャスト認証プロファイルを
設定し、セッション数の上限を設定します。

cablemulticastauthprofile-name

ケーブルのマルチキャスト認証プロファイルを
設定します。

profiledescription

選択されたケーブルのマルチキャスト認証プロ
ファイルで各プロファイルの説明を設定しま
す。

showcablemulticastdb

マルチキャストの明示的トラッキング データ
ベースの内容を表示します。

showcablemulticastdsid

DSID データベースの内容全体を表示します。

showcablemulticastqos

MQoS（Group-Config、Group-QoS-Config、
Group-Encryption-Config）の設定情報を表示し
ます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast db

show cable multicast db
マルチキャストの明示的トラッキング データベースの内容を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemulticastdb コマンドを使用します。
{show cable multicast db [bundle bundle-interface [ipv4-address| ipv6-address| summary]| cm-mac
[host-mac-add| hosts| proxy]| summary| client pcmm]| [detail]}
___________________
構文の説明

bundlebundle-interface

（任意）バンドル インターフェイスを表示しま
す。
たとえば、Bundle 10 と表示されます。

___________________
コマンド モード
デフォルト

ipv4-address

（任意）IPv4 アドレス。

ipv6-address

（任意）一致する必要のあるグループの IPv6
アドレス（X:X:X:X:X 形式で指定）。

cm-mac

（任意）ケーブル モデムの MAC アドレス。

host-mac-add

（任意）ホストの MAC アドレス。

hosts

（任意）ホストの詳細を表示します。

proxy

（任意）プロキシの詳細を表示します。

summary

（任意）バンドル インターフェイスのサマリま
たはマルチキャストの明示的トラッキング デー
タベースのサマリを表示します。

client

（任意）クライアント タイプ別にエントリを表
示します。

pcmm

（任意）すべての PacketCable マルチメディア
（PCMM）クライアント エントリを表示しま
す。

detail

（任意）マルチキャストの明示的トラッキング
データベースに関連する追加情報を表示しま
す。

なし EXEC（#）
特権
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。このコマンドに次の 2 つのキーワー
ドが追加されました。
• client
• pcmm

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。マルチキャストの明示的トラッキン
グ データベースを提供するために、新しいキーワード
detail,wasaddedtoprovide が追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco IOS-XE リリース 3.15.0S に統合されました。Cisco
cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータのサポートが追加
されました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF 以降：
• 静的マルチキャスト構成ごとに明示的トラッキング データベース（ETDB）エントリが存在
します。
• 各シャーシでサポートされる複製の合計数は、最大 5000 個に制限されます。
• 静的マルチキャストに対応する複製の合計数は、最大 1500 個に制限されます。
• 静的 TLV で作成された ETDB エントリの場合、showcablemulticastdbdetail コマンドは適用
できません。

___________________
例

次に、showcablemulticastdb コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast db
Interface : Bundle1
Session (S,G) : (*,230.1.1.1)
Fwd Intfc Sub Intfc Host Intfc CM Mac
Hosts
w1/0/0:0
aaaa.bbbb.cccc
2
w1/0/0:0
aaaa.bbbb.cccc
2
Session (S,G) : (255.255.255.255,255.255.255.255)
Fwd Intfc Sub Intfc Host Intfc CM Mac
Hosts
w1/0/0:0
aabb.bbcc.ccdd
3
Interface : Bundle2
Session (S,G) : (*,230.1.1.1)
Fwd Intfc Sub Intfc Host Intfc CM Mac
Hosts
w1/0/0:0
aaaa.bbbb.cccc
2
w1/0/0:0
aaaa.bbbb.cccc
2
Session (S,G) : (255.255.255.255,255.255.255.255)
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show cable multicast db

Fwd Intfc
w1/0/0:0

Sub Intfc

Host Intfc

CM Mac
aabb.bbcc.ccdd

Hosts
3

次に、showcablemulticastdbsummary コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast db summary
Interface Session Count CM Count
Bundle1
10
5
Bundle2
23
11

次に、showcablemulticastdbbundlebundle-interface--> コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast db bundle 1
Interface : Bundle1
Session (S,G) : (*,230.1.2.3)
Fwd Intfc Sub Intfc
Host Intfc
Wi1/1/0:0 Bundle1
Ca5/0/0
Interface : Bundle1
Session (S,G) : (20.1.1.1,232.1.1.1)
Fwd Intfc Sub Intfc
Host Intfc
Wi1/1/0:0 Bundle1
Ca5/0/0

CM Mac
ff01.0001.0000

Hosts
1

CM Mac
ff01.0001.0000

Hosts
1

次に、showcablemulticastdbbundlebundle-interfacesummary コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast db bundle 1 summary
Interface Session Count CM Count
Bundle1
10
5

次に、showcablemulticastdbbundlebundle-interfaceipv4-address コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast db bundle 1
225.0.0.1
Session (S,G) : (*,225.0.0.1)
Fwd Intfc Sub Intfc
Host Intfc
Wi5/1:0
Bundle1
Ca5/1

CM Mac
001e.6bfb.29a6

Hosts
1

次に、showcablemulticastdbbundlebundle-interfaceipv6-address コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast db bundle1
ff15::1
Session (S,G) : (*,FF15::1)
Fwd Intfc Sub Intfc
Host Intfc
In5/1:0
Bundle1
Ca5/1

CM Mac
001e.6bfb.29a6

Hosts
1

次に、showcablemulticastdbcm-mac コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast db 000f.66f9.aa73
Session (S,G) : (*,230.1.1.1)
Fwd Intfc Sub Intfc Host Intfc Hosts Proxy
w1/0/0:0
2
Y
Session (S,G) : (*,230.1.1.1)
Fwd Intfc Sub Intfc Host Intfc Hosts Proxy
w1/0/0:0

Static
N
Static

次に、showcablemulticastdbcm-machost-mac-add コマンドの出力例を示します。
Router# show cable
Bundle Interface :
CM mac
:
Host mac
:
Session (S,G)
:
Fwd Interface
:
Sub Interface
:
Host Interface
:
IGMP/MLD Ver
:
TimeStamp Delta :

multicast db aaaa.bbbb.cccc 000f.66f9.aa73
Bundle1
aaaa.bbbb.cccc
(*,230.1.1.1)
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show cable multicast db

Bundle Interface
CM mac
Host mac
Session (S,G)
Fwd Interface
Sub Interface
Host Interface
IGMP/MLD Ver
TimeStamp Delta

: Bundle1
:
: aaaa.bbbb.cccc
: (*,230.1.1.1)
:
:
:
:
:

次に、showcablemulticastdbcm-machosts コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast db aaaa.bbbb.cccc hosts
Session (S,G) : (*,230.1.1.1)
Fwd Intfc Sub Intfc Host Intfc Host Mac
Proxy
w1/0/0:0
aaaa.bbbb.cccc
Y
Session (S,G) : (255.255.255.255,255.255.255.255)
Fwd Intfc Sub Intfc Host Intfc Host Mac
Proxy
w1/0/0:0
aabb.bbcc.ccdd
N

次に、showcablemulticastdbcm-macproxy コマンドの出力例を示します。
Router# show cable
Bundle Interface :
CM mac
:
Host mac
:
Session (S,G)
:
Fwd Interface
:
Sub Interface
:
Host Interface
:
IGMP/MLD Ver
:
TimeStamp Delta :
Bundle Interface :
CM mac
:
Host mac
:
Session (S,G)
:
Fwd Interface
:
Sub Interface
:
Host Interface
:
IGMP/MLD Ver
:
TimeStamp Delta :

multicast db aaaa.bbbb.cccc proxy
Bundle1
aaaa.bbbb.cccc
(*,230.1.1.1)

Bundle1
aaaa.bbbb.cccc
(*,230.1.1.1)

次に、Cisco CMTS ルータ上の使用可能なすべての PCMM クライアント エントリを表示する show
cable multicast db command コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast db client pcmm
Interface : Bundle1
Session (S,G) : (*,229.2.2.12)
Fwd Intf
Bundle Intf Host Intf
CM MAC
CPE IP
Wi1/1/0:0
Bundle1
Ca5/0/0
0018.6852.8056 60.1.1.202

Gate-ID SFID
134 4

次に、in Cisco IOS Release 12.2(33)SCF で detail キーワードを指定した場合の show cable multicast
db コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast db detail
Interface Fwd Intfc
group
source
Bundle1
Wi7/0/0:0
230.1.2.4
N/A
ETDB received IGMP
ETDB processed IGMP
Nov 25 08:42:36.643
Nov 25 08:42:36.643
Sid
gc_id
Stat Index
DSID
Stat Index Allocated
DEFAULT N/A
61330
0xCF25C
Nov 25 08:42:36.643
8201
1
61331
0xCF25C
Nov 25 08:42:36.643
Interface Fwd Intfc
group
source
Bundle1
Wi7/0/0:0
230.1.2.3
N/A
ETDB received IGMP
ETDB processed IGMP
Nov 25 08:42:22.339
Nov 25 08:42:22.339
Sid
gc_id
Stat Index
DSID
Stat Index Allocated
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show cable multicast db

DEFAULT
8201

N/A
1

61328
61329

0xCF25B
0xCF25B

Nov 25 08:42:22.339
Nov 25 08:42:22.339

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF で特定のバンドル インターフェイスのマルチキャストの明
示的トラッキング データベース情報を提供するために、detail キーワードを指定して
showcablemulticastdb コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable multicast db bundle 1 detail
Interface Fwd Intfc
group
source
Bundle1
Wi7/0/0:0
230.1.2.4
N/A
ETDB received IGMP
ETDB processed IGMP
Nov 25 08:42:36.643
Nov 25 08:42:36.643
Sid
gc_id
Stat Index
DSID
Stat Index Allocated
DEFAULT N/A
61330
0xCF25C
Nov 25 08:42:36.643
8201
1
61331
0xCF25C
Nov 25 08:42:36.643
Interface Fwd Intfc
group
source
Bundle1
Wi7/0/0:0
230.1.2.3
N/A
ETDB received IGMP
ETDB processed IGMP
Nov 25 08:42:22.339
Nov 25 08:42:22.339
Sid
gc_id
Stat Index
DSID
Stat Index Allocated
DEFAULT N/A
61328
0xCF25B
Nov 25 08:42:22.339
8201
1
61329
0xCF25B
Nov 25 08:42:22.339

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF でホスト MAC アドレスに基づいて特定のバンドル インター
フェイスのマルチキャストの明示的トラッキング データベース情報を提供するために、detail キー
ワードを指定して showcablemulticastdb コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable multicast db bundle 1 230.1.2.4 detail
Interface Fwd Intfc
group
source
Bundle1
Wi7/0/0:0
230.1.2.4
N/A
ETDB received IGMP
ETDB processed IGMP
Nov 25 08:42:36.643
Nov 25 08:42:36.643
Sid
gc_id
Stat Index
DSID
Stat Index Allocated
DEFAULT N/A
61330
0xCF25C
Nov 25 08:42:36.643
8201
1
61331
0xCF25C
Nov 25 08:42:36.643

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF でケーブル モデムの MAC アドレスに基づいてマルチキャ
ストの明示的トラッキング データベース情報を提供するために、detail キーワードを指定して
showcablemulticastdb コマンドを実行した場合の出力を示します。
Router# show cable multicast db 0019.474a.d516 detail
Interface Fwd Intfc
group
source
Bundle1
Wi7/0/0:0
230.1.2.3
N/A
ETDB received IGMP
ETDB processed IGMP
Nov 25 08:42:22.339
Nov 25 08:42:22.339
Sid
gc_id
Stat Index
DSID
Stat Index Allocated
DEFAULT N/A
61328
0xCF25B
Nov 25 08:42:22.339
8201
1
61329
0xCF25B
Nov 25 08:42:22.339
Interface Fwd Intfc
group
source
Bundle1
Wi7/0/0:0
230.1.2.4
N/A
ETDB received IGMP
ETDB processed IGMP
Nov 25 08:42:36.643
Nov 25 08:42:36.643
Sid
gc_id
Stat Index
DSID
Stat Index Allocated
DEFAULT N/A
61330
0xCF25C
Nov 25 08:42:36.643
8201
1
61331
0xCF25C
Nov 25 08:42:36.643

次の表で、show cable multicast db コマンドの出力に表示される重要なフィールドについて説明し
ます。
表 148：show cable multicast db のフィールドの説明

フィールド

説明

Bundle Interface

バンドル インターフェイスの番号。
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フィールド

説明

CM Mac

CM の MAC アドレス。

Host Mac

ホストの MAC アドレス。

Fwd Intfc

転送インターフェイス名。

Sub Intfc

サブインターフェイス名。

Host Intfc

ホスト インターフェイス名。

IGMP/MLD Ver

IPv4 または IPv6 マルチキャスト グループのシ
グナリング プロトコル。
IPv4：IGMPv1/v2/v3
IPv6：MLDv1/v2

（注）

___________________
関連コマンド

TimeStamp Delta

セッションのタイムスタンプ。

Hosts

CM の背後のホスト。

CPE IP

CPE の IP アドレス。

Gate-ID

ローカル PCMM マルチキャスト ゲートを識別
する一意の番号。

SFID

この PCMM マルチキャスト ゲートに関連付け
られているダウンストリームのサービス フロー
ID（SFID）。

cBR シリーズのブロードバンド コンバージド ルータについては、後続のリリースでマルチキャ
スト IPv6 がサポートされる予定です。

コマンド

説明

showcablemulticastauthorization

対応するプロファイルに関連付けられている定
義済みのマルチキャスト許可プロファイルおよ
びすべてのケーブル モデムのリストを表示しま
す。
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コマンド

説明

showcablemulticastdsid

マルチキャスト ダウンストリーム サービス識
別子（DSID）データベースの内容全体を表示し
ます。

showcablemulticastqos

MQoS（Group-Config、Group-QoS-Config、
Group-Encryption-Config）の設定情報を表示し
ます。

showpacketcablegatemultimedia

PCMM マルチキャスト ゲートの合計数に関す
る情報を表示します。
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show cable multicast debug
デバッグ カウンタに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcablemulticast debug
コマンドを使用します。
show cable multicast debug [etdb [multicast-group-address| mac-address]]
___________________
構文の説明

etdb

（任意）マルチキャストの明示的トラッキング
データベースに関する情報を表示します。

multicast-group-address

（任意）マルチキャスト グループの IP アドレ
ス。

mac-address

（任意）ケーブル モデムの MAC アドレス。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン show cable multicast debug コマンドは、Cisco IOS Release 12.2(33)SCE 以降の明示的トラッキング
データベース カウントに関する情報のみを提供します。つまり、コマンド出力には、マルチキャ
スト許可および Quality of Service（QoS）などのその他のデバッグ カウンタが含まれないというこ
とです。
マルチキャスト グループ固有または MAC 固有のデバッグ カウントを確認するには、
showcablemulticastdebug コマンドを使用する前に debug cable multicast counter start コマンドを使用
して、マルチキャスト カウントのデバッグをオンにしておく必要があります。
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（注）

___________________
例

Cisco IOS Release 12.2(33)SCE では、コマンド出力は、show cable multicast debug コマンドで
キーワード etdb を指定した場合と指定しなかった場合と同じです。このコマンドは、Cisco IOS
Release 12.2(33)SCE では、他のデバッグ カウンタをサポートしないからです。

次に、Cisco uBR10012 ルータ上のマルチキャストの明示的トラッキング データベース デバッグ
カウンタに関する情報を表示する showcablemulticastdebug コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast debug
ETDB
counter
value
et_ses_update
3
et_ses_delete
0
et_cm_delete
0
et_post_host_add
1
et_post_cm_add
1
et_post_ses_intfc_update
3
et_post_ses_intfc_delete
0
et_post_cm_delete
0
et_post_host_delete
0

次に、特定のマルチキャスト グループに基づいてマルチキャストの明示的トラッキング データ
ベース デバッグ カウンタに関する情報を表示する showcablemulticastdebug コマンドの出力例を
示します。
Router# show cable multicast debug etdb 230.1.1.1
ETDB GROUP:230.1.1.1
counter
value
et_ses_update
3
et_ses_delete
0
et_post_host_add
1
et_post_cm_add
1
et_post_ses_intfc_update
3
et_post_ses_intfc_delete
0
et_post_cm_delete
0
et_post_host_delete
0

次に、特定のケーブル モデムに基づいてマルチキャストの明示的トラッキング データベース デ
バッグ カウンタに関する情報を表示する showcablemulticastdebug コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast debug etdb 001a.c3ff.d41a
ETDB CM:001a.c3ff.d41a
counter
value
et_ses_update
2
et_ses_delete
0
et_cm_delete
0
et_post_host_add
0
et_post_cm_add
0
et_post_ses_intfc_update
2
et_post_cm_delete
0
et_post_host_delete
0

次の表で、showdepi コマンドの出力に表示される主要なフィールドについて説明します。
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表 149：show cable multicast debug のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

ETDB

マルチキャストの明示的トラッキング データ
ベース。

counter

マルチキャスト操作のデバッグ カウンタ。

value

デバッグ カウンタの値。

ETDB GROUP

明示的なトラッキング データベース デバッグ
カウンタの特定のマルチキャスト グループを識
別します。

ETDB CM

明示的なトラッキング データベース デバッグ
カウンタの特定のケーブル モデムを識別しま
す。

コマンド

説明

debugcablemulticastcounterclear

マルチキャスト カウンタのデバッグをリセット
します。

debugcablemulticastcounterstart

Cisco CMTS ルータが、特定のマルチキャスト
グループまたはケーブル モデムに基づいたマル
チキャスト デバッグ カウンタの収集を開始し
ます。

debugcablemulticastcounterstop

Cisco CMTS ルータが、マルチキャスト デバッ
グ カウンタの収集を停止します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast dsid

show cable multicast dsid
ダウンストリーム サービス識別子（DSID）データベースの内容全体を表示するには、特権 EXEC
モードで showcablemulticastdsid コマンドを使用します。
Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR7225VXR ルータ
show cable multicast dsid [dsid| ip-address| [ source-ip ]| integrated-cable
slot/port:integrated-channel{dynamic | static}| wideband-cableslot /port:wideband-channel{dynamic }|
ipv6-address]
Cisco uBR10012 ルータ
show cable multicast dsid [dsid| ip-address| [ source-ip ]| integrated-cable
slot/sub-slot/port:integrated-channel{dynamic | static}| wideband-cableslot /bay
/port:wideband-channel{dynamic | static}| ipv6-address]
Cisco cBR シリーズ ルータ
show cable multicast dsid [dsid| ip-address| [ source-ip ]| integrated-cable
slot/sub-slot/port:integrated-channel{dynamic | static}| wideband-cableslot /bay
/port:wideband-channeldynamic| ipv6-address]
___________________
構文の説明

dsid

ダウンストリーム サービス識別子を指定しま
す。

ip-address

グループの IP アドレスを指定します。

integrated-cableslot/sub-slot/port:integrated-channel 情報を表示するルータ上のケーブル インター
フェイスを指定します。
• slot：uBR シリーズ ルータの場合は 0 ～
8、cBR シリーズ ルータの場合は 0 ～ 9
• sub-slot：uBR シリーズ ルータの場合は 0
または 1、cBR シリーズ ルータの場合は 0
• port：uBR シリーズ ルータの場合は 0 ～
4、cBR シリーズ ルータの場合は 0 ～ 7
• integrated-channel：uBR シリーズ ルータの
場合は 0 ～ 3、cBR シリーズ ルータの場合
は 0 ～ 157
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wideband-cableslot /sub-slot /port:wideband-channel 情報を表示するルータ上のワイドバンド イン
ターフェイスを指定します。
• slot：uBR シリーズ ルータの場合は 0 ～
8、cBR シリーズ ルータの場合は 0 ～ 9
• sub-slot：uBR シリーズ ルータの場合は 0
または 1、cBR シリーズ ルータの場合は 0
• port：uBR シリーズ ルータの場合は 0 ～
4、cBR シリーズ ルータの場合は 0 ～ 7
• wideband-channel：uBR シリーズ ルータの
場合は 0 ～ 5、cBR シリーズ ルータの場合
は 0 ～ 63
ipv6-address

X:X:X:X:X 形式を使用して、一致する必要のあ
るグループの IPv6 アドレスを指定します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCC

このコマンドが、マルチキャスト セッション用に割り当てられたすべ
ての SIP/SPA インデックスを表示するように変更されました。

12.2(33)SCD

このコマンドが変更されました。Cisco uBR7246VXR および Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。このコマンドに 2
つの新しいキーワード dynamic および static が追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。wideband-cable の dynamic キーワードが削除さ
れました。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2331

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast dsid

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、マルチキャスト セッション用に割り当てられた DSID データベースの内容と
SIP/SPA インデックスを表示するために使用します。
___________________
例

次に、showcablemulticastdsid コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast dsid
Multicast Group

: 230.1.2.3

Source

: *

IDB

: Bu2

StatIndex : 2
Multicast Group

Dsid: 0x1F078

SAID: DEFAULT

: 230.1.2.3

Source

: *

IDB

: Bu2

StatIndex : 3
Multicast Group

Interface: Mo1/1/0:0

Interface: Mo1/1/0:0

Dsid: 0x1F078

SAID: 8196

: 230.1.2.3

Source

: *

IDB

: Bu2

StatIndex : 4

Interface: Mo1/1/0:0

Dsid: 0x1F078

SAID: 8197

次に、showcablemulticastdsidip-address [source-ip] コマンドの出力例を示します。
Router#

show cable multicast dsid 225.0.0.1

Multicast Group

: 225.0.0.1

Source

: *

IDB

: Bu1

StatIndex : 7
Multicast Group

Interface: Wi5/0:0
SAID

Dsid: 0x5F078

: DEFAULT

: 225.0.0.1

Source

: *

IDB

: Bu1

StatIndex : 8

Interface: Wi5/0:0

Dsid: 0x5F078

SAID

GC

: 8195

: 1

次に、uBR シリーズ ルータに対して showcablemulticastdsidwideband-Cable [dynamic | static] コマ
ンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable multicast dsid wideband-Cable 5/0:0 dynamic
Multicast Group
Source

: 225.0.0.1
: *
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast dsid

IDB

: Bu1

StatIndex : 7
Multicast Group

: *

IDB

: Bu1

StatIndex : 8

: DEFAULT

Interface: Wi5/0:0

Dsid: 0x5F078

SAID

GC

: 8195

: 1

: 225.0.0.2

Source

: *

IDB

: Bu1

StatIndex : 9
Multicast Group

SAID

Dsid: 0x5F078

: 225.0.0.1

Source

Multicast Group

Interface: Wi5/0:0

Interface: Wi5/0:0
SAID

Dsid: 0x5F079

: DEFAULT

: 225.0.0.2

Source

: *

IDB

: Bu1

StatIndex : 10

Interface: Wi5/0:0

Dsid: 0x5F079

SAID

GC

: 8196

: 1

次に、cBR シリーズ ルータに対して showcablemulticastdsidwideband-Cabledynamic コマンドを実
行した場合の出力例を示します。
Router# show cable multicast dsid wideband-Cable 6/0/0:0 dynamic
show cable multicast dsid wideband-Cable 6/0/0:0 dynamic
Load for five secs: 3%/0%; one minute: 3%; five minutes: 5%
Time source is NTP, 15:19:37.706 CST Fri Apr 24 2015
Multicast Group

: 225.1.1.33

Source

: *

IDB

: Bu10

StatIndex : 245693
Multicast Group

: *

IDB

: Bu10

StatIndex : 245694

: DEFAULT

Interface: Wi6/0/0:0

Dsid: 0x9BCE6

SAID

GC

: 9061

: 1

: 225.1.1.32

Source

: *

IDB

: Bu10

StatIndex : 245678
Multicast Group

SAID

Dsid: 0x9BCE6

: 225.1.1.33

Source

Multicast Group

Interface: Wi6/0/0:0

Interface: Wi6/0/0:0
SAID

Dsid: 0x9BCDE

: DEFAULT

: 225.1.1.32

Source

: *

IDB

: Bu10

StatIndex : 245679

Interface: Wi6/0/0:0

Dsid: 0x9BCDE

SAID

GC

: 9054

: 1
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast dsid

Multicast Group

: 225.1.1.17

Source

: *

IDB

: Bu10

StatIndex : 245691
Multicast Group

: *

IDB

: Bu10

StatIndex : 245692

: DEFAULT

Interface: Wi6/0/0:0

Dsid: 0x9BCE5

SAID

GC

: 9060

: 1

: 225.0.0.1

Source

: *

IDB

: Bu10

StatIndex : 245665
Multicast Group

SAID

Dsid: 0x9BCE5

: 225.1.1.17

Source

Multicast Group

Interface: Wi6/0/0:0

Interface: Wi6/0/0:0
SAID

Dsid: 0x9BCD6

: DEFAULT

: 225.0.0.1

Source

: *

IDB

: Bu10

Interface: Wi6/0/0:0

Dsid: 0x9BCD6

次に、showcablemulticastdsid integrated-Cablestatic コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast dsid integrated-Cable 5/0:0 static
Dsid

Stat Index

Type

0x5F000

65384

IGMPv1/v2

0x5F001

65385

IGMPv3

0x5F002

65386

MLDv1

0x5F003

65387

MLDv2

0x5F004

65388

PreReg

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 150：show cable multicast dsid のフィールドの説明

フィールド

説明

Multicast Group

マルチキャスト グループを表示します。

Source

送信元 IP アドレスを表示します。

IDB

インターフェイス記述ブロック番号。

Interface

インターフェイス名を表示します。

Dsid

ダウンストリーム サービス識別子。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast dsid

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

StatIndex

マルチキャスト セッション用に割り当てられた
Blaze インデックス。

SAID

セキュリティ アソシエーション ID（SAID）。

コマンド

説明

showcablemulticastauthorization

定義されているマルチキャスト認証プロファイ
ルと、対応するプロファイルに関連付けられて
いるすべての CM のリストを表示します。

showcablemulticastdb

マルチキャストの明示的トラッキング データ
ベースの内容を表示します。

showcablemulticastqos

MQoS（Group-Config、Group-QoS-Config、
Group-Encryption-Config）の設定情報を表示し
ます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast qos

show cable multicast qos
マルチキャスト Quality of Service（QoS）の設定情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablemulticastqos コマンドを使用します。
show cable multicast qos {group-config [ group-config-index ]| group-encryption [ group-encryption-index ]|
group-qos [ group-qos-index ]}
___________________
構文の説明

group-config

マルチキャスト グループの設定情報を表示しま
す。

group-config-index

（任意）マルチキャスト グループのインデック
ス。有効な範囲は 1 ～ 2048 です。

group-encryption

マルチキャスト グループの暗号化情報を表示し
ます。

group-encryption-index

（任意）マルチキャスト グループ暗号化のイン
デックス。

group-qos

マルチキャスト グループの QoS 情報を表示し
ます。

group-qos-index

（任意）マルチキャスト グループ QoS のイン
デックス。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCC

コマンド出力に、デフォルト マルチキャスト グループ QoS 構成の
アプリケーション ID が表示されるように変更されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast qos

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

コマンド出力に、マルチメディア マルチキャスト構成の PCMM ア
プリケーションがリストされるように変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

マルチキャスト グループ構成に対する showcable multicast qos コマンドの出力例
次に、マルチキャスト グループ構成の情報を表示するコマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast qos group-config
Default Multicast Group-Qos Application ID 65535
Multiast Group Config 1 : Priority 1
Group QOS - 1
Group Encryption - 1
Application ID 65534
Session Range - Group Prefix 230.0.0.0 Mask 255.0.0.0 Source Prefix 0.0.0.0 Mask 0.0.0.0

マルチキャスト グループ暗号化に対する showcablemulticastqos コマンドの出力例
次に、マルチキャスト グループ暗号化情報を表示する showcablemulticastqos コマンドの出力例を
示します。
Router# show cable multicast qos group-encryption
Multicast Group Encryption 1 : Algorithm 56bit-des
Multicast Group Encryption 2 : Algorithm 128bit-aes

マルチキャスト グループ QoS に対する show cable multicast qos コマンドの出力例
次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC でのマルチキャスト グループ QoS 情報を表示する show
cable multicast qos コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast qos group-qos
Group QOS Index Service Class Control
Igmp Limit
Override
DEFAULT
MQOS_DEFAULT
Aggregate NO-LIMIT 1 MQOS Aggregate NO-LIMIT

次に 、show cable muticast qos コマンドの表示例を示します。このコマンドは、Cisco IOS リリー
ス 12.2(3.3)SCE でのマルチメディア マルチキャスト構成のアプリケーション（App フィールド）
を含む、マルチキャスト グループの QoS 情報を表示します。
Router# show cable
Group QOS Index
DEFAULT
1
512

multicast qos group-qos
Service Class
Control
Igmp Limit
mcast_default
Aggregate NO-LIMIT
SDV_SD
Single
--SDV_HD
Single
---

Override
No
No

App
CLI
PCMM

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast qos

表 151：show cable multicast qos のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Group

マルチキャスト グループを指定します。

QOS

適用されている QoS プロファイルを指定しま
す。

Index

QoS グループのインデックス番号。

Service Class

マルチキャストに使用されているサービス クラ
スを指定します。

Control

制御のタイプを指定します。

Igmp Limit

集約サービス フローの Internet Group Management
Protocol（IGMP）セッション上限を表示しま
す。

Override

ベスト エフォート トラフィックとして許可さ
れ転送された追加の IGMP セッションを表示し
ます。

App

マルチメディア マルチキャストに使用されるア
プリケーションを表示します。

コマンド

説明

showcablemulticastauthorization （uBR シリー
ズ ルータ用）

定義されているマルチキャスト認証プロファイ
ルと、対応するプロファイルに関連付けられて
いるすべての CM のリストを表示します。

showcablemulticastdb

マルチキャストの明示的トラッキング データ
ベースの内容を表示します。

showcablemulticastdsid

ダウンストリームサービス識別子（DSID）デー
タベースの内容全体を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast ses-cache

show cable multicast ses-cache
現在のマルチキャスト複製セッションキャッシュの情報を表示するには、インターフェイスコン
フィギュレーションおよびグローバル コンフィギュレーション モードで showcablemulticastses-cache
コマンドを使用します。
show cable multicast ses-cache interface integrated-cable slot/subslot/port:rf-channel [summary| verbose]
show cable multicast ses-cache interface modular-cable slot/{subslot| bay}/port:interface-number [summary|
verbose]
show cable multicast ses-cache interface wideband-cable slot/{subslot| bay}/port:wideband-channel
[summary| verbose]
show cable multicast ses-cable global [summary]
___________________
構文の説明

interface
integrated-cableslot/subslot/port:rf-channel

統合型ケーブル インターフェイスのマルチキャ
スト複製セッション キャッシュの情報を表示し
ます。
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。
• subslot：（Cisco uBR10012 のみ）ライン
カードのセカンダリ スロット番号。
• port：ダウンストリーム ポート番号。
• rf:channel：RF チャネル番号。

interface
ワイドバンド ケーブルインターフェイスのマル
integrated-cableslot/{subslot|bay}/port:interface-number チキャスト複製セッション キャッシュの情報を
表示します。
• slot：SPA インターフェイス プロセッサ
（SIP）またはライン カードが装着されて
いるスロット。
• subslot：共有ポート アダプタ（SPA）また
はライン カードのセカンダリ スロット。
• bay：SPA が配置されている SIP のベイ。
• port：ダウンストリーム ポート番号。
• interface-number：モジュラ ケーブル イン
ターフェイス番号。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast ses-cache

interface wideband-cable slot/
{subslot|bay}/port:wideband-channel

ワイドバンド ケーブルインターフェイスのマル
チキャスト複製セッション キャッシュの情報を
表示します。
• slot：SPA インターフェイス プロセッサ
（SIP）またはライン カードが装着されて
いるスロット。
• subslot：共有ポート アダプタ（SPA）また
はライン カードのセカンダリ スロット。
• bay：SPA が配置されている SIP のベイ。
• port：ダウンストリーム ポート番号。
• wideband-channel：ワイドバンド チャネル
番号。

___________________
コマンド モード

global

グローバル レベルのマルチキャスト複製セッ
ション キャッシュの情報を表示します。

summary

マルチキャスト複製セッション キャッシュの要
約情報を提供します。

verbose

マルチキャスト複製セッション キャッシュの詳
細情報を提供します。

グローバル コンフィギュレーション（config）
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCH

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン showcablemulticastses-cacheinterface--> および showcablemulticastses-cacheglobal--> コマンドは、
Cisco uBR10012 ルータでマルチキャスト複製セッション キャッシュが設定されたときに、セッ
ション キャッシュ情報を表示します。showcablemulticastses-cableglobal コマンドは、シャーシ レ
ベルのすべてのインターフェイスのキャッシュ情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast ses-cache

showcablemulticastses-cacheinterface は、特定のインターフェイスのセッション キャッシュ情報を
表示します。
次の表に、統合型ケーブル インターフェイスの有効な値を示します。
表 152：統合型ケーブル インターフェイスの密度情報

CMTS ルータ

ライン カード スロット

サブスロット

ポート

RF チャネル番
号

Cisco
uBR10012

Cisco
5～8
uBR-MC3GX60V

0 または 1

0～4

0～3

Cisco
UBR-MC20X20V
Cisco
uBR10-MC5X20
Cisco
uBR7225VXR

すべて

1 または 2

—

0 または 1

—

Cisco
uBR7246VXR

すべて

3～6

—

0 または 1

—

次の表に、モジュラ ケーブル インターフェイスの有効な値を示します。
表 153：モジュラ ケーブル インターフェイスの密度情報

ライン カード スロット

サブスロット

ベイ

ポート

インターフェ
イス番号

Cisco
5～8
uBR-MC3GX60V

0 または 1

—

0～2

0 ～ 23

—

0～5

Cisco
UBR-MC20X20V

22

Cisco ワイドバ —
ンド SPA

0 または 122

0～3

0

Cisco ワイドバ 1 または 3
ンド SIP/Cisco
SIP-600

—

—

—

SIP がスロット 1 またはスロット 3 内にあるときに SPA に適用できます。サブスロットは、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB 以降では指定しま
せん。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast ses-cache

次の表に、ワイドバンド ケーブル インターフェイスの有効な値を示します。
表 154：ワイドバンド インターフェイスの密度情報

CMTS ルー
タ

ライン カード スロット

サブスロッ
ト

ベイ

ポート

ワイドバン
ド チャネル

Cisco
uBR10012

Cisco
5～8
uBR-MC3GX60V

0 または 1

—

0～4

0 ～ 31

Cisco
UBR-MC20X20V

—

0～5

Cisco
uBR10-MC5X20

—

—

Cisco ワイドバ —
ンド SPA

0 または 123 0 ～ 3

Cisco ワイドバ 1 または 3 —
ンド SIP/Cisco
SIP-600

23

0

—

—

—

—

0 または 1

0～5

Cisco
すべて
uBR7225VXR

1～2

—

—

Cisco
すべて
uBR7246VXR

3～6

—

—

SIP がスロット 1 またはスロット 3 内にあるときに SPA に適用できます。サブスロットは、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB 以降では指定しま
せん。

___________________
例

次の例では、グローバル レベルのマルチキャスト複製セッション キャッシュの情報を表示しま
す。
Router#
show cable multicast ses-cache global
Fwd Intfc
Wi7/1/0:0
Wi7/1/0:1

Mo6/0/1:0
In8/1/0:1

Sub Intfc
Bundle1
Bundle1
Bundle1
Bundle1
Bundle1
Bundle1
Bundle1
Bundle1

Session (S,G)
(30.30.30.30,227.0.0.20)
(30.30.30.30,227.0.0.22)
(30.30.30.30,226.0.0.20)
(30.30.30.30,226.0.0.22)
(30.30.30.30,226.0.0.23)
(30.30.30.30,226.0.0.21)
(*, 230.0.8.138)
(*, 226.0.0.18)

次の例では、ワイドバンド ケーブル インターフェイスのマルチキャスト複製セッション キャッ
シュの情報を表示します。
Router# show cable multicast ses-cache interface wi7/1/0:1
Fwd Intfc
Sub Intfc
Session (S,G)
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast ses-cache

Wi7/1/0:1

Bundle1
Bundle1
Bundle1
Bundle1

(30.30.30.30,226.0.0.20)
(30.30.30.30,226.0.0.22)
(30.30.30.30,226.0.0.23)
(30.30.30.30,226.0.0.21)

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 155：show cable multicast ses-cache のフィールドの説明

フィールド

説明

Fwd Intc

インターフェイス ケーブル、統合型ケーブルお
よびワイドバンド ケーブル インターフェイス
などのレイヤ 2 転送インターフェイス。

Sub Intfc

サブ インターフェイス。

Session (S,G)

セカンダリ マルチキャスト グループ。

次の例では、シャーシレベルのマルチキャスト複製セッションキャッシュの要約情報ビューを表
示します。
Router# show cable multicast ses-cache global summary
Global Cache Config: 20
----------------------------------------------------------------Fwd
Cache
Cache
Cache
Cache
Intfc
Config
Used
Missed
Hitted
Wi7/1/0:1
10
4
4
12
Mo6/0/1:0
12
3
3
15
In8/1/0:1
100
1
1
0
----------------------------------------------------------------Total

次の例は、ワイドバンドインターフェイスのマルチキャスト複製セッションキャッシュの要約で
す。
Router# show cable multicast ses-cache interface wi7/1/0:1 summary
Global Cache Config: 20
-------------------------------------------------Fwd
Cache
Cache
Cache
Cache
Intfc
Config
Used
Missed
Hitted
Wi7/1/0:1
10
4
4
12

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 156：show cable multicast ses-cache summary のフィールドの説明

フィールド

説明

Fwd Intfc

レイヤ 2 転送インターフェイス。

Cache Config

マルチキャスト セッション キャッシュ値。

Cache Used

キャッシュから使用されるセッション数。

Cache Missed

存在しなかった IGMP 参加セッションの数。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast ses-cache

フィールド

説明

Cache Hitted

IGMP 参加セッションが、再利用されたキャッ
シュ セッションと一致した回数。

次の例は、ワイドバンドインターフェイスのマルチキャスト複製セッションキャッシュの詳細情
報を示します。
Router# show cable
Multicast Group
Source
Act GCRs
Interface
GCR

multicast ses-cache wi8/0/0:0 verbose
: 232.10.0.8
: 100.0.0.2
: 1
: Bu255
State: A
GI: Bu255
: GC
SAID
SFID
Key
GQC
GEn
10
8858
24
0
1
0
Multicast Group
: 232.10.0.16
Source
: 100.0.0.2
Act GCRs : 1
Interface : Bu255
State: A
GI: Bu255
GCR
: GC
SAID
SFID
Key
GQC
GEn
10
8859
25
0
1
0
Total session cache num: 2

RC: 0

RC: 0

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 157：show cable multicast ses-cache verbose のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Multicast Group

マルチキャスト グループの IP アドレス。

Source

送信元の IP アドレス。

Act GCRs

マルチキャスト QoS 上のアクティブ グループ
分類子ルール。

Interface

転送インターフェイス。

GCR

グループ分類子ルール。

コマンド

説明

cablemulticastses-cache

Cisco uBR10012 ルータ上の転送インターフェイ
スのマルチキャスト複製セッションを有効にし
ます。

clearcablemulticast ses-cache

Cisco uBR10012 ルータ上のインターフェイスの
マルチキャスト複製セッション キャッシュをク
リアします。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast ses-cache
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast statistics

show cable multicast statistics
マルチキャスト統計の詳細を表示するには、特権 EXEC モードで showcablemulticaststatistics コマ
ンドを使用します。
show cable multicast statistics {index| failure| pool [ pool-id ] [verbose]}
___________________
構文の説明

index

設定されたマルチキャストの統計インデックス値。有効な範囲は 61320 ～
64815 です。

failure

マルチキャスト統計障害情報を表示します。

pool

マルチキャスト統計プール情報を表示します。

pool-id

マルチキャスト統計プール ID。有効な範囲は 0 ～ 15 です。

verbose

マルチキャスト統計プールの詳細情報を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCI

このコマンドが変更されました。pool キーワードを指定してコマンド
を実行した場合の出力に、ダウンストリーム サービス識別子（DSID）
の割り当て情報が表示されるように変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。出力から [Pool_Start] 列および [Pool_End] 列が
削除されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast statistics

___________________
使用上のガイドライン showcablemulticaststatisticsfailure コマンドは、アドミッション コントロール障害、PXF（uBR シ
リーズ ルータ）または DP（cBR シリーズ ルータ）キューの障害、IGMP レポートのドロップ、
および DBC 障害のカウンタを表示します。
___________________
例

次に、uBR シリーズ ルータで showcablemulticaststatisticsfailure コマンドを実行した場合の出力例
を示します。
Router# show cable multicast statistics failure
counter
Admission Control Failure
PXF Queue Failure
IGMP Report Drop
DBC Failure

value
0
0
0
0

Driver IGMP Dropped:
Fragmented
Record Size Incorrect
IP Sanity Error
IGMP Sanity Error
IGMP CRC Error

0
0
0
0
0

次に、cBR シリーズ ルータで showcablemulticaststatisticsfailure コマンドを実行した場合の出力例
を示します。
Router# show cable multicast statistics failure
counter
value
Admission Control Failure 0
DP Queue Failure
0
IGMP Report Drop
0
DBC Failure
0
Driver IGMP Dropped:
Fragmented
Record Size Incorrect
IP Sanity Error
IGMP Sanity Error
IGMP CRC Error

0
0
0
0
0

次に、uBR シリーズ ルータで showcablemulticaststatisticspool コマンドを実行した場合の出力例を
示します。
Router# show cable multicast statistics pool
Pool
9

Total
3496

Allocated
24

Pool_Start
24

Pool_End
0

次に、cBR シリーズ ルータで showcablemulticaststatisticspool コマンドを実行した場合の出力例を
示します。
Router# show cable multicast statistics pool
Pool
9

Total
3496

Allocated
24
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast statistics

次に、uBR シリーズ ルータでプール ID 9 に対して show cable multicast statistics pool コマンドを
実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable multicast statistics pool 9
Pool
9

Total
3496

Allocated
24

Pool_Start
24

Pool_End
0

Stat Index List:
61320 61321 61322 61323 61324 61325 61326 61327 61328 61329 61330 61331
61332 61333 61334 61335 61336 61337 61338 61339 61340 61341 61342 61343

次に、cBR シリーズ ルータでプール ID 9 に対して show cable multicast statistics pool コマンドを
実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable multicast statistics pool 9
Pool
6

Total
18256

Allocated
1136

Stat Index List:
243888 243890 243892 243894 243895 243896 243898 243899 243900 243902 243904 243906
243907 243908 243910 243911 243912 243914 243916 243918 243919 243920 243922 243923

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 158：show cable multicast statistics pool のフィールドの説明

フィールド

説明

Pool

マルチキャスト統計プール ID。

Total

統計インデックスの合計数。

Allocated

割り当てられた統計インデックスの数。

Pool_Start

uBR シリーズ ルータの場合は、使用可能な最初
の統計インデックスの位置を指すポインタ。

Pool_End

uBR シリーズ ルータの場合は、使用可能な最後
の統計インデックスの位置を指すポインタ。

Stat Index List

プール内で割り当てられた統計インデックスの
リスト。

次に、インデックス値 61328 を指定して show cable mulitcast statistics コマンドを実行した場合の
出力例を示します。
Router# show cable multicast statistics 61328
Stat Index Pool id: 9
Multicast Group
:
Source
:
Interface:
SAID
:

232.1.1.1
N/A
Mo5/1/0:8
8203
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StatIndex : 61328
SFID : 59

NB/WB index :

15/0

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast statistics

次に、show cable multicast statistics pool verbose コマンドの出力例を示します。
Router# show cable multicast statistics pool verbose
Stat Index Pool id: 9
Multicast Group
:
Source
:
Interface:
SAID
:
Multicast Group
:
Source
:
Interface:
SAID
:
Multicast Group
:
Source
:
Interface:
SAID
:
Multicast Group
:
Source
:
Interface:
SAID
:
Multicast Group
:
Source
:
Interface:
SAID
:
!

232.1.1.1
N/A
Mo5/1/0:0
8195
232.1.1.1
N/A
Mo5/1/0:1
8196
232.1.1.1
N/A
Mo5/1/0:2
8197
232.1.1.1
N/A
Mo5/1/0:3
8198
232.1.1.1
N/A
Mo5/1/0:4
8199

StatIndex : 61320
SFID : 51

NB/WB index :

15/0

StatIndex : 61321
SFID : 52

NB/WB index :

15/0

StatIndex : 61322
SFID : 53

NB/WB index :

15/0

StatIndex : 61323
SFID : 54

NB/WB index :

15/0

StatIndex : 61324
SFID : 55

NB/WB index :

15/0

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 159：show cable multicast statistics および show cable multicast statistics pool verbose のフィールドの説明

フィールド

説明

Stat Index Pool id

統計インデックス プール ID。

Multicast Group

マルチキャスト グループ アドレス。

Source

マルチキャスト送信元アドレス。

Interface

インターフェイス番号

StatIndex

統計インデックス値。

SAID

セキュリティ アソシエーション ID（SAID）。

SFID

サービス フロー ID（SFID）。

NB/WB index

ナローバンドおよびワイドバンドのインデック
ス番号。

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCI で showcablemulticaststatisticspool コマンドを実行した場合
の出力例を示します。
Router# show cable multicast statistics pool
Min Static Index: 59424, Max: 62079
Pool
Total
Allocated
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable multicast statistics

15

2656

1

DSID Table:
Min DSID: 62160, Max DSID: 65535.
Pool
Total
Allocated
0
3376
0
1
3376
0
2
3376
0
3
3376
0
4
3376
0
5
3376
0
6
3376
0
7
3376
0
8
3376
0
9
3376
0
10
3376
0
11
3376
0
12
3376
0
13
3376
0
14
3376
0
15
3376
1

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 160：show cable multicast statistics pool のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Pool

マルチキャスト統計プール ID。

Total

統計インデックスの合計数。

Allocated

割り当てられた統計インデックスの数。

Min DSID

DSID の最小値。

Max DSID

DSID の最大値。

コマンド

説明

showcablemulticastdb

マルチキャストの明示的トラッキング データ
ベースの内容を表示します。

clearcablemulticaststatisticscounter

すべてのマルチキャスト統計カウンタをクリア
します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable noise

show cable noise
Cisco CMTS でケーブルのノイズ統計を表示するには、EXEC モードで showcablenoise コマンドを
使用します。
show cable {slot/port| slot/subslot/port} noise
___________________
構文の説明

slot /port

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200
シリーズ ルータ上のケーブル インターフェイ
スとダウンストリーム ポートを指定します。
Cisco uBR7100 シリーズ ルータの場合、有効な
値は 1/0 のみです。Cisco uBR7200 シリーズ ルー
タの場合は、ケーブル インターフェイスに応じ
て、slot の範囲は 3 ～ 6、port の範囲は 0 ～ 1 で
す。

slot/subslot /port

Cisco uBR10012 ルータ上のケーブル インター
フェイスを指定します。有効な値は次のとおり
です。
• slot = 5 ～ 8
• subslot = 0 または 1
• port = 0 ～ 4（ケーブル インターフェイス
によって異なる）

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

EXEC

リリース

変更内容

12.0(4)XI

このコマンドが導入されました。

12.1(3a)EC1

このコマンドは、12.1 EC リリースで削除されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco IOS リリース 12.1(3a)EC1 以降のリリースではサポートされていません。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2351

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable noise

___________________
例

次の例は、CM ノイズの統計情報を表示する方法を示しています。
Router# show cable 6/0 noise

ヒント

___________________
関連コマンド

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

Command

Description

showcablemodem

CM 構成設定を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable privacy

show cable privacy
ベースライン プライバシー インターフェイス プラス（BPI+）証明書情報、および Cisco CMTS
ルータのセキュリティまたはプライバシー情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showcableprivacy コマンドを使用します。
Cisco uBR シリーズ ルータ
show cable privacy {eae-exclude| hotlist cm| manufacturer-cert-list| root-cert-list}
Cisco cBR シリーズ ルータ
show cable privacy {eae-exclude| hotlist {cm| host}| manufacturer-cert-list| root-cert-list}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

eae-exclude

早期認証および暗号化（EAE）の詳細を表示し
ます。

hotlistcm

クローンとして検出されたケーブル モデムのリ
ストを表示します。

host

CPE をブロックします。

manufacturer-cert-list

BPIメーカー証明書の検証リストを表示します。

root-cert-list

BPI ルート証明書の検証リストを表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドがさまざまな形式で導入され、その機能は show interface
cable privacy コマンドに移行されました。

12.2(4)BC1

このコマンドが、現在の形式で導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。

12.2(33)SCC

このコマンドが変更されました。eae-exclude キーワードが追加され
ました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable privacy

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。hotlist キーワードが追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。host キーワードが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン showcableprivacy コマンドは、BPI および BPI+ 暗号化をサポートする IOS イメージでのみ使用で
きます。
___________________
例

次に、早期認証および暗号化プロセスから除外されたケーブル モデムをリストする eae-exclude
キーワードを指定した show cable privacy コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router#
show cable privacy eae-exclude
EAE Exclusion List:
MAC: 1111.1111.1111 Mask: ffff.ffff.ffff
MAC: 2222.2222.2222 Mask: ffff.ffff.ffff

次に、永続的および一時的ホットリスト エントリをリストする hotlist キーワードを指定した show
cable privacy コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router#
show cable privacy hotlist
cm
MAC Address
Last Ranged
0025.2eaf.6f16
Dec 13 21:03:56
0025.2eaf.6f26
Dec 13 21:03:56

Type
Permanent
Temporary

Interface
C8/1/0
C5/1/0

次の表で、showcableprivacycommand の出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 161：show cable privacy コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

ホットリスト上にあるケーブル モデムの MAC
アドレス。

Last Ranged On

ケーブル モデムがそのインターフェイスで登録
を最後に試行したときのタイムスタンプを表示
します。この値は、MAC アドレスをクローニ
ングしようとしている頻度を計測し、ホットリ
ストを適宜管理するうえで役立ちます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable privacy

フィールド
Type

説明
• Permanent：CLI で
cableprivacyhotlistcablemodem コマンドを
実行すると、ケーブル モデムのエントリ
を永続クローンとして設定できます。永続
クローンとしてマークされたケーブル モ
デムをホットリストから削除するには、no
形式の cableprivacyhotlistcablemodem コマ
ンドを実行します。
• Temporary：Cisco CMTS が、重複するケー
ブル モデムの MAC アドレスを検出しま
す。重複する MAC アドレスにはクローン
のフラグが設定され、180 秒間オンライン
になりません。

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableprivacyadd-certificate （uBR シリーズ ルー BPI+ 暗号化用の証明書を設定します。
タ用）
cableprivacy

ケーブル インターフェイスで BPI+ 暗号化を有
効にして設定します。

showcablemodem

ケーブル モデムの構成時の設定を表示します。

showinterfacecableprivacy

ベースライン プライバシー情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable profile

show cable profile
サービス グループ ベースの設定に含まれるプロファイルの設定を表示するには、特権 EXEC モー
ドで showcableprofile コマンドを使用します。
show cable profile [downstream | mac-domain | service-group | wideband]profile-name
___________________
構文の説明

downstream

OPS のダウンストリーム プロファイルを表示します。

mac-domain

OPS の MAC ドメイン プロファイルを表示します。

service-group

OPS のサービス グループ プロファイルを表示します。

wideband

OPS のワイドバンド プロファイルを表示します。

profile name

目的のプロファイルの名前。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、サービス グループに含まれるプロファイルの設定を表示するために使用しま
す。
___________________
例

Router#show cable profile downstream
Load for five secs: 2%/1%; one minute: 2%; five
Time source is NTP, 14:15:33.701 CST Tue Oct 27
cable profile downstream DS
cable rf-bandwidth-percent 10
Router#show cable profil mac-domain
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 2%; five
Time source is NTP, 14:34:14.121 CST Tue Oct 27
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minutes: 2%
2015

minutes: 2%
2015

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable profile

cable profile mac-domain MD
cable privacy mandatory
Router#show cable profile service-group
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 2%; five minutes: 2%
Time source is NTP, 14:37:28.081 CST Tue Oct 27 2015
cable profile service-group test
cable bundle 1
mac-domain 0 profile MD
downstream sg-channel 0-3 profile DS
upstream 0 sg-channel 0
upstream 1 sg-channel 1
upstream 2 sg-channel 2
upstream 3 sg-channel 3
us-bonding-group 1
upstream 0
upstream 1
upstream 2
upstream 3
wideband-interface 0 profile WB
downstream sg-channel 0-3 rf-bandwidth-percent 10
Router#show cable profile wideband
Load for five secs: 3%/0%; one minute: 2%; five minutes: 2%
Time source is NTP, 14:37:49.195 CST Tue Oct 27 2015
cable profile wideband-interface WB
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qam-profile

show cable qam-profile
QAM プロファイルに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcableqam-profile コマ
ンドを使用します。
show cable qam-profile qam-profile-id
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

qam-profile-id

QAM プロファイルの ID を指定します。有効値
の範囲は 0 ～ 31 です。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン showcableqam-profile コマンドは、QAM プロファイルに関する情報を表示するために使用しま
す。qam-profile-id を指定すると、このコマンドは指定した ID を持つ QAM プロファイルを表示し
ます。
___________________
例

次に、showcableqam-profile コマンドの出力例を示します。
Router# show cable qam-profile
QAM Profile ID 0: default-annex-b-64-qam
annex: B
modulation: 64
interleaver-depth: I32-J4
symbol rate: 5057 kilo-symbol/second
spectrum-inversion: off
QAM Profile ID 1: default-annex-b-256-qam
annex: B
modulation: 256
interleaver-depth: I32-J4
symbol rate: 5361 kilo-symbol/second
spectrum-inversion: off
QAM Profile ID 2: default-annex-a-64-qam
annex: A
modulation: 64
interleaver-depth: I12-J17
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qam-profile

symbol rate: 6952 kilo-symbol/second
spectrum-inversion: off
QAM Profile ID 3: default-annex-a-256-qam
annex: A

次に、showcableqam-profileqam-profile-id コマンドの出力例を示します。
Router# show cable qam-profile 1
QAM Profile ID 1: default-annex-b-256-qam
annex: B
modulation: 256
interleaver-depth: I32-J4
symbol rate: 5361 kilo-symbol/second
spectrum-inversion: off

次の表で、 show cable qam-profile コマンドの出力に表示されるフィールドについて説明します。
-->
表 162：show cable qam-profile のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

annex

QAM プロファイルに設定された Annex（MPEG
フレーミング形式）を表示します。

modulation

QAM プロファイルに設定された QAM 変調
フォーマットを表示します。

interleaver-depth

QAM プロファイルに設定されたインターリー
ブ深度を表示します。

symbol rate

QAM プロファイルに設定されたシンボル レー
トを表示します。

spectrum-inversion

QAM プロファイルに設定されたスペクトル イ
ンバージョン ステータスを表示します。

コマンド

説明

cable downstream qam-profile

ケーブル インターフェイス ライン カードの
QAM プロファイルを設定します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qos enforce-rule

show cable qos enforce-rule
現在定義されている Quality of Service（QoS）の強制ルールを表示するには、特権 EXEC モードで
showcableqosenforce-rule コマンドを使用します。
show cable qos enforce-rule [ name ] [verbose]
___________________
構文の説明

name

（任意）表示する特定の強制ルールの名前を指
定します。

verbose

（任意）現在定義されている QoS 強制ルール
オプションに関する詳細情報を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

すべての強制ルールが表示されます。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。

12.3(9a)BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.3(23)BC2

verbose 形式のコマンドに次の新しい出力フィールドが追加されました：
Penalty End-time、Weekend First Peak Time、Weekend First Duration、Weekend
First Average-rate、Weekend Second Peak Time、Weekend Second Duration、
Weekend Second Average rate、Weekend Offpeak Duration、Weekend Offpeak
Average-rate、Weekend Auto-enforce。

12.2(33)SCB

verbose 形式のコマンドの新しい出力フィールドが、Cisco IOS リリース
12.2(33)SCB に統合されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qos enforce-rule

リリース

変更内容

12.3(23)SCD2

verbose 形式のコマンドに次の新しい出力フィールドが追加されました：
Monitoring after RelTime、Penalty-Period for week-days、Penalty-Period for
week-ends。
verbose 形式のコマンドの次の出力フィールドが変更されました：Penalty
End-time、First Peak Time、Second Peak Time、Weekend First Peak Time、
Weekend Second Peak Time。
出力フィールド [Penalty End-time] の名前が [Default Penalty Duration] に変更
されました。

IOS-XE 3.15.0S

___________________
例

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
ではサポートされていません。

次に、デフォルト バージョンの showcableqosenforce-rule コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable qos enforce-rule
Name
residential
ef-q11d
ef-q11u
ef-q21
ef-q21d
ef-q22
ef-q22d
ef-q23
ef-q23d
ef-q24
ef-q24d
ef-q25
ef-q25d
ef-q26
ef-q26d
ef-q27
ef-q27d
ef-q28
ef-q28d
ef-q5d
ef-q5u

Dur
(min)
10
30
30
720
300
720
300
720
300
720
300
720
300
720
300
720
300
720
300
300
720

Dir byte-cnt
(kbytes)
us 5
ds 150
us 60
us 60
ds 150
us 60
ds 150
us 60
ds 150
us 60
ds 150
us 60
ds 150
us 60
ds 150
us 60
ds 150
us 60
ds 150
ds 150
us 600

Auto
enf
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act

rate
(min)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

penalty
(min)
10080
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Reg
QoS
5
11
11
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
5
5

Enf
QoS
10
99
99
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
99
99

Ena Persist
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes

次に、「residential」という名前の特定の強制ルールに対して showcableqosenforce-rule コマンド
を実行した場合の出力例を示します。
Router# show cable qos enforce-rule residential
Name
Dur Dir byte-cnt Auto rate penalty Reg Enf Ena Persist
(min)
(kbytes) enf (min) (min)
QoS QoS
residential
10
us 5
act 1
10080
5
10 Yes Yes

次の表で、showcableqosenforce-rule コマンドで表示される重要なフィールドについて説明しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qos enforce-rule

表 163：show cable qos enforce-rule のフィールドの説明

フィールド

説明

Name

強制ルールの名前。

Dur (min)

モニタリング期間（分単位）。

Dir

バイト カウントが適用される方向：
• DS：ダウンストリーム方向
• US：アップストリーム方向

byte-cnt (kbytes)

この強制ルールを使用するサブスクライバが、
モニタリング期間中に、過剰消費と見なされる
までに送信できる最大バイト数（キロバイト単
位）。

Auto enf

サブスクライバが許容帯域幅を超過したときに
強制ルールの QoS プロファイルが自動的にアク
ティブ化されるかどうかを表示します。

rate (min)

サンプル レート間隔のサイズ（分単位）。

penalty (min)

ペナルティ期間のサイズ（分単位）。

Reg QoS

登録された QoS プロファイルのプロファイル
ID、またはサービス クラスの名前。

Enf QoS

適用された QoS プロファイルのプロファイル
ID、またはサービス クラスの名前。

Ena

この強制ルールが現在有効化されアクティブに
なっているかどうかを表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qos enforce-rule

フィールド

説明

Persist

ケーブル モデムがリブートしても、この強制
ルールが、適用された QoS プロファイルを保持
するかどうかを表示します。
• Yes：ケーブル モデムがリブートしても、
適用された QoS プロファイルが有効なま
ま存続します。
• No：ケーブル モデムがリブートすると、
適用された QoS プロファイルは有効でな
くなります。qos-profileenforced コマンド
の no-persistence オプションを参照してく
ださい。

次に、showcableqosenforce-ruleverbose 形式のコマンドの出力例を示します。出力フィールドは、
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC2 以降で導入された新しい出力フィールドです。
Name
Version
Monitoring Type
Registered
Enforced
Monitoring Duration
Sample-rate
Average-rate
Direction
Penalty Time
Penalty End-time
Rule Enabled
Persistence
Week-end
First Peak Time
Duration
First Average-rate
Second Peak Time
Duration
Second Averate-rate
Offpeak Duration
Offpeak Average-rate
Auto-enforce
Weekend First Peak Time
Weekend First Duration
Weekend First Average-rate
Weekend Second Peak Time
Weekend Second Duration
Weekend Second Average-rate
Weekend Offpeak Duration
Weekend Offpeak Average-rate
Weekend Auto-enforce

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

test
docsis10
peak-offpeak
255
4
120 (in minutes)
10 (in minutes)
1 kbits/sec
upstream
10080 (in minutes)
23 (time of day in hrs)
Yes
Yes
Yes
6
180 (in minutes)
2 kbits/sec
18
240 (in minutes)
3 kbits/sec
120 (in minutes)
1 kbits/sec
active
8
120 (in minutes)
2 kbits/sec
18
180 (in minutes)
5 kbits/sec
240 (in minutes)
4 kbits/sec
active

次に、showcableqosenforce-ruleverbose 形式のコマンドの出力例を示します。出力フィールドは、
Cisco IOS リリース 12.3(33)SCD2 以降で導入された新しい出力フィールドです。
Router# show cable qos enforce-rule test verbose
Name
: test
Version
: docsis11
Monitoring Type
: peak-offpeak
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qos enforce-rule

Registered
Enforced
Monitoring Duration
Sample-rate
Average-rate
Direction
Auto Enforce
Current Penalty Duration
Default Penalty Duration
Penalty End-time
Rule Enabled
Persistence
Weekend
Penalty Off
Monitor Weekend
Monitoring after RelTime
First Peak Time
Duration
First Average-rate
Second Peak Time
Duration
Second Average-rate
Offpeak Duration
Offpeak Average-rate
Auto Enforce
Sample Rate
Penalty-Period for week-days
Weekend First Peak Time
Weekend Duration
Weekend First Average-rate
Weekend Second Peak Time
Weekend Duration
Weekend Second Average-rate
Weekend Offpeak Duration
Weekend Offpeak Average-rate
Weekend Auto Enforce
Weekend Sample Rate
Penalty-Period for week-ends

___________________
関連コマンド

REG-DS
ENF-DS
70 (in minutes)
10 (in minutes)
3 kbits/sec
downstream
Yes
10 (in minutes)
10 (in minutes)
23:0 (time of day)
Yes
Yes
No
No
Yes
Off
10:0
60 (in minutes)
1 kbits/sec
19:0
65 (in minutes)
2 kbits/sec
70 (in minutes)
3 kbits/sec
Yes
10
0
11:0
75 (in minutes)
4 kbits/sec
20:0
80 (in minutes)
5 kbits/sec
85 (in minutes)
6 kbits/sec
Yes
12
0

Command

Description

cableqosenforce-rule

加入者トラフィック管理に特定の QoS プロファ
イルを適用するための強制ルールを作成し、強
制ルール コンフィギュレーション モードを開
始します。

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

enabled(enforce-rule)

強制ルールを有効にして、Cisco CMTS ルータ
で加入者トラフィック管理を開始します。

penalty-period

適用される QoS プロファイルが、登録済み QoS
プロファイルに違反するサブスクライバに対し
て有効である期間を指定します。
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qos enforce-rule

Command

Description

qos-profileenforced

ユーザが登録済み QoS プロファイルに違反する
場合に適用する QoS プロファイルを指定しま
す。このコマンドは、DOCSIS 1.0 ケーブル モ
デムにのみ適用されます。

qos-profileregistered

この強制ルールに使用される登録 QoS プロファ
イルを指定します。このコマンドは、DOCSIS
1.0 ケーブル モデムにのみ適用されます。

service-class(enforce-rule)

強制ルールでケーブル モデムのモニタリングに
使用するサービス クラス（適用クラスまたは登
録クラス）を指定します。このコマンドは、
DOCSIS 1.1 以降のケーブル モデムに適用でき
ます。

showcablesubscriber-usage

登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバを表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qos permission

show cable qos permission
Cisco CMTS で Quality of Service（QoS）テーブルを変更するための権限のステータスを表示する
には、特権 EXEC モードで showcableqospermission コマンドを使用します。
show cable qos permission
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1 T

このコマンドが導入されました。

12.1(4)CX

DOCSIS 1.1 では QoS プロファイル モデルの代わりにサービス フロー
モデルが導入されたため、このコマンドは DOCSIS 1.1 では廃止されま
した。DOCSIS 1.1 の動作には showinterfacecableqosparamset コマンド
が使用されます。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
例

次に、showcableqospermission コマンドの出力例を示します。
CMTS01# show cable qos permission
Create by mgmt
no

Update by mgmt
no

Create by modems
yes

次の表で、showcableqospermission コマンドで表示されるフィールドについて説明します。
表 164：show cable qos permission コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Create by mgmt

Simple Network Management Protocol（SNMP）
に従って作成される QoS テーブル エントリの
作成権限設定を示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qos permission

ヒント

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Update by mgmt

モデム登録要求に従って作成される QoS テーブ
ル エントリの作成権限設定を示します。

Create by modems

SNMP に従って更新される QoS テーブル エン
トリの動的更新権限設定を示します。

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

Command

Description

cableqospermission

ケーブル ルータの QoS テーブルを更新するた
めの権限を指定します。

cableqosprofile

QoS プロファイルを設定します。

cableservice-flowinactivity-timeout

ダイナミック サービス フローがアクティビティ
なしでシステム内に留まることのできる時間を
設定します。

showcontrollerscable

ケーブル ルータの QoS プロファイルを表示し
ます。

showinterfacecableqosparamset

DOCSIS 1.1 QoS パラメータ セットを表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qos profile

show cable qos profile
Cisco CMTS の Quality of Service（QoS）プロファイルを表示するには、特権 EXEC モードで
showcableqosprofile コマンドを使用します。
show cable qos profile profile-index [verbose]
___________________
構文の説明

profile-index

ケーブルの QoS テーブルを表示します。有効範
囲は 1 ～ 255 です。

verbose

QoS プロファイルに関する詳細情報を表示しま
す。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3NA

このコマンドが導入されました。

12.0(3)T

コマンドがメインライン リリースに組み込まれました。

12.0(7)XR

verbose オプションが追加されました。

12.1(1)T

IP プレシデンス レートを有効にするビットが表示に追加されました。

12.1(4)CX

DOCSIS 1.1 では QoS プロファイル モデルの代わりにサービス フロー
モデルが導入されたため、このコマンドは DOCSIS 1.1 では廃止されま
した。DOCSIS 1.1 の動作には -->showinterfacecableqosparamset コマ
ンドが使用されます。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
例

次に、CMTS 上の既存の QoS プロファイルを表示する例を示します。
Router# show cable qos profile
ID

Prio Max
upstream

Guarantee Max
Max
upstream downstream tx
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TOS TOS
Create
mask value by

B
priv

IP prec.
rate

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qos profile

1
2
3
4
5

0
0
7
7
2

bandwidth
0
64000
31200
87200
256000

bandwidth
0
0
31200
87200
0

bandwidth
0
1000000
0
0
128000

burst
0
0
0
0
1503

0x0
0x0
0x0
0x0
0x0

0x0
0x0
0x0
0x0
0x0

cmts(r)
cmts(r)
cmts
cmts
cm

enab
no
no
yes
yes
no

enab
no
no
no
no
no

プロファイル 1 および 2 は必ず、初回起動時に CMTS によって作成されます。プロファイル 3 お
よび 4 は、上記のように、CM が電話回線を設定し、動的なサービス リクエストを使用して VoIP
サービスを要求するときに、CMTS によって動的に作成され、Voice over IP（VoIP）コーデック
G.711 および G.729 をサポートします。残りのプロファイル（上記のプロファイル 5 など）は一般
的に、CM がオンラインになったときに CM によって作成されます。
プロファイル 3 は G.729 サービス用に 31.22 KB/秒の認可サイズを作成し、プロファイル 4 は G.711
サービス用に 87.2 KB/秒の認可サイズを作成します。どちらのプロファイルも、デフォルト認可
間隔である 20 ミリ秒を使用します。これらのプロファイルの詳細については、TAC テクニカル
ノート（http://www.cisco.com/warp/public/109/uBR7200_QoSMAC.html）を参照してください。
次に、プロファイル 1 の詳細な出力例を示します。
Router# show cable qos profile 1 verbose
Profile Index
Name
Upstream Traffic Priority
Upstream Maximum Rate (bps)
Upstream Guaranteed Rate (bps)
Unsolicited Grant Size (bytes)
Unsolicited Grant Interval (usecs)
Upstream Maximum Transmit Burst (bytes)
IP Type of Service Overwrite Mask
IP Type of Service Overwrite Value
Downstream Maximum Rate (bps)
Created By
Baseline Privacy Enabled

1
Default
0
0
0
0
0
0
0x0
0x0
0
cmts(r)
no

次の表で、showcableqosprofile コマンドで表示されるフィールドについて説明します。
表 165：show cable qos profile コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

ID

プロファイル番号。

Prio

優先度レベル。

Max upstream bandwidth

最大アップストリーム帯域。

Guarantee upstream bandwidth

保証される最小アップストリーム帯域。

Max downstream bandwidth

最大ダウンストリーム帯域。

Max tx burst

最大送信バースト サイズ（バイト単位）。

Tos mask

マスク ビットの 16 進値。

Tos value

マスク バイトの 16 進値。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qos profile

フィールド

説明

Create by

プロファイル作成元のアイデンティティ。
• cmts = CMTS が読み書きプロパティを適用
して作成。プロファイルは変更できます
が、削除することはできません。
• cmts(r) = CMTS が読み取り専用プロパティ
を適用して作成。プロファイルは削除も変
更もできません。
• cm = CM DOCSIS コンフィギュレーション
ファイルが作成。
• mgmt = オペレータが CLI コマンドを使用
して作成。

ヒント

___________________
関連コマンド

B priv enab

ベースライン プライバシー インターフェイス
（BPI）の暗号化がこの QoS プロファイルに対
して有効（yes）であるか無効（no）であるかを
記述します。

IP prec. rate enab

IP プレシデンス レート制限有効化がこの QoS
プロファイルに対して有効（yes）であるか無効
（no）であるかを記述します。プロファイルが
CM によって作成された場合、この値は、
cableqosprofile コマンドを使用して上書きされ
ていない限り、DOCSIS コンフィギュレーショ
ン ファイル内のタイプ/長さ/値（TLV）11
フィールドによって設定されます。

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

コマンド

説明

cableqospermission

ケーブル ルータの QoS テーブルを更新するた
めの権限を指定します。

cableqosprofile

QoS プロファイルを設定します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable qos profile

コマンド

説明

cableservice-flowinactivity-timeout

ダイナミック サービス フローがアクティビティ
なしでシステム内に留まることのできる時間を
設定します。

showcablemodemqos

特定の CM の Quality of Service（QoS）および
サービス フロー情報を表示します。

showcablenoise

QoS テーブルを変更する権限のステータスを表
示します。

showinterfacecableqosparamset

DOCSIS 1.1 QoS パラメータ セットを表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rate-adapt

show cable rate-adapt
グローバルおよびローカルのアップストリーム使用率最適化設定パラメータを表示するには、特
権 EXEC モードで showcablerate-adapt コマンドを使用します。
show cable rate-adapt
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC2

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、現在の、すべてのケーブル モデムを制御するグローバルな rate-adapt の設定、
および特定のケーブル モデムのアップストリームに関連するローカルの rate-adapt 設定を表示し
ます。
___________________
例

次に、showcablerate-adapt コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable rate-adapt
Global:Enabled Local-Only:Enabled global:maps 500 priority 6, rate 12 bcs 10 fcms On

（注）

出力「maps 500」は期間に関連します。これは、サービス フローが 500 個の MAP 用に最適化
されていることを示します。
次の表で、showcablerate-adapt の出力に表示されるフィールドについて説明します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rate-adapt

表 166：show cable rate-adapt のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Global

アップストリーム使用率最適化がすべてのケー
ブル モデムでグローバルに有効であるかどうか
を示します。

Local

アップストリーム使用率最適化が特定のアップ
ストリーム フローでローカルに有効であるかど
うかを示します。

priority

指定された優先順位の設定を示します。

rate

指定された最小の最大レートを示します。

bcs

ブロードキャスト競合ミニスロット（BCS）の
数を示します。

fcms

強制ブロードキャスト競合ミニスロット
（fcms）がオンであるかオフであるかを示しま
す。

duration

rate-adapt フローの期間を示します。

コマンド

説明

cableupstreamrate-adapt(global)

アップストリーム使用率最適化をケーブル モデ
ムのすべてのアップストリーム フローでグロー
バルに有効にします。

cableupstreamrate-adapt(interface)

アップストリーム使用率最適化をローカルに有
効にします。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rate-limit-ccf

show cable rate-limit-ccf
Cisco uBR10-MC5X20H ケーブル インターフェイス ライン カード上のアップストリームがボンディ
ングしたサービス フローのレート制限基準に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showcablerate-limit-ccf コマンドを使用します。
show cable rate-limit-ccf [start-index count| clear]
___________________
構文の説明

start-index

（任意）ログ エントリの開始インデックス。有
効な範囲は 0 ～ 2000 です。デフォルト値は 0
です

count

（任意）表示するログ エントリの合計数。有効
な範囲は 0 ～ 2000 です。

clear

（任意）レート制限に関する情報をクリアしま
す。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

次に、Cisco uBR10-MC5X20H ケーブル インターフェイス ライン カード上のアップストリームが
ボンディングしたサービス フローのレート制限基準に関する情報を表示する showcablerate-limit-ccf
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable rate-limit-ccf
rate_limiting config: aggr_throughput: 215000000 aggr_burst: 240000
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rate-limit-ccf

cpu_threshold: 50 cpu_burst: 10
5X20H rate limit: cpu-throttle 0 ccf-bw-drop 0 others 0
5X20H rate limit ccf info count: 0

次の表で、次のコマンドで表示されるフィールドについて説明します： show cable rate-limit-ccf
command display.
表 167：show cable rate-limit-ccf のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

aggr_throughput

総スループット値。

aggr_burst

集約バースト レート値。

cpu_threshold

Continuous Concatenation and Fragmentation
（CCF）の CPU しきい値（%）。

cpu_burst

CCF の CPU バースト（%）。

cpu-throttle

CPU スロットリングが原因で中断された帯域幅
要求の合計数。

ccf-bw-drop

CCF のリソースの制約が原因で中断された帯域
幅要求の合計数。

5X20H rate limit ccf info count

ログ エントリの合計数。

コマンド

説明

cableupstreamrate-limit-ccf

Cisco uBR10-MC5X20H ケーブル インターフェ
イス ライン カード上のアップストリームがボ
ンディングしたサービス フローのレート制限基
準を設定します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rcp-id

show cable rcp-id
CableLab DOCSIS MULPI 仕様で定義された既知の受信チャネル プロファイル（RCP）など、CMTS
上の使用可能な RCP を表示するには、特権 EXEC モードで show cable rcp-id コマンドを使用し
ます。
show cable rcp-id
___________________
構文の説明

rcp id

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

固有な RCP ID を 16 桁で指定します。

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに追加されました。

___________________
使用上のガイドライン show cable rcp-id は、RCP 定義を表示するために RCP-ID を指定して使用します。
___________________
例

次に、show cable rcp-id コマンドの一般的な出力例を示します。
Router#show cable rcp-id 00 10 18 80 61
RCP ID : 00 10 18 80 61
Name :
Center Frequency Spacing
: 0
Max number of Channels
: 0
Primary Capable Channel
: 1
Number of Modules
: 1
Module[1]:
Number of Adjacent Channels: 1
Minimum Center Frequency-Hz: 111000001
Maximum Center Frequency-Hz: 111000000

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable rcp-id

受信チャネル プロファイル ID を指定します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rcp-id

コマンド

説明

show cable rcps

CMTS 上の使用可能なすべての受信チャネル プ
ロファイル（RCP）を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rcps

show cable rcps
CMTS 上の使用可能なすべての受信チャネル プロトコル（RCP）を表示するには、特権 EXEC
モードで show cable rcps コマンドを使用します。
show cable rcps
___________________
構文の説明

このコマンドには、引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに導入されました。

___________________
使用上のガイドライン show cable rcps を使用すると、CMTS で使用可能なすべての RCP を表示できます。
___________________
例

次に、すべてのケーブル インターフェイスに対して show cable rcps コマンドを実行した場合の
一般的な出力例を示します。
Router# show cable rcps
RCP-ID : 00 10 00 10 04
Name : CLAB-8M-004
Center Frequency Spacing
: 8
Number of Channels
: 4
Primary Capable Channels
: 1
Number of Modules
: 1
Module [1]:
Number-of-adjacent-channels
Minimum-center-frequency
Maximum-center-frequency
Connected Module

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable rcp-id

受信チャネル プロファイル ID を指定します。
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: 8
: 112000000
: 858000000
: 64

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rcps

コマンド

説明

show cable rcp-id

CableLab DOCSIS MULPI 仕様で定義されている
既知の受信チャネル プロファイル（RCP）を含
めた、CMTS 上の使用可能なすべての RCP を表
示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable redundancy

show cable redundancy
DDC 冗長パートナーとそれらに関連する状態、および Cisco CMTS 上の DDC 状態に関する追加
情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcableredundancy コマンドを使用します。
show cable redundancy {hashfilter| class| calls}
___________________
構文の説明

hashfilter

スキームで使用されているハッシュ フィルタを
表示します。

class

同じスキームの各 DDC クラス内のケーブル モ
デム数を表示します。

calls

関連する DDC ノードで現在サポートされてい
るアクティブ コールおよび E911 コールの数を
表示します。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドにはデフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

リリース 12.3(9a)BC

このコマンドが Cisco uBR7246 Universal Broadband Router に追加
されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

次に、同じ DDC 冗長スキーム（2 つの Cisco uBR7246VXR ルータ）を示す
showcableredundancyhashfilter コマンドの出力例を示します。このコマンドは、設定されている
ハッシュ フィルタ パラメータを表示します。下記のようにすべてのハッシュ フィルタをリスト
することも、オプションの hash_id 値をコマンドの最後に指定して 1 つのハッシュ フィルタのみ
をリストすることもできます。
Router# show cable redundancy hashfilter
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable redundancy

HashFilter 1
HashType
MacMask
default
ffff.ffff.ffff
MacAddr
OUI
0000.39cc.b270
0000.39cc.ba70
0000.39cc.c070
HashFilter 2
HashType
MacMask
default
0000.00ff.ffff
MacAddr OUI Node
00.00.39 1
00.08.0D 1
00.0C.E5 1

Node
1
2
2

次に、同じスキーム（2 つの Cisco uBR7246VXR ルータ）の各 DDC クラス内のケーブル モデム数
を表示する showcableredundancyclass コマンドの出力例を示します。
Router# show cable redundancy class
Number of modems in each DDC class:
Interface Class0 Class1 Class2 Class3 Class4
Cable3/0 32 0 0 0 0
Cable3/1 32 0 0 0 0
Cable4/0 32 0 0 0 0
Cable4/1 0 0 0 0 0
Cable5/0 31 0 0 0 0
Cable5/1 32 0 0 0 0
Cable6/0 0 0 0 0 0
Cable6/1 0 0 0 0 0

次に、各サブインターフェイスの、アクティブな 911（E911）コール、ボイス コール、ケーブル
モデム、サービス フローの数を表示する showcableredundancycalls コマンドの出力例を示します。
サブインターフェイスがバンドルで設定されている場合、コール数は、バンドル内のすべてのメ
ンバーの合計となります。
Router# show cable redundancy calls
SubInterface 911Calls
VoiceCalls
Cable3/0.1
0
0
Cable3/0.2
0
0

___________________
関連コマンド

ModemCount
159
0

ServiceFlow
159
0

コマンド

説明

cableredundancyhashfilter

DDC 冗長スキームの MAC アドレスと DDC ノー
ドのマッピングを設定します。

cableredundancymyid

DDC 冗長スキームで Cisco DDC ノード（ルー
タ）の合計数を設定し、現在の DDC ノードの
ID を設定します。

cableredundancynode

アクティブまたはスタンバイ状態の DDC ノー
ドを設定します。

cableredundancynodefrequency

現在の DDC ノード（ルータ）以外のスキーム
に参加する各ノードのダウンストリーム周波数
を設定します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable redundancy

コマンド

説明

cableredundancytarget

DDC スイッチオーバー イベントで使用される
ターゲット DDC ノード（ルータ）を設定しま
す。

cableredundancythreshold

現在の DDC ノード（ルータ）でアクティブ ボ
イス コールのしきい値を設定します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable resil-rf-status

show cable resil-rf-status
チャネル番号の論理的なアップ/ダウン状態、またはすべての RF チャネルの論理状態を表示する
には、特権 EXEC モードで -->showcableresil-rf-status コマンドを使用します。
show cable resil-rf-status [integrated-cable slot/card/port wb-rf-channel-number| down| uncfg| up]
___________________
構文の説明

integrated-cable

（任意）統合されたケーブル インターフェイス
を指定します。

slot

（任意）SIP が装着されているスロット。有効
値の範囲は 0 ～ 3 および 6 ～ 9 です。

card

（任意）SPA が配置されている SIP のベイ。有
効な値は 0 です。

port

（任意）SPA のインターフェイス番号を指定し
ます。有効な値は 0 ～ 15 です。

wb-rf-channel-number

（任意）RF チャネルのチャネル番号を指定し
ます。有効な値は 0 ～ 162 です。

down

（任意）「DOWN」ステータスの RF を表示し
ます。

uncfg

（任意）「UNCFG」ステータスの RF を表示し
ます。

up

（任意）「UP」ステータスの RF のを表示しま
す。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable resil-rf-status

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに導入されました。showcablerf-status コマンドがこのコマン
ドに置き換えられました。

次に、統合されたケーブル インターフェイスのすべての RF チャネルの論理ステータスを表示す
るために -->showcableresil-rf-status コマンドを使用した場合の出力例を示します。
Router# show cable
Logical
RF
Status
-------- ------3/0/0 0
UP
1
UP
2
UP
3
UP
4
UP
5
UP
6
UP
7
UP
8
UP
9
UP
10 UP
11 UP
12 UP
13 UP
14 UP
15 UP
16 UP
17 UP
18 UP
19 UP
20 UP

rf-status
Suspend Suspend
Status
Fails
------- ------N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0

Flap
Counts
-----0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Flap
Time
----

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 168：show cable resil-rf-status のフィールドの説明

フィールド

説明

RF

RF チャネル ID を示します。

Suspend Status

チャネルが現在一時停止しているかどうかを示
します。

Suspend Fails

CMTS がチャネルを一時停止しようとしたもの
の成功しなかった回数を示します。

Logical Status

すべての RF チャネルの論理的なアップ/ダウン
状態を示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable resil-rf-status

フィールド

説明

Flap Counts

RF チャネルがドロップして回復した回数を示
します。

Flap Time

フラップカウントごとの期間を示します（秒単
位）。

次に、統合されたケーブル インターフェイスの特定のチャネル番号の論理的なアップ/ダウン状態
を表示するために -->showcableresil-rf-status コマンドを使用した場合の出力例を示します。
Router# show cable
Logical
RF
Status
-------- ------3/0/3 111 UP

___________________
関連コマンド

resil-rf-status integrated-cable 3/0/3:111
Suspend Suspend Flap
Flap
Status
Fails
Counts Time
------- ------- ------ ---N/A
0
0

コマンド

説明

showinterfaceresil-rf-status

ワイドバンド インターフェイスの設定済み RF
チャネルごとに論理的なアップ/ダウン状態を表
示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable resiliency

show cable resiliency
Cisco CMTS ルータ上の復元力ボンディング グループおよびそれらに割り当てられているステー
タスに関する情報をすべて表示するには、特権 EXEC モードで showcableresiliency コマンドを使
用します。
show cable resiliency
___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次に、showcableresiliency コマンドの出力例を示します。
Router# show cable
BG
Resil BG I/F ID
------------- ---Wi1/2/0:10
10
Wi1/2/0:20
20
Wi7/0/0:1
1
Wi7/0/0:2

2

resiliency
Resil BG
RF
State
Count Time
Ctrl Num
-------------- ----- --------------- ---------Free
Free
Assigned
3
Nov 3 09:55:49 0
0
1
2
Assigned
3
Nov 3 09:57:09 0
0
1
3

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 169：show cable resiliency のフィールドの説明

フィールド

説明

ResilBGI/F

復元力モードに割り当てられているボンディン
グ グループ インターフェイス。

BGID

ボンディング グループ ID。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable resiliency

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

ResilBGState

復元力ボンディング グループのステータス
（Free または Assigned）。

Count

このボンディング グループが割り当てられた回
数。

Time

ボンディング グループが最後に割り当てられた
日時。

RFCtrl

プライマリ RF チャネル。

RFNum

割り当てられた RF チャネルの RF インデック
ス番号。

コマンド

説明

cableresiliencyds-bonding

Cisco CMTS ルータでダウンストリームの復元
力ボンディング グループ機能を有効にします。

cableds-resiliency

Cisco CMTS ルータのライン カードの復元力ボ
ンディング グループを予約します。

showcablemodemresiliency

Cisco CMTS ルータの復元力モードになってい
るケーブル モデムの復元力ステータスを表示し
ます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rf-adapt

show cable rf-adapt
ダウングレードおよびアップグレード候補のモデムを表示するには、ユーザ EXEC モードまたは
特権 EXEC モードで showcablerf-adapt コマンドを使用します。
show cable rf-adapt [cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index}
[upgrade-candidates| downgrade-candidates| upstream upstream-channel-id [upgrade-candidates|
downgrade-candidates]]| upgrade-candidates| downgrade-candidates]
___________________
構文の説明

cable

特定のケーブル インターフェイスのケーブル
モデムに関する情報を表示します。

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効な範囲は
3 ～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な範囲は 5 ～
8 です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは、Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効なポートの値
は 0 または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効な範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効な範囲は 0 ～ 14 です。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2388

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rf-adapt

___________________
コマンド モード

upgrade-candidates

アップグレード候補のケーブル モデムに関する
情報を表示します。

downgrade-candidates

ダウングレード候補のケーブル モデムに関する
情報を表示します。

upstreamupstream-channel-id

（任意）特定のアップストリーム チャネルにお
ける候補を表示します。upstream-channel-id の
有効な範囲は 0 ～ 3 です。

ユーザ EXEC（>）または
特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

次に、showcablerf-adaptdowngrade-candidates コマンドの出力例を示します。
Router# show cable rf-adapt downgrade-candidates
MAC Address
IP Address
Source
Destination
Upstream
Upstream
0019.474a.d4cc
10.10.1.9
C8/0/1/U3.0 C8/0/1/U3.1
0019.474a.d554
10.10.1.73
C8/0/14/U0.0 C8/0/14/U0.1
0019.474a.d542
10.10.1.79
C8/0/0/U0.0 C8/0/0/U0.1
0019.474a.d508
10.10.1.11
C8/0/8/U0.0 C8/0/8/U0.1
0025.2e2d.7400
10.10.1.66
C8/0/0/U1.0 C8/0/0/U1.1
0022.cea4.f404
10.10.1.53
C8/0/2/U2.0 C8/0/2/U2.1

次に、showcablerf-adaptupgrade-candidates コマンドの出力例を示します。
Router# show cable rf-adapt upgrade-candidates
MAC Address
IP Address
Source
Destination
Upstream
Upstream
0019.474a.d554
10.10.1.73
C8/0/14/U0.1 C8/0/14/U0.0
0019.474a.d542
10.10.1.79
C8/0/0/U0.1 C8/0/0/U0.0
0025.2e2d.7400
10.10.1.66
C8/0/0/U1.1 C8/0/0/U1.0

次に、showcablerf-adaptcableupstreamdowngrade-candidates コマンドの出力例を示します。
Router# show cable rf-adapt cable 7/0/0 upstream 0 downgrade-candidates
MAC Address
IP Address
Source
Destination
Upstream
Upstream
0019.474a.d4cc
10.10.1.9
C7/0/0/U3.0 C7/0/0/U3.1
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rf-adapt

次に、showcablerf-adaptcableupstreamupgrade-candidates コマンドの出力例を示します。
Router# show cable rf-adapt cable 7/0/0 upstream 0 upgrade-candidates
MAC Address
IP Address
Source
Destination
Upstream
Upstream
0019.474a.d554
10.10.1.73
C7/0/0/U0.1 C7/0/0/U0.0

次に、showcablerf-adaptcabledowngrade-candidates コマンドの出力例を示します。
Router# show cable rf-adapt cable 7/0/0 downgrade-candidates
MAC Address IP Address Source Destination
Upstream Upstream
0019.474a.d4cc 10.10.1.9 C7/0/0/U3.0 C7/0/0/U3.1

次に、showcablerf-adaptcableupgrade-candidates コマンドの出力例を示します。
Router# show cable rf-adapt cable 7/0/0 upgrade-candidates
MAC Address
IP Address
Source
Destination
Upstream
Upstream
0019.474a.d554
10.10.1.73
C7/0/0/U0.1 C7/0/0/U0.0

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 170：show cable modem rf-adapt のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

MAC Address

ケーブル モデムの MAC アドレス。

IP Address

ケーブル モデムの IP アドレス。

Source Upstream

ケーブル モデムの送信元アップストリーム ポー
トおよび論理チャネル インデックス。

Destination Upstream

ケーブル モデムの移動先の接続先アップスト
リーム ポートおよび論理チャネル インデック
ス。

コマンド

説明

cablerf-adapttimer

RF 適応のタイマーを設定します。

cableupstreamrf-adapt

物理アップストリーム チャネルでの RF 適応を
有効にします。

cableupstreamrf-adapt(logicalchannel)

プライマリ アップストリーム論理チャネルおよ
びセカンダリ アップストリーム論理チャネルを
指定します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rf-adapt

コマンド

説明

cableupstreamthresholdrf-adapt

アップストリーム RF 適応のしきい値を設定し
ます。これにより、プライマリ アップストリー
ム チャネルからセカンダリ アップストリーム
チャネルに、モデムが過度に再配置されるのを
防ぎます。

showcablemodem

登録済みのケーブル モデムと未登録のケーブル
モデムに関する情報を表示します。

showcablemodemrf-adapt

RF 適応の履歴を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rf-status

show cable rf-status
チャネル番号の論理的なアップ/ダウン状態、またはすべての RF チャネルの論理状態を表示する
には、特権 EXEC モードで -->showcablerf-status コマンドを使用します。
show cable rf-status [modular-cable slot/bay/port:nb-channel-number]
___________________
構文の説明

modular-cable

（任意）モジュラ ケーブル インターフェイス
を指定します。

slot

（任意）SIP が装着されているスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、スロット 1 および 3 を
SIP に使用できます。

bay

（任意）SPA が配置されている SIP のベイ。有
効な値は 0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）
です。

port

（任意）SPA のインターフェイス番号を指定し
ます。

nb-channel-number

（任意）RF チャネルのチャネル番号を指定し
ます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの -->showcableresil-rf-status コマンドと置き換えられま
した。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rf-status

___________________
例

次に、モジュラ ケーブル インターフェイスのすべての RF チャネルの論理状態を表示するために
-->showcablerf-status コマンドを使用した場合の出力例を示します。
Router# show cable
Logical
RF
Status
-------- ------1/0/0 0
UP
1
UP
2
UP
3
UP
5
UP
6
UP
7
UP
8
UP
9
UP
10 UP
11 UP
12 UP
13 UP
14 UP
15 UP
16 UP
17 UP
18 UP
19 UP
20 UP
21 UP
22 UP
23 UP

rf-status
Flap
Flap
Counts Time
------ ---0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 171：show cable rf-status のフィールドの説明

フィールド

説明

RF

RF チャネル ID を示します。

Logical Status

すべての RF チャネルの論理的なアップ/ダウン
状態を示します。

Flap Counts

RF チャネルがドロップして回復した回数を示
します。

Flap Time

フラップカウントごとの期間を示します（秒単
位）。

次に、モジュラ ケーブル インターフェイスの特定のチャネル番号の論理的なアップ/ダウン状態
を表示するために -->showcablerf-status コマンドを使用した場合の出力例を示します。
Router# show cable rf-status modular-cable 1/0/0:1
Load for five secs: 6%/0%; one minute: 3%; five minutes: 2%
Time source is NTP, .14:47:27.751 EDT Thu Aug 7 2008
Logical

Flap

Flap
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rf-status

RF
-------1/0/0 1

___________________
関連コマンド

Status
------UP

Counts
-----0

コマンド

説明

showinterfacerf-status

ワイドバンド インターフェイスの設定済み RF
チャネルごとに論理的なアップ/ダウン状態を表
示します。
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Time
----

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rsvp flow-db

show cable rsvp flow-db
Resource Reservation Protocol（RSVP）から DOCSIS サービス フローへのマッピング データベース
の内容を表示するには、ユーザ EXEC モードで show cable rsvp flow-db コマンドを使用します。
show cable rsvp flow-db [ mac-addr ]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC モード

___________________
コマンド履歴

（任意）16 進数形式で表した特定のケーブル
モデムの MAC アドレス。

mac-addr

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン showcablersvpflow-db コマンドは、RSVP から DOCSIS サービス フローへのマッピング データベー
スの内容を表示します。
___________________
例

次に、showcablersvpflow-db コマンドの出力例を示します。
Router# show cable rsvp flow-db
CM Count
: 1
Flow Count : 1
Mac Address
Src IP
Src
Port
0019.474a.c5f6 200.0.0.1
1000

Dest IP
40.1.1.62

Dest
Port
1000

Pr Sfid
ot
6 11

Dir Handle
(Hex)
DS 7000406

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable rsvp flow-db

表 172：cable rsvp flow-db のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Mac Address

特定のケーブル モデムの MAC アドレス。

Src IP

RSVP パスの送信元 IP アドレス。

Src Port

RSVP パスの送信元ポート番号。

Dest IP

宛先 IP アドレス。

Dest port

宛先ポート番号。

Proto

IP プロトコル タイプ。17 は UDP の IP プロト
コル番号です。

SFid

サービス フロー ID。

Dir

DOCSIS サービス フローの方向。DS はダウン
ストリーム フローを示します。

コマンド

説明

cablersvpdefault-scn

RSVP のデフォルトのサービス クラスを指定し
ます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable service-class

show cable service-class
ケーブル サービス クラスのパラメータを表示するには、特権 EXEC モードで showcableserviceclass
コマンドを使用します。
show cable service-class [ sclass-index ] [verbose]
___________________
構文の説明

sclass-index

すでに定義されているサービス クラスのイン
デックス（1 ～ 255）を指定します。

verbose

サービス クラスの定義済み属性がすべて表示さ
れます。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(4)CX

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインにサポートが追加されました。

12.2(33)SCC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC に統合されました。コ
マンドの出力が変更され、特定のサービス フローのトラフィック ピー
ク レート値が表示されるようになりました。

12.2(33)SCG

コマンドの出力が変更され、すべてのダウンストリーム サービス フ
ローのスケジューリング タイプが「N/A」として表示されるようにな
りました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 1 つまたはすべてのサービス クラスの概要を表示できます。各サービス クラスまたは定義済みの
すべてのサービス クラスの一覧を表示することもできます。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable service-class

（注）

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG 以降では、showcableserviceclass コマンドの出力で、ダウンス
トリーム サービス フロー（DS-SF）にスケジューリング タイプが含まれないことを示すため
に、DS-SF のタイプとして「N/A」が表示されるようになりました。

次に、標準および冗長形式の showcableserviceclass コマンドの出力例を示します。
Router# show cable service-class
Index Name
Dir
Sched
1
UP_UGS
US/DS UGS
2
UP_UGSAD
US/DS UGS_AD
3
UP_RTPS
US/DS RTPS
4
UP_BE
US/DS BE
5
DOWN_BE
US/DS BE
Router# show cable service-class 1

Prio
0
0
0
5
5

MaxSusRate
0
0
128000
128000
1000000

MaxBurst
1522
1522
2000
2000
3000

MinRsvRate
0
0
64000
0
0

Index Name
Dir
Sched Prio MaxSusRate
1
UP_UGS
US/DS UGS
0
0
Router# show cable service-class 1 verbose

MaxBurst
1522

MinRsvRate
0

Index:
1
Name:
UP_UGS
Direction:
Upstream/Downstream
Traffic Priority:
0
Maximum Sustained Rate:
0 bits/sec
Max Burst:
1522 bytes
Minimum Reserved Rate:
0 bits/sec
Minimum Packet Size
100 bytes
Admitted QoS Timeout
30 seconds
Active QoS Timeout
30 seconds
Scheduling Type:
Unsolicited Grant Service
Request/Transmission Policy:
0x1FF
Unsolicited Grant Size:
100 bytes
Nominal Grant Interval:
20000 usecs
Tolerated Grant Jitter:
4000 usecs
Grants per Interval:
1
IP ToS Overwrite [AND-mask,OR-mask]:
0xE0,0xA0
Max Latency:
0 usecs
Parameter Presence Bitfield:
{0xE08, 0xBCC000}
Router# show cable service-class verbose
Index:
Name:
Direction:
Traffic Priority:
Maximum Sustained Rate:
Max Burst:
Minimum Reserved Rate:
Minimum Packet Size
Peak Rate
Admitted QoS Timeout
Active QoS Timeout
Scheduling Type:
Request/Transmission Policy:
Unsolicited Grant Size:
Nominal Grant Interval:
Tolerated Grant Jitter:
Grants per Interval:
IP ToS Overwrite [AND-mask,OR-mask]:
Max Latency:
Parameter Presence Bitfield:
Index:
Name:
Direction:
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1
UP_UGS
Upstream/Downstream
0
0 bits/sec
1522 bytes
0 bits/sec
100 bytes
0 bits/sec
30 seconds
30 seconds
Unsolicited Grant Service
0x1FF
100 bytes
20000 usecs
4000 usecs
1
0xE0,0xA0
0 usecs
{0xE08, 0xBCC000}
2
UP_UGSAD
Upstream/Downstream

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable service-class

Traffic Priority:
Maximum Sustained Rate:
Max Burst:
Minimum Reserved Rate:
Minimum Packet Size
Peak Rate
Admitted QoS Timeout
Active QoS Timeout
Scheduling Type:
Request/Transmission Policy:
Nominal Polling Interval:
Tolerated Poll Jitter:
Unsolicited Grant Size:
Nominal Grant Interval:
Tolerated Grant Jitter:
Grants per Interval:
IP ToS Overwrite [AND-mask,OR-mask]:
Max Latency:
Parameter Presence Bitfield:
Index:
Name:
Direction:
Traffic Priority:
Maximum Sustained Rate:
Max Burst:
Minimum Reserved Rate:
Minimum Packet Size
Peak Rate
Admitted QoS Timeout
Active QoS Timeout
Maximum Concatenated Burst:
Scheduling Type:
Request/Transmission Policy:
Nominal Polling Interval:
Tolerated Poll Jitter:
IP ToS Overwrite [AND-mask,OR-mask]:
Max Latency:
Parameter Presence Bitfield:
Index:
Name:
Direction:
Traffic Priority:
Maximum Sustained Rate:
Max Burst:
Minimum Reserved Rate:
Minimum Packet Size
Peak Rate
Admitted QoS Timeout
Active QoS Timeout
Maximum Concatenated Burst:
Scheduling Type:
Request/Transmission Policy:
IP ToS Overwrite [AND-mask,OR-mask]:
Max Latency:
Parameter Presence Bitfield:
Index:
Name:
Direction:
Traffic Priority:
Maximum Sustained Rate:
Max Burst:
Minimum Reserved Rate:
Minimum Packet Size
Peak Rate
Admitted QoS Timeout
Active QoS Timeout
Maximum Concatenated Burst:
Scheduling Type:
Request/Transmission Policy:
IP ToS Overwrite [AND-mask,OR-mask]:
Max Latency:
Parameter Presence Bitfield:
Router#

0
0 bits/sec
1522 bytes
0 bits/sec
100 bytes
0 bits/sec
30 seconds
30 seconds
Unsolicited Grant Service(AD)
0x1FF
10000 usecs
4000 usecs
100 bytes
20000 usecs
4000 usecs
1
0xE0,0xA0
0 usecs
{0xE08, 0xBFC000}
3
UP_RTPS
Upstream/Downstream
0
128000 bits/sec
2000 bytes
64000 bits/sec
64 bytes
0 bits/sec
30 seconds
30 seconds
1522 bytes
Realtime Polling Service
0x1FF
10000 usecs
4000 usecs
0xE0,0xA0
0 usecs
{0xDC8, 0x83E000}
4
UP_BE
Upstream/Downstream
5
128000 bits/sec
2000 bytes
0 bits/sec
64 bytes
0 bits/sec
30 seconds
30 seconds
1522 bytes
Best Effort
0x0
0xE0,0x0
0 usecs
{0xDE8, 0x80E000}
5
DOWN_BE
Upstream/Downstream
5
1000000 bits/sec
3000 bytes
0 bits/sec
64 bytes
0 bits/sec
30 seconds
30 seconds
0 bytes
Best Effort
0x0
0xFF,0x0
0 usecs
{0xDE8, 0x0}
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable service-class

ヒント

___________________
関連コマンド

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

コマンド

説明

cableserviceclass

サービス クラスを定義し、修正します。

showinterfacecableqosparamset

1 つ以上のサービス テンプレート内のパラメー
タを表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable service-voice downstream-type

show cable service-voice downstream-type
音声サービスを提供できるダウンストリーム タイプを表示するには、
showcableservice-voicedownstream-type コマンドを使用します。
show cable service-voice downstream-type
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータに導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、uBR10 MC 5x20 ライン カードごとに音声サービスを提供できるダウ
ンストリーム タイプを表示できます。
___________________
例

次に、スロット 5、サブスロット 1 の uBR10-MC 5X20 ライン カード、およびスロット 6、サブス
ロット 0 のライン カードでダウンストリーム タイプに対して HA 対応 DS と MDC-DS の両方が有
効化されている例を示します。
Router# show cable service-voice downstream-type
Slot 5/1 :
HA-capable-DS
MDC-DS
Slot 6/0 :
HA-capable-DS
MDC-DS
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable service-flow summary

show cable service-flow summary
ライン カードごとにシステム レベルのサービス フローおよびダウンストリーム分類子に関する
概要情報を表示するには、特権 EXEC モードで show cable service-flow summary コマンドを使用
します。
show cable service-flow summary
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC モード

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCJ

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.18.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン show cable service-flow summary コマンドは、ライン カードごとにシステム レベルのサービス フ
ローおよびダウンストリーム分類子に関する概要情報を表示します。uBR10K シリーズ ルータに
ついては、システム レベルのダウンストリーム分類子リソースの使用率およびダウンストリーム
サービス フロー システムの制限が表示されます。ただし cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータの場合は、ダウンストリーム分類子の使用率とシステム制限は表示されません。この
コマンドは、ユニキャスト サービス フローの概要情報のみを表示し、マルチキャスト サービス
フローについては表示しません。
uBR10k シリーズ ルータの場合：
• ダウンストリーム サービス フロー：
◦ 特定の MC2020、MC3G60、3GSPA、または 6GSPA ライン カードの場合、ライン カー
ドごとの制限は約 64k です。ただし、ライン カードごとの上限は設定によって大きく異
なります。たとえば、2 つの MC3G60 ライン カードが同じ 3GSPA を共有する場合、ダ
ウンストリーム サービス フローの制限は異なります。そのため、ライン カード ダウン
ストリーム サービス フローの上限に固定値を設定することはできません。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable service-flow summary

◦ 各シャーシの制限の固定値は 294865 です。これは「RP フロー」テーブル リソースと類
似しています。

（注）

各ダウンストリーム サービス フローおよびダウンストリーム分類子が、それ
ぞれ 1 つの「RP フロー」テーブル リソースを消費します。そのため実際の制
限は、ダウンストリーム サービス フローおよび分類子の設定に応じて異なり
ます。

• アップストリーム サービス フロー
◦ MAC ドメインあたりの SID スペースは 8K に制限されます。

（注）

SID クラスタが設定されると、1 つのアップストリーム サービス フローに複
数の SID が設定され、MAC ドメインごとの合計アップストリーム サービス
フローの制限は 8K 未満になります。

◦ ライン カードごとに 64K。
◦ CMTS ではシャーシの制限はありません。これを示すため、コマンド出力には「Not
Applicable」と表示されます。
• ダウンストリーム分類子
◦ 各シャーシは「RP フロー」テーブル リソースによって制限されます。
◦ 固定制限値はパーセンテージで示されます。
• アップストリーム分類子
◦ CMTS ではアップストリーム分類子に制限がないため、出力に表示されません。
cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータの場合は、次の制限事項が適用されます。
• ダウンストリーム サービス フロー
◦ ダウンストリーム サービス フローのカウントは、CLC ごとのハードウェア制限が 128K
であっても、Yoda の容量によって制限されます。各 Yoda の制限は 100K + サービス フ
ローであり、CLC の制限は Yoda から CLC へのマッピングによって決まります。たと
えば、Yoda 1 が CLC1 と CLC2 にマップされる場合、2 つの CLC は 100K サービス フ
ローの制限を共有します。ただし、Yoda 1 が CLC1 のみにマップされる場合は、CLC1
が単体で 100K サービス フローに達する可能性があります。
◦ Quad Yoda の場合はシャーシあたり 426K。1 つの Yoda の場合はシャーシあたり 72K。
◦ 固定値を取得できないため、ダウンストリーム サービス フローの上限は表示されませ
ん。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable service-flow summary

• アップストリーム サービス フロー
◦ uBR10K シリーズ ルータと同様に、アップストリーム サービス フローは MAC ドメイ
ンあたり 8K SID 空間によって制限されます。

（注）

SID クラスタが設定されると、1 つのアップストリーム サービス フローに複
数の SID が設定され、MAC ドメインごとの合計アップストリーム サービス
フローの制限は 8K 未満になります。

◦ CMTS ではシャーシの制限はありません。
• ダウンストリーム分類子
◦ CMTS では制限はありません。
◦ cBR シリーズ ブロードバンド ルータの「RP フロー」テーブル リソースは存在しないた
め、出力に使用率は表示されません。
• アップストリーム分類子
◦ CMTS ではアップストリーム分類子に制限がないため、出力に表示されません。

___________________
例

次に、uBR10K シリーズ ルータに対して show cable service-flow summary コマンドを実行した場
合の出力例を示します。
Router#

show cable service-flow summary
Upstream Service Flow
Downstream Classifier
Active CM
Inactive CM Total
CLC5/0
8000
100
8100

Downstream Service Flow
Active CM
12000

Inactive CM Total
100
12100

Count
800

CLC6/0

1000

10

1010

1000

10

1010

500

CLC7/0

10

0

10

10

0

10

5

9120

13010

110

13120

1305

Total:
9010
110
1%
System Limit: Not Applicable

294865

次に、cBR シリーズ ルータで show cable service-flow summary コマンドを実行した場合の出力例
を示します。
Router# show cable service-flow summary
Upstream Service Flow
Downstream Classifier
Active CM
Inactive CM Total
CLC1
8000
100
8100
CLC2
1000
10
1010
CLC3
10
0
10

Active CM
12000
1000
10

Total:

13010

9010

110

9120

Downstream Service Flow
Inactive CM Total
100
12100
10
1010
0
10
110

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
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13120

Count
800
500
5
1305

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable service-flow summary

表 173：show cable service-flow summary のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Upstream Service Flow

アップストリーム サービス フローの概要情報。

Downstream Service Flow

ダウンストリーム サービス フローの概要情報。

Downstream Classifier

ダウンストリーム識別子の概要情報。

Active CM

アクティブ モデムのアップストリームまたはダ
ウンストリーム サービス フローのカウント（オ
ンラインおよび開始モデムを含む）。

Inactive CM

オフライン モデムのアップストリームまたはダ
ウンストリーム サービス フローのカウント。

Total

アップストリームまたはダウンストリーム サー
ビス フローの合計カウント。

Count

ダウンストリーム分類子のカウント。uBR10K
シリーズ ルータの場合、ダウンストリーム分類
子リソースの使用率も表示されます。
（注）
cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータの場合、ダウンスト
リーム分類子に制限はないため、ダ
ウンストリーム分類子リソースの使
用率は表示されません。

コマンド

説明

show cable service-flow summary detail

MAC ドメインごとにサービス フローと分類子
の概要情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable service-flow summary detail

show cable service-flow summary detail
MAC ドメインごとにシステム レベルのサービス フローと分類子の概要情報を表示するには、特
権 EXEC モードで show cable service-flow summary detail コマンドを使用します。
show cable service-flow summary detail
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC モード

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCJ

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.18.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次に、uBR10K シリーズ ルータに対して show cable service-flow summary detail コマンドを実行
した場合の出力例を示します。
Router# show cable service-flow summary detail
Interface
Upstream Service Flow
Downstream Classifier
Active CM
Inactive CM Total
Cable5/0/0
1000
0
1000
Cable5/0/1
1000
0
1000
Cable5/0/2
6000
100
6100
Cable6/0/0
900
10
910
Cable6/0/1
100
0
100
Cable7/0/0
10
0
10

Downstream Service Flow
Active CM
1000
1000
10000
900
100
10

Inactive CM Total
0
1000
0
1000
100
11000
10
910
0
100
0
10

Count
0
0
800
500
0
5

次に、cBR シリーズ ルータで show cable service-flow summary detail コマンドを実行した場合の
出力例を示します。
Router# show cable service-flow summary detail
Interface
Upstream Service Flow
Downstream Classifier
Active CM
Inactive CM Total
Cable1/0/0
1000
0
1000
Cable1/0/1
1000
0
1000
Cable1/0/2
6000
100
6100
Cable2/0/0
900
10
910
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Downstream Service Flow
Active CM
1000
1000
10000
900

Inactive CM Total
0
1000
0
1000
100
11000
10
910

Count
0
0
800
500

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable service-flow summary detail

Cable2/0/1
Cable3/0/0

100
10

0
0

100
10

100
10

0
0

100
10

0
5

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 174：show cable service-flow summary detail のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Interface

ケーブルの MAC ドメイン インターフェイス。

Upstream Service Flow

アップストリーム サービス フローの概要情報。

Downstream Service Flow

ダウンストリーム サービス フローの概要情報。

Active CM

アクティブ モデムのアップストリームまたはダ
ウンストリーム サービス フローのカウント（オ
ンラインおよび開始モデムを含む）。

Inactive CM

オフライン モデムのアップストリームまたはダ
ウンストリーム サービス フローのカウント。

Total

アップストリームまたはダウンストリーム サー
ビス フローの合計カウント。

Count

ダウンストリーム分類子の合計カウント。

コマンド

説明

show cable service-flow summary

ライン カードごとにシステム レベルのサービ
ス フローとダウンストリーム分類子の概要情報
を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable signal-quality

show cable signal-quality
ケーブル インターフェイス上のアップストリーム ポートの信号品質に関する情報を表示するに
は、特権 EXEC モードで showcablesignal-quality コマンドを使用します。
Cisco uBR シリーズ ルータ
show cable signal-quality {cable {slot/port| slot/subslot/port} upstream number| cmts| mer}
Cisco cBR シリーズ ルータ
show cable signal-quality {cable slot/card/port upstream number| cmts| mer}
___________________
構文の説明

cable

ケーブル インターフェイスを指定します。

slot/subslot/port

uBR シリーズ ルータの場合は、Cisco CMTS ルー
タ上の指定されたケーブル インターフェイス
ライン カード上にあるすべての CM に関する情
報を表示します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号。有効な
スロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号。有
効なサブスロットは 0 または 1 です。
• port：ポート番号。有効なポートは 0 ～ 4
です（ケーブル インターフェイス ライン
カードに応じて異なる）。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable signal-quality

slot/card/port

cBR シリーズ ルータの場合は、Cisco CMTS ルー
タ上の指定されたケーブル インターフェイス
ライン カード上にあるすべての CM に関する情
報を表示します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号。有効な
スロットは 0 ～ 9 です。
• card：ケーブル インターフェイス ライン
カードのセカンダリ スロット番号。有効
なサブスロットは 0 です。
• port：ケーブル インターフェイスのイン
デックス。有効なポートは 0 ～ 15 です
（ケーブル インターフェイス ライン カー
ドに応じて異なる）。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

upstreamnumber

アップストリーム チャネル ID を指定します。
有効な値は 0 ～ 3 です。

cmts

ケーブル インターフェイスごとに搬送波対雑音
比（CNR）データおよび期待される受信信号出
力を表示します。

mer

ケーブル インターフェイスごとに変調エラー率
（MER）のデータを表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。slot/card/port 変数の値の範囲が変更され
ました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable signal-quality

___________________
使用上のガイドライン -->mer キーワードを指定して showcablesignal-quality コマンドを実行すると、ケーブル インター
フェイスごとに変調エラー率のデータを表示します。このコマンドで変調エラー率のデータを出
力するには、ケーブル インターフェイスで 1 つ以上のケーブル モデム（CM）がオンラインであ
る必要があります。これは、showcontrollers コマンドで表示される変調エラー率データと同じで
す。
CNR データは、スペクトル グループに割り当てられているアップストリーム チャネルの場合に
のみ表示されます。固定周波数のアップストリーム チャネルの場合、CNR データは表示されませ
ん。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータ上のスロット/サブスロット/ポート 7/0/3 にあるケーブル インター
フェイス ライン カード上のアップストリーム ポートで受信した CNR データの例を示します。
Router# show cable signal-quality cable 7/0/3 cmts
I/F
CNiR
Expected Received
(dB)
Signal Power (dBmV)
Cable7/0/3/U0 55.0
1.0
Cable7/0/3/U1 44.0
0.0
Cable7/0/3/U2 43.0
-1.0
Cable7/0/3/U3 43.0
2.0

次に、Cisco uBR10012 ルータ上のスロット/サブスロット/ポート 5/0/0 にあるケーブル インター
フェイス ライン カード上のケーブル アップストリーム ポート 3 で受信した MER データの例を示
します。
Router# show cable signal-quality cable 5/0/0 upstream 3 mer
I/F
Received MER
Received MER
(dB)
Samples
Cable5/0/0/U3 36.0
10

次に、Cisco uBR10012 ルータ上のすべてのケーブル インターフェイスの信号品質情報の例を示し
ます。
Router#show cable signal-quality mer
I/F
Received MER
Received MER
(dB)
Samples
Cable6/1/0/U0 --------Cable6/1/0/U1 --------Cable6/1/0/U2 --------Cable6/1/0/U3 --------Cable6/1/1/U0 --------Cable6/1/1/U1 --------Cable6/1/1/U2 --------Cable6/1/1/U3 --------Cable6/1/2/U0 --------Cable6/1/2/U1 --------Cable6/1/2/U2 --------Cable6/1/2/U3 --------Cable6/1/3/U0 --------Cable6/1/3/U1 --------Cable6/1/3/U2 --------Cable6/1/3/U3 --------Cable6/1/4/U0 --------Cable6/1/4/U1 --------Cable6/1/4/U2 --------Cable6/1/4/U3 --------Cable7/1/0/U0 23.6
10
Cable7/1/0/U1 ---------
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable signal-quality

Cable7/1/0/U2
Cable7/1/0/U3
Cable7/1/1/U0
Cable7/1/1/U1
Cable7/1/1/U2
Cable7/1/1/U3
Cable7/1/2/U0
Cable7/1/2/U1
Cable7/1/2/U2
Cable7/1/2/U3
Cable7/1/3/U0
Cable7/1/3/U1
Cable7/1/3/U2
Cable7/1/3/U3
Cable7/1/4/U0
Cable7/1/4/U1
Cable7/1/4/U2
Cable7/1/4/U3
Cable8/0/0/U0
Cable8/0/0/U1

------------------------------------------------------------------------36.1
-----

------------------------------------------------------------------------10
-----

次の表で、showcablesignal-quality コマンドで表示される主要なフィールドについて説明します。
表 175：show cable signal-quality コマンドのフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

I/F

ケーブル インターフェイス。

CNiR (db)

CNR 値。

Expected Received Signal Power (dBmV)

アップストリーム ポートごとの期待される受信
信号出力。

Received MER (db)

受信 MER 信号対雑音比（SNR）の値。

Received MER (samples)

アップストリーム ポートごとに SNR の計算に
使用されるサンプル。

コマンド

説明

showcablespectrum-analysis

Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェ
イス上にあるアップストリーム ポートのスペク
トル測定に関する情報を表示します。

showcontrollers

Cisco CMTS ルータのケーブル インターフェイ
スのインターフェイス コントローラに関する情
報を表示します。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムの CNR または SNR デー
タに関する情報を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2411

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable signal-quality

コマンド

説明

showcablemodem

Cisco CMTS ルータ上の登録済みおよび登録解
除された CM に関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable snmp cache-status

show cable snmp cache-status
SNMP キャッシュのステータスを表示するには、特権 EXEC モードで show cable snmp cache-status
コマンドを使用します。
show cable snmp cache-status
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ に導入されました。このコマンドは、show cable bgsync に置
き換わるものです。

___________________
使用上のガイドライン
重要

___________________
例

SNMP キャッシュのステータスを表示するように、グローバル コンフィギュレーション モー
ドで service internal コマンドを設定する必要があります。

次に、show cable snmp cache-status コマンドの出力例を示します。
Router# show cable snmp cache-status
Cache engine is ON, age: 5 seconds
hit: 1, mis: 3

表 176：show cable snmp cache-status のフィールドの説明

フィールド

説明

age

SNMP キャッシュ情報が スーパーバイザ に保
存される時間間隔。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable snmp cache-status

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

hit

SNMP クエリがキャッシュでヒットした回数。

mis

SNMP クエリがキャッシュで見つからなかった
回数。

コマンド

説明

cable snmp cache active

SNMP キャッシュのステータスを設定します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable spectrum-analysis

show cable spectrum-analysis
ケーブル インターフェイス ライン カード上のアップストリーム ポートのスペクトル測定に関す
る情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcablespectrum-analysis コマンドを使用します。
Cisco uBR シリーズ ルータ
show cable spectrum-analysis slot/subslot/port upstream port
Cisco cBR シリーズ ルータ
show cable spectrum-analysis Cable slot/subslot/port upstream port
___________________
構文の説明

slot /subslot/port

Cisco CMTS ルータ上の指定されたケーブル イ
ンターフェイス ライン カード上にあるすべて
の CM に関する情報を表示します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号。有効な
スロットは、uBR シリーズ ルータの場合
は 5 ～ 8、cBR シリーズ ルータの場合は 0
～ 9 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号。有
効なサブスロットは、uBR シリーズ ルー
タの場合は 0 または 1、cBR シリーズ ルー
タの場合は 0 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号。有効
なポートは、uBR シリーズ ルータの場合
は 0 ～ 4、cBR シリーズ ルータの場合は 0
～ 7 です（ケーブル インターフェイス ラ
インカードに応じて異なる）。

upstreamport

___________________
コマンド モード

アップストリーム ポート番号を指定します。

特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable spectrum-analysis

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。slot/subslot/port 変数の値の範囲が変更されまし
た。showcontrollerscableupstreamspectrum コマンドがこのコマンドに
置き換えられました。

次に、Cisco uBR10012 ルータ上のアップストリーム ポート 1 のスペクトル測定例を示します。
Router# show cable spectrum-analysis c5/0/0 upstream 1
Spectrum Analysis Measurements for Cable5/0/0: Upstream 1
Channel Center Frequency: 17000000 Hz
Frequency Span: 6400000 Hz
Number of Bins: 321
Bin Spacing: 20000 Hz
Resolution Bandwidth: 34200 Hz
Amplitude Data:
Bin
1: -60.00 dBmV
Bin
2: -58.00 dBmV
Bin
3: -58.00 dBmV
Bin
4: -58.00 dBmV
Bin
5: -55.00 dBmV
Bin
6: -55.00 dBmV
Bin
7: -58.00 dBmV
Bin
8: -55.00 dBmV
Bin
9: -49.00 dBmV
Bin 10: -49.00 dBmV
Bin 11: -49.00 dBmV
Bin 12: -49.00 dBmV
Bin 13: -49.00 dBmV
Bin 14: -55.00 dBmV
Bin 15: -58.00 dBmV
Bin 16: -45.00 dBmV
Bin 17: -38.00 dBmV
Bin 18: -35.00 dBmV
Bin 19: -33.00 dBmV
Bin 20: -33.00 dBmV
Bin 21: -34.00 dBmV
Bin 22: -37.00 dBmV
Bin 23: -37.00 dBmV
Bin 24: -32.00 dBmV
Bin 25: -28.00 dBmV
Bin 26: -27.00 dBmV
Bin 27: -26.00 dBmV
Bin 28: -27.00 dBmV
Bin 29: -31.00 dBmV
Bin 30: -32.00 dBmV
Bin 31: -29.00 dBmV
Bin 32: -29.00 dBmV

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable spectrum-analysis

表 177：show cable spectrum-analysis のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Spectrum analysis measurements

スペクトラム測定値。

Channel center frequency

チャネルの中心周波数。

Frequency span

周波数範囲。

No of Bins

スペクトラム解析データのビンの総数。

Bin spacing

各ビンの中心周波数の間隔。

Resolution Bandwidth

スペクトル ウィンドウ適用後のビンの間隔。

Amplitude Data

ビンの受信信号出力のスペクトル振幅。

コマンド

説明

showcablesignal-quality

ケーブル インターフェイス ライン カード上の
アップストリーム ポートの信号品質に関する情
報を表示します。

showcontrollerscable

Cisco CMTS ルータ上のケーブル インターフェ
イス ライン カードのインターフェイス コント
ローラに関する情報を表示します。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）または信号対雑音比
（SNR）に関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable spectrum-group

show cable spectrum-group
Cisco CMTS のスペクトル グループに関する情報を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特
権 EXEC モードで showcablespectrum-group コマンドを使用します。
show cable spectrum-group [ groupnum ] [detail]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

groupnum

（任意）指定したグループ番号（1 ～ 32）に関
する情報を表示します。グループ番号を指定し
なかった場合は、すべてのスペクトル グループ
の情報を表示します。

detail

（任意）グループが割り当て済み、空き状態、
使用中のいずれであるかを表示します。

ユーザ EXEC、特権 EXEC

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.0(5)SC、12.0(5)T

detail キーワードが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

次に、すべてのアップストリーム スペクトル グループに対して showcablespectrum-group コマン
ドを実行した場合の出力例を示します。
CMTS01# show cable spectrum-group
Group Frequency
Upstream
No.
Band
Port
(Mhz)
1
1
1
1
1
1
1

5.000-42.000
17.328 [1.60]
5.808 [1.60]
5.808 [1.60]
15.792 [1.60]
6.096 [1.60]
5.808 [1.60]

Cable3/0
Cable3/0
Cable3/0
Cable3/0
Cable3/0
Cable3/0

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2418

U0
U1
U2
U3
U4
U5

Weekly Scheduled
Availability
From Time:
To Time:

Power
Level
(dBmV)

Shared
Spectrum

0
0
0
0
0
0
0

No

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable spectrum-group

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CMTS#

5.000-42.000
6.608 [3.20]
5.808 [1.60]
5.808 [1.60]
5.808 [1.60]
5.808 [1.60]
5.000-42.000
17.488 [1.60]
6.160 [1.60]
36.912 [1.60]
36.560 [1.60]
16.240 [1.60]
6.000- 8.600
16.000-18.000
17.168 [1.60]
5.000-42.000
5.000-42.000
5.000-42.000
5.000-42.000
5.000-42.000
5.000-42.000
5.000-42.000
10.000-13.000

Cable6/0
Cable6/0
Cable6/0
Cable6/0
Cable6/0

U1
U2
U3
U4
U5

Cable5/0
Cable5/0
Cable5/0
Cable5/0
Cable5/0

U1
U2
U3
U4
U5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cable5/0 U0

No

No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

次に、showcablespectrum-groupdetail コマンドの出力例を示します。
CMTS# show cable spectrum-group detail
Group
No.

Frequency
Band
(Mhz)

1
1
1
1
1

10.000
10.000
11.000
11.000
15.000-20.000
8.400-12.600
15.000-20.000
11.008 [0.80]
15.808 [1.60]
Unassigned
17.408 [1.60]
10.600-11.400
15.000-16.600
16.600-18.200
8.400-10.600
11.400-12.600
18.200-20.000
Width [3.20]
Width [1.60]
Width [0.80]
19.000 [1.60]
10.000 [0.80]
18.600 [0.80]
19.400 [0.80]
10.000 [0.80]

A
A
1
1
1
1
I
I
I
F
F
F
C
C
C
O
O
O
O
O
CMTS#

Upstream
Port

Cable3/0
Cable3/0
Cable3/0
Cable3/0

Weekly Scheduled
Availability
From Time:
To Time:

U2
U3
U4
U5

Power
Level
(dBmV)

Shared
Spectrum

1
2
3
4
0

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

4
0
0
4
0
0

0
2
0
0
1

次の表で、showcablespectrum-group の出力に表示されるフィールドについて説明します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable spectrum-group

表 178：show cable spectrum-group コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Group No.

スペクトル グループを示します。detail キーワー
ドを使用すると、以下も表示されます。
• A = 帯域が割り当て済みであることを示し
ます。
• F = 帯域が空き状態であることを示しま
す。
• I = 帯域が使用中であることを示します。
• C = チャネル幅を示します。
• O = 提供された帯域一覧（現在のチャネル
幅に基づく）を示します。

Frequency Band (MHz)

このスペクトル グループの周波数の高域および
低域を示します。

Upstream Port

アップストリーム ポート番号を示します。

Weekly Scheduled Availability

このグループが使用可能な曜日と時刻を示しま
す。[From] フィールドと [ToTime] フィールド
に値が表示されない場合、このグループは常時
使用可能です。

Power Level (dBmV)

割り当てられたデシベル/ミリボルト（dBmV）
の入力レベルを示します。

Shared Spectrum

アップストリームが物理的に結合されている
（同じコンバイナ グループを共有する）かどう
かを示します。値が「Y」または「Yes」であれ
ば、スペクトル グループのメンバであるアップ
ストリームが結合されており、重複する周波数
帯域を割り当てられないことを示します。
値が「N」または「No」であれば、スペクトル
グループのメンバであるアップストリームが結
合されておらず、重複する周波数帯域を割り当
てられることを示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable spectrum-group

ヒント

___________________
関連コマンド

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

Command

Description

showcablehop

CM 構成設定を表示します。

showcablemodulation-profile

変調プロファイル グループの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable subscriber-usage

show cable subscriber-usage
登録された Quality of Service（QoS）プロファイルに違反するサブスクライバを表示するには、特
権 EXEC モードで show cable subscriber-usage コマンドを使用します。
show cable subscriber-usage [over-consume][{cable slot/port| cable slot/subslot/port}][upstream
port][sort-byte-count][sort-avg-rate]
___________________
構文の説明

over-consume

（任意）最大許容帯域幅を超過したサブスクラ
イバのみを表示します。

cableslot/port

（任意）Cisco 7100 シリーズまたは Cisco 7200
シリーズ ルータ上の指定されたケーブル イン
ターフェイスおよびダウンストリーム ポート上
にあるすべての CM に関する次の情報を表示し
ます。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。
これらの引数の有効値は、CMTS ルータとケー
ブル インターフェイス ライン カードによって
異なります。サポートされるスロットとポート
番号については、ルータ シャーシおよびケーブ
ルインターフェイスラインカードのハードウェ
ア ドキュメントを参照してください。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable subscriber-usage

cableslot/subslot/port

（任意）Cisco uBR10012 ルータ上の指定された
ケーブル インターフェイス上にあるすべての
CM に関する次の情報を表示します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。

upstreamport

（任意）選択されたケーブル インターフェイス
上の特定のアップストリームに関する情報を表
示します。port の値は、ケーブル インターフェ
イス カードのタイプに応じて、0 から順に増加
していきます。

sort-byte-count

（任意）サブスクライバのバイト数の降順でリ
ストをソートします。デフォルトでは、サービ
ス フロー ID（SFID）を基準にリストをソート
します。（このオプションは、後続のリリース
では sort-avg-rate キーワードに置き換えられま
す。）

sort-avg-rate

（任意）サブスクライバの平均レートを基準に
リストをソートします。デフォルトでは、サー
ビス フロー ID（SFID）を基準にリストをソー
トします。

___________________
コマンド デフォルト

すべてのサブスクライバが、SFID を基準にソートされて表示されます。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable subscriber-usage

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが導入されました。

12.3(9a)BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC に統合されました。
sort-byte-count キーワード オプションが sort-avg-rate キーワード オプ
ションに置き換えられました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン show cable subscriber-usage コマンドは、Cisco CMTS ルータ上のすべてのサブスクライバ、特定の
ケーブル インターフェイス上のすべてのサブスクライバ、または過剰帯域幅消費としてマークさ
れているサブスクライバの現在の使用状況統計を表示します。
Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC 以降では、sort-byte-count キーワード オプションが sort-avg-rate
キーワード オプションに置き換えられています。
___________________
例

次に、デフォルト バージョンの show cable subscriber-usage コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable subscriber-usage
Sfid Mac Address
Enforce-rule Total-Kbyte Last-detect
Name
Count
time
3
0007.0e03.110d efrule-q5
121944817 Jan1 03:44:08
4
0007.0e03.110d efrule-q5d 1879076068 Jan1 03:35:05
5
0007.0e03.1431 efrule-q5
120052387 Jan1 03:44:18
6
0007.0e03.1431 efrule-q5d 1838493626 Jan1 03:34:55
7
0007.0e03.1445 efrule-q5
120919427 Jan1 03:44:08
8
0007.0e03.1445 efrule-q5d 1865955172 Jan1 03:35:06
9
0007.0e03.1225 efrule-q5
120200155 Jan1 03:44:18
10
0007.0e03.1225 efrule-q5d 1839681070 Jan1 03:34:55
11
0007.0e03.0cb1 efrule-q5
122941643 Jan1 03:43:58
12
0007.0e03.0cb1 efrule-q5d 1889107176 Jan1 03:35:06
13
0007.0e03.1435 efrule-q5
119504795 Jan1 03:44:18
14
0007.0e03.1435 efrule-q5d 1835164034 Jan1 03:34:55
15
0007.0e02.f80d efrule-q5
119250047 Jan1 03:44:18
16
0007.0e02.f80d efrule-q5d 1832034114 Jan1 03:34:55
17
0007.0e03.1469 efrule-q5
117562137 Jan1 03:44:18
18
0007.0e03.1469 efrule-q5d 1816957486 Jan1 03:34:55
19
0007.0e03.11f9 efrule-q5
124265775 Jan1 03:44:18
20
0007.0e03.11f9 efrule-q5d 1959957066 Jan1 03:35:46
21
0007.0e03.1461 efrule-q5
113314731 Jan1 03:34:55
22
0007.0e03.1461 efrule-q5d 1827583110 Jan1 03:35:46
23
0007.0e03.11d9 efrule-q5
104607787 Jan1 03:34:55
24
0007.0e03.11d9 efrule-q5d 1675444338 Jan1 03:34:55
25
0007.0e03.1475 efrule-q5
113751019 Jan1 03:34:55
26
0007.0e03.1475 efrule-q5d 1841060070 Jan1 03:35:56
27
0007.0e03.10d9 efrule-q5
113713981 Jan1 03:34:55
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Last-penalty
time
Jan1 03:54:08
Jan1 03:45:06
Jan1 03:54:18
Jan1 03:44:55
Jan1 03:54:08
Jan1 03:45:06
Jan1 03:54:18
Jan1 03:44:55
Jan1 03:53:58
Jan1 03:45:06
Jan1 03:54:18
Jan1 03:44:55
Jan1 03:54:18
Jan1 03:44:55
Jan1 03:54:18
Jan1 03:44:55
Jan1 03:54:18
Jan1 03:45:46
Jan1 03:44:55
Jan1 03:45:46
Jan1 03:44:55
Jan1 03:44:55
Jan1 03:44:55
Jan1 03:45:56
Jan1 03:44:55

Pen
Flag
Act
Act
Act
Act
Act
Act
Act
Act
Act
Act
Act
Act
Act
Act
Act
Act
-

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable subscriber-usage

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

0007.0e03.10d9
0007.0e03.1065
0007.0e03.1065
0007.0e03.1081
0007.0e03.1081
0007.0e03.1179
0007.0e03.1179
0007.0e03.1471
0007.0e03.1471
0007.0e03.1341
0007.0e03.1341

efrule-q5d
efrule-q5
efrule-q5d
efrule-q5
efrule-q5d
efrule-q5
efrule-q5d
efrule-q5
efrule-q5d
efrule-q5
efrule-q5d

1840272262
113443243
1834855264
119843737
1852632338
118522795
1834693996
122182565
1881390866
129557931
2016792338

Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1

03:35:56
03:34:55
03:35:56
03:44:18
03:35:56
03:44:18
03:35:56
03:43:58
03:34:55
03:43:48
03:35:56

Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1
Jan1

03:45:56
03:44:55
03:45:56
03:54:18
03:45:56
03:54:18
03:45:56
03:53:58
03:44:55
03:53:48
03:45:56

Act
Act
Act
Act
Act
Act
Act
Act
Act

次に、特定のケーブル インターフェイス上のサブスクライバに対する一般的な出力例を示しま
す。
Router# show cable subscriber-usage c6/0/0
Sfid Mac Address
7
9

Enforce-rule Total-Kbyte Last-detect
Name
Count
time
0007.0e03.2cad test1
0
Jan1 00:00:00
0007.0e03.2c45 test1
0
Jan1 00:00:00

Last-penalty
time
Jan1 00:00:00
Jan1 00:00:00

Pen
Flag
-

次に、特定のケーブル インターフェイス上の 1 つのアップストリームに対して
showcablesubscriber-usage コマンドを実行した場合の一般的な出力例を示します。
Router# show cable subscriber-usage c6/0/1
upstream 0
Sfid Mac Address
5

Enforce-rule Total-Kbyte Last-detect
Name
Count
time
0007.0e03.2c25 test1
0
Jan1 00:00:00

Last-penalty
time
Jan1 00:00:00

Pen
Flag
-

次に、showcablesubscriber-usage コマンドで sort-byte-count オプションを指定した場合の一般的
な出力例を示します。
Router# show cable subscriber-usage
sort-byte-count
Sfid Mac Address
7
9
5

Enforce-rule
Name
0007.0e03.2cad test1
0007.0e03.2c45 test1
0007.0e03.2c25 test1

Total-Kbyte Last-detect
Count
time
65157114
Feb24 11:36:34
16381014
13440960

Last-penalty
time
Mar3 11:36:34

Pen
Flag
Act
-

次の表で、show cable subscriber-usage コマンドで表示されるフィールドについて説明します。
表 179：show cable subscriber-usage のフィールドの説明

フィールド

説明

SFID

サービス フロー ID 番号。

Mac Address

サブスクライバのケーブル モデムのハードウェ
ア アドレス（MAC アドレス）。

Enforce-rule Name

このサブスクライバに適用されるルールの名
前。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable subscriber-usage

フィールド

説明

Total-Kbyte

最後の監視期間中、サブスクライバのケーブル
モデムが消費した合計キロバイト。
（注）

___________________
関連コマンド

Last-detect time

ケーブル モデムが、QoS プロファイルで許可さ
れる範囲を超えた帯域幅を使用したと判別され
た最後の期間。このオプションを有効にした場
合、この値は、適用された QoS プロファイルが
自動的に適用された時間も示します。

Last-penalty time

適用された QoS プロファイルが現在有効である
場合、このフィールドは、サブスクライバの現
在のペナルティ時間が満了した時間帯を示しま
す。その時点で、元の登録済み QoS プロファイ
ルが復元されます。

Pen Flag

ペナルティの強制ルールがこのケーブル モデム
に適用されたかどうかを示します。

Command

Description

activate-ruleat-byte-count

サブスクライバがモニタリング期間中に Cisco
CMTS ルータで送信できるバイト数を指定しま
す。

cableqosenforce-rule

加入者トラフィック管理に特定の QoS プロファ
イルを適用するための強制ルールを作成し、強
制ルール コンフィギュレーション モードを開
始します。

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

enabled(enforce-rule)

強制ルールを有効にして、Cisco CMTS ルータ
で加入者トラフィック管理を開始します。

penalty-period

登録された QoS プロファイルに違反するサブス
クライバに対して適用 QoS プロファイルを有効
にする時間帯を指定します。
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強制ルールの設定が変更されるたび
に、合計バイト カウントは 0 にリ
セットされます。

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable subscriber-usage

Command

Description

qos-profileenforced

ユーザが登録済み QoS プロファイルに違反する
場合に適用する QoS プロファイルを指定しま
す。

qos-profileregistered

この強制ルールに使用される登録 QoS プロファ
イルを指定します。

showcableqosenforce-rule

現在定義されている QoS 強制ルールを表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable tech-support

show cable tech-support
問題報告時にルータに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcabletech-support コ
マンドを使用します。
show cable tech-support {slot/port| slot/subslot/port}
___________________
構文の説明

slot /port

（任意）Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC では、
特定の 1 つのケーブル インターフェイスに関す
る情報を表示できます。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200
シリーズ ルータ上のケーブル インターフェイ
スとダウンストリーム ポートを指定します。
Cisco uBR7100 シリーズ ルータの場合、有効な
値は 1/0 のみです。Cisco uBR7200 シリーズ ルー
タの場合は、ケーブル インターフェイスに応じ
て、slot の範囲は 3 ～ 6、port の範囲は 0 ～ 1 で
す。

slot /subslot/port

（任意）Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC では、
特定の 1 つのケーブル インターフェイスに関す
る情報を表示できます。
ルータ上のケーブル インターフェイスを指定し
ます。有効な値は次のとおりです。
• slot：uBR シリーズ ルータの場合は 5 ～
8、cBR シリーズ ルータの場合は 0 ～ 9。
• subslot：uBR シリーズ ルータの場合は 0
または 1、cBR シリーズ ルータの場合は
0。
• port：uBR シリーズ ルータの場合は 0 ～
4、cBR シリーズ ルータの場合は 0 ～ 7
（ケーブル インターフェイスに応じて異
なる）。

___________________
コマンド デフォルト
___________________
コマンド モード

なし。
特権 EXEC
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable tech-support

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.2

このコマンドが導入されました。

12.1(1a)T1

このコマンドが、ケーブル クロック カードに関する情報も出力するよう
に変更されました。

12.2(15)BC2

このコマンドが、Cisco uBR10012 ルータに関する表示にいくつかの showpxf
コマンドを追加しました。

12.3(9a)BC

多くの show コマンド（個別のケーブル モデムに関する情報を表示するコ
マンド）が show tech-support コマンドに移行されたため、コマンドの出力
が大幅に縮小されました。このリリースではさらに、特定の 1 つのケーブ
ル インターフェイスに関する情報のみを表示するオプションのサポート
が追加されています。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。slot/subslot/port 変数の値の範囲が変更されました。

___________________
使用上のガイドライン showcabletech-support コマンドは、Cisco CMTS 上のケーブル インターフェイスに関する多くの
設定、ランタイムステータス、およびその他の情報を表示します。シスコのテクニカルサポート
担当者に問題を報告する場合に、このコマンドの出力を提出してください。

（注）

showtech-support には、showcabletech-support コマンドの出力内容がほとんど含まれます。問
題が明らかにケーブル固有の問題である場合を除き、TAC 担当者は一般的に、問題をトラブ
ルシュートするために showtech-support の出力を要求します。
showcabletech-support コマンドは、さまざまな show コマンドの出力を表示します。実際の出力
は、使用しているプラットフォーム、構成、およびプロトコルのタイプに応じて異なります。出
力には、次のコマンドの出力も含まれます。
• showcablemodem
• showcableflap-list
• showcableqosprofile
• showcablemodulation-profile
• showcablespectrum-group
• showcablehop
• showinterfacecablesid(foreachcableinterface)
• showinterfacecablesidconnectivity(foreachcableinterface)
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable tech-support

• showinterfacecabledownstream
• showinterfacecableupstream
• showinterfacecablemac-scheduler
• showinterfacecablemodem
showcabletech-support の出力には、CMTS プラットフォーム、使用している Cisco IOS ソフトウェ
ア、およびシャーシにインストールされているカードに応じて、その他のコマンドの出力も含ま
れる場合があります。
Cisco uBR10012 ルータでは、Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 以降のリリースの場合、次のコマン
ドも表示されます。
• showpxfcpustatistics
• showpxfcpusubblocks
• showpxfcpubuffer
• showpxfdma
• showpxfcpucefmemory
• showpxfcpuqueue
• showpxfcpustatisticsdrop

ヒント

___________________
例

プラットフォームおよび構成によっては、showcabletech-support コマンドの出力が、ほとんど
の通信プログラムのバッファを容易に上回る可能性があります。この出力をキャプチャして
Cisco TAC に送信できるようにするには、出力を直接ディスクへキャプチャできる Telnet プロ
グラムを使用します。

次の縮小版の例では、Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC がインストールされている Cisco uBR10012
ルータのケーブル モデムおよびインターフェイスの情報が出力されています。
Router# show cable tech-support
----------------------------------- Slot 8/1 ---------------------------------------------------- show cable modem Cable8/1/0 -----------------MAC Address
IP Address
I/F
MAC
Prim RxPwr Timing Num BPI
State
Sid (dB)
Offset CPE Enb
------------------ show cable modem Cable8/1/0 connectivity -----------------Prim 1st time
Times %online
Online time
Offline time
Sid
online
Online
min
avg
max
min
avg
max
------------------ show interface Cable8/1/0 sid -----------------Sid Prim MAC Address
IP Address
Type Age
Admin
Sched Sfid
State
Type
------------------ show interface Cable8/1/0 sid counter -----------------Sid Req-polls BW-reqs
Grants
Packets
Frag
Concatpkts
issued
received
issued
received
complete
received
------------------ show interface Cable8/1/0 sid association -----------------Sid Prim Online
IP Address
MAC Address
Interface
VRF Name
------------------ show interface Cable8/1/0 modem 0 -----------------SID
Priv bits Type
State
IP address
method
MAC address
------------------ show cable modem Cable8/1/1 ------------------
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable tech-support

MAC Address

MAC
Prim RxPwr Timing Num BPI
State
Sid (dB)
Offset CPE Enb
------------------ show cable modem Cable8/1/1 connectivity -----------------Prim 1st time
Times %online
Online time
Offline time
Sid
online
Online
min
avg
max
min
avg
max
------------------ show interface Cable8/1/1 sid -----------------Sid Prim MAC Address
IP Address
Type Age
Admin
Sched Sfid
State
Type
------------------ show interface Cable8/1/1 sid counter -----------------Sid Req-polls BW-reqs
Grants
Packets
Frag
Concatpkts
issued
received
issued
received
complete
received
------------------ show interface Cable8/1/1 sid association -----------------Sid Prim Online
IP Address
MAC Address
Interface
VRF Name
------------------ show interface Cable8/1/1 modem 0 -----------------SID
Priv bits Type
State
IP address
method
MAC address

ヒント

___________________
関連コマンド

IP Address

I/F

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC、リリース 12.2(8) BC1、およびそれ以降のリリースでは、ライ
ン コンフィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用すると、show コマ
ンドにタイムスタンプを追加できます。

コマンド

説明

showcontrollerscable

特定のライン カードのインターフェイス コン
トローラに関する情報を表示します。

showinterfacecabledownstream

ケーブル インターフェイスに関する情報を表示
します。

showrunning-config

現在の実行時設定を表示します。

showstartup-config

システム起動時に最初に CMTS の設定に使用さ
れた設定を表示します。

showtech-support

ルータの設定と実行時のステータスを表示する
show コマンドの出力を表示します。

showversion

システム ハードウェアの設定、ソフトウェア
バージョン、コンフィギュレーション ファイル
の名前とソース、およびブート イメージを表示
します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable throttle-modem

show cable throttle-modem
ケーブル モデム（CM）のスロットル情報を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC
モードで showcablethrottle-modem コマンドを使用します。
show cable throttle-modem
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC（>）、
特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCF3

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

次に、ケーブル モデム登録スロットリング機能が無効化されているときの showcablethrottle-modem
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable throttle-modem
CPU for five seconds: 4%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
CM Throttle Status : Config Disabled; Oper Disabled;
CM Throttle Config : Init Rate 32 CM/Sec; Holdoff 45 Sec;
Flush Rate 300 CM/Sec
CM Register Rate : 0 CM/Sec

次に、ケーブル モデム登録スロットリング機能が有効化されているときの showcablethrottle-modem
コマンドの出力例を示します。
Router# show cable throttle-modem
CPU for five seconds: 5%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
CM Throttle Status : Config Enabled; Oper Enabled;
CM Throttle Config : Init Rate 32 CM/Sec; Holdoff 45 Sec;
Flush Rate 300 CM/Sec
CM Register Rate : 0 CM/Sec
CM Throttling Rate : 4 CM/Sec
Num of CM in Queue : 0

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable throttle-modem

表 180：show cable throttle-modem のフィールドの説明

フィールド

説明

CPU for five seconds

CPU の使用率情報。

CM Throttle Status

CM スロットルの動作ステータス。有効な値は
次のとおりです。
• Config Enabled：機能が有効です。
• Oper Enabled：機能が動作中です。

___________________
関連コマンド

CM Throttle Config

CM スロットルの設定パラメータ。

CM Register Rate

現在のケーブル モデム登録成功率に関する情
報。

CM Throttling Rate

CPU 使用率に応じて調整され、init-rate 値によっ
て制限される待機キューからのダイナミック
ケーブル モデムのスロットル率。

Num of CM in Queue

キュー内の CM の数。

コマンド

説明

cablethrottle-modem

ケーブル モデムの登録スロットリング機能を有
効にします。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable upstream service-flow summary

show cable upstream service-flow summary
Cisco CMTS ルータでアップストリーム サービス フローの概要情報を表示するには、特権 EXEC
モードで showcableupstreamservice-flowsummary コマンドを使用します。
show cable upstream service-flow summary
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次に、showcableupstreamservice-flowsummary コマンドの出力例を示します。
Router# show cable upstream service-flow summary
Interface
Static Upstream Service Flow
Total PRI BE
UGS UGS-AD RTPS N-RTPS
C7/0/0/U0
3
0
0
0
0
3
0
C7/0/0/U2
21
4
12
0
0
9
0
C7/0/0/U3
20
5
15
0
0
5
0
C7/0/0/UB1 24
8
24
0
0
0
0
C7/1/0/U2
4
1
3
0
0
1
0
C7/1/1/U2
1
1
1
0
0
0
0
C8/0/0/U0
1
1
1
0
0
0
0
C8/0/0/U1
1
0
0
0
0
1
0
C8/0/0/U2
1
0
0
0
0
1
0
C8/0/0/U3
1
0
0
0
0
1
0
C8/0/0/UB3 5
2
5
0
0
0
0
C8/0/0/UB8 4
1
4
0
0
0
0
Total:
86
23 65
0
0
21
0

Dynamic Upstream
BE
UGS UGS-AD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Service Flow Desc
RTPS N-RTPS
0
0
0
0
0
0
0
0
UBG1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
表 181：show cable upstream service-flow summary のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

ケーブル インターフェイス。

Total

アップストリーム サービス フローの総数。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable upstream service-flow summary

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

PRI

プライマリ アップストリーム サービス フロー
の数。

BE

ベスト エフォート サービス スケジュール タイ
プの数。

UGS

未承諾認可サービス スケジュール タイプの数。

UGS-AD

アクティビティ検出付き未承諾認可サービス ス
ケジュール タイプの数。

RTPS

リアルタイム ポーリング サービス スケジュー
ル タイプの数。

N-RTPS

非リアルタイムポーリングサービススケジュー
ル タイプの数。

Description

ボンディング グループの記述名。

Command

Description

showinterfacecable

Cisco CMTS ルータ上のケーブル インターフェ
イスの設定およびステータス情報を表示しま
す。

showinterfacecabledownstream

Cisco CMTS ルータ上のダウンストリーム ケー
ブル インターフェイスに関する情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable urm

show cable urm
Cisco uBR シリーズ ルータ内の Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス ライン カード
上でのケーブル MAC ドメイン アップストリーム チャネルからコネクターへのマッピングを表示
するには、または Cisco cBR シリーズ ルータ内の MAC ドメイン アップストリーム チャネル/アッ
プストリーム ケーブル コントローラ us チャネル/US PHY レシーバのマッピングを表示するには、
特権 EXEC モードで showcableurm コマンドを使用します。
show cable urm [slot/subslot]
___________________
構文の説明

ルータ上のケーブル インターフェイスを指定し
ます。

slot/subslot

• slot：ラインカードが装着されているスロッ
ト。有効な範囲は uBR シリーズ ルータの
場合は 5 ～ 8、cBR シリーズ ルータの場合
は 0 ～ 9 です。
• subslot：ラインカードが装着されているサ
ブスロット。使用可能なスロットは、uBR
シリーズ ルータの場合は 0 または 1、cBR
シリーズ ルータの場合は 0 です。

___________________
コマンド デフォルト

設定されたすべてのスロット/サブスロット値の情報を表示します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable urm

___________________
例

次に、uBR シリーズ ルータのスロット 6/1 内にあるケーブル ライン カードのコネクタ グループ
テーブル情報の出力例を示します。
Router# show cable urm 6/1
===
connector group table
===
card cnnrs md:us=>cnnr
6/1
0-3
3:2=> 1 *empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
4-7
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
8-11
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
12-15
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
16-19
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*
*empty*

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
フィールド

説明

card

カードのスロット/サブスロット情報。

cnnrs

コネクタ グループ内のコネクタのコネクタ イ
ンデックス範囲。Cisco uBR-MC3GX60V、Cisco
UBR-MC20X20V、および Cisco uBR10-MC5X20U
ライン カードの値は 0 ～ 19 です。

md:us=>cnnr

物理アップストリーム チャネルの MAC ドメイ
ン アップストリーム チャネルからコネクタへ
のマッピング情報。コネクタ グループ内の物理
アップストリーム チャネル インデックスに対
応するエントリの位置。uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの場合は、コネクタ グループごとに
12 個の物理アップストリーム チャネルがあり
ます。UBR-MC20X20V および uBR10-MC5X20U
ライン カードの場合は、各グループに 2 つの
チャネルがあります。例ではユーザが connector
コマンドを使用して、C6/1/3:U2 を実行構成内
のコネクタ 1 にマッピングしています。内部的
には、CMTS ソフトウェアが C6/1/3:U2 を 0-3
コネクタ グループ内の物理アップストリーム
チャネル 0（1 番目のエントリ）にマッピング
しています。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable urm

___________________
例

次に、cBR シリーズ ルータのスロット 9/0 内にあるケーブル ライン カードの URM マッピング
テーブル情報の出力例を示します。
Router# show cable urm 9/0
===
Card 9/0
===
===
URM Mapping Table
===
UPSTREAM-CHAN MD-US
UC9/0/0:U0
UC9/0/0:U1
UC9/0/0:U2
UC9/0/0:U3
UC9/0/0:U4
UC9/0/0:U5
UC9/0/1:U0
UC9/0/1:U1
UC9/0/1:U2
UC9/0/1:U3
UC9/0/1:U4
UC9/0/1:U5
UC9/0/2:U0
UC9/0/2:U1
UC9/0/2:U2
UC9/0/2:U3
UC9/0/2:U4
UC9/0/2:U5
UC9/0/3:U0
UC9/0/3:U1
UC9/0/3:U2
UC9/0/3:U3
UC9/0/3:U4
UC9/0/3:U5
UC9/0/4:U0
UC9/0/4:U1
UC9/0/4:U2
UC9/0/4:U3
UC9/0/4:U4
UC9/0/4:U5
UC9/0/5:U0
UC9/0/5:U1
UC9/0/5:U2
UC9/0/5:U3
UC9/0/5:U4
UC9/0/5:U5
UC9/0/6:U0
UC9/0/6:U1
UC9/0/6:U2
UC9/0/6:U3
UC9/0/6:U4
UC9/0/6:U5
UC9/0/7:U0
UC9/0/7:U1
UC9/0/7:U2
UC9/0/7:U3
UC9/0/7:U4
UC9/0/7:U5
UC9/0/8:U0
UC9/0/8:U1
UC9/0/8:U2
UC9/0/8:U3
UC9/0/8:U4

Ca9/0/0/U0
Ca9/0/0/U1
Ca9/0/0/U2
Ca9/0/0/U3
Ca9/0/0/U4
Ca9/0/0/U5
Ca9/0/1/U0
Ca9/0/1/U1
Ca9/0/1/U2
Ca9/0/1/U3
Ca9/0/1/U4
Ca9/0/1/U5
Ca9/0/2/U0
Ca9/0/2/U1
Ca9/0/2/U2
Ca9/0/2/U3
Ca9/0/2/U4
Ca9/0/2/U5
Ca9/0/3/U0
Ca9/0/3/U1
Ca9/0/3/U2
Ca9/0/3/U3
Ca9/0/3/U4
Ca9/0/3/U5
Ca9/0/4/U0
Ca9/0/4/U1
Ca9/0/4/U2
Ca9/0/4/U3
Ca9/0/4/U4
Ca9/0/4/U5
Ca9/0/5/U0
Ca9/0/5/U1
Ca9/0/5/U2
Ca9/0/5/U3
Ca9/0/5/U4
Ca9/0/5/U5
Ca9/0/6/U0
Ca9/0/6/U1
Ca9/0/6/U2
Ca9/0/6/U3
Ca9/0/6/U4
Ca9/0/6/U5
Ca9/0/7/U0
Ca9/0/7/U1
Ca9/0/7/U2
Ca9/0/7/U3
Ca9/0/7/U4
Ca9/0/7/U5
Ca9/0/8/U0
Ca9/0/8/U1
Ca9/0/8/U2
Ca9/0/8/U3
Ca9/0/8/U4
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CARDCNNR
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8

CARDRCVR
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
60
61
62
63
64

CHIP CHIPCNNR
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0

CHIPRCVR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable urm

UC9/0/8:U5
UC9/0/9:U0
UC9/0/9:U1
UC9/0/9:U2
UC9/0/9:U3
UC9/0/9:U4
UC9/0/9:U5
UC9/0/10:U0
UC9/0/10:U1
UC9/0/10:U2
UC9/0/10:U3
UC9/0/10:U4
UC9/0/10:U5
UC9/0/11:U0
UC9/0/11:U1
UC9/0/11:U2
UC9/0/11:U3
UC9/0/11:U4
UC9/0/11:U5
UC9/0/12:U0
UC9/0/12:U1
UC9/0/12:U2
UC9/0/12:U3
UC9/0/12:U4
UC9/0/12:U5
UC9/0/13:U0
UC9/0/13:U1
UC9/0/13:U2
UC9/0/13:U3
UC9/0/13:U4
UC9/0/13:U5
UC9/0/14:U0
UC9/0/14:U1
UC9/0/14:U2
UC9/0/14:U3
UC9/0/14:U4
UC9/0/14:U5
UC9/0/15:U0
UC9/0/15:U1
UC9/0/15:U2
UC9/0/15:U3
UC9/0/15:U4
UC9/0/15:U5

Ca9/0/8/U5
Ca9/0/9/U0
Ca9/0/9/U1
Ca9/0/9/U2
Ca9/0/9/U3
Ca9/0/9/U4
Ca9/0/9/U5
Ca9/0/10/U0
Ca9/0/10/U1
Ca9/0/10/U2
Ca9/0/10/U3
Ca9/0/10/U4
Ca9/0/10/U5
Ca9/0/11/U0
Ca9/0/11/U1
Ca9/0/11/U2
Ca9/0/11/U3
Ca9/0/11/U4
Ca9/0/11/U5
Ca9/0/12/U0
Ca9/0/12/U1
Ca9/0/12/U2
Ca9/0/12/U3
Ca9/0/12/U4
Ca9/0/12/U5
Ca9/0/13/U0
Ca9/0/13/U1
Ca9/0/13/U2
Ca9/0/13/U3
Ca9/0/13/U4
Ca9/0/13/U5
Ca9/0/14/U0
Ca9/0/14/U1
Ca9/0/14/U2
Ca9/0/14/U3
Ca9/0/14/U4
Ca9/0/14/U5
Ca9/0/15/U0
Ca9/0/15/U1
Ca9/0/15/U2
Ca9/0/15/U3
Ca9/0/15/U4
Ca9/0/15/U5

8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15

===
URM Receiver Resource
===
SLOT/
DEV DEV- MD-US
SUBSLOT
RCVR
9/0
D0 R0
Ca9/0/2/U0
9/0
D0 R1
Ca9/0/2/U1
9/0
D0 R2
Ca9/0/2/U2
9/0
D0 R3
Ca9/0/2/U3
9/0
D0 R4
Ca9/0/2/U4
9/0
D0 R5
Ca9/0/2/U5
9/0
D0 R6
Ca9/0/3/U0
9/0
D0 R7
Ca9/0/3/U1
9/0
D0 R8
Ca9/0/3/U2
9/0
D0 R9
Ca9/0/3/U3
9/0
D0 R10 Ca9/0/3/U4
9/0
D0 R11 Ca9/0/3/U5
9/0
D1 R0
Ca9/0/0/U0
9/0
D1 R1
Ca9/0/0/U1
9/0
D1 R2
Ca9/0/0/U2
9/0
D1 R3
Ca9/0/0/U3
9/0
D1 R4
Ca9/0/0/U4
9/0
D1 R5
Ca9/0/0/U5
9/0
D1 R6
Ca9/0/1/U0
9/0
D1 R7
Ca9/0/1/U1
9/0
D1 R8
Ca9/0/1/U2
9/0
D1 R9
Ca9/0/1/U3
9/0
D1 R10 Ca9/0/1/U4

65
66
67
68
69
70
71
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

MD-IDX CARDCNNR
0x152 2
0x152 2
0x152 2
0x152 2
0x152 2
0x152 2
0x153 3
0x153 3
0x153 3
0x153 3
0x153 3
0x153 3
0x150 0
0x150 0
0x150 0
0x150 0
0x150 0
0x150 0
0x151 1
0x151 1
0x151 1
0x151 1
0x151 1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CARDRCVR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DEVCNNR
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable urm

9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0

D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D7
D7
D7
D7
D7
D7
D7
D7
D7
D7
D7
D7

R11
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

Ca9/0/1/U5
Ca9/0/6/U0
Ca9/0/6/U1
Ca9/0/6/U2
Ca9/0/6/U3
Ca9/0/6/U4
Ca9/0/6/U5
Ca9/0/7/U0
Ca9/0/7/U1
Ca9/0/7/U2
Ca9/0/7/U3
Ca9/0/7/U4
Ca9/0/7/U5
Ca9/0/4/U0
Ca9/0/4/U1
Ca9/0/4/U2
Ca9/0/4/U3
Ca9/0/4/U4
Ca9/0/4/U5
Ca9/0/5/U0
Ca9/0/5/U1
Ca9/0/5/U2
Ca9/0/5/U3
Ca9/0/5/U4
Ca9/0/5/U5
Ca9/0/10/U0
Ca9/0/10/U1
Ca9/0/10/U2
Ca9/0/10/U3
Ca9/0/10/U4
Ca9/0/10/U5
Ca9/0/11/U0
Ca9/0/11/U1
Ca9/0/11/U2
Ca9/0/11/U3
Ca9/0/11/U4
Ca9/0/11/U5
Ca9/0/8/U0
Ca9/0/8/U1
Ca9/0/8/U2
Ca9/0/8/U3
Ca9/0/8/U4
Ca9/0/8/U5
Ca9/0/9/U0
Ca9/0/9/U1
Ca9/0/9/U2
Ca9/0/9/U3
Ca9/0/9/U4
Ca9/0/9/U5
Ca9/0/14/U0
Ca9/0/14/U1
Ca9/0/14/U2
Ca9/0/14/U3
Ca9/0/14/U4
Ca9/0/14/U5
Ca9/0/15/U0
Ca9/0/15/U1
Ca9/0/15/U2
Ca9/0/15/U3
Ca9/0/15/U4
Ca9/0/15/U5
Ca9/0/12/U0
Ca9/0/12/U1
Ca9/0/12/U2
Ca9/0/12/U3
Ca9/0/12/U4
Ca9/0/12/U5
Ca9/0/13/U0
Ca9/0/13/U1
Ca9/0/13/U2
Ca9/0/13/U3
Ca9/0/13/U4
Ca9/0/13/U5
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0x151
0x156
0x156
0x156
0x156
0x156
0x156
0x157
0x157
0x157
0x157
0x157
0x157
0x154
0x154
0x154
0x154
0x154
0x154
0x155
0x155
0x155
0x155
0x155
0x155
0x15A
0x15A
0x15A
0x15A
0x15A
0x15A
0x15B
0x15B
0x15B
0x15B
0x15B
0x15B
0x158
0x158
0x158
0x158
0x158
0x158
0x159
0x159
0x159
0x159
0x159
0x159
0x15E
0x15E
0x15E
0x15E
0x15E
0x15E
0x15F
0x15F
0x15F
0x15F
0x15F
0x15F
0x15C
0x15C
0x15C
0x15C
0x15C
0x15C
0x15D
0x15D
0x15D
0x15D
0x15D
0x15D

1
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable urm

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

UPSTREAM-CHAN

アップストリーム ケーブル コントローラ下の
アップストリーム チャネル。

MD-US

MAC ドメイン インターフェイス下のアップス
トリーム チャネル。

CARD-CNNR

カード レベルのコネクタ番号。

CARD-RCVR

カード レベルのレシーバ番号。

CHIP

US PHY チップ番号。

CHIP-CNNR

チップ レベル コネクタ番号。

CHIP-RCVR

チップ レベル レシーバ番号。

SLOT/SUBSLOT

このカードのスロット/サブスロット番号。

DEV

US PHY デバイス番号。

DEV-RCVR

US PHY デバイス レシーバ。

MD-US

MACドメイン下のアップストリームチャネル。

MD-IDX

内部 MAC ドメイン インデックス。

CARD-CNNR

カード レベルのコネクタ番号。

CARD-RCVR

カード レベルのレシーバ番号。

DEV-CNNR

デバイス レベルのコネクタ番号。

コマンド

説明

showrunning-configinterfacecable

ユーザが設定した MD:US コネクタのマッピン
グを表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable us-sg

show cable us-sg
Cisco CMTS ルータのすべてのケーブル インターフェイス上で設定されたアップストリーム サー
ビス グループを表示するには、特権 EXEC モードで showcableus-sg コマンドを使用します。
show cable us-sg
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

次に、showcableus-sg コマンドの出力例を示します。
Router# show cable us-sg
Cable MD 5/0/0
US-SG-ID : 1
US-Chan :
Primary-DS: 1/0/0:0
US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3,4,5
MDD Ambiguity : U0,1,2,3,4,5
Cable MD 6/0/0
US-SG-ID : 1
US-Chan :
Primary-DS: 1/0/0:4
US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Cable MD 7/0/0
US-SG-ID : 1
US-Chan :
Primary-DS: 7/0/0:0
US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3
Primary-DS: 7/0/0:1
US-SG-ID:
MDD US-List
: U0,1,2,3
MDD Ambiguity : U0,1,2,3

U0,1,2,3,4,5
1

U0,1,2,3
1

U0,1,2,3
1
1

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドについて説明します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable us-sg

表 182：show interface cable service-flow のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

US-SG-ID

アップストリーム サービス グループ ID。

US-Chan

ケーブル インターフェイス ライン カード上の
アップストリーム チャネル。

Primary-DS

プライマリ ダウンストリーム インターフェイ
ス。

MDD US-List

MAC 管理メッセージ：MDD TLV タイプ 7 の内
容、アップストリーム アクティブ チャネルの
リスト。

MDD Ambiguity

MAC 管理メッセージ：MDD TLV タイプ 8 の内
容、アップストリームあいまいさ解決チャネル
のリスト。

コマンド

説明

showcablemac-domainupstream-service-group

ケーブル インターフェイス ライン カード上の
アップストリーム サービス グループのランタ
イム統計を表示します。
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ケーブル コマンド：show cable m ～ show cable u
show cable us-sg
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
• show checkpoint, 2446 ページ
• show cmts ipc-cable client base, 2453 ページ
• show controller gigabitethernet, 2459 ページ
• show controller integrated-cable, 2462 ページ
• show controllers cable, 2490 ページ
• show controllers cable jib, 2515 ページ
• show controllers cable upstream spectrum, 2523 ページ
• show controllers clock-reference, 2528 ページ
• show controllers jacket, 2538 ページ
• show controllers modular-cable, 2541 ページ
• show controller tengigabitethernet, 2556 ページ
• show cpd, 2561 ページ
• show cr10k-rp cable, 2562 ページ
• show cr10k-rp controller, 2566 ページ
• show cr10k-rp queue, 2570 ページ
• show cr10k-rp slots, 2574 ページ
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show checkpoint

show checkpoint
Cisco CMTS 上のチェックポイント ファシリティ（CF）サブシステムに関する情報を表示するに
は、特権 EXEC モードで showcheckpoint コマンドを使用します。
show checkpoint {clients [ client-id ]| entities| statistics}
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show checkpoint [domain default ]{clients [ client-id ]| entities [ entity-id ]| statistics [buffer-usage]}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

domain default

RF ドメインを指定します。default キーワード
は、デフォルトの RF ドメインを指定します。
このオプションは、Cisco cBR ルータでのみサ
ポートされます。

clients

現在のチェックポイント クライアントのリスト
を表示します。

client-id

（任意）特定のクライアントの統計情報。

entities

現在のチェックポイント エンティティのリスト
を表示します。

statistics

チェックポイント動作の現在のステータスを表
示します。

buffer-usage

多数のバッファを使用するチェックポイント ク
ライアントの統計を表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(11)BC3

このコマンドが、高可用性（HA）の冗長動作をサポートするために導
入されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show checkpoint

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。domain default および buffer-usage キーワード
が追加されました。このオプションは、Cisco cBR ルータでのみサポー
トされます。

___________________
使用上のガイドライン チェックポイント ファシリティ（CF）サブシステムは、アクティブ インターフェイスからスタ
ンバイ インターフェイスへのメッセージの受け渡しを管理します。また、冗長動作中に必要に応
じて、シーケンシングおよびスロットリングも処理します。チェックポイント クライアント（ラ
イン カード、その他のサブシステムなど）は、CF サブシステムに登録されているため、必要に
応じて保護カードまたはスタンバイ プロセッサを、状態変更に従って更新できます。
showcheckpoint コマンドは、クライアント（チェックポイント メッセージを送信する CMTS 上の
他のプロセス）、エンティティ、およびチェックポイント動作のランタイム ステータスに関する
情報を表示します。
showcheckpointclientsclient-id コマンドは、特定のクライアント ID を持つクライアントに関する情
報を表示します。
___________________
例

次に、showcheckpointclients コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show checkpoint clients
Check Point List of Clients
CHKPT on ACTIVE server.
Client Name
Client ID
Msg Send
Msg len Bundling
(number of)
(Total)
----------------------------------------------------------CHKPT DevTest
3
0
0
On
CHKPT EXAMPLE
2
0
0
On
CR10K RP CHKPT
20
0
0
On
Router#

次に、client-id パラメータを指定して showcheckpointclients コマンドを実行した場合の一般的な出
力例を示します。
Router# show checkpoint clients 1
-------------------------------------------------------------------------------Client Name
Client
Entity
Bundle
ID
ID
Mode
-------------------------------------------------------------------------------CHKPT Test client
1
-On
Total API Messages Sent:
0
Total Transport Messages Sent:
0
Length of Sent Messages:
0
Total Blocked Messages Sent:
0
Length of Sent Blocked Messages:
0
Total Non-blocked Messages Sent:
0
Length of Sent Non-blocked Messages:
0
Total Messages Received:
0
Total Rcv Message Len:
0
Total Bytes Allocated:
0
Buffers Held:
0
Huge Buffers Requested:
0
Transport Frag Count:
0

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2447

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show checkpoint

Transport Frag Peak:
Transport Sends w/Flow Off:
Send Errs:
Send Peer Errs:
Rcv Xform Errs:
Xmit Xform Errs:
Incompatible Messages:
Client Unbundles to Process Memory:
Router#

0
0
0
0
0
0
0
T

次に、showcheckpointentities コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show checkpoint entities
Check Point List of Entities
CHKPT on ACTIVE server.
-------------------------------------------------------------------------------Entity Name Entity
ID
-------------------------------------------------------------------------------UBR10k HA Entity Gro 4
Total API Messages Sent: 0
Total IPC Sent: 0
Total Message Len: 0
Total Bytes Allocated: 0

次に、showcheckpointstatistics コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show checkpoint statistics
Check Point Status
CHKPT on ACTIVE server.
Number of chkpt messages currently in hold queue 0
CHKPT MAX MTU size = 1422
IPC MAX MTU size = 4096
CHKPT Pending msg timer = 100 ms
Router#

___________________
例

次に、Cisco cBR ルータ上の show checkpoint client コマンドの出力例を示します。
Router#show checkpoint clients
Check Point List of Clients
For domain 0
-------------------------------------------------------------------------------Client Name
Client
Entity
Bundle
ID
ID
Mode
-------------------------------------------------------------------------------CHKPT Test client
1
-Off
Total Messages Received:
Total Rcv Message Len:
Total API Messages Sent:
Total Transport Messages Sent:
Length of Sent Messages:
Total Blocked Messages Sent:
Length of Sent Blocked Messages:
Total Non-blocked Messages Sent:
Length of Sent Non-blocked Messages:
Total Bytes Allocated:
Buffers Held:
Buffers Held Peak:
Huge Buffers Requested:
Transport Frag Count:
Transport Frag Peak:
Transport Sends w/Flow Off:
Send Errs:
Send Peer Errs:
Rcv Xform Errs:
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show checkpoint

Xmit Xform Errs:
0
Incompatible Messages:
0
Client Unbundles to Process Memory:
T
-------------------------------------------------------------------------------Client Name
Client
Entity
Bundle
ID
ID
Mode
-------------------------------------------------------------------------------Network RF Client
3
-Off
Total Messages Received:
0
Total Rcv Message Len:
0
Total API Messages Sent:
0
Total Transport Messages Sent:
0
Length of Sent Messages:
0
Total Blocked Messages Sent:
0
Length of Sent Blocked Messages:
0
Total Non-blocked Messages Sent:
0
Length of Sent Non-blocked Messages:
0
Total Bytes Allocated:
0
Buffers Held:
0
Buffers Held Peak:
0
Huge Buffers Requested:
0
Transport Frag Count:
0
Transport Frag Peak:
0
Transport Sends w/Flow Off:
0
Send Errs:
0
Send Peer Errs:
0
Rcv Xform Errs:
0
Xmit Xform Errs:
0
Incompatible Messages:
0
Client Unbundles to Process Memory:
T
-------------------------------------------------------------------------------Client Name
Client
Entity
Bundle
ID
ID
Mode
-------------------------------------------------------------------------------Frame Relay
6
-Off
Total Messages Received:
Total Rcv Message Len:
Total API Messages Sent:
Total Transport Messages Sent:
Length of Sent Messages:

0
0
0
0
0

Router#

次に、特定のクライアント ID に対して show checkpoint client コマンドを実行した場合の出力例
を示します。
Router#show checkpoint clients 1
-------------------------------------------------------------------------------Client Name
Client
Entity
Bundle
ID
ID
Mode
-------------------------------------------------------------------------------CHKPT Test client
1
-Off
Total Messages Received:
Total Rcv Message Len:
Total API Messages Sent:
Total Transport Messages Sent:
Length of Sent Messages:
Total Blocked Messages Sent:
Length of Sent Blocked Messages:
Total Non-blocked Messages Sent:
Length of Sent Non-blocked Messages:
Total Bytes Allocated:
Buffers Held:
Buffers Held Peak:
Huge Buffers Requested:
Transport Frag Count:
Transport Frag Peak:
Transport Sends w/Flow Off:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show checkpoint

Send Errs:
Send Peer Errs:
Rcv Xform Errs:
Xmit Xform Errs:
Incompatible Messages:
Client Unbundles to Process Memory:
Router#

0
0
0
0
0
T

次に、特定のクライアント ID に対して show checkpoint entities コマンドを実行した場合の出力例
を示します。
Router#show checkpoint entities
Check Point List of Entities
For domain 0
-------------------------------------------------------------------------------Entity ID
Entity Name
-------------------------------------------------------------------------------4
UBR HA Entity Group
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

API Messages Sent:
Messages Sent:
Sent Message Len:
Bytes Allocated:
Messages Received:
Rcv Message Len:
Number of Members:

0
0
0
0
0
0
2

Member(s) of entity 4 are:
Client ID
Client Name
-----------------------------------------151
UBRCCE PLFM CHKPT
153
UBRCCE SUP CHKPT

Router#

次に、特定のクライアント ID に対して show checkpoint statistics コマンドを実行した場合の出力
例を示します。
Router#show checkpoint statistics
Check Point Status
For domain 0in ACTIVE
Number Of Msgs In Hold Q:
CHKPT MAX Message Size:
TP MAX Message Size:
CHKPT Pending Msg Timer:
FLOW_ON total:
FLOW_OFF total:
Current FLOW status is:
Total API Messages Sent:
Total Messages Sent:
Total Sent Message Len:
Total Bytes Allocated:
Total Messages Received:
Total Rcv Message Len:
Rcv Msg Q Peak:
Hold Msg Q Peak:
Buffers Held Peak:
Current Buffers Held:
Huge Buffers Requested:
Router#
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0
0
65248
100 ms
0
0
ON
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show checkpoint

次に、Cisco cBR ルータのデフォルト ドメインで statistics キーワードに buffer-usage オプション
を指定した場合の出力例を示します。
Router#show checkpoint domain default statistics buffer-usage
-----------------------------------------Checkpoint Client using Large No. Buffers
For Domain 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Client Name
Client
Entity
Bundle
ID
ID
Mode
-------------------------------------------------------------------------------UBRCCE SUP CHKPT
153
4
On
Total Messages Received:
103
Total Rcv Message Len:
2856
Total API Messages Sent:
3380
Total Transport Messages Sent:
-Length of Sent Messages:
1654929
Total Blocked Messages Sent:
0
Length of Sent Blocked Messages:
0
Total Non-blocked Messages Sent:
3380
Length of Sent Non-blocked Messages:
1654929
Total Bytes Allocated:
16102840
Buffers Held:
0
Buffers Held Peak:
85
Huge Buffers Requested:
0
Transport Frag Count:
0
Transport Frag Peak:
0
Transport Sends w/Flow Off:
372
Send Errs:
0
Send Peer Errs:
0
Rcv Xform Errs:
0
Xmit Xform Errs:
0
Incompatible Messages:
0
Client Unbundles to Process Memory:
T
-------------------------------------------------------------------------------Client Name
Client
Entity
Bundle
ID
ID
Mode
-------------------------------------------------------------------------------Archive
87
-Off
Total Messages Received:
11
Total Rcv Message Len:
276
Total API Messages Sent:
39
Total Transport Messages Sent:
39
Length of Sent Messages:
15550
Total Blocked Messages Sent:
0
Length of Sent Blocked Messages:
0
Total Non-blocked Messages Sent:
39
Length of Sent Non-blocked Messages:
15550
Total Bytes Allocated:
18046
Buffers Held:
0
Buffers Held Peak:
33
Huge Buffers Requested:
0
Transport Frag Count:
0
Transport Frag Peak:
0
Transport Sends w/Flow Off:
0
Send Errs:
0
Send Peer Errs:
0
Rcv Xform Errs:
0
Xmit Xform Errs:
0
Incompatible Messages:
0
Client Unbundles to Process Memory:
T
-------------------------------------------------------------------------------Client Name
Client
Entity
Bundle
ID
ID
Mode
-------------------------------------------------------------------------------CCM
108
-On
Total Messages Received:

541
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show checkpoint

Total Rcv Message Len:

35952

Router#

___________________
関連コマンド

これらの関連コマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ ではサポー
トされません。
Command

Description

hccpauthentication

周波数ホップ間の最小間隔を変更します。

hccpcheckversion

バイパス バージョン モードを終了して通常の
HCCP 動作に戻ります。

hccpds-switch

実行 CMTS または保護 CMTS（廃止コマンド）
のダウンストリーム アップコンバータ モジュー
ルを指定します。

hccpprotect

1+1 冗長性環境で、指定した実行 CMTS の保護
CMTS として Cisco CMTS を設定できます。

hccpworking

1+1 冗長性環境で、実行 CMTS として Cisco
CMTS を指定できます。

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されたすべてのケーブル インターフェイスの情
報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定された
特定のケーブル インターフェイスのグループ情
報を表示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cmts ipc-cable client base

show cmts ipc-cable client base
プロセス間通信（IPC）セッション ステータス、ライン カード上のすべてのスロットとサブスロッ
トのサービス情報、および Cisco uBR10012 ルータのセッションごとの統計情報を表示するには、
ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで showcmtsipc-cableclientbase コマンドを使用しま
す。
show cmts ipc-cable client base {client| service| stats}
___________________
構文の説明

client

IPC セッション状態情報を表示します。

service

Cisco uBR10012 ルータ上のスロットおよびサブ
スロットのすべての IPC サービスを表示しま
す。

stats

すべてのセッションの IPC レイヤ統計情報を表
示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC（>）または
特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCF

このコマンドに service キーワードが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは削除されました。

___________________
使用上のガイドライン showcmtsipc-cableclientbaseclient コマンドは、ルート プロセッサ（RP）とライン カード間または
2 つのライン カード間で交換されるメッセージ グループの IPC セッション情報を表示します。こ
の情報には、クライアント ID、クライアント名、IPC 転送情報、スロットとサブスロットの情報、
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cmts ipc-cable client base

セッションがメッセージ交換可能な状況であるかどうかを示すセッション状態、保留中のメッセー
ジの数、および破棄されたメッセージの数などが含まれます。
showcmtsipc-cableclientbaseservice コマンドは、Cisco uBR10012 ルータ上のすべてのスロットおよ
びサブスロットの IPC サービス情報を表示します。この情報には、タイプ オブ サービス（ToS）
とポート ID、IPC メッセージの再試行とタイムアウトの情報、および要求キュー内のウォーター
マーク情報などの IPC ポート情報が含まれます。
showcmtsipc-cableclientbasestats コマンドは、すべてのセッションの IPC レイヤ エラー統計を表
示し、内部デバッグのために使用されます。エラー統計情報には、クライアント ID、クライアン
ト名、転送タイプ、スロットとサブスロットの情報、クライアント バッファ、IPC レイヤ状態、
送受信されたメッセージのエラー カウンタ情報、および IPC の In Service Software Upgrade（ISSU）
登録情報が含まれます。
___________________
例

次に、showcmtsipc-cableclientbaseclient コマンドの出力例を示します。
Router# show cmts ipc-cable client base client
Client Id: 0
Name: CLNT DOCSIS
Slot/Subslot Seat
ISSU Sid Connection State
ropped ISSU MTU
5/0
0x70000 17
RP-CLC
Up
32
6/1
0x50000 65540
RP-CLC
Up
32
8/0
0x60000 589827
RP-CLC
Up
32
Client Id: 1
Name: CLNT HCCP
Slot/Subslot Seat
ISSU Sid Connection State
ropped ISSU MTU
5/0
0x70000 17
RP-CLC
Up
32
6/1
0x50000 65540
RP-CLC
Up
32
8/0
0x60000 589827
RP-CLC
Up
32
Client Id: 2
Name: CLNT PKTCBL
Slot/Subslot Seat
ISSU Sid Connection State
ropped ISSU MTU
5/0
0x70000 17
RP-CLC
Up
32
6/1
0x50000 65540
RP-CLC
Up
32
8/0
0x60000 589827
RP-CLC
Up
32
Client Id: 3
Name: CLNT PNEGO
Slot/Subslot Seat
ISSU Sid Connection State
ropped ISSU MTU
5/0
0x70000 17
RP-CLC
Up
32
6/1
0x50000 65540
RP-CLC
Up
32
8/0
0x60000 589827
RP-CLC
Up
32
Client Id: 4
Name: CLNT PLATFORM
Slot/Subslot Seat
ISSU Sid Connection State
ropped ISSU MTU
5/0
0x70000 17
RP-CLC
Up
32
6/1
0x50000 65540
RP-CLC
Up
32
!
.
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Ready Transport Msg-Pending Msg-D
Yes

IPC

0

0

Yes

IPC

0

0

Yes

IPC

0

0

Ready Transport Msg-Pending Msg-D
Yes

IPC

0

0

Yes

IPC

0

0

Yes

IPC

0

0

Ready Transport Msg-Pending Msg-D
Yes

IPC

0

0

Yes

IPC

0

0

Yes

IPC

0

0

Ready Transport Msg-Pending Msg-D
Yes

IPC

0

0

Yes

IPC

0

0

Yes

IPC

0

0

Ready Transport Msg-Pending Msg-D
Yes

IPC

0

0

Yes

IPC

0

0

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cmts ipc-cable client base

.
.

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 183：show cmts ipc-cable client base client のフィールドの説明

フィールド

説明

Client Id

ISSU のクライアント ID。

Name

クライアント セッション名。

Slot/subslot

スロットとサブスロット。

Seat

セッションの IPC シート番号。

ISSU Sid

ISSU アプリケーション クライアント セッショ
ン サービス識別子。

Connection

接続タイプ。

State

確立された接続状態。

Ready

セッションの準備状態。

Transport

使用されるトランスポート ストリーム。

Msg-Pending

受信確認を待機しているメッセージの総数。

Msd-Dropped

廃棄されたメッセージの総数。

ISSU MTU

ISSU セッションの IPC 最大伝送ユニット
（MTU）。

次に、showcmtsipc-cableclientbaseservice コマンドの出力例を示します。
Router# show cmts ipc-cable client base service
CMTS IPC service 1/0: default
ipc_port_info = 0x69390F4
ipc_port_id = A0000
retry_max = 20 retry_period = 1
rpc_timeout = 120
context = 0x6939164
pid = 399
name = ReqXmt 1/0: default
in_transit = 0 reqQ size = 0
inband = False
reqQ watermark low = 200
med = 500
high = 1000
resume_send = True
block_done = False
CMTS IPC service 3/0: default
ipc_port_info = 0x6939084
ipc_port_id = B0000
retry_max = 20 retry_period = 1
rpc_timeout = 120
context = 0x6937FE4
pid = 405
name = ReqXmt 3/0: default
in_transit = 0 reqQ size = 0
inband = False
reqQ watermark low = 200
med = 500
high = 1000
resume_send = True
block_done = False
CMTS IPC service 5/0: default
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cmts ipc-cable client base

ipc_port_info = 0x465C0C14
ipc_port_id = D000A
retry_max = 20 retry_period = 1
rpc_timeout = 120
context = 0x6937874
pid = 420
name = ReqXmt 5/0: default
in_transit = 0 reqQ size = 0
inband = False
reqQ watermark low = 200
med = 500
high = 1000
resume_send = True
block_done = True
CMTS IPC service 5/0: inband
ipc_port_info = 0xE6C7F50
ipc_port_id = D000B
retry_max = 20 retry_period = 1
rpc_timeout = 20
context = 0x6937644
pid = 424
name = ReqXmt 5/0: inband
in_transit = 0 reqQ size = 0
inband = True
reqQ watermark low = 200
med = 500
high = 1000
resume_send = False
block_done = False
CMTS IPC service 5/0: expedite
ipc_port_info = 0x34C3FA4
ipc_port_id = D000C
retry_max = 3
retry_period = 1
rpc_timeout = 5
context = 0x69380C4
pid = 353
name = ReqXmt 5/0: expedite
in_transit = 0 reqQ size = 0
inband = False
reqQ watermark low = 200
med = 500
high = 1000
resume_send = True
block_done = False
CMTS IPC service 5/0: non critical
ipc_port_info = 0x4CFFBD34
ipc_port_id = D000D
retry_max = 3
retry_period = 10
rpc_timeout = 30
context = 0x6937954
pid = 419
name = ReqXmt 5/0: non critical
in_transit = 0 reqQ size = 0
inband = False
reqQ watermark low = 200
med = 500
high = 1000
resume_send = False
block_done = False
CMTS IPC service 5/1: default
ipc_port_info = 0x6938134
ipc_port_id = C000A
retry_max = 20 retry_period = 1
rpc_timeout = 120
context = 0x69387C4
pid = 226
name = ReqXmt 5/1: default
in_transit = 0 reqQ size = 0
inband = False
reqQ watermark low = 200
med = 500
high = 1000
resume_send = True
block_done = True
CMTS IPC service 5/1: inband
ipc_port_info = 0x34C1F4C
ipc_port_id = C000B
retry_max = 20 retry_period = 1
rpc_timeout = 20
in_transit = 0 reqQ size = 0
inband = True
reqQ watermark low = 200
med = 500
high = 1000
resume_send = False
block_done = False
CMTS IPC service 5/1: expedite
ipc_port_info = 0x2DFFF38
ipc_port_id = C000C
retry_max = 3
retry_period = 1
rpc_timeout = 5
context = 0x465B73D4
pid = 96
name = ReqXmt 5/1: expedite
in_transit = 0 reqQ size = 0
inband = False
reqQ watermark low = 200
med = 500
high = 1000
resume_send = True
block_done = False
CMTS IPC service 5/1: non critical
ipc_port_info = 0x2E00100
ipc_port_id = C000D
retry_max = 3
retry_period = 10
rpc_timeout = 30
context = 0x465BE054
pid = 164
name = ReqXmt 5/1: non critical
in_transit = 0 reqQ size = 0
inband = False
reqQ watermark low = 200
med = 500
high = 1000
resume_send = False
block_done = False

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 184：show cmts ipc-cable client base service のフィールドの説明

フィールド

説明

CMTS IPC service 1/0: default

スロットとサブスロット。サービスのタイプ
（default、inband、expedite、または non-critical）
を記述します。

ipc_port_info

IPC ポート情報。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cmts ipc-cable client base

フィールド

説明

ipc_port_id

IPC ポート ID。

retry_max

Cisco IOS ソフトウェアの IPC レイヤでの最大
再試行回数。

retry_period

IOS IPC レイヤでの再試行間隔。

rpc_timeout

RPC タイムアウト値。

context

コンテキスト値。

pid

プログラム ID 値。

name

IPC サービスのタイプ。

in_transit

受信確認を待機しているメッセージの総数を示
します。

inband

インバンド サービス タイプ。

reqQ size

要求キューのサイズ。

reqQ watermark

キューのしきい値。

resume_send

IPC メッセージ送信が再開されます。

block_done

IPC メッセージがブロックされています。

次に、showcmtsipc-cableclientbasestats コマンドの出力例を示します。
Router# show cmts ipc-cable client base stats
Client Id: 0
Name: CLNT DOCSIS
Slot/subslot: 5 /0
Transport Type = RP-CLC
IPC getbuffer fail
: 0
IPC layer is down
: 0
Sender msg has error
: 0
Rcvd msg fail parser
: 0
Sender drop - Misc.
: 0
SID mgmt Q drop-No CM : 0
SID mgmt Q drop-Misc
: 0
SID mgmt Q full
: 0
SID mgmt Q drop-IF down: 0
IPC timeout
: 0
IPC - no watch boolean : 0
Rcvd client no callback
: 0
CR10K IPC Header transform error : 0
CR10K IPC ISSU send nego failed : 0
CR10K IPC ISSU not compatible
: 0
CR10K IPC ISSU start nego failed : 0
CR10K IPC ISSU register failed
: 0
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cmts ipc-cable client base

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 185：show cmts ipc-cable client base stats のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Client Id

ISSU のクライアント ID。

Name

クライアント セッション名。

Slot/subslot

スロットとサブスロット。

Transport Type

転送タイプ。

コマンド

説明

showcableipc-stats

Cisco CMTS ルータ上のすべての IPC メッセー
ジの統計情報を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2458

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller gigabitethernet

show controller gigabitethernet
ダウンストリーム外部 PHY インターフェイス（DEPI）で使用されるギガビット イーサネット イ
ンターフェイスに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで showcontrollergigabitethernet
コマンドを使用します。
show controller gigabitethernet slot/subslot/{bay| port}
___________________
構文の説明

slot

SIP またはケーブル ライン カードが設置されて
いるスロット。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効な範囲は
3 ～ 6 です。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な範囲は
1 ～ 2 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な範囲は次の
とおりです。
◦ ケーブル ラインカードの場合は 5 ～
8
◦ SIP の場合は 1 および 3

subslot

SIP またはケーブル ライン カードが設置されて
いるサブスロット。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な範囲は次の
とおりです。
◦ スロット 5 ～ 8 のケーブル ライン
カードの場合は 0 または 1
◦ Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB より
前のスロット 1 または 3 の SIP 内の
SPA の場合は、0 または 1 です。Cisco
IOS リリース 12.2(33)SCB 以降では、
サブスロットは指定されていません。

bay

SPA が設置されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller gigabitethernet

port

ポート番号を指定します。
• Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco
uBR7225VXR ルータ：有効な範囲は 0 ～
1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な範囲は次の
とおりです。
◦ スロット 1 および 3 は 0 です
◦ スロット 5 ～ 8 は 0 ～ 4 です

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは show controllers TenGigabitEthernet コマンド
に置き換えられました。

次に、showcontrollergigabitethernet コマンドの出力例を示します。
Router# show controller gigabitethernet 6/1/0
DEPI INTERFACE : GigabitEthernet6/1/0
slot
: 6
subunit
: 256
unit
: 0
slotunit
: 24
type
: 27
fci
: 0x65D
ph_state
: 0x6
MAC
: 0013.5f06.7f74
status
: 0x210040
status2
: 0x80200010
state
: 0x4
encsz
: 14
oir
: 0x0
max_pak_size
: 1524
visible_bw
: 10000
visible_bw_def : 10000
IB CHANNEL
: 3074
Port0 Status
: 1
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller gigabitethernet

Port1 Status
DS

: 1
: 11B7A40C

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 186：show controller gigabitethernet のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

visible_bw

バイパス トラフィック用に設定された帯域幅

IB CHANNEL

バイパス トラフィックの Ironbus チャネル ID

Port0 Status

GigE ポート 0 のステータス

Port1 Status

GigE ポート 1 のステータス

コマンド

説明

showcontrollerethernet

バックプレーン イーサネット（BPE）デバイス
のハードウェアのステータスを表示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

show controller integrated-cable
Cisco UBR-MC20X20V または Cisco uBR-MC88V ライン カードの統計情報、または Cisco cBR シ
リーズ コンバージド ブロードバンド ルータの統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showcontrollerintegrated-cable コマンドを使用します。
show controller integrated-cable {slot/port| slot/subslot/port} [all| association| bpi-entry bpi-index| brief|
config| counters {rf-channel [ rf-channel ]| wb-channel [ wb-channel ]}| errors| fpga_version| iofpga|
mapping {rf-channel [ rf-channel ]| wb-channel [ wb-channel ]}| registers| rf-channel [ rf-channel ]| status|
wideband-channel [ wb-channel ]]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show controllers integrated-cable slot/subslot/port{acfe { cluster index} |all | association | bandwidth {
rf-channel [rf-channel] |wb-channel [wb-channel] } | counter {ofdm-channel | rf-channel [rf-channel]
|wb-channel [wb-channel] } | mapping { rf-channel [rf-channel] |wb-channel [wb-channel] } | rf-channels
grouplistverbose | rf-port | wideband-channel}
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

___________________
構文の説明

slot/port|slot/subslot/port

Cisco uBR7225VXR、Cisco uBR7246VXR、また
は Cisco uBR10012 ルータのケーブル インター
フェイスを指定します。
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。
◦ Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な範
囲は 1 ～ 2 です。
◦ Cisco uBR7246VXR ルータ：有効な範
囲は 3 ～ 6 です。
◦ Cisco uBR10012 ルータ：有効な範囲
は 5 ～ 8 です。
◦ Cisco cBR シリーズ コンバージド ブ
ロードバンド ルータ：有効な範囲は
0 ～ 3、および 6 ～ 9 です。
• subslot：ライン カードが装着されているサ
ブスロット。使用可能なスロットは 0 また
は 1 です。このオプションは、Cisco
uBR10012 ルータで使用できます。Cisco
cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの場合、使用可能なスロットは
0 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
ポート番号。
◦ Cisco uBR10012 ルータ：有効な範囲
は 0 ～ 4 です。
◦ Cisco uBR7246VXR および Cisco
uBR7225VXR ルータ：有効なポート
値は 0 または 1 です。
◦ Cisco cBR シリーズ コンバージド ブ
ロードバンド ルータ：有効な範囲は
0 ～ 7 です。

all

（任意）ライン カードの統計に関する詳細情報
を表示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

（Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ （任意）コントローラの acfe 情報を表示しま
ンド ルータの場合のみ） acfe
す。
association

（任意）コントローラの関連付け情報を表示し
ます。

bpi-entry

（任意）コントローラのベースライン プライバ
シー インターフェイス（BPI）情報を表示しま
す。
• bpi-index：BPI インデックス番号。有効な
範囲は 0 ～ 24575 です。

brief

（任意）ライン カードの統計に関する要約情報
を表示します。

（Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ （任意）RF およびワイドバンド チャネルに関
ンド ルータの場合のみ） bandwidth
する情報を表示します。
config

（任意）JIBハードウェアおよびダウンストリー
ム PHY 設定に関する統計情報を表示します。

counters

（任意）RF およびワイドバンド（WB）チャネ
ル カウンタに関する情報を表示します。

（Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ （任意）チャネル カウンタに関する情報を表示
ンド ルータの場合のみ） counter
します。
rf-channel

RF チャネル情報を表示します。

rf-channel

（任意）RF チャネル番号。有効な範囲は 0 ～
3 です。

wb-channel

ワイドバンド チャネル情報を表示します。

wb-channel

（任意）ワイドバンド チャネル番号。有効な範
囲は 0 ～ 5 です。

errors

（任意）DOCSIS プロセッサ エラー カウンタ、
BPI エラー カウンタ、およびキュー マネージャ
エラー カウンタなど、エラー カウンタに関す
る情報を表示します。

fpga_version

（任意）FPGA バージョン情報を表示します。

iofpga

（任意）IOFPGA 情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

mapping

（任意）RF および WB チャネルのマッピング
統計を表示します。

registers

（任意）JIB ハードウェア ダウンストリーム レ
ジスタ値のリストを表示します。

（Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ （任意）RF チャネルに関する情報を表示しま
ンド ルータの場合のみ） rf-channel
す。
（Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ （任意）RFポートに関する情報を表示します。
ンド ルータの場合のみ） rf-port

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

status

（任意）JIBハードウェアおよびダウンストリー
ム PHY のステータスを表示します。

wideband-channel

（任意）コントローラ ワイドバンド ケーブル
情報を表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCD

コマンドが変更されました。Cisco uBR7246VXR および Cisco
uBR7225VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ上の Cisco
uBR-MC88V ライン カードのサポートが追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。次のオプション キーワードが追加さ
れました。
• fgpa_version
• iofpga
• rf-channel
• wideband-channel

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、ユーザは次のライン カード統計情報を表示できます。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

• コントローラの関連付け
• JIB ハードウェア ダウンストリームの設定
• チャネル カウンタ
• エラー
• WB および RF チャネルのマッピング
• JIB ハードウェア ダウンストリーム レジスタ
• JIB ハードウェア ダウンストリームのステータス

___________________
例

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドおよび acfe cluster キーワードを指定した場合の一
般的な出力例を示します。
Router# show controller integrated-Cable 3/0/0 acfe cluster 0
Integrated-Cable 3/0/0 status:
Topology changed: No
========Cluster 0========
Number of RF:
2
RF
FlexBW
WB
0
35625
0
1
35250
0

ExcessBW
35438
187
35250

Number of BG:
Intf
Demand
WB0
1000
IC0
1000

Max
70875
35625

Quanta
35438
187
35250

2
CIR
0
0

CstrMin
35250
0

Alloc
35437
35438

NBonus
35438
187

Ratio
14855190400
14855609600

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドおよび all キーワードを指定した場合の一般的な出
力例を示します。
Router# show controllers integrated-Cable 6/0/0 all
Integrated Cable Controller 6/0/0:
---------------------------------Channel 1 Annex = B Modulation = 256 QAM
Channel 2 Annex = B Modulation = 256 QAM
Channel 3 Annex = B Modulation = 256 QAM
Channel 4 Annex = B Modulation = 256 QAM
JIB3_DS BPI registers (base address 0xF8880000)
bpi_int_isr_0
[0x00000000] = 0x00000000
bpi_int_ier_0
[0x00000004] = 0x0000000F
glb_int_isr_0
[0x00000010] = 0x00000000
glb_int_ier_0
[0x00000014] = 0x000003FF
glb_int_isr_1
[0x00000020] = 0x00000000
glb_int_ier_1
[0x00000024] = 0x000003FF
bpi_int_fesr_0
[0x00000040] = 0x00000000
bpi_tst_tp_sel_reg
[0x00000050] = 0x00000000
bpi_tst_tp_reg
[0x00000054] = 0x00000000
bpi_cnt_good_packet_in_cnt
[0x00000064] = 0x61308806
bpi_cnt_bad_packet_in_cnt
[0x00000068] = 0x00006538
bpi_cnt_good_packet_out_cnt
[0x0000006C] = 0x61308806
bpi_cnt_bad_packet_out_cnt
[0x00000070] = 0x00006538
bpi_ecc_sbit_err_cnt
[0x00000074] = 0x00000000
glb_sw_rev_id
[0x00000078] = 0x00020002
glb_hw_rev_id
[0x0000007C] = 0x00010008
frz_reg
[0x00000080] = 0x00000000
frz_en
[0x00000084] = 0x00000001
glb_dcm_status
[0x00000088] = 0x00000007
glb_sw_rst
[0x0000008C] = 0x00000000
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

JIB3_DS ERP registers (base address 0xF8881000)
erp_irq_src_reg
[0x00000000] =
erp_irq_en_reg
[0x00000004] =
erp_tp_sel_reg
[0x00000050] =
erp_tp_reg
[0x00000054] =
erp_cfg_reg
[0x00000060] =
erp_err_record_reg
[0x00000064] =
erp_err_addr_record_reg
[0x00000068] =
erp_err_wd_record_reg
[0x0000006C] =
erp_proc_err_addr_record_reg
[0x00000090] =
JIB3_DS RX SPI registers (base address 0xF8882000)
rxspi_irq_src_reg
[0x00000000] =
rxspi_irq_en_reg
[0x00000004] =
rxspi_ferr_src_reg
[0x00000040] =
rxspi_testpoint_sel_reg
[0x00000050] =
rxspi_testpoint_reg
[0x00000054] =
rxspi_rst_cntl_reg
[0x00000060] =
rxspi_cntl_status_reg
[0x00000064] =
rxspi_cfg_cntl_reg
[0x00000068] =
rxspi_afthres_reg
[0x0000006C] =
rxspi_cal_dur_reg
[0x00000070] =
rxspi_non_drop_err_cnt_reg
[0x00000088] =
rxspi_drop_byte_cnt_reg
[0x0000008C] =
rxspi_rx_byte_cnt_reg[0]
[0x000000B0] =
rxspi_rx_byte_cnt_reg[1]
[0x000000B4] =
rxspi_rx_byte_cnt_reg[2]
[0x000000B8] =
rxspi_rx_pkt_cnt_reg[0]
[0x000000C0] =
rxspi_rx_pkt_cnt_reg[1]
[0x000000C4] =
rxspi_rx_pkt_cnt_reg[2]
[0x000000C8] =
rxspi_fifo_pkt_drop_cnt_reg[0]
[0x000000E0] =
rxspi_fifo_pkt_drop_cnt_reg[1]
[0x000000E4] =
rxspi_fifo_pkt_drop_cnt_reg[2]
[0x000000E8] =
rxspi_calendar_table_reg[0]
[0x00000800] =
rxspi_calendar_table_reg[1]
[0x00000804] =
rxspi_calendar_table_reg[2]
[0x00000808] =
rxspi_calendar_table_reg[3]
[0x0000080C] =
JIB3_DS TX SPI registers (base address 0xF8883000)
txspi_irq_src_reg
[0x00000000] =
txspi_irq_en_reg
[0x00000004] =
txspi_ferr_src_reg
[0x00000040] =
txspi_testpoint_sel_reg
[0x00000050] =
txspi_testpoint_reg
[0x00000054] =
txspi_rst_cntl_reg
[0x00000060] =
txspi_cntl_status_reg
[0x00000064] =
txspi_cfg_cntl_reg
[0x00000068] =
txspi_afthres_reg
[0x0000006C] =
txspi_cal_dur_reg
[0x00000070] =
txspi_train_cntl_reg
[0x00000074] =
txspi_nonfatalerr_cnt_reg
[0x00000080] =
txspi_eop_abort_pkt_cnt_reg[0]
[0x00000090] =
txspi_eop_abort_pkt_cnt_reg[1]
[0x00000094] =
txspi_eop_abort_pkt_cnt_reg[2]
[0x00000098] =
txspi_eop_abort_pkt_cnt_reg[3]
[0x0000009C] =
txspi_eop_abort_byte_cnt_reg[0]
[0x000000A0] =
txspi_eop_abort_byte_cnt_reg[1]
[0x000000A4] =
txspi_eop_abort_byte_cnt_reg[2]
[0x000000A8] =
txspi_eop_abort_byte_cnt_reg[3]
[0x000000AC] =
txspi_tx_byte_cnt_reg[0]
[0x000000C0] =
txspi_tx_byte_cnt_reg[1]
[0x000000C4] =
txspi_tx_byte_cnt_reg[2]
[0x000000C8] =
txspi_tx_byte_cnt_reg[3]
[0x000000CC] =
txspi_tx_pkt_cnt_reg[0]
[0x00000100] =
txspi_tx_pkt_cnt_reg[1]
[0x00000104] =
txspi_tx_pkt_cnt_reg[2]
[0x00000108] =
txspi_tx_pkt_cnt_reg[3]
[0x0000010C] =
txspi_calendar_table_reg[0]
[0x00000800] =
txspi_calendar_table_reg[1]
[0x00000804] =
txspi_calendar_table_reg[2]
[0x00000808] =
txspi_calendar_table_reg[3]
[0x0000080C] =
txspi_calendar_table_reg[4]
[0x00000810] =
JIB3_DS DOC registers (base address 0xF8884000)
doc_int_err0
[0x00000000] =
doc_int_err0_ier
[0x00000004] =

0x00000000
0x80000FFF
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x000001FF
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000005
0x00000021
0x01C00180
0x00030000
0x00000000
0x00000000
0xFFFFFFFF
0xFFFFFFFF
0x14B49467
0x3FF2F36C
0x20F3AFA9
0x004A4A35
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000001
0x00000002
0x00000003
0x00000000
0x0000001F
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000009
0x00000001
0x01EC01E8
0x00040000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000001
0x00000002
0x00000003
0x00000004
0x00000000
0xFFBFBFFD
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

doc_int_err1
doc_int_err1_ier
doc_int_fesr
doc_test_sel
doc_testpoint
doc_cfg_ctrl
doc_err_cap_ctrl
doc_err_cap_addr
doc_err_cap_data
doc_seg_num
doc_wb_chan_stats_sel
doc_wb_pkt_cnt
doc_wb_byte_cnt
doc_wb_police_sel
doc_wb_police_data
doc_wb_police_intv
doc_nb_chan_stats_sel
doc_nb_pkt_cnt
doc_nb_byte_cnt
doc_nb_police_sel
doc_nb_police_data
doc_nb_police_intv
doc_int_doc_cnt
doc_int_ecc_sbiterr_cnt
doc_pkt_good_in_cnt
doc_pkt_good_out_cnt
doc_pkt_err_in_cnt
doc_pkt_err_out_cnt
doc_pkt_drop_cnt
doc_efc_all_cnt
doc_efc_hi_cnt
doc_efc_me_cnt
doc_efc_lo_cnt
doc_efc_ch_sel
doc_efc_debug_ctrl
doc_rldram_ext_ecc
doc_rldram_cfg
doc_rldram_ctrl
doc_rldram_status
doc_rldram_blk_clr
doc_rldram_cal_match_win_h
doc_rldram_cal_match_win_l
doc_rldram_ecc_err_rec_addr
doc_magic_num_err_pkt_ctrl
doc_magic_num_err_pkt_addr
doc_magic_num_err_pkt_data
JIB3_DS RIF registers (base address
rif_int_err0
rif_int_ier0
rif_int_fesr0
rif_tp_sel
rif_tp
rif_cfg_ctrl
rif_cnt_in_mpeg_cnt
rif_cnt_out_good_mpeg_cnt
rif_cnt_out_bad_mpeg_cnt
rif_cnt_drop_mpeg_cnt
rif_1bit_ecc_err_stat
JIB3_DS RTN registers (base address
return_int_isr
return_int_ier
return_int_fesr
return_tp_sel
return_tp
return_ctrl_reg
return_pif_loopback_chnl
return_sniffer_nonbonded_en
return_sniffer_bonded_en
return_spi_chnl_sel
return_err_drop_en
return_snf_macda_cfg_addr
return_snf_macda_cfg_data_hi
return_snf_macda_cfg_data_lo
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[0x00000010]
[0x00000014]
[0x00000040]
[0x00000050]
[0x00000054]
[0x00000060]
[0x00000064]
[0x00000068]
[0x0000006C]
[0x00000070]
[0x00000074]
[0x00000078]
[0x0000007C]
[0x00000080]
[0x00000084]
[0x00000088]
[0x0000008C]
[0x00000090]
[0x00000094]
[0x00000098]
[0x0000009C]
[0x000000A0]
[0x000000D4]
[0x000000D8]
[0x000000DC]
[0x000000E0]
[0x000000E4]
[0x000000E8]
[0x000000EC]
[0x000000F0]
[0x000000F4]
[0x000000F8]
[0x000000FC]
[0x00000100]
[0x00000104]
[0x00000114]
[0x00000118]
[0x0000011C]
[0x00000120]
[0x00000124]
[0x00000128]
[0x0000012C]
[0x00000130]
[0x00000150]
[0x00000154]
[0x00000158]
0xF8885000)
[0x00000000]
[0x00000004]
[0x00000040]
[0x00000050]
[0x00000054]
[0x00000060]
[0x00000064]
[0x00000068]
[0x0000006C]
[0x00000070]
[0x00000074]
0xF8886000)
[0x00000000]
[0x00000004]
[0x00000040]
[0x00000050]
[0x00000054]
[0x00000060]
[0x00000064]
[0x00000068]
[0x0000006C]
[0x00000070]
[0x00000074]
[0x00000078]
[0x0000007C]
[0x00000080]

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000000
0x003FFFF8
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x031A0000
0x001F0001
0x00000000
0x000080F7
0x00000001
0x00000077
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x0000004C
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x6130ED6F
0x61308837
0x00000000
0x00006538
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00101544
0x00100389
0x039D7403
0x0B7FFFFF
0x00000000
0x1FFFFFFF
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000000
0x00000007
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0xFFFFFFFF
0xFFFFFFFF
0x00000000
0x00000000
0x00000000

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000000
0x000001FF
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x0000013A
0x0000000F
0x00000000
0x00000000
0x00000000

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

return_in_pifrx_good_cnt
[0x000000A0]
return_in_pifrx_bad_cnt
[0x000000A4]
return_in_piflp_good_cnt
[0x000000A8]
return_in_piflp_bad_cnt
[0x000000AC]
return_in_sniffer_good_cnt
[0x000000B0]
return_in_sniffer_bad_cnt
[0x000000B4]
return_in_spi_loop_good_cnt
[0x000000B8]
return_in_spi_loop_bad_cnt
[0x000000BC]
return_out_spi0_cnt
[0x000000C0]
return_out_spi1_cnt
[0x000000C4]
return_out_spi2_cnt
[0x000000C8]
return_out_spi3_cnt
[0x000000CC]
return_out_spi4_cnt
[0x000000D0]
return_pifrx_if_par_err_drop_cnt
[0x000000D4]
return_pifrx_if_len_err_drop_cnt
[0x000000D8]
return_piflp_if_err_drop_cnt
[0x000000DC]
return_piflp_if_chnl_drop_cnt
[0x000000E0]
return_snf_pb_err_drop_cnt
[0x000000E4]
return_snf_pkt_type_err_drop_cnt
[0x000000E8]
return_spilp_if_err_drop_cnt
[0x000000EC]
return_pifrx_traffic_mux_drop_cnt
[0x000000F0]
return_piflp_traffic_mux_drop_cnt
[0x000000F4]
return_snf_traffic_mux_drop_cnt
[0x000000F8]
return_spilp_traffic_mux_drop_cnt
[0x000000FC]
return_pifrx_fifo_overflow_drop_cnt [0x00000100]
return_piflp_fifo_overflow_drop_cnt [0x00000104]
return_snf_fifo_overflow_drop_cnt
[0x00000108]
return_spilp_fifo_overflow_drop_cnt [0x0000010C]
return_pifrx_if_par_err_cnt
[0x00000110]
return_pifrx_if_len_err_cnt
[0x00000114]
return_pifrx_fifo_ecc_1berr_cnt
[0x00000118]
return_piflp_fifo_ecc_1berr_cnt
[0x0000011C]
return_snf_fifo_ecc_1berr_cnt
[0x00000120]
return_spilp_fifo_ecc_1berr_cnt
[0x00000124]
JIB3_DS DLM registers (base address 0xF8890000)
dlm_int_isr_0
[0x00000000]
dlm_int_ier_0
[0x00000004]
dlm_cnt_local_ts_reg
[0x00000064]
dlm_cfg_tss_comp_reg
[0x00000068]
dlm_cfg_tss_ctrl_reg
[0x0000006C]
dlm_cfg_tss_cmd_reg
[0x00000070]
dlm_cnt_ts_load_cnt
[0x000000BC]
dlm_cnt_ts_chk_failed_cnt
[0x000000C4]
dlm_cnt_tss_perr_cnt
[0x000000C8]
dlm_cnt_load_ts_reg
[0x000000D0]
JIB3_DS SEQ registers (base address 0xF8892000)
seq_int_err0
[0x00000000]
seq_int_ier0
[0x00000004]
seq_int_err3
[0x00000030]
seq_int_ier3
[0x00000034]
seq_int_fatal_err
[0x00000040]
seq_tp_sel
[0x00000050]
seq_tp
[0x00000054]
seq_cfg_en
[0x00000060]
seq_cfg_sync_timer_sel
[0x00000064]
seq_cfg_sync_timer_data
[0x00000068]
seq_cfg_sync_sa_sel
[0x0000006C]
seq_cfg_sync_sa_data_lo
[0x00000070]
seq_cfg_sync_sa_data_hi
[0x00000074]
seq_cfg_tkb_timer_sel
[0x00000078]
seq_cfg_tkb_timer_data
[0x0000007C]
seq_cfg_tkb_max
[0x00000080]
seq_hwdbg_dpv_proc_table_addr
[0x00000090]
seq_hwdbg_dpv_ptr_mod_table
[0x00000094]
seq_hwdbg_dpv_timestamp_table
[0x00000098]
seq_hwdbg_dpv_hcs_table
[0x0000009C]
seq_cnt_blkram_oecc_err_stat
[0x000000A4]
seq_cnt_tran_mpeg_stat
[0x000000A8]
seq_cnt_tran_mpeg_sync_stat
[0x000000AC]
seq_cnt_tran_only_sync_stat
[0x000000B0]
seq_cnt_tran_dpv_stat
[0x000000B8]
JIB3_DS QM registers (base address 0xF8893000)
qm_int_isr0
[0x00000000]

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000000
0x00000000
0xFFFFFFFF
0x00000000
0x61308845
0x00006538
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00006538
0x61308845
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000005
0x00000000
0x5B00EB07
0x00000027
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x003F52EF

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x0000000F
0x000FFFFF
0x00000000
0x00000001
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000001
0x00000004
0x00000000
0x00000004
0x70CC0B91
0x00000000
0x00000014
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0xFFFFFFFF
0x00000000
0x00000000
0x00000000

= 0x00000000
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

qm_int_ier0
[0x00000004]
qm_int_isr1
[0x00000010]
qm_int_ier1
[0x00000014]
qm_int_fat_err_isr
[0x00000040]
qm_tst_tp_sel
[0x00000050]
qm_tst_tp
[0x00000054]
qm_cfg_chnl_rst_0
[0x00000060]
qm_cfg_ctl
[0x0000006C]
qm_cfg_sqf_fac_addr
[0x0000008C]
qm_cfg_sqf_fac_data
[0x00000090]
qm_cfg_bond_chnl_map_addr
[0x00000094]
qm_cfg_bond_chnl_map_data_lo
[0x00000098]
qm_cfg_flt_thr_addr
[0x000000A4]
qm_cfg_flt_thr_data
[0x000000A8]
qm_cfg_repl_addr
[0x000000AC]
qm_cfg_repl_data_lo
[0x000000B0]
qm_hwdbg_buf_mag_addr
[0x000000BC]
qm_hwdbg_wptr_data_lo
[0x000000C0]
qm_hwdbg_wptr_data_mi
[0x000000C4]
qm_hwdbg_wptr_data_hi
[0x000000C8]
qm_hwdbg_rptr_data_lo
[0x000000CC]
qm_hwdbg_rptr_data_mi
[0x000000D0]
qm_hwdbg_rptr_data_hi
[0x000000D4]
qm_hwdbg_qulen_data_lo
[0x000000D8]
qm_hwdbg_qulen_data_mi
[0x000000DC]
qm_hwdbg_qulen_data_hi
[0x000000E0]
qm_hwdbg_contex_data
[0x000000E4]
qm_cfg_dir_stat_addr
[0x000000E8]
qm_cnt_dir_pkt_stat
[0x000000EC]
qm_cnt_dir_byte_stat
[0x000000F0]
qm_cfg_qam_stat_addr
[0x000000F4]
qm_cnt_qam_chnl_pkt_stat
[0x000000F8]
qm_cnt_qam_chnl_byte_stat
[0x000000FC]
qm_cnt_qam_chnl_sync_stat
[0x00000100]
qm_cnt_bpram_ovrflw_stat
[0x00000108]
qm_cnt_que_ovrflw_stat
[0x0000010C]
qm_cnt_good_bpi_pkt_stat
[0x00000110]
qm_cnt_bad_bpi_pkt_stat
[0x00000114]
qm_cnt_bpram_out_good_pkt_stat
[0x0000011C]
qm_cnt_bpram_out_dir_pkt_stat
[0x00000120]
qm_cnt_bpram_out_bonded_pkt_stat
[0x00000124]
qm_cnt_replicated_pkt_stat
[0x00000128]
qm_cnt_bpram_bad_type_pkt_stat
[0x00000134]
qm_cnt_bpram_bad_eop_pkt_stat
[0x00000138]
qm_cnt_bpram_bad_dir_pkt_stat
[0x0000013C]
qm_cnt_bpram_bad_bonded_pkt_stat
[0x00000140]
qm_cnt_bpram_oecc_err_pkt_stat
[0x00000144]
qm_cnt_bpram_bad_pkt_stat
[0x00000148]
qm_cnt_wr_good_pkt_stat
[0x0000014C]
qm_cnt_wr_bad_pkt_stat
[0x00000150]
qm_cnt_drop_bad_pkt_stat
[0x00000154]
qm_cnt_drop_ovrflw_pkt_stat
[0x00000158]
qm_cnt_rd_pkt_stat
[0x0000015C]
qm_cnt_rd_mpeg_stat
[0x00000160]
qm_cnt_rd_mpeg_sync_stat
[0x00000164]
qm_cnt_rd_mpeg_only_sync_stat
[0x00000168]
qm_cnt_tran_pkt_stat
[0x00000170]
qm_cnt_tran_oecc_err_pkt_stat
[0x00000174]
qm_cnt_tran_mpeg_stat
[0x00000178]
qm_cnt_tran_mpeg_sync_stat
[0x0000017C]
qm_cnt_tran_mpeg_only_sync_stat
[0x00000180]
qm_cnt_tran_dpv_stat
[0x00000188]
qm_rldram_ext_ecc
[0x00000198]
qm_rldram_cfg
[0x0000019C]
qm_rldram_ctrl
[0x000001A0]
qm_rldram_status
[0x000001A4]
qm_rldram_cal_match_win_h
[0x000001A8]
qm_rldram_cal_match_win_l
[0x000001AC]
JIB3_DS PG registers (base address 0xF8898000)
pg_mod
[0x00000050]
pg_dhs
[0x00000054]
pg_ipg
[0x0000005C]
pg_num
[0x00000058]
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x0000007F
0x00000000
0x000FFFFF
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000011
0x00000014
0x00000000
0x00000020
0x00000000
0x0000024F
0x00000000
0x0000002D
0x00000000
0x00000000
0x00000C60
0x00016080
0x000012A0
0x00000C60
0x00016080
0x000012A0
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x0000004E
0x00000000
0x00000000
0x0000004C
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x6130886C
0x000000FF
0xC38C8639
0x213DFA0E
0x3486CDA6
0x8399F7DB
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x000000FF
0xC38C863A
0x00000000
0x000000FF
0x00000000
0xC38C8664
0xFFFFFFFF
0x06A0FC65
0x0620376C
0xC38C8664
0x00000000
0xFFFFFFFF
0x06A0FC65
0x0620376C
0x00000000
0x00000000
0x00101544
0x00100389
0x03DF7C03
0x00000000
0x7FFFFFFF

=
=
=
=

0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

pg_payload_length
[0x00000060] =
pg_payload_value
[0x00000064] =
pg_pkt_hdr_prog_0
[0x00000068] =
pg_pkt_hdr_prog_1
[0x0000006C] =
pg_pkt_hdr_1
[0x00000070] =
pg_pkt_hdr_2
[0x00000074] =
pg_pkt_hdr_3
[0x00000078] =
pg_pkt_hdr_4
[0x0000007C] =
pg_pkt_hdr_5
[0x00000080] =
pg_pkt_hdr_6
[0x00000084] =
JIB3_DS PMBIST registers (base address 0xF8899000)
pmbist_ena_addr
[0x00000060] =
pmbist_din_addr
[0x00000064] =
pmbist_dout_addr
[0x0000006C] =
pmbist_trgt_select_addr
[0x00000074] =
pmbist_ff_status
[0x00000078] =
pmbist_num_wr_fr_pmbist
[0x0000007C] =
pmbist_num_rd_fr_pmbist
[0x00000080] =
pmbist_um_wr_2cmd_ff
[0x00000084] =
pmbist_num_rd_2cmd_ff
[0x00000088] =
pmbist_num_rd_rtn_pmbist
[0x0000008C] =
pmbist_num_wr_2dram
[0x00000090] =
pmbist_num_rd_2dram
[0x00000094] =
pmbist_num_rd_fr_dram
[0x00000098] =
DS PHY Configuration of Controller 0:
--------------------Base Frequency = 555000000Hz
RF-Power = 52.0dBmV
Annex = B Modulation = 256QAM
Channel Status Interleave
------- ------ ---------0
Active
32
1
Active
32
2
Active
32
3
Active
32
DS_PHY PLL set for Annex-B
DS PHY Device Information:
------------------Remora Version = 3.10
UPX SW Version = 0x10D
Upconverter Type:Unknown
UPX Part Number =
Device Status:
-------------UPX Alarm Status = 0x3FF
UPX Alarm Mask
= 0x19000
Remora registers (base address 0xF8900000)
-----------------------------------------Remora General Registers (0xF8900000):
-------------------------------------revision
[0x00000000] =
hw_fpga_rev_id
[0x00000004] =
erp_scratch_pad0
[0x00000008] =
erp_scratch_pad1
[0x0000000C] =
Remora Reset and DCM Lock Registers (0xF8900100):
----------------------------------------------reset_ctrl
[0x00000100] =
dcm_lock
[0x00000104] =
Remora Configuration Registers (0xF8900200):
-------------------------------------------port_cfg[0]
[0x00000200] =
port_cfg[1]
[0x00000204] =
port_cfg[2]
[0x00000208] =
port_cfg[3]
[0x0000020C] =
port_cfg[4]
[0x00000210] =
core_config_status
[0x00000214] =
port_rm2tififo_prog_flags[0]
[0x00000218] =
port_rm2tififo_prog_flags[1]
[0x0000021C] =
port_rm2tififo_prog_flags[2]
[0x00000220] =
port_rm2tififo_prog_flags[3]
[0x00000224] =
port_rm2tififo_prog_flags[4]
[0x00000228] =
Remora DFT/Pattern Inject Registers (0xF8900300):

0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000002
0x00000000
0x00008101
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000

0x00000003
0x0000000A
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x0000000F
0x00155549
0x00155548
0x00155548
0x00155548
0x00155548
0x00000020
0xBBA20C0D
0xBBA20C0D
0xBBA20C0D
0xBBA20C0D
0xBBA20C0D
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

------------------------------------------------alt_sym_tst_mode
[0x00000300] =
alt_sym_tst_en_reg
[0x00000304] =
qdr_mem_test_en_reg
[0x00000308] =
qdr_mem_test_rd_wr_reg
[0x0000030C] =
ready_for_data_input
[0x00000318] =
Remora ECC Registers (0xF8900400):
---------------------------------debug_cfg
[0x00000400] =
sniff_frame_cnt
[0x00000404] =
ecc_parity_conf_reg
[0x00000408] =
ecc_uncorrect_data_log_reg
[0x0000040C] =
ecc_uncorrect_log_reg
[0x00000410] =
ecc_correctable_data_log_reg
[0x00000414] =
ecc_correctable_log_reg
[0x00000418] =
qdr_ecc_corr_cnt_reg
[0x0000041C] =
fatal_err_log
[0x00000420] =
err_inj_reg
[0x00000424] =
Remora QDR Registers (0xF8900500):
---------------------------------qdr_phy_idelayctrl_rst_reg
[0x00000500] =
qdr_phy_idelayctrl_rdy_err_reg
[0x00000504] =
qdr_phy_cal_tap_dly_reg
[0x00000508] =
qdr_phy_idelayctrl_ctrl_reg
[0x0000050C] =
qdr_init_ctrl_reg
[0x00000510] =
Remora Interrupt Status Registers (0xF8900600):
----------------------------------------------glb_int_stat_reg
[0x00000600] =
int_stat_gr_reg[0]
[0x00000604] =
int_stat_gr_reg[1]
[0x00000608] =
int_stat_gr_reg[2]
[0x0000060C] =
int_stat_gr_reg[3]
[0x00000610] =
int_stat_gr_reg[4]
[0x00000614] =
misc_int_stat_reg
[0x00000618] =
fatal_err_src_reg
[0x0000061C] =
port_local_interrupt_enable[0]
[0x00000620] =
port_local_interrupt_enable[1]
[0x00000624] =
port_local_interrupt_enable[2]
[0x00000628] =
port_local_interrupt_enable[3]
[0x0000062C] =
port_local_interrupt_enable[4]
[0x00000630] =
misc_int_en_reg
[0x00000634] =
fatal_err_en_reg
[0x00000638] =
port_local_interrupt_override[0]
[0x0000063C] =
port_local_interrupt_override[1]
[0x00000640] =
port_local_interrupt_override[2]
[0x00000644] =
port_local_interrupt_override[3]
[0x00000648] =
port_local_interrupt_override[4]
[0x0000064C] =
misc_int_override
[0x00000650] =
fatal_err_override
[0x00000654] =
Remora Counts Registers (0xF8900800):
------------------------------------illegal_ch_num_pkt_drop_count
[0x00000800] =
fifo_full_mpeg_pkt_drop_count_hi
[0x00000804] =
fifo_full_mpeg_pkt_drop_count_lo
[0x00000808] =
channel_mpeg_pkt_count[0]
[0x0000080C] =
channel_mpeg_pkt_count[1]
[0x00000810] =
channel_mpeg_pkt_count[2]
[0x00000814] =
channel_mpeg_pkt_count[3]
[0x00000818] =
channel_mpeg_pkt_count[4]
[0x0000081C] =
channel_mpeg_pkt_count[5]
[0x00000820] =
channel_mpeg_pkt_count[6]
[0x00000824] =
channel_mpeg_pkt_count[7]
[0x00000828] =
channel_mpeg_pkt_count[8]
[0x0000082C] =
channel_mpeg_pkt_count[9]
[0x00000830] =
channel_mpeg_pkt_count[10]
[0x00000834] =
channel_mpeg_pkt_count[11]
[0x00000838] =
channel_mpeg_pkt_count[12]
[0x0000083C] =
channel_mpeg_pkt_count[13]
[0x00000840] =
channel_mpeg_pkt_count[14]
[0x00000844] =
channel_mpeg_pkt_count[15]
[0x00000848] =
channel_mpeg_pkt_count[16]
[0x0000084C] =
channel_mpeg_pkt_count[17]
[0x00000850] =
channel_mpeg_pkt_count[18]
[0x00000854] =
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0x00005A69
0x00000000
0x00000000
0x00000A12
0x0000001F
0x00000000
0x00000000
0x00000003
0x00002814
0x00000020
0x00002C14
0x00000028
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000261
0x00000ADB
0x00000002
0x801FFFFF
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000001
0x00000000
0x0001FFFF
0x0001FFFF
0x0001FFFF
0x0001FFFF
0x0001FFFF
0x00001FF8
0x00000EFF
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000EE7
0x00000E8C
0x00000839
0x000009DF
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

channel_mpeg_pkt_count[19]
[0x00000858]
port_re_timestamp_count[0]
[0x0000085C]
port_re_timestamp_count[1]
[0x00000860]
port_re_timestamp_count[2]
[0x00000864]
port_re_timestamp_count[3]
[0x00000868]
port_re_timestamp_count[4]
[0x0000086C]
port_rx_fifo_overflow_drop_count[0] [0x00000870]
port_rx_fifo_overflow_drop_count[1] [0x00000874]
port_rx_fifo_overflow_drop_count[2] [0x00000878]
port_rx_fifo_overflow_drop_count[3] [0x0000087C]
port_rx_fifo_overflow_drop_count[4] [0x00000880]
channel_jib_if_pkt_count[0]
[0x00000884]
channel_jib_if_pkt_count[1]
[0x00000888]
channel_jib_if_pkt_count[2]
[0x0000088C]
channel_jib_if_pkt_count[3]
[0x00000890]
channel_jib_if_pkt_count[4]
[0x00000894]
channel_jib_if_pkt_count[5]
[0x00000898]
channel_jib_if_pkt_count[6]
[0x0000089C]
channel_jib_if_pkt_count[7]
[0x000008A0]
channel_jib_if_pkt_count[8]
[0x000008A4]
channel_jib_if_pkt_count[9]
[0x000008A8]
channel_jib_if_pkt_count[10]
[0x000008AC]
channel_jib_if_pkt_count[11]
[0x000008B0]
channel_jib_if_pkt_count[12]
[0x000008B4]
channel_jib_if_pkt_count[13]
[0x000008B8]
channel_jib_if_pkt_count[14]
[0x000008BC]
channel_jib_if_pkt_count[15]
[0x000008C0]
channel_jib_if_pkt_count[16]
[0x000008C4]
channel_jib_if_pkt_count[17]
[0x000008C8]
channel_jib_if_pkt_count[18]
[0x000008CC]
channel_jib_if_pkt_count[19]
[0x000008D0]
Remora Timestamp Registers (0xF8900900):
---------------------------------------local_1024_ts_ctrl
[0x00000900]
local_1024_current_ts
[0x00000904]
local_1024_tcc_ts_latch
[0x00000908]
doc_ts_offset_ch_0_1
[0x0000090C]
doc_ts_offset_ch_2_3
[0x00000910]
doc_ts_offset_ch_4_5
[0x00000914]
doc_ts_offset_ch_6_7
[0x00000918]
doc_ts_offset_ch_8_9
[0x0000091C]
doc_ts_offset_ch_10_11
[0x00000920]
doc_ts_offset_ch_12_13
[0x00000924]
doc_ts_offset_ch_14_15
[0x00000928]
doc_ts_offset_ch_16_17
[0x0000092C]
doc_ts_offset_ch_18_19
[0x00000930]
Remora PRATE/SRATE Registers (0xF8900A00):
-----------------------------------------port_prate_regs[0].prate_ctrl
[0x00000A00]
port_prate_regs[0].prate_m_prime_lo [0x00000A04]
port_prate_regs[0].prate_n_prime_lo [0x00000A08]
port_prate_regs[0].prate_m_prime_hi [0x00000A0C]
port_prate_regs[1].prate_ctrl
[0x00000A10]
port_prate_regs[1].prate_m_prime_lo [0x00000A14]
port_prate_regs[1].prate_n_prime_lo [0x00000A18]
port_prate_regs[1].prate_m_prime_hi [0x00000A1C]
port_prate_regs[2].prate_ctrl
[0x00000A20]
port_prate_regs[2].prate_m_prime_lo [0x00000A24]
port_prate_regs[2].prate_n_prime_lo [0x00000A28]
port_prate_regs[2].prate_m_prime_hi [0x00000A2C]
port_prate_regs[3].prate_ctrl
[0x00000A30]
port_prate_regs[3].prate_m_prime_lo [0x00000A34]
port_prate_regs[3].prate_n_prime_lo [0x00000A38]
port_prate_regs[3].prate_m_prime_hi [0x00000A3C]
port_prate_regs[4].prate_ctrl
[0x00000A40]
port_prate_regs[4].prate_m_prime_lo [0x00000A44]
port_prate_regs[4].prate_n_prime_lo [0x00000A48]
port_prate_regs[4].prate_m_prime_hi [0x00000A4C]
port_srate_regs[0].srate_ctrl
[0x00000A50]
port_srate_regs[0].srate_mn
[0x00000A54]
port_srate_regs[1].srate_ctrl
[0x00000A58]
port_srate_regs[1].srate_mn
[0x00000A5C]
port_srate_regs[2].srate_ctrl
[0x00000A60]

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000000
0x97979796
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x4AFC8612
0x44C96772
0x42A048EA
0x43E61FF6
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000039
0xC354FFA0
0x7291125F
0x04AF04AF
0x04AF04AF
0x04F704F7
0x04F704F7
0x04F704F7
0x04F704F7
0x04F704F7
0x04F704F7
0x04F704F7
0x04F704F7

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000003
0x0005971E
0x08AA5B88
0x00000000
0x00000003
0x00000191
0x00037E78
0x00000000
0x00000003
0x00000191
0x00037E78
0x00000000
0x00000003
0x00000191
0x00037E78
0x00000000
0x00000003
0x00000191
0x00037E78
0x00000000
0x00000003
0x004E0095
0x00000003
0x0191032C
0x00000003
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

port_srate_regs[2].srate_mn
port_srate_regs[3].srate_ctrl
port_srate_regs[3].srate_mn
port_srate_regs[4].srate_ctrl
port_srate_regs[4].srate_mn

[0x00000A64]
[0x00000A68]
[0x00000A6C]
[0x00000A70]
[0x00000A74]

=
=
=
=
=

0x0191032C
0x00000003
0x0191032C
0x00000003
0x0191032C

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドおよび association キーワードを指定した場合の一
般的な出力例を示します。
Router# show controller
WB Association Info for
WB
channel
Wideband-Cable7/1/0:0
Wideband-Cable7/1/3:0

integrated-Cable 7/1/0 association
7/1 No of WB 30
BG
Bundle NB
NB chan Reserved
ID
num
channel
ID
CIR
1057 1
Cable7/1/0 121
0
Multicast
0
1153 1
Cable7/1/3 133
0
Multicast
0

Total
CIR
21751500
21751500
12481000
12481000

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドおよび brief キーワードを指定した場合の一般的な
出力例を示します。
Router# show controllers integrated-Cable 6/0/0 brief
Integrated Cable Controller 6/0/0:
---------------------------------Channel 1 Annex = B Modulation = 256 QAM
Channel 2 Annex = B Modulation = 256 QAM
Channel 3 Annex = B Modulation = 256 QAM
Channel 4 Annex = B Modulation = 256 QAM
Jib3-DS Device Information:
--------------------------Jib3-DS Version = 2.2.1.8
SW Rev ID = 0x00020002 HW Rev ID = 0x00010008
Device Type: Coldplay
Driver State: 3
Channel Resources:
-----------------Total Non-bonded Channels..........= 20
Per-Controller Non-bonded Channels = 4
Total Bonded Channels..............= 32
Per-Controller Bonded Channels.....= 6
Slot-Wide Resources:
-------------------Number of PHS Rules...........= 12K (0x3000)
Number of BPI Table Entries...= 24K (0x6000)
Number of Service Flows.......= 64K (0x10000)
DS PHY Device Information:
------------------Remora Version = 3.10
UPX SW Version = 0x10D
Upconverter Type:Unknown
UPX Part Number =
Device Status:
-------------UPX Alarm Status = 0x3FF
UPX Alarm Mask
= 0x19000

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドおよび bpi-entry キーワードを指定した場合の一般
的な出力例を示します。
Router# show controller integrated-cable 7/1/4 bpi-entry 3
BPI index:3 segment:0 key_no:3 said:2 key_seq:7 AES
Even 5A4B-68E8-5948-FD84-F5E2-1D28-311C-37D8
Iv 4E33-379E-6FCF-9A8E-01CB-AC95-5B4D-AE76
Odd A871-76EA-1D3E-02F8-5EDA-8A8E-1F15-52E6
Iv 6F62-765C-C9E7-DB8A-6FA5-91E8-BE41-3075

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD 以降では、Cisco UBR-MC20X20V ライン カードに保存されている
BPI の重要な情報は、show controller integrated-cable コマンドで bpi-entry キーワードを指定した場
合に表示されます。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドで bpi-entry キーワードを指定した場合の出力例を
示します。
Router# show controller integrated-cable 6/0/0 bpi-entry 1
BPI Index: 1 Segment: 0
Even Key: Valid, Odd Key: Valid
Key Sequence Number: 1 Security Association: 0x2
Key Type: DES
Even Key: 1CE8-45A1-1903-E5 IV: 1513-236D-1FF7-046E
Odd Key: 10EC-6DB2-5441-EC IV: 07C7-1089-0E34-026B

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドで wideband キーワードを指定した場合の、すべて
のコントローラに関する情報の出力例を示します。
Router# show controller
WB
channel
Wideband-Cable7/1/4:0
Wideband-Cable7/1/4:1
Wideband-Cable7/1/4:2
Wideband-Cable7/1/4:3
Wideband-Cable7/1/4:4
Wideband-Cable7/1/4:5

integrated-cable 7/1/4 wideband
BG
WB Host
Primary
ID
Slot/Subslot BG
1185 7/1
Yes
1186 7/1
Yes
1187 7/1
Yes
1188 7/1
Yes
1189 7/1
Yes
1190 7/1
Yes

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドで config キーワードを指定した場合の、すべての
コントローラに関する情報の出力例を示します。
Router# show controllers integrated-Cable 6/0/0 config
Integrated Cable Controller 6/0/0:
---------------------------------Channel 1 Annex = B Modulation = 256 QAM
Channel 2 Annex = B Modulation = 256 QAM
Channel 3 Annex = B Modulation = 256 QAM
Channel 4 Annex = B Modulation = 256 QAM
Jib3-DS Device Information:
--------------------------Jib3-DS Version = 2.2.1.8
SW Rev ID = 0x00020002 HW Rev ID = 0x00010008
Device Type: Coldplay
Driver State: 3
Channel Resources:
-----------------Total Non-bonded Channels..........= 20
Per-Controller Non-bonded Channels = 4
Total Bonded Channels..............= 32
Per-Controller Bonded Channels.....= 6
Slot-Wide Resources:
-------------------Number of PHS Rules...........= 12K (0x3000)
Number of BPI Table Entries...= 24K (0x6000)
Number of Service Flows.......= 64K (0x10000)
Sniffer Configuration:
---------------------Non-Bonded Channel Mask = 0x00000000
Bonded Channel Mask.....= 0x00000000
Sniff All Enable........= False
Configured Sniffer MAC Addresses:
Entry
MAC Address
Enabled
------------------------0
0000.0000.0000
False
1
0000.0000.0000
False
2
0000.0000.0000
False
3
0000.0000.0000
False
4
0000.0000.0000
False
5
0000.0000.0000
False
6
0000.0000.0000
False
7
0000.0000.0000
False
8
0000.0000.0000
False
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

9
10
11
12
13
14
15

0000.0000.0000
0000.0000.0000
0000.0000.0000
0000.0000.0000
0000.0000.0000
0000.0000.0000
0000.0000.0000

Replication Table:
-----------------Replication Entry Index
----------------------41
42
43
44

False
False
False
False
False
False
False

Channel Mask
-----------0x0000000F
0x0000000F
0x0000000F
0x0000000F

Configured Bonding Groups:
-------------------------Bonded Channel
Channels in Bonding Group
-------------------------------------00
0, 1, 2, 3
Sync Configuration:
------------------Channel
MAC Address
-------------------0
001d.70cc.0b90
1
001d.70cc.0b90
2
001d.70cc.0b90
3
001d.70cc.0b90

Interval
-------10 ms
10 ms
10 ms
10 ms

DS PHY Configuration of Controller 0:
--------------------Base Frequency = 555000000Hz
RF-Power = 52.0dBmV
Annex = B Modulation = 256QAM
Channel Status Interleave
------- ------ ---------0
Active
32
1
Active
32
2
Active
32
3
Active
32
DS_PHY PLL set for Annex-B

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドで counters キーワードを指定した場合の、すべて
のコントローラに関する情報の出力例を示します。
Router# show controller integrated-Cable card 7/1 counters rf-channel
Controller RF
MPEG
MPEG
MPEG
Sync
MAP/UCD
Chan Packets
bps
Mbps
Packets
Packets
Tx
Tx
Tx
7/1/0
0
510617849
1411052
1.411052
45424209
894786143
7/1/0
1
511430476
1415614
1.415614
45424208
894786138
7/1/0
2
510750271
1412707
1.412707
45424208
894786121
7/1/0
3
512009268
1416818
1.416818
45424207
894786108
7/1/1
0
268915155
743427
0.74347
45424206
223046013
7/1/1
1
0
0
0.0
0
0
7/1/1
2
0
0
0.0
0
0
7/1/1
3
0
0
0.0
0
0
7/1/2
0
0
0
0.0
0
0
7/1/2
1
0
0
0.0
0
0
7/1/2
2
0
0
0.0
0
0
7/1/2
3
0
0
0.0
0
0
7/1/3
0
269847377
746886
0.746886
45424206
223769698
7/1/3
1
269850587
746936
0.746936
45424205
223769696
7/1/3
2
269851105
746886
0.746886
45424204
223769690
7/1/3
3
269868256
747036
0.747036
45424199
223769663
7/1/4
0
0
0
0.0
0
0
7/1/4
1
0
0
0.0
0
0
7/1/4
2
0
0
0.0
0
0
7/1/4
3
0
0
0.0
0
0
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show controller integrated-cable

Router# show controllers integrated-Cable 6/0/0 counters wb-channel
Controller
WB channel
Tx packets
Tx octets
6/0/0
0
881249714
466143984373
6/0/0
1
0
0
6/0/0
2
0
0
6/0/0
3
0
0
6/0/0
4
0
0
6/0/0
5
0
0

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドで errors キーワードを指定した場合の、すべての
コントローラに関する情報の出力例を示します。
Router# show controllers integrated-Cable 6/0/0 errors
Rx SPI Error Counters:
---------------------Non-Droppable Errors Channel 0 = 00 FIFO Pkt Drop Count Channel 0 = 00000000
Non-Droppable Errors Channel 1 = 00 FIFO Pkt Drop Count Channel 1 = 00000000
Non-Droppable Errors Channel 2 = 00 FIFO Pkt Drop Count Channel 2 = 00000000
Non-Droppable Errors Channel 3 = 00 Dropped Bytes
= 00000000
Tx SPI Error Counters:
---------------------DIP2 Errors
= 00
Illegal Src Pattern Errs = 00
EOP Abort Pkts Channel 0 = 00000000 EOP Abort Bytes Channel 0 = 00000000
EOP Abort Pkts Channel 1 = 00000000 EOP Abort Bytes Channel 1 = 00000000
EOP Abort Pkts Channel 2 = 00000000 EOP Abort Bytes Channel 2 = 00000000
EOP Abort Pkts Channel 3 = 00000000 EOP Abort Bytes Channel 3 = 00000000
DOCSIS Processor Error Counters:
-------------------------------EFC and Stats Errors = 00000000 DOCSIS Engine Errors = 00025934
PHS Errors
= 00000000 Parser Errors
= 00000000
Output Packet Errors = 00000000 Dropped Packets
= 00000000
Input Packet Errors = 00000000 ECC Errors
= 00000000
BPI Error Counters:
------------------Bad Input Pkts = 22 Single-bit ECC Errors = 0
Bad Output Pkts = 22
Queue Manager Error Counters:
----------------------------BPRAM Bad End of Packets..= 00000000 Bonded Map Errors............= 00000000
BPRAM Overflows...........= 00000000 BPRAM Bad Packet Type Errors = 00000000
Directed Map Error Counts = 00000000 BPRAM ECC Errors.............= 00000000
RLDRAM ECC Errors.........= 00000000 Queue Overflows..............= 00000000
Sequencer Error Counters:
------------------------BlkRAM ECC Errors = 00000000
ERP Error Counters:
------------------Processor Bus Errored Address = 0x00000000
Return Interface Error Counters:
-------------------------------Phys If Rx FIFO Oflow Drops = 00000000 Phys If LB FIFO Oflow Drops = 00000000
Sniffer FIFO Oflow Drops....= 00000000 Phys If Rx Parity Errors....= 00000000
Phys If Length Errors.......= 00000000 Phys If Rx FIFO ECC Errors..= 00000000
Phys If LB FIFO ECC Errors..= 00000000 Sniffer FIFO ECC Errors.....= 00000000
SPI LB FIFO ECC Errors......= 00000000
Jib3-DS (Coldplay) interrupt events
count
current
total
bursts Event name
21
25921
0 DOCSIS Processing Block: DSID Valid Error
Internal error packet buffer:
----------------------------IPH Header:
Packet type......... = 0x00
Flags............... = 0x00
Packet Length....... = 33015 (0x80F7)
DOCSIS Header Length = 11
Replication Index... = 0
Stats Index......... = 0x0546
Flags2.............. = 0x01040000
Service Flow........ = 0x00000000
Packet Body:
0x010500E1 0x4411C0FA 0x00895500 0x118072C7
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show controller integrated-cable

0x6A001D70 0xCC0BE208 0x0045B800 0xCA000000
0x003F1121 0x42AC2200 0x63AC2200 0x82C004C0
0x0200B600 0x008000F1 0x318FF541 0x1BA16AE2
0xB303AF17 0x1652643F 0x4498F48E 0xE278F16B
0x167521EC 0x3CBF34DD 0xDCBEA10E 0x0B5AA70C
0xE6B9B77F 0x8E3590ED 0x4EC9388A 0x9B886A51
Internal magic number error packet buffer:
-----------------------------------------No magic number errored packet available

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドで fpga_version キーワードを指定した場合の、す
べてのコントローラに関する情報の出力例を示します。
Router# show controllers integrated-Cable 7/0/0 fpga_version
2020 CARD FPGA VERSION
CORABI FPGA
: 0.53
SPARROW FPGA
: 0.309
WAXBILL FPGA
: 1.7D
COLDPLAY FPGA
: 2.2.1.D
REMORA FPGA
: 0.1.0.14
FAUNA FPGA
: 0.8.0.3
FLORA FPGA
: 0.6.0.7

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドで iofpga キーワードを指定した場合の、すべての
コントローラに関する情報の出力例を示します。
Router# show controllers integrated-Cable 7/0/0 iofpga
SPARROW PHY IOFPGA Registers - Address 0xF8800000:
OFFSET
REGISTER
VALUE
0x00
Revision
0x00000309
0x08
DS RF Control
0x80000003
0x0C
FFT Process Low
0x80007006
0x1C
DCM Lock status
0x00077411
0x20
UPX SPI Control
0x00000000
0x24
UPX SPI Respond
0x00000703
0xB0
BCM 3140 SPI Start
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000
0xC4
BCM 3140 SPI Done
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000
0xD8
BCM3140 Reset
0x000003FF
0x100
FATAL Interrupt
0x00002000
0x104
FATAL Interrupt Enable
0x001FD8FF
0x108
HIGH Priority Interrupt
0x00000000
0x10C
HIGH Priority Interrupt Enable
0x00000000
0x110
Low Priority Interrupt
0x00100000
0x114
Low Priority Interrupt Enable
0x03E03C00
0x118
CPU LB Data Parity Error
0x00000000
0x200
Fauna ERP Interrupt Status
0x00000000
0x204
Flora ERP Interrupt Status
0x00000000
0x208
Coldplay ERP Interrupt Status
0x00000000
0x20C
Remora ERP Interrupt Status
0x00000000
0x210
VGA SPI RF Channel Selection
0x00000000
0x214
VGA SPI RW Gain
0x0000009E
0x218
VGA SPI Write Gain(raven)
0x00000000
0x220
VGA Enable
0x000FFFFF
0x300
Fauna Reset
0x00000003
0x304
Flora Reset
0x00000003
0x308
Coldplay Reset
0x00000003
0x30C
Remora Reset
0x00000007
0x310
Upstream LED
0x00003C00
0x380
Downstream Density License LED
0x00000000
** Sparrow PHY I/O FPGA counters ****
Spurious FFT Interrupts: 0
Spurious FFT CHIP ID: 0
FFT RDY CLEAR Err: 0
FFT Data Ready: 2A6
UPX: SPI 0
Non-fatal 0
BCM3140: SPIA 0
SPIB 0
Non fatal US JIB Flora:
1
Non fatal DS JIB Coldplay: 1
Non fatal Remora FPGA: 1
US Port (BCM3140 channels):
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Boot OK 3
SPIC 0
SPID 0
US JIB Fauna: 1

SPIE 0

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

0: 0
4: 0
8: 0
12: 0
16: 0

1: 0
5: 0
9: 0
13: 0
17: 0

2: 0
6: 0
10: 0
14: 0
18: 0

3: 0
7: 0
11: 0
15: 0
19: 0

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドで mapping キーワードを指定した場合の、すべて
のコントローラに関する情報の出力例を示します。
Router# show controllers integrated-Cable 6/0/0 mapping rf-channel
Ctrlr
RF
MC
MC Rem.
WB
WB
WB Rem.
channel BW %
Ratio
channel
BW %
Ratio
6/0/0
0
33
1
6/0/0:0
63
1
6/0/0
1
33
1
6/0/0:0
63
1
6/0/0
2
33
1
6/0/0:0
63
1
6/0/0
3
33
1
6/0/0:0
63
1
Router# show controllers integrated-Cable 6/0/0 mapping wb-channel
Load for five secs: 18%/1%; one minute: 11%; five minutes: 13%
Time source is NTP, *15:07:17.566 EDT Sun Mar 21 2010
Ctrlr
WB
RF
BW %
Remaining
channel channel
Ratio
6/0/0
0
6/0/0:0
63
1
6/0/0:1
63
1
6/0/0:2
63
1
6/0/0:3
63
1

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドで registers キーワードを指定した場合の、すべて
のコントローラに関する情報の出力例を示します。
Router# show controllers integrated-Cable 6/0/0 registers
JIB3_DS BPI registers (base address 0xF8880000)
bpi_int_isr_0
[0x00000000] = 0x00000000
bpi_int_ier_0
[0x00000004] = 0x0000000F
glb_int_isr_0
[0x00000010] = 0x00000000
glb_int_ier_0
[0x00000014] = 0x000003FF
glb_int_isr_1
[0x00000020] = 0x00000000
glb_int_ier_1
[0x00000024] = 0x000003FF
bpi_int_fesr_0
[0x00000040] = 0x00000000
bpi_tst_tp_sel_reg
[0x00000050] = 0x00000000
bpi_tst_tp_reg
[0x00000054] = 0x00000000
bpi_cnt_good_packet_in_cnt
[0x00000064] = 0x00045B37
bpi_cnt_bad_packet_in_cnt
[0x00000068] = 0x0000000D
bpi_cnt_good_packet_out_cnt
[0x0000006C] = 0x00045B37
bpi_cnt_bad_packet_out_cnt
[0x00000070] = 0x0000000D
bpi_ecc_sbit_err_cnt
[0x00000074] = 0x00000000
glb_sw_rev_id
[0x00000078] = 0x00020002
glb_hw_rev_id
[0x0000007C] = 0x00010008
frz_reg
[0x00000080] = 0x00000000
frz_en
[0x00000084] = 0x00000001
glb_dcm_status
[0x00000088] = 0x00000007
glb_sw_rst
[0x0000008C] = 0x00000000
JIB3_DS ERP registers (base address 0xF8881000)
erp_irq_src_reg
[0x00000000] = 0x00000000
erp_irq_en_reg
[0x00000004] = 0x80000FFF
erp_tp_sel_reg
[0x00000050] = 0x00000000
erp_tp_reg
[0x00000054] = 0x00000000
erp_cfg_reg
[0x00000060] = 0x00000000
erp_err_record_reg
[0x00000064] = 0x00000000
erp_err_addr_record_reg
[0x00000068] = 0x00000000
erp_err_wd_record_reg
[0x0000006C] = 0x00000000
erp_proc_err_addr_record_reg
[0x00000090] = 0x00000000
JIB3_DS RX SPI registers (base address 0xF8882000)
rxspi_irq_src_reg
[0x00000000] = 0x00000000
rxspi_irq_en_reg
[0x00000004] = 0x000001FF
rxspi_ferr_src_reg
[0x00000040] = 0x00000000
rxspi_testpoint_sel_reg
[0x00000050] = 0x00000000
rxspi_testpoint_reg
[0x00000054] = 0x00000000
rxspi_rst_cntl_reg
[0x00000060] = 0x00000000
rxspi_cntl_status_reg
[0x00000064] = 0x00000005
rxspi_cfg_cntl_reg
[0x00000068] = 0x00000021
rxspi_afthres_reg
[0x0000006C] = 0x01C00180
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

rxspi_cal_dur_reg
[0x00000070] =
rxspi_non_drop_err_cnt_reg
[0x00000088] =
rxspi_drop_byte_cnt_reg
[0x0000008C] =
rxspi_rx_byte_cnt_reg[0]
[0x000000B0] =
rxspi_rx_byte_cnt_reg[1]
[0x000000B4] =
rxspi_rx_byte_cnt_reg[2]
[0x000000B8] =
rxspi_rx_pkt_cnt_reg[0]
[0x000000C0] =
rxspi_rx_pkt_cnt_reg[1]
[0x000000C4] =
rxspi_rx_pkt_cnt_reg[2]
[0x000000C8] =
rxspi_fifo_pkt_drop_cnt_reg[0]
[0x000000E0] =
rxspi_fifo_pkt_drop_cnt_reg[1]
[0x000000E4] =
rxspi_fifo_pkt_drop_cnt_reg[2]
[0x000000E8] =
rxspi_calendar_table_reg[0]
[0x00000800] =
rxspi_calendar_table_reg[1]
[0x00000804] =
rxspi_calendar_table_reg[2]
[0x00000808] =
rxspi_calendar_table_reg[3]
[0x0000080C] =
JIB3_DS TX SPI registers (base address 0xF8883000)
txspi_irq_src_reg
[0x00000000] =
txspi_irq_en_reg
[0x00000004] =
txspi_ferr_src_reg
[0x00000040] =
txspi_testpoint_sel_reg
[0x00000050] =
txspi_testpoint_reg
[0x00000054] =
txspi_rst_cntl_reg
[0x00000060] =
txspi_cntl_status_reg
[0x00000064] =
txspi_cfg_cntl_reg
[0x00000068] =
txspi_afthres_reg
[0x0000006C] =
txspi_cal_dur_reg
[0x00000070] =
txspi_train_cntl_reg
[0x00000074] =
txspi_nonfatalerr_cnt_reg
[0x00000080] =
txspi_eop_abort_pkt_cnt_reg[0]
[0x00000090] =
txspi_eop_abort_pkt_cnt_reg[1]
[0x00000094] =
txspi_eop_abort_pkt_cnt_reg[2]
[0x00000098] =
txspi_eop_abort_pkt_cnt_reg[3]
[0x0000009C] =
txspi_eop_abort_byte_cnt_reg[0]
[0x000000A0] =
txspi_eop_abort_byte_cnt_reg[1]
[0x000000A4] =
txspi_eop_abort_byte_cnt_reg[2]
[0x000000A8] =
txspi_eop_abort_byte_cnt_reg[3]
[0x000000AC] =
txspi_tx_byte_cnt_reg[0]
[0x000000C0] =
txspi_tx_byte_cnt_reg[1]
[0x000000C4] =
txspi_tx_byte_cnt_reg[2]
[0x000000C8] =
txspi_tx_byte_cnt_reg[3]
[0x000000CC] =
txspi_tx_pkt_cnt_reg[0]
[0x00000100] =
txspi_tx_pkt_cnt_reg[1]
[0x00000104] =
txspi_tx_pkt_cnt_reg[2]
[0x00000108] =
txspi_tx_pkt_cnt_reg[3]
[0x0000010C] =
txspi_calendar_table_reg[0]
[0x00000800] =
txspi_calendar_table_reg[1]
[0x00000804] =
txspi_calendar_table_reg[2]
[0x00000808] =
txspi_calendar_table_reg[3]
[0x0000080C] =
txspi_calendar_table_reg[4]
[0x00000810] =
JIB3_DS DOC registers (base address 0xF8884000)
doc_int_err0
[0x00000000] =
doc_int_err0_ier
[0x00000004] =
doc_int_err1
[0x00000010] =
doc_int_err1_ier
[0x00000014] =
doc_int_fesr
[0x00000040] =
doc_test_sel
[0x00000050] =
doc_testpoint
[0x00000054] =
doc_cfg_ctrl
[0x00000060] =
doc_err_cap_ctrl
[0x00000064] =
doc_err_cap_addr
[0x00000068] =
doc_err_cap_data
[0x0000006C] =
doc_seg_num
[0x00000070] =
doc_wb_chan_stats_sel
[0x00000074] =
doc_wb_pkt_cnt
[0x00000078] =
doc_wb_byte_cnt
[0x0000007C] =
doc_wb_police_sel
[0x00000080] =
doc_wb_police_data
[0x00000084] =
doc_wb_police_intv
[0x00000088] =
doc_nb_chan_stats_sel
[0x0000008C] =
doc_nb_pkt_cnt
[0x00000090] =
doc_nb_byte_cnt
[0x00000094] =
doc_nb_police_sel
[0x00000098] =
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0x00030000
0x00000000
0x00000000
0x01A499EF
0x00CF4ED0
0x0001F030
0x0001D242
0x0002828C
0x00000684
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000001
0x00000002
0x00000003
0x00000000
0x0000001F
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000009
0x00000001
0x01EC01E8
0x00040000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000001
0x00000002
0x00000003
0x00000004
0x00000000
0xFFBFBFFD
0x00000000
0x003FFFF8
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x031A0000
0x001F0001
0x00000020
0x000080F7
0x00000001
0x00000077
0x00000000
0x00000000
0x00000001
0x00000000
0x00000000
0x0000004C
0x00000000
0x00000000
0x00000001

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

doc_nb_police_data
doc_nb_police_intv
doc_int_doc_cnt
doc_int_ecc_sbiterr_cnt
doc_pkt_good_in_cnt
doc_pkt_good_out_cnt
doc_pkt_err_in_cnt
doc_pkt_err_out_cnt
doc_pkt_drop_cnt
doc_efc_all_cnt
doc_efc_hi_cnt
doc_efc_me_cnt
doc_efc_lo_cnt
doc_efc_ch_sel
doc_efc_debug_ctrl
doc_rldram_ext_ecc
doc_rldram_cfg
doc_rldram_ctrl
doc_rldram_status
doc_rldram_blk_clr
doc_rldram_cal_match_win_h
doc_rldram_cal_match_win_l
doc_rldram_ecc_err_rec_addr
doc_magic_num_err_pkt_ctrl
doc_magic_num_err_pkt_addr
doc_magic_num_err_pkt_data
JIB3_DS RIF registers (base address
rif_int_err0
rif_int_ier0
rif_int_fesr0
rif_tp_sel
rif_tp
rif_cfg_ctrl
rif_cnt_in_mpeg_cnt
rif_cnt_out_good_mpeg_cnt
rif_cnt_out_bad_mpeg_cnt
rif_cnt_drop_mpeg_cnt
rif_1bit_ecc_err_stat
JIB3_DS RTN registers (base address
return_int_isr
return_int_ier
return_int_fesr
return_tp_sel
return_tp
return_ctrl_reg
return_pif_loopback_chnl
return_sniffer_nonbonded_en
return_sniffer_bonded_en
return_spi_chnl_sel
return_err_drop_en
return_snf_macda_cfg_addr
return_snf_macda_cfg_data_hi
return_snf_macda_cfg_data_lo
return_in_pifrx_good_cnt
return_in_pifrx_bad_cnt
return_in_piflp_good_cnt
return_in_piflp_bad_cnt
return_in_sniffer_good_cnt
return_in_sniffer_bad_cnt
return_in_spi_loop_good_cnt
return_in_spi_loop_bad_cnt
return_out_spi0_cnt
return_out_spi1_cnt
return_out_spi2_cnt
return_out_spi3_cnt
return_out_spi4_cnt
return_pifrx_if_par_err_drop_cnt
return_pifrx_if_len_err_drop_cnt
return_piflp_if_err_drop_cnt
return_piflp_if_chnl_drop_cnt
return_snf_pb_err_drop_cnt
return_snf_pkt_type_err_drop_cnt
return_spilp_if_err_drop_cnt

[0x0000009C]
[0x000000A0]
[0x000000D4]
[0x000000D8]
[0x000000DC]
[0x000000E0]
[0x000000E4]
[0x000000E8]
[0x000000EC]
[0x000000F0]
[0x000000F4]
[0x000000F8]
[0x000000FC]
[0x00000100]
[0x00000104]
[0x00000114]
[0x00000118]
[0x0000011C]
[0x00000120]
[0x00000124]
[0x00000128]
[0x0000012C]
[0x00000130]
[0x00000150]
[0x00000154]
[0x00000158]
0xF8885000)
[0x00000000]
[0x00000004]
[0x00000040]
[0x00000050]
[0x00000054]
[0x00000060]
[0x00000064]
[0x00000068]
[0x0000006C]
[0x00000070]
[0x00000074]
0xF8886000)
[0x00000000]
[0x00000004]
[0x00000040]
[0x00000050]
[0x00000054]
[0x00000060]
[0x00000064]
[0x00000068]
[0x0000006C]
[0x00000070]
[0x00000074]
[0x00000078]
[0x0000007C]
[0x00000080]
[0x000000A0]
[0x000000A4]
[0x000000A8]
[0x000000AC]
[0x000000B0]
[0x000000B4]
[0x000000B8]
[0x000000BC]
[0x000000C0]
[0x000000C4]
[0x000000C8]
[0x000000CC]
[0x000000D0]
[0x000000D4]
[0x000000D8]
[0x000000DC]
[0x000000E0]
[0x000000E4]
[0x000000E8]
[0x000000EC]

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00045B5C
0x00045B39
0x00000000
0x00000023
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00101544
0x00100389
0x039D7403
0x0B7FFFFF
0x00000000
0x1FFFFFFF
0x00000000
0x00000000
0x00000001
0x00000000

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000000
0x00000007
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x000A6226
0x000A6226
0x00000000
0x00000000
0x00000000

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000000
0x000001FF
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x0000013A
0x0000000F
0x0000000F
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x000A6224
0x00000000
0x00045B3A
0x00000023
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000023
0x00045B3A
0x00000000
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

return_pifrx_traffic_mux_drop_cnt
[0x000000F0]
return_piflp_traffic_mux_drop_cnt
[0x000000F4]
return_snf_traffic_mux_drop_cnt
[0x000000F8]
return_spilp_traffic_mux_drop_cnt
[0x000000FC]
return_pifrx_fifo_overflow_drop_cnt [0x00000100]
return_piflp_fifo_overflow_drop_cnt [0x00000104]
return_snf_fifo_overflow_drop_cnt
[0x00000108]
return_spilp_fifo_overflow_drop_cnt [0x0000010C]
return_pifrx_if_par_err_cnt
[0x00000110]
return_pifrx_if_len_err_cnt
[0x00000114]
return_pifrx_fifo_ecc_1berr_cnt
[0x00000118]
return_piflp_fifo_ecc_1berr_cnt
[0x0000011C]
return_snf_fifo_ecc_1berr_cnt
[0x00000120]
return_spilp_fifo_ecc_1berr_cnt
[0x00000124]
JIB3_DS DLM registers (base address 0xF8890000)
dlm_int_isr_0
[0x00000000]
dlm_int_ier_0
[0x00000004]
dlm_cnt_local_ts_reg
[0x00000064]
dlm_cfg_tss_comp_reg
[0x00000068]
dlm_cfg_tss_ctrl_reg
[0x0000006C]
dlm_cfg_tss_cmd_reg
[0x00000070]
dlm_cnt_ts_load_cnt
[0x000000BC]
dlm_cnt_ts_chk_failed_cnt
[0x000000C4]
dlm_cnt_tss_perr_cnt
[0x000000C8]
dlm_cnt_load_ts_reg
[0x000000D0]
JIB3_DS SEQ registers (base address 0xF8892000)
seq_int_err0
[0x00000000]
seq_int_ier0
[0x00000004]
seq_int_err3
[0x00000030]
seq_int_ier3
[0x00000034]
seq_int_fatal_err
[0x00000040]
seq_tp_sel
[0x00000050]
seq_tp
[0x00000054]
seq_cfg_en
[0x00000060]
seq_cfg_sync_timer_sel
[0x00000064]
seq_cfg_sync_timer_data
[0x00000068]
seq_cfg_sync_sa_sel
[0x0000006C]
seq_cfg_sync_sa_data_lo
[0x00000070]
seq_cfg_sync_sa_data_hi
[0x00000074]
seq_cfg_tkb_timer_sel
[0x00000078]
seq_cfg_tkb_timer_data
[0x0000007C]
seq_cfg_tkb_max
[0x00000080]
seq_hwdbg_dpv_proc_table_addr
[0x00000090]
seq_hwdbg_dpv_ptr_mod_table
[0x00000094]
seq_hwdbg_dpv_timestamp_table
[0x00000098]
seq_hwdbg_dpv_hcs_table
[0x0000009C]
seq_cnt_blkram_oecc_err_stat
[0x000000A4]
seq_cnt_tran_mpeg_stat
[0x000000A8]
seq_cnt_tran_mpeg_sync_stat
[0x000000AC]
seq_cnt_tran_only_sync_stat
[0x000000B0]
seq_cnt_tran_dpv_stat
[0x000000B8]
JIB3_DS QM registers (base address 0xF8893000)
qm_int_isr0
[0x00000000]
qm_int_ier0
[0x00000004]
qm_int_isr1
[0x00000010]
qm_int_ier1
[0x00000014]
qm_int_fat_err_isr
[0x00000040]
qm_tst_tp_sel
[0x00000050]
qm_tst_tp
[0x00000054]
qm_cfg_chnl_rst_0
[0x00000060]
qm_cfg_ctl
[0x0000006C]
qm_cfg_sqf_fac_addr
[0x0000008C]
qm_cfg_sqf_fac_data
[0x00000090]
qm_cfg_bond_chnl_map_addr
[0x00000094]
qm_cfg_bond_chnl_map_data_lo
[0x00000098]
qm_cfg_flt_thr_addr
[0x000000A4]
qm_cfg_flt_thr_data
[0x000000A8]
qm_cfg_repl_addr
[0x000000AC]
qm_cfg_repl_data_lo
[0x000000B0]
qm_hwdbg_buf_mag_addr
[0x000000BC]
qm_hwdbg_wptr_data_lo
[0x000000C0]
qm_hwdbg_wptr_data_mi
[0x000000C4]
qm_hwdbg_wptr_data_hi
[0x000000C8]
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000004
0x00000000
0x8D7DF4CD
0x00000027
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x003F52EF

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x0000000F
0x000FFFFF
0x00000000
0x00000001
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000001
0x00000014
0x00000000
0x00000014
0x00000000
0x00000000
0x00000015
0x00000000
0x00000000
0x00000001
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x000A6224
0x00000000
0x00000000
0x00000000

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000000
0x0000007F
0x00000000
0x000FFFFF
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000011
0x00000015
0x00000000
0x00000020
0x00000000
0x00000250
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000001
0x00014F60
0x000033A0
0x00000AA0

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

qm_hwdbg_rptr_data_lo
[0x000000CC] =
qm_hwdbg_rptr_data_mi
[0x000000D0] =
qm_hwdbg_rptr_data_hi
[0x000000D4] =
qm_hwdbg_qulen_data_lo
[0x000000D8] =
qm_hwdbg_qulen_data_mi
[0x000000DC] =
qm_hwdbg_qulen_data_hi
[0x000000E0] =
qm_hwdbg_contex_data
[0x000000E4] =
qm_cfg_dir_stat_addr
[0x000000E8] =
qm_cnt_dir_pkt_stat
[0x000000EC] =
qm_cnt_dir_byte_stat
[0x000000F0] =
qm_cfg_qam_stat_addr
[0x000000F4] =
qm_cnt_qam_chnl_pkt_stat
[0x000000F8] =
qm_cnt_qam_chnl_byte_stat
[0x000000FC] =
qm_cnt_qam_chnl_sync_stat
[0x00000100] =
qm_cnt_bpram_ovrflw_stat
[0x00000108] =
qm_cnt_que_ovrflw_stat
[0x0000010C] =
qm_cnt_good_bpi_pkt_stat
[0x00000110] =
qm_cnt_bad_bpi_pkt_stat
[0x00000114] =
qm_cnt_bpram_out_good_pkt_stat
[0x0000011C] =
qm_cnt_bpram_out_dir_pkt_stat
[0x00000120] =
qm_cnt_bpram_out_bonded_pkt_stat
[0x00000124] =
qm_cnt_replicated_pkt_stat
[0x00000128] =
qm_cnt_bpram_bad_type_pkt_stat
[0x00000134] =
qm_cnt_bpram_bad_eop_pkt_stat
[0x00000138] =
qm_cnt_bpram_bad_dir_pkt_stat
[0x0000013C] =
qm_cnt_bpram_bad_bonded_pkt_stat
[0x00000140] =
qm_cnt_bpram_oecc_err_pkt_stat
[0x00000144] =
qm_cnt_bpram_bad_pkt_stat
[0x00000148] =
qm_cnt_wr_good_pkt_stat
[0x0000014C] =
qm_cnt_wr_bad_pkt_stat
[0x00000150] =
qm_cnt_drop_bad_pkt_stat
[0x00000154] =
qm_cnt_drop_ovrflw_pkt_stat
[0x00000158] =
qm_cnt_rd_pkt_stat
[0x0000015C] =
qm_cnt_rd_mpeg_stat
[0x00000160] =
qm_cnt_rd_mpeg_sync_stat
[0x00000164] =
qm_cnt_rd_mpeg_only_sync_stat
[0x00000168] =
qm_cnt_tran_pkt_stat
[0x00000170] =
qm_cnt_tran_oecc_err_pkt_stat
[0x00000174] =
qm_cnt_tran_mpeg_stat
[0x00000178] =
qm_cnt_tran_mpeg_sync_stat
[0x0000017C] =
qm_cnt_tran_mpeg_only_sync_stat
[0x00000180] =
qm_cnt_tran_dpv_stat
[0x00000188] =
qm_rldram_ext_ecc
[0x00000198] =
qm_rldram_cfg
[0x0000019C] =
qm_rldram_ctrl
[0x000001A0] =
qm_rldram_status
[0x000001A4] =
qm_rldram_cal_match_win_h
[0x000001A8] =
qm_rldram_cal_match_win_l
[0x000001AC] =
JIB3_DS PG registers (base address 0xF8898000)
pg_mod
[0x00000050] =
pg_dhs
[0x00000054] =
pg_ipg
[0x0000005C] =
pg_num
[0x00000058] =
pg_payload_length
[0x00000060] =
pg_payload_value
[0x00000064] =
pg_pkt_hdr_prog_0
[0x00000068] =
pg_pkt_hdr_prog_1
[0x0000006C] =
pg_pkt_hdr_1
[0x00000070] =
pg_pkt_hdr_2
[0x00000074] =
pg_pkt_hdr_3
[0x00000078] =
pg_pkt_hdr_4
[0x0000007C] =
pg_pkt_hdr_5
[0x00000080] =
pg_pkt_hdr_6
[0x00000084] =
JIB3_DS PMBIST registers (base address 0xF8899000)
pmbist_ena_addr
[0x00000060] =
pmbist_din_addr
[0x00000064] =
pmbist_dout_addr
[0x0000006C] =
pmbist_trgt_select_addr
[0x00000074] =
pmbist_ff_status
[0x00000078] =
pmbist_num_wr_fr_pmbist
[0x0000007C] =
pmbist_num_rd_fr_pmbist
[0x00000080] =
pmbist_um_wr_2cmd_ff
[0x00000084] =
pmbist_num_rd_2cmd_ff
[0x00000088] =

0x00014F60
0x000033A0
0x00000AA0
0x00000000
0x000000E7
0x00000000
0x00000000
0x0000004E
0x00000000
0x00000000
0x0000004C
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00045B3C
0x0000000D
0x000BD95D
0x00028918
0x00000029
0x000A0738
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x0000000D
0x000BD95D
0x00000000
0x0000000D
0x00000000
0x000BD933
0x000A6226
0x00008140
0x00007E93
0x000BD95E
0x00000000
0x000A6226
0x00008140
0x00007E93
0x00000000
0x00000000
0x00101544
0x00100389
0x03DF7C03
0x00000000
0x7FFFFFFF
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000002
0x00000000
0x00008101
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

pmbist_num_rd_rtn_pmbist
[0x0000008C] =
pmbist_num_wr_2dram
[0x00000090] =
pmbist_num_rd_2dram
[0x00000094] =
pmbist_num_rd_fr_dram
[0x00000098] =
Remora registers (base address 0xF8900000)
-----------------------------------------Remora General Registers (0xF8900000):
-------------------------------------revision
[0x00000000] =
hw_fpga_rev_id
[0x00000004] =
erp_scratch_pad0
[0x00000008] =
erp_scratch_pad1
[0x0000000C] =
Remora Reset and DCM Lock Registers (0xF8900100):
----------------------------------------------reset_ctrl
[0x00000100] =
dcm_lock
[0x00000104] =
Remora Configuration Registers (0xF8900200):
-------------------------------------------port_cfg[0]
[0x00000200] =
port_cfg[1]
[0x00000204] =
port_cfg[2]
[0x00000208] =
port_cfg[3]
[0x0000020C] =
port_cfg[4]
[0x00000210] =
core_config_status
[0x00000214] =
port_rm2tififo_prog_flags[0]
[0x00000218] =
port_rm2tififo_prog_flags[1]
[0x0000021C] =
port_rm2tififo_prog_flags[2]
[0x00000220] =
port_rm2tififo_prog_flags[3]
[0x00000224] =
port_rm2tififo_prog_flags[4]
[0x00000228] =
Remora DFT/Pattern Inject Registers (0xF8900300):
------------------------------------------------alt_sym_tst_mode
[0x00000300] =
alt_sym_tst_en_reg
[0x00000304] =
qdr_mem_test_en_reg
[0x00000308] =
qdr_mem_test_rd_wr_reg
[0x0000030C] =
ready_for_data_input
[0x00000318] =
Remora ECC Registers (0xF8900400):
---------------------------------debug_cfg
[0x00000400] =
sniff_frame_cnt
[0x00000404] =
ecc_parity_conf_reg
[0x00000408] =
ecc_uncorrect_data_log_reg
[0x0000040C] =
ecc_uncorrect_log_reg
[0x00000410] =
ecc_correctable_data_log_reg
[0x00000414] =
ecc_correctable_log_reg
[0x00000418] =
qdr_ecc_corr_cnt_reg
[0x0000041C] =
fatal_err_log
[0x00000420] =
err_inj_reg
[0x00000424] =
Remora QDR Registers (0xF8900500):
---------------------------------qdr_phy_idelayctrl_rst_reg
[0x00000500] =
qdr_phy_idelayctrl_rdy_err_reg
[0x00000504] =
qdr_phy_cal_tap_dly_reg
[0x00000508] =
qdr_phy_idelayctrl_ctrl_reg
[0x0000050C] =
qdr_init_ctrl_reg
[0x00000510] =
Remora Interrupt Status Registers (0xF8900600):
----------------------------------------------glb_int_stat_reg
[0x00000600] =
int_stat_gr_reg[0]
[0x00000604] =
int_stat_gr_reg[1]
[0x00000608] =
int_stat_gr_reg[2]
[0x0000060C] =
int_stat_gr_reg[3]
[0x00000610] =
int_stat_gr_reg[4]
[0x00000614] =
misc_int_stat_reg
[0x00000618] =
fatal_err_src_reg
[0x0000061C] =
port_local_interrupt_enable[0]
[0x00000620] =
port_local_interrupt_enable[1]
[0x00000624] =
port_local_interrupt_enable[2]
[0x00000628] =
port_local_interrupt_enable[3]
[0x0000062C] =
port_local_interrupt_enable[4]
[0x00000630] =
misc_int_en_reg
[0x00000634] =
fatal_err_en_reg
[0x00000638] =
port_local_interrupt_override[0]
[0x0000063C] =
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0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000

0x00000003
0x0000000A
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x0000000F
0x00155549
0x00155548
0x00155548
0x00155548
0x00155548
0x00000020
0xBBA20C0D
0xBBA20C0D
0xBBA20C0D
0xBBA20C0D
0xBBA20C0D
0x00005A69
0x00000000
0x00000000
0x00000A12
0x0000001F
0x00000000
0x00000000
0x00000003
0x00002814
0x00000020
0x00002C14
0x00000028
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000261
0x00000ADB
0x00000002
0x801FFFFF
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000001
0x00000000
0x0001FFFF
0x0001FFFF
0x0001FFFF
0x0001FFFF
0x0001FFFF
0x00001FF8
0x00000EFF
0x00000000

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

port_local_interrupt_override[1]
[0x00000640]
port_local_interrupt_override[2]
[0x00000644]
port_local_interrupt_override[3]
[0x00000648]
port_local_interrupt_override[4]
[0x0000064C]
misc_int_override
[0x00000650]
fatal_err_override
[0x00000654]
Remora Counts Registers (0xF8900800):
------------------------------------illegal_ch_num_pkt_drop_count
[0x00000800]
fifo_full_mpeg_pkt_drop_count_hi
[0x00000804]
fifo_full_mpeg_pkt_drop_count_lo
[0x00000808]
channel_mpeg_pkt_count[0]
[0x0000080C]
channel_mpeg_pkt_count[1]
[0x00000810]
channel_mpeg_pkt_count[2]
[0x00000814]
channel_mpeg_pkt_count[3]
[0x00000818]
channel_mpeg_pkt_count[4]
[0x0000081C]
channel_mpeg_pkt_count[5]
[0x00000820]
channel_mpeg_pkt_count[6]
[0x00000824]
channel_mpeg_pkt_count[7]
[0x00000828]
channel_mpeg_pkt_count[8]
[0x0000082C]
channel_mpeg_pkt_count[9]
[0x00000830]
channel_mpeg_pkt_count[10]
[0x00000834]
channel_mpeg_pkt_count[11]
[0x00000838]
channel_mpeg_pkt_count[12]
[0x0000083C]
channel_mpeg_pkt_count[13]
[0x00000840]
channel_mpeg_pkt_count[14]
[0x00000844]
channel_mpeg_pkt_count[15]
[0x00000848]
channel_mpeg_pkt_count[16]
[0x0000084C]
channel_mpeg_pkt_count[17]
[0x00000850]
channel_mpeg_pkt_count[18]
[0x00000854]
channel_mpeg_pkt_count[19]
[0x00000858]
port_re_timestamp_count[0]
[0x0000085C]
port_re_timestamp_count[1]
[0x00000860]
port_re_timestamp_count[2]
[0x00000864]
port_re_timestamp_count[3]
[0x00000868]
port_re_timestamp_count[4]
[0x0000086C]
port_rx_fifo_overflow_drop_count[0] [0x00000870]
port_rx_fifo_overflow_drop_count[1] [0x00000874]
port_rx_fifo_overflow_drop_count[2] [0x00000878]
port_rx_fifo_overflow_drop_count[3] [0x0000087C]
port_rx_fifo_overflow_drop_count[4] [0x00000880]
channel_jib_if_pkt_count[0]
[0x00000884]
channel_jib_if_pkt_count[1]
[0x00000888]
channel_jib_if_pkt_count[2]
[0x0000088C]
channel_jib_if_pkt_count[3]
[0x00000890]
channel_jib_if_pkt_count[4]
[0x00000894]
channel_jib_if_pkt_count[5]
[0x00000898]
channel_jib_if_pkt_count[6]
[0x0000089C]
channel_jib_if_pkt_count[7]
[0x000008A0]
channel_jib_if_pkt_count[8]
[0x000008A4]
channel_jib_if_pkt_count[9]
[0x000008A8]
channel_jib_if_pkt_count[10]
[0x000008AC]
channel_jib_if_pkt_count[11]
[0x000008B0]
channel_jib_if_pkt_count[12]
[0x000008B4]
channel_jib_if_pkt_count[13]
[0x000008B8]
channel_jib_if_pkt_count[14]
[0x000008BC]
channel_jib_if_pkt_count[15]
[0x000008C0]
channel_jib_if_pkt_count[16]
[0x000008C4]
channel_jib_if_pkt_count[17]
[0x000008C8]
channel_jib_if_pkt_count[18]
[0x000008CC]
channel_jib_if_pkt_count[19]
[0x000008D0]
Remora Timestamp Registers (0xF8900900):
---------------------------------------local_1024_ts_ctrl
[0x00000900]
local_1024_current_ts
[0x00000904]
local_1024_tcc_ts_latch
[0x00000908]
doc_ts_offset_ch_0_1
[0x0000090C]
doc_ts_offset_ch_2_3
[0x00000910]
doc_ts_offset_ch_4_5
[0x00000914]
doc_ts_offset_ch_6_7
[0x00000918]
doc_ts_offset_ch_8_9
[0x0000091C]
doc_ts_offset_ch_10_11
[0x00000920]
doc_ts_offset_ch_12_13
[0x00000924]

=
=
=
=
=
=

0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00001118
0x0000106B
0x00000913
0x00000A6D
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0xA6A5A6A6
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00038EA2
0x00031ADE
0x0001B869
0x00020053
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000
0x00000000

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000039
0xF5D27575
0x7291125F
0x04AF04AF
0x04AF04AF
0x04F704F7
0x04F704F7
0x04F704F7
0x04F704F7
0x04F704F7
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

doc_ts_offset_ch_14_15
[0x00000928]
doc_ts_offset_ch_16_17
[0x0000092C]
doc_ts_offset_ch_18_19
[0x00000930]
Remora PRATE/SRATE Registers (0xF8900A00):
-----------------------------------------port_prate_regs[0].prate_ctrl
[0x00000A00]
port_prate_regs[0].prate_m_prime_lo [0x00000A04]
port_prate_regs[0].prate_n_prime_lo [0x00000A08]
port_prate_regs[0].prate_m_prime_hi [0x00000A0C]
port_prate_regs[1].prate_ctrl
[0x00000A10]
port_prate_regs[1].prate_m_prime_lo [0x00000A14]
port_prate_regs[1].prate_n_prime_lo [0x00000A18]
port_prate_regs[1].prate_m_prime_hi [0x00000A1C]
port_prate_regs[2].prate_ctrl
[0x00000A20]
port_prate_regs[2].prate_m_prime_lo [0x00000A24]
port_prate_regs[2].prate_n_prime_lo [0x00000A28]
port_prate_regs[2].prate_m_prime_hi [0x00000A2C]
port_prate_regs[3].prate_ctrl
[0x00000A30]
port_prate_regs[3].prate_m_prime_lo [0x00000A34]
port_prate_regs[3].prate_n_prime_lo [0x00000A38]
port_prate_regs[3].prate_m_prime_hi [0x00000A3C]
port_prate_regs[4].prate_ctrl
[0x00000A40]
port_prate_regs[4].prate_m_prime_lo [0x00000A44]
port_prate_regs[4].prate_n_prime_lo [0x00000A48]
port_prate_regs[4].prate_m_prime_hi [0x00000A4C]
port_srate_regs[0].srate_ctrl
[0x00000A50]
port_srate_regs[0].srate_mn
[0x00000A54]
port_srate_regs[1].srate_ctrl
[0x00000A58]
port_srate_regs[1].srate_mn
[0x00000A5C]
port_srate_regs[2].srate_ctrl
[0x00000A60]
port_srate_regs[2].srate_mn
[0x00000A64]
port_srate_regs[3].srate_ctrl
[0x00000A68]
port_srate_regs[3].srate_mn
[0x00000A6C]
port_srate_regs[4].srate_ctrl
[0x00000A70]
port_srate_regs[4].srate_mn
[0x00000A74]
TW_UBR10k_34.13#

= 0x04F704F7
= 0x04F704F7
= 0x04F704F7
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000003
0x0005971E
0x08AA5B88
0x00000000
0x00000003
0x00000191
0x00037E78
0x00000000
0x00000003
0x00000191
0x00037E78
0x00000000
0x00000003
0x00000191
0x00037E78
0x00000000
0x00000003
0x00000191
0x00037E78
0x00000000
0x00000003
0x004E0095
0x00000003
0x0191032C
0x00000003
0x0191032C
0x00000003
0x0191032C
0x00000003
0x0191032C

次に、showcontrollerintegrated-cable コマンドで status キーワードを指定した場合の、すべてのコ
ントローラに関する情報の出力例を示します。
Router# show controllers integrated-Cable 6/0/0 status
Load for five secs: 9%/0%; one minute: 11%; five minutes: 13%
Time source is NTP, *15:07:31.309 EDT Sun Mar 21 2010
Jib3-DS Status:
--------------Rx SPI..............: OK
Tx SPI..............: OK
DCM Status..........: OK
ERP Status..........: OK
DOCSIS RLDRAM Status: OK
QM RLDRAM Status....: OK
DS PHY Device Information:
------------------Remora Version = 3.10
UPX SW Version = 0x10D
Upconverter Type:Unknown
UPX Part Number =
Device Status:
-------------UPX Alarm Status = 0x3FF
UPX Alarm Mask
= 0x19000

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータで showcontrollerintegrated-cable
コマンドを実行した場合の一般的な出力例を示します。
Router# show controllers
acfe
Show
all
Show
association
Show
bandwidth
Show
counter
Show
mapping
Show
rf-channel
Show
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integrated-Cable 7/0/0 ?
contrller acfe
all M-CMTS information
interface association info
bandwidth of WB/RF channels
channel counters
mapping of WB/RF channels
rf channels

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

rf-port
wideband-channel

Show rf port
Show wideband channels

次の表で、show controller integrated-cable コマンドで上記のようなさまざまなキーワードを指定し
た場合に表示されるフィールドについて説明します。
表 187：show controller integrated-cable のフィールドの説明

フィールド

説明

WB channel

ワイドバンド チャネル番号。

BG ID

ボンディング グループ ID。

Bundle num

バンドル番号。

NB channel

ナローバンド チャネル番号。

NB chan ID

ナローバンド チャネル ID。

Reserved CIR

予約済み設定情報レート（CIR）値。

Total CIR

設定情報レート（CIR）値の合計。

Controller Chan

コントローラ チャネル番号。

RF Packets

RF パケット。

MPEG bps

MPEG 値（bps 単位）。

MPEG mbps

MPEG 値（Mbps 単位）。

MPEG Packets

MPEG パケット。

Sync Packets

同期パケット。

MAP/UCD

MAP/UCD 値。

Tx Packets

Tx パケット。

Tx Octets

Tx オクテット。

Offset

メモリ オフセット。

Register

ライン カード レジスタ。

Value

レジスタ値。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller integrated-cable

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

BPI Index

ベースライン プライバシー インターフェイス
（BPI）のインデックス番号。

Segment

DOCSIS MAC が使用するハードウェア セグメ
ント。

Even Key

BPI エントリ内の偶数キーの現在の値。

Odd Key

BPI エントリ内の奇数キーの現在の値。

Key Sequence Number

キー シーケンス番号。

Security Association

セキュリティ アソシエーション ID。

Key Type

暗号化アルゴリズム（データ暗号規格（DES）
または Advanced Encryption Standard（AES））
に基づいて保存されているキーのタイプ。

Demand

使用される EIR 要求。つまり、ボンディング グ
ループ間の帯域幅のバランスを取るために使用
される重み付け。

コマンド

説明

cablerf-bandwidth-percent

モジュラ ケーブル（MC）インターフェイスの
静的または動的な帯域幅共有を可能にします。

cableupstreamconnector

特定のダウンストリームとともに使用するCisco
UBR-MC20X20V ケーブル インターフェイス ラ
イン カード上の物理ポートにアップストリーム
ポートをマッピングします。

showcontrollercable

Cisco CMTS ルータのケーブル インターフェイ
スのインターフェイス コントローラに関する情
報を表示します。

showhw-modulebay

ワイドバンド SPA 上のワイドバンド チャネル
またはRFチャネルに関する情報を表示します。

showinterfacecable

ケーブル インターフェイスの現在の設定とス
テータスを表示します。
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show controllers cable
Cisco CMTS ルータのケーブル インターフェイスのインターフェイス コントローラに関する情報
を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで show controllers cable コマンド
を使用します。
show controllers cable {slot/port| slot/subslot/port} [downstream| upstream [ port ][ipc] [mem-stat]
[memory] [proc-cpu][tech-support]]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show controllers cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} [downstream| upstream
[ upstream-index ][ipc] [mem-stat] [memory] [proc-cpu][tech-support]]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show controllers cable slot/subslot/cable-interface-index [downstream| upstream [ port ]]
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効範囲は 1
～ 2 です。
• Cisco uBR7100 シリーズ ルータ：有効な値
は 1 です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6
～ 9 です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリサブスロット。
有効なスロットは 0 または 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効な値は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ～ 4 です。
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cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：port の有効な値は 0
または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR ルータ：有効な値は 0 ～ 15 で
す。

downstream

（任意）ダウンストリーム インターフェイスの
ステータスを表示します。

upstream

（任意）アップストリーム インターフェイスの
ステータスを表示します。

port

（任意）使用するアップストリーム ポートを指
定します。有効な値は 0 以上です。0 はケーブ
ル インターフェイス ライン カードの 1 番目の
アップストリーム ポートです。
Cisco cBR ルータ：有効な値は 0 ～ 7 です。

upstream-index

（任意）アップストリーム ポートに使用するイ
ンデックスを指定します。Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
な値は、0 ～ 3 です。

ipc

（任意）異なるライン カード間のプロセス間通
信（IPC）情報を表示します。
このオプションは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。
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（任意）Broadband Processing Engine（BPE）
ケーブル インターフェイス ライン カードのメ
モリ統計情報の要約を示す showmemorystatistics
コマンドからの出力を表示します。

mem-stat

このオプションは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。
（任意）メモリ統計情報の要約を示す
showmemory コマンドからの出力を表示しま
す。この情報には、BPE ケーブル インターフェ
イス ライン カードでプロセス別に割り当てら
れたメモリも含まれます。

memory

このオプションは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。
（任意）BPE ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのプロセッサ ステータスを示す
showprocessescpu コマンドからの出力を表示し
ます。

proc-cpu

このオプションは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。
（任意、特権 EXEC モードのみ）BPE ケーブル
インターフェイス ライン カードに対する
showtech-support コマンドの出力を示します。

tech-support

このオプションは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

ユーザ EXEC（tech-support 以外のすべてのオプション）、特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが導入されました。

12.0(2)XC

いくつかの追加フィールドを表示するように、このコマンドが変更され
ました。

12.1(5)EC1

Cisco uBR7100 シリーズ ルータ（Cisco uBR7100 シリーズの内蔵アップコ
ンバータを含む）のサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(1)XF1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

12.0(16)SC2、
12.1(10)EC1、
12.2(4)BC1b

SNR 値の計算アルゴリズムが拡張され、より正確な値が算出されるよう
になりました。

12.2(15)CX

Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インターフェイス ライン カードのサポー
トが追加されました。これには、サービス フロー ID（SFID）が 0 である
ためにドロップされたパケットの数の表示も含まれます。

12.2(15)BC2b

mem-stat、memory、および proc-cpukeywords が追加され、Broadband
Processing Engine（BPE）ケーブル インターフェイス ライン カード（Cisco
uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、Cisco uBR10-MC5X20S/U カードな
ど）のオンボード プロセッサからプロセッサ情報が取得されるようにな
りました。

12.3(9a)BC

ライン カード情報の収集時にコンソール セッションを長期使用せずに、
この収集処理を最適化するためのオプション キーワード tech-support が
追加されました。

12.3(17a)BC

Cisco CMTS でロード バランシングのための Dynamic Channel Change
（DCC）のサポートが追加されました。

12.3(17a)BC2

Cisco uBR10-MC5X20H インターフェイス ライン カードのサポートが追加
されました。

12.3(23)BC

downstream キーワードは、Cisco uBR10-MC5X20 ライン カードの MAC
ドメイン ホスト インターフェイスに関連付けられているモジュラ ケーブ
ル インターフェイスのステータスと特性を表示します。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCC

コマンド出力が変更され、複数の論理チャネルが設定されている場合に
論理チャネル情報が表示されるようになりました。

12.2(33)SCE

コマンド構文が変更されました。port パラメータが cable-interface-index
パラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイ
ス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。アップスト
リーム port パラメータは upstream-index に変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
に実装されました。ipc、mem-stat、memory、proc-cpu、tech-support キー
ワードが削除されました。
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___________________
使用上のガイドライン mem-stat、memory、および proc-cpu キーワードは、BPE ケーブル インターフェイス ライン カー
ド（Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、および Cisco uBR10-MC5X20S/U/H カードなど）
のオンボード プロセッサからの関連情報を取得するために使用されます。これにより、ルータ全
体に対してこれらのコマンドを実行する場合とは対照的に、ライン カードに固有の情報を取得で
きます。
logical-index は、cableupstreammax-logical-chans コマンドを使用して複数の論理チャネルを設定
している場合にのみ表示されます。

（注）

mem-stat、memory、および proc-cpu オプションは、オンボード プロセッサを搭載していない
ケーブル インターフェイス ライン カード（Cisco uBR-MC16C カードなど）では使用できませ
ん。
ロード バランシングのための Dynamic Channel Change（DCC）サポート
次のコマンドとフィールドは、show controllers コマンドを DCC と共に使用した例を示します。
Router# show controllers cable x/y upstream | i DCC
DCC: 0 REQs n2 RSPs 0 ACKs
Router# show controllers cx/y downstream| i DCC
DCC: n1 REQs 0 RSPs n3 ACKs
n4 Successful DCCs n5 DCC Failures
DCC end of transaction counts:
DCC unknown cause(e1) offline(e2) if down(e3) no cm(e4)
DCC no resource(e5) no retries(e6) reject(e7) unknown state (e8)
DCC rebuild err (e9) T15 timeout(e10) reinit MAC (e11) dcc succeeds(e12)

この例のフィールドは次のとおりです。
• n1：インターフェイスを通過する DCC REQ メッセージの数。ダウンストリームでは 0 以外
の値。
• n2：インターフェイスを通過する DCC RSP メッセージの数。アップストリームでは 0 以外
の値。
• n3：インターフェイスを通過する DCC ACK メッセージの数。ダウンストリームでは 0 以外
の値。
• n4：正常終了した DCC トランザクションの数。ダウンストリーム方向では 0 以外の値。
• n5：失敗した DCC トランザクションの数。ダウンストリーム方向でのみ 0 以外の値。
上記のカウンタは、DOCSIS 固有の DCC カウンタであり、SNMP MIB でも収集できます。
次に、上記の showcontrollers コマンドの例でインターフェイスから取得された DCC トランザク
ション終了カウントの分類をまとめます。
• e1：不明な原因で終了した DCC トランザクションの数。
• e2：モデムがオフラインになったために終了した DCC トランザクションの数。
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• e3：インターフェイスがダウンしたために終了した DCC トランザクションの数。
• e4：存在しないケーブル モデムが原因で終了した DCC トランザクションの数。
• e5：ターゲットのリソースが不足しているために終了した DCC トランザクションの数。
• e6：DCC-REQ 再試行回数が制限を超えたために終了した DCC トランザクションの数。
• e7：DCC-REQ が拒否されたために終了した DCC トランザクションの数。
• e8：不明な DCC 状態が原因で終了した DCC トランザクションの数。
• e9：ターゲットのケーブル モデムの割り当てが失敗したために終了した DCC トランザクショ
ンの数。
• e10：T15 タイムアウトのために終了した DCC トランザクションの数。
• e11：CM MAC 再初期化のために終了した DCC トランザクションの数。
• e12：正常に終了した DCC トランザクションの数。
このコマンドには、Cisco.com にある『Configuring Load Balancing and Dynamic Channel Change
(DCC) on the Cisco CMTS feature guide』で説明する制約と前提条件が適用されます。
___________________
例

次に、Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC がインストールされている Cisco uBR10012 ルータで
tech-support キーワードを指定した場合の初期情報の例（一部省略）を示します。
Router# show controllers cable 8/1/0 tech-support
------------------ show version -----------------Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 7200 Software (UBR10KCLC-LC-M), Experimental Version 12.3(20040708:1441
55) [bguckel-geo_cable-l2 102]
Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 19-Oct-04 11:28 by bguckel
Image text-base: 0x60008EB8, data-base: 0x60CB0000
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(20011031:221132) [maheshj-cr10k-rommon 15],
DEVELOPMENT SOFTWARE
BOOTLDR: 7200 Software (UBR10KCLC-LC-M), Experimental Version 12.2(20011107:2331
03) [janez-v122_2_xf_throttle.Nov5A 101]
clc_8_1 uptime is 1 week, 9 hours, 54 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 08:59:44 UTC Wed Jul 21 2004
Running default software
cisco uBR10K CLC (NPE-CLC) processor (revision A) with 196608K/65536K bytes of m
emory.
Processor board ID
R7000 CPU at 262MHz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2 Cache
6 slot midplane, Version 1.0
.

次に、Cisco CMTS ルータのスロット 3 でのダウンストリーム接続に対する
showcontrollerscabledownstream コマンドの出力例を示します。
Router# show controllers cable 3/0 downstream
Cable 3/0 Downstream is up
Frequency not set, Channel Width 6 MHz, 64-QAM, Symbol Rate 5.056941 Msps
FEC ITU-T J.83 Annex A, R/S Interleave I=12, J=17

次の表に、showcontrollerscabledownstream コマンドの出力で表示されるフィールドについて説明
します。
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表 188：show controllers cable downstream のフィールドの説明

フィールド

説明

Cable

Cisco ケーブル インターフェイス ライン カード
の位置を示すスロットとポート番号。

Downstream is up

RF ダウンストリーム インターフェイスが有効
です。

Frequency

RF ダウンストリームの送信周波数。（この情
報は、外付けアップコンバータを使用するCisco
CMTS プラットフォーム外部での現在の送信周
波数と一致しないことがあります。）

Channel Width

RF ダウンストリーム チャネルの幅。

QAM

変調方式。

Symbol Rate

送信レート（シンボル数/秒）

FEC ITU-T

Motion Picture Experts Group（MPEG）フレーミ
ング標準。

Annex

RF ダウンストリーム チャネルの Annex。

R/S Interleave I/J

ITU S.83-B に基づく Reed-Solomon フレーミン
グ。

内蔵アップコンバータを搭載したケーブル インターフェイスの場合、showcontrollerscable コマン
ドには、内蔵アップコンバータの周波数および電力設定が含まれます。次に、内蔵アップコンバー
タの情報を示す showcontrollerscable コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show controllers cable 1/0
Interface Cable1/0
Hardware is IMC11
BCM3210 revision=0x56B2
Cable1/0 Upconverter is Enabled Output is Enabled
Model: 74-2094-01 Serial Number: 0WAV04480010 CLEI Code:
CLEI#
HW Rev:
PC2D0107 SW Rev: 007, NVRAM Rev: 006 ECI number 123456
Downstream Frequency 525.0000 MHz
IF Power 0.3 dBmv RF Power 51.0 dBmv
...

次に、Cisco UBR-MC3XG60V ライン カードでケーブル インターフェイス インデックス 0 を指定
して実行した showcontrollerscable コマンドの出力例を示します。ダウンストリーム チャネル ID
と RFID も出力に示されます。
Router# show controller cable 5/0/0
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Interface Cable5/0/0
Hardware is M3G60
HCCP HA FLAGS:
linestate: TRUE hccp_if_inited: FALSE hccphopready: TRUE
hccp_keepalive: FALSE hccp_critical: FALSE ha_critical: FALSE
drop_mac_msgs: FALSE current_active_segment: 0
HCCP HA UPStream FLAGS:
US 1 first_time_up: FALSE
US 2 first_time_up: TRUE
US 3 first_time_up: TRUE
US 4 first_time_up: TRUE
JIB Base: 0x20000000, JIB Revision: 0x00000002, Release: 0x00000033
Cable5/0/0 JIB hardware status:
JIB Downstream port
Enabled
JIB Upstream
port 0 Enabled
JIB Upstream
port 1 Disabled
JIB Upstream
port 2 Disabled
JIB Upstream
port 3 Disabled
JIB CURRENT ACTIVE BPI/PHS Segment: DS: 0 US: 0
S/W CURRENT ACTIVE BPI/PHS Segment: 0
H/W Spectrum Management Information:
Sextant FPGA Revision: 0x1B
FFT Transform Revision: 0x2
IRQ status 0x0, IRQ mask 0x1F
time_stamp_lsb 0x739D, time_stamp_msb 0xB8D3
time_stamp_gen_csr 0x100
FFT Engine State: 1, Busy Count: 0, Wrong State Count: 0
FFT Device Trigger Time Miss Count: 0
FFT Device Sample Overflow: 0, Transform Overflow: 0
FFT Device TSRM Parity: 0, TSRM/TSG Comparison Error: 0, TSG Reload: 1
Upconverter: vcom
Cable5/0/0 Upconverter is Disabled Output is Disabled
Model: 74-3153-05 Serial Number: 0WAV10250089
HW Rev:
PC2D0109 SW Rev: 204, NVRAM Rev: 021 ECI number FFFFFF
Downstream Frequency 537.0000 MHz
RF Power Disabled
idb 0x6565E520 MAC regs 0x20000000 SDRAM 0x28000000
mac ring entries 32 bandwidth ring entries 128 tx ring entries 128 MAP tx ri
entries 128
MAC ring 0xC7A7E00 shadow 0x65745D08 head 8 count 1136840 full 0
Bandwidth ring 0xC7A7EC0 shadow 0x65745E08 head 61 count 189 full 0
PCI low priority ring 0xC7A8100 shadow 0x65746088 head 19 count 19 full 0
US CCF ring 0xC7A8340 shadow 0x65746308 head 0 count 0 full 0
FIB ring 0xC7A87C0 shadow 0x65746808 head 0 count 0 full 0
IPC packets received 0
Drops: Par 0 CRC 0 Len 0
Force Drops IPC 0 Lo/Hi 0/0, 0/0
snfr_fibipc_dmastatus 0x0
Sniffer ring 0xC7A8580 shadow 0x65746588 head 0 count 0 full 0
High priority Tx ring 0xC7A7140 shadow 0x65744388 head 6 tail 8 count 2 full
Low priority Tx ring 0xC7A6D00 shadow 0x65743B08 head 0 tail 0 count 0 full
TIB Tx ring 0xC7A7580 shadow 0x65744C08 head 105 tail 105 count 0 full 0 stu
0
PCCF Tx ring 0xC7A79C0 shadow 0x65745488 head 0 tail 0 count 0 full 0 stuck
JIB SDRAM Correctable ECC Count: 0
SDRAM_CECC_INFO_REG_0: 0x0, SDRAM_CECC_INFO_REG_1: 0x0
JIB SSRAM Correctable ECC Count: 0
JIB Timestamp Mismatch Count: 0
JIB Timestamp Reload Count: 0
Timestamp is from TCC card
throttled 0 enabled 0 disabled 0
Rx: spurious 0 framing_err 0 hcs_err 0 no_buffer 0 short_pkt 0
no_enqueue 0 no_enp 0 miss_count 0 latency 0
invalid_sid 0 invalid_mac 0 bad_ext_hdr_pdu 0 concat 0 bad-concat 0
Tx: full 0 drop 0 stuck 0 latency 0
MTx: full 0 drop 0 stuck 0 latency 0
Slots 0 NoUWCollNoEngy 0 FECorHCS 0 HCS 0
Req 186 ReqColl 0 ReqNoise 0 ReqNoEnergy 2198449112
ReqData 0 ReqDataColl 0 ReqDataNoise 0 ReqDataNoEnergy 0
Rng 1136720 RngColl 0 RngNoise 0
FECBlks 1137342 UnCorFECBlks 0 CorFECBlks 0
MAP FIFO overflow 0, Rx FIFO overflow 0, No rx buf 0
DS FIFO overflow 0, US FIFO overflow 0, US stuck 0
Bandwidth Requests= 0xBA
Piggyback Requests= 0x3
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Ranging Requests= 0x115852
Timing Offset = 0x0
Master Clock Timestamp = 0xB8D5DBCD
Bad bandwidth Requests= 0x0
Bad REG_ACK= 0x0
No REG_RESP buffer= 0x0
Cable5/0/0 Downstream is up
Frequency 537.0000 MHz, Channel Width 6 MHz, 64-QAM, Symbol Rate 5.056941 M
FEC ITU-T J.83 Annex B, R/S Interleave I=32, J=4
Downstream channel ID: 255
Dynamic Services Stats (All Downstreams):
DSA: 0 REQs 0 RSPs 0 ACKs
0 Successful DSAs 0 DSA Failures
DSC: 0 REQs 0 RSPs 0 ACKs
0 Successful DSCs 0 DSC Failures
DSD: 0 REQs 0 RSPs
0 Successful DSDs 0 DSD Failures
DBC: 0 REQs 0 RSPs(Rcvd) 0 ACKs
0 Successful DBCs 0 DBC Failures 0 DBC Partial
0 DBC Protocol Violations
DCC: 0 REQs 0 RSPs 0 ACKs
0 Successful DCCs 0 DCC Failures
0 DCC Departs 0 DCC Arrives
DCC end of transaction counts:
DCC unknown cause(0) offline(0) if down(0) no cm(0)
DCC no resource(0) no retries(0) reject(0) unknown state (0)
DCC rebuild err (0) T15 timeout(0) wrong channel(0) reinit MAC (0)
DCC dcc succeeds(0)
DCC wcm(0)
CM STATUS Stats:
0 invalid_event 0 tlv_error
0 disabled_event 0 invalid_state
0 invalid_chid 0 prim_chid
Local total modems 0, modems active 0, total DS flows 2
NB DS Mo1/1/0:0, STATE: UP
Frequency 55.0000 MHz 256-QAM, ANNEX B, R/S Interleave I=32, J=4
Network Delay 550 (usec)
Bandwidth (Kbps): 13800, Load Percent: 0
Channel ID: 193, US MAP: 0x0001
Total modems: 2, modems active : 2, total DS flows: 3
NB DS Cable5/0/0, STATE: DOWN
Frequency 537.0000 MHz 64-QAM, ANNEX B, R/S Interleave I=32, J=4
Network Delay 0 (usec)
Bandwidth (Kbps): 20800, Load Percent: 0
Channel ID: 255, US MAP: 0x000F
// Output displaying the DS_chan_id and RFID IDs//
DS_chan_id RFID Interface
-------------------------------------193
24
Mo1/1/0:0
-------------------------------------MDDs
Primary
Non-Primary
---------------------------------------------1/1/0:0
582033
0
1/1/0:1
0
582030
---------------------------------------------..
...

次に、Cisco uBR-MC28U ケーブル インターフェイス ライン カードまたは内蔵アップコンバータ
を搭載したケーブル インターフェイス ライン カードでのダウンストリームに対する show controllers
cable downstream コマンドの出力例を示します。
Router# show controllers cable 6/0 downstream
Interface Cable6/0
Hardware is MC28U (F-connector) with Integrated Up-converter
Primary rommon version is: 11.4
Secondary rommon version is: 6553.5
Current rommon is Primary
Late input drops = 0
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
JIB version 372
H/W Spectrum Management Information:
BCM3138 Chip State: 1 1 1 1, Serial Port State 1, Busy Count: 0 25 0 0
Spectrum Management IPC Statistics:
Tx Statistics
Pkts: 48413, Lock Errs: 0, MB not Empty: 0, No Buffs: 0
Rx Statistics
Pkts: 46097, Timeout: 1, Unexpected: 0, No Buffs: 0, Lock Errs: 0
Inuse band lower=0 upper=0 CNR=56
candidate band lower=0 upper=0 Mod=0
Inuse band lower=0 upper=0 CNR=52
candidate band lower=0 upper=0 Mod=0
Inuse band lower=0 upper=0 CNR=55
candidate band lower=0 upper=0 Mod=0
Inuse band lower=23000 upper=26200 CNR=55
candidate band lower=23000 upper=26200 Mod=0
Cable6/0 Upconverter is Enabled Output is Enabled
Model: 74-2094-05 Serial Number: 0WAV06530029 CLEI Code: FFFFFFFFFF
HW Rev:
PC2D0108 SW Rev: 010, NVRAM Rev: 006 ECI number FFFFFF
Downstream Frequency 471.0000 MHz
RF Power 54.9 dBmv

次に、Cisco CMTS ルータのスロット 8、サブスロット 0、およびポート 0 のケーブル インター
フェイス ライン カードに対する showcontrollerscabledownstream コマンドの出力例を示します。
Router# show controllers cable 8/0/0 downstream
Cable8/0/0 Downstream is up
Frequency 453.0000 MHz, Channel Width 6 MHz, 64-QAM, Symbol Rate 5.056941 Msps
FEC ITU-T J.83 Annex B, R/S Interleave I=32, J=4
Downstream channel ID: 191
Dynamic Services Stats:
DSA: 0 REQs 0 RSPs 0 ACKs
0 Successful DSAs 0 DSA Failures
DSC: 0 REQs 0 RSPs 0 ACKs
0 Successful DSCs 0 DSC Failures
DSD: 0 REQs 0 RSPs
0 Successful DSDs 0 DSD Failures
DCC: 0 REQs 0 RSPs 0 ACKs
0 Successful DCCs 0 DCC Failures
DCC end of transaction counts:
DCC unknown cause(0) offline(0) if down(0) no cm(0)
DCC no resource(0) no retries(0) reject(0) unknown state (0)
DCC rebuild err (0) T15 timeout(0) wrong channel(0) reinit MAC (0)
DCC dcc succeeds(0)
DCC wcm(0)
Local total modems 800, modems active 800, total DS flows 801
NB DS Mo3/0/1:0, STATE: UP
Frequency 555.0000 MHz 64-QAM, ANNEX B, R/S Interleave I=32, J=4
Network Delay 550 (usec)
Bandwidth (Kbps): 4315, Load Percent: 0
Channel ID: 48, US MAP: 0x0037
Total modems: 4, modems active : 4, total DS flows: 5
NB DS Mo3/0/1:1, STATE: UP
Frequency 561.0000 MHz 64-QAM, ANNEX B, R/S Interleave I=32, J=4
Network Delay 550 (usec)
Bandwidth (Kbps): 4315, Load Percent: 0
Channel ID: 49, US MAP: 0x0037
Total modems: 2, modems active : 2, total DS flows: 3
NB DS Mo3/0/1:2, STATE: UP
Frequency 567.0000 MHz 64-QAM, ANNEX B, R/S Interleave I=32, J=4
Network Delay 550 (usec)
Bandwidth (Kbps): 4315, Load Percent: 0
Channel ID: 50, US MAP: 0x0037
Total modems: 1, modems active : 1, total DS flows: 2
NB DS Mo3/0/1:3, STATE: UP
Frequency 573.0000 MHz 64-QAM, ANNEX B, R/S Interleave I=32, J=4
Network Delay 550 (usec)
Bandwidth (Kbps): 13485, Load Percent: 0
Channel ID: 51, US MAP: 0x0037
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

Total modems: 3, modems active : 3, total DS flows: 4

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG で、Cisco ワイドバンド SPA とダウンストリームを共有す
る Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードについて、showcontrollerscabledownstream コマンドの出
力例を示します。
Router# show controllers cable 8/0/0 downstream
Dynamic Services Stats (All Downstreams):
DSA: 0 REQs 0 RSPs 0 ACKs
0 Successful DSAs 0 DSA Failures
DSC: 0 REQs 0 RSPs 0 ACKs
0 Successful DSCs 0 DSC Failures
DSD: 0 REQs 29 RSPs
0 Successful DSDs 0 DSD Failures
DBC: 0 REQs 96 RSPs(Rcvd) 0 ACKs
0 Successful DBCs 0 DBC Failures 0 DBC Partial
96 DBC Protocol Violations
0 Total DBC Pending Q-Size
DCC: 0 REQs 0 RSPs 0 ACKs
0 Successful DCCs 0 DCC Failures
0 DCC Departs 0 DCC Arrives
DCC end of transaction counts:
DCC unknown cause(0) offline(0) if down(0) no cm(0)
DCC no resource(0) no retries(0) reject(0) unknown state (0)
DCC rebuild err (0) T15 timeout(0) wrong channel(0) reinit MAC (0)
DCC dcc succeeds(0)
DCC wcm(0)
CM STATUS Stats:
0 invalid_event 4 tlv_error
0 disabled_event 598985 invalid_state
0 invalid_chid 0 prim_chid
Local total modems 0, modems active 0, total DS flows 3
NB DS Mo1/1/0:0, STATE: UP
Frequency 699.0000 MHz 256-QAM, ANNEX B, R/S Interleave I=32, J=4
Network Delay 550 (usec)
Bandwidth (Kbps): 6000, Load Percent: 0
Channel ID: 5, US MAP: 0x000F
Total modems: 51, modems active : 37, total DS flows: 158
DS_chan_id RFID Interface
-------------------------------------5
24
Mo1/1/0:0
-------------------------------------MDDs
Primary
Non-Primary
---------------------------------------------1/1/0:0
1148012
0
1/1/0:1
0
1148011
1/1/0:2
0
1148011
1/1/0:3
0
1148011
1/3/0:0
0
1148011
1/3/0:1
0
1148011
1/3/0:2
0
1148011
1/3/0:3
0
1148011
7/0/0:0
0
1148011
7/0/0:1
0
1148011
7/0/0:2
0
1148011
7/0/0:3
0
1148011
8/0/2:0
0
1148011
8/0/2:1
0
1148011
8/0/2:2
0
1148011
8/0/2:3
0
1148011
----------------------------------------------

次の表に、showcontrollerscabledownstream コマンドの出力で表示されるフィールドについて説明
します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

表 189：show controllers cable downstream のフィールドの説明

フィールド

説明

Downstream Frequency

内蔵アップコンバータに対して設定されている
中心周波数（MHz 単位）。

IF Power

内蔵アップコンバータが Cisco uBR7100 シリー
ズ ルータのケーブル インターフェイス ライン
カードから受信する信号の電力レベル（dBmV
単位）。

RF Power

内蔵アップコンバータが DS0 RF ポートで送信
する RF 出力信号の電力レベル（dBmV 単位）。

Dynamic Services Stats

特定のケーブル インターフェイスの動的ダウン
ストリーム サービス統計情報。

CM STATUS Stats

特定のケーブル インターフェイスのケーブル
モデムのステータス統計情報。

DS_chan_id

特定のケーブル インターフェイスのダウンスト
リーム チャネル ID。

RFID

特定のケーブル インターフェイスに関連付けら
れている RF ID。

MDDs

MAC Domain Descriptor（MDD）。

Primary

プライマリ MDD。

Non-Primary

非プライマリ MDD。

次に、ケーブル インターフェイス ライン カードがスロット 4、ポート 0 に装着されている CMTS
ルータに対する showcontrollerscableupstream コマンドの出力例を示します。
Router# show controllers cable 4/0 upstream 2
Cable4/0 Upstream 2 is administratively down
Frequency 5.008 MHz, Channel Width 0.200 MHz, QPSK Symbol Rate 0.160 Msps
Spectrum Group 4
SNR measurement - 27.2340 dB
Nominal Input Power Level 5 dBmV, Tx Timing Offset 0
Ranging Backoff Start 16, Ranging Backoff End 16, Tx Backoff Start 16
Tx Backoff End 16, Modulation Profile Group 1
part_id=0x3137, rev_id=0x01, rev2_id=0xFF
nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000
Range Load Reg Size=0x58
Request Load Reg Size=0x0E
Minislot Size in number of Timebase Ticks is = 8
Minislot Size in Symbols =8
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

Bandwidth Requests = 0x0
Piggyback Requests = 0x0
Invalid BW Requests= 0x0
Minislots Requested= 0x0
Minislots Granted = 0x0
Minislot Size in Bytes = 2
UCD Count = 0
DES Ctrl Reg#0 = C00C0C43, Reg#1 = 0
Router#

次に、upstream-index が 0 のケーブル インターフェイス ライン カードに対する
showcontrollerscableupstream コマンドの出力例を示します。
Router# show controller cable 5/0/0 upstream 0
Cable5/0/0 Upstream 0 is up
Frequency 15.000 MHz, Channel Width 1.600 MHz, Symbol Rate 1.280 Msps
Modulations (QPSK) - Short QPSK, Long QPSK
Mapped to non-shared connector 0 and receiver 0 //Output displaying the connector and
receiver used by the upstream channel //
Spectrum Group is overridden
US phy MER(SNR)_estimate for good packets - 31.5968 dB
Nominal Input Power Level 0 dBmV, Tx Timing Offset 2000
Ranging Backoff Start 3, Ranging Backoff End 6
US timing offset adjustment type 2, value 505
Ranging Insertion Interval automatic (60 ms)
US throttling off
Tx Backoff Start 3, Tx Backoff End 5
Modulation Profile Group 21
Concatenation is enabled
Fragmentation is enabled
part_id=0x0952, rev_id=0x00, rev2_id=0x00
nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000
Range Load Reg Size=0x58
Request Load Reg Size=0x0E
Minislot Size in number of Timebase Ticks is = 4
Minislot Size in Symbols = 32
Bandwidth Requests = 0xBC
Piggyback Requests = 0x3
Invalid BW Requests= 0x0

次に、オンボード ハードウェア ベースのスペクトル管理機能を備えたケーブル インターフェイ
ス ライン カードに対する showcontrollerscableupstream コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show controllers cable 3/0 upstream 3
Cable6/0 Upstream 3 is up
Frequency 24.600 MHz, Channel Width 3.200 MHz, 64-QAM Symbol Rate 2.560 Msps
This upstream is mapped to physical port 3
Spectrum Group 14, Last Frequency Hop Data Error: NO(0)
MC28U CNR measurement - better than 50 db
Nominal Input Power Level 0 dBmV, Tx Timing Offset 2815
Ranging Backoff automatic (Start 0, End 3)
Ranging Insertion Interval automatic (60 ms)
Tx Backoff Start 0, Tx Backoff End 4
Modulation Profile Group 241
Concatenation is enabled
Fragmentation is enabled
part_id=0x3138, rev_id=0x02, rev2_id=0x00
nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000
Range Load Reg Size=0x58
Request Load Reg Size=0x0E
Minislot Size in number of Timebase Ticks is = 2
Minislot Size in Symbols = 32
Bandwidth Requests = 0x23C800
Piggyback Requests = 0x489FB8
Invalid BW Requests= 0x0
Minislots Requested= 0x4499EBE
Minislots Granted = 0x6C67B7
Minislot Size in Bytes = 24
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

Map Advance (Dynamic) : 2454 usecs
UCD Count = 429798
ATDMA mode enabled
Multicast/Broadcast RateLimit Dropped Pkts : 0

次に、複数の論理チャネルが設定されている Cisco uBR10-MC5X20H ケーブル インターフェイス
ライン カードに対する showcontrollerscableupstream コマンドの出力例を示します。
Router# show controllers cable 7/1/0 upstream 0
Cable7/1/0 Upstream 0 is up
Frequency 30.000 MHz, Channel Width 1.600 MHz, Symbol Rate 1.280 Msps
Modulations - Short QPSK, Long QPSK
This upstream is mapped to physical port 0
Spectrum Group is overridden
US phy MER(SNR)_estimate for good packets - 30.2024 dB
Nominal Input Power Level 3 dBmV, Tx Timing Offset 1419
Ranging Backoff Start 0, Ranging Backoff End 1
US timing offset adjustment type 0, value 0
Ranging Insertion Interval automatic (60 ms)
US throttling off
Tx Backoff Start 3, Tx Backoff End 5
Modulation Profile Group 21
Concatenation is disabled
Fragmentation is enabled
part_id=0x3140, rev_id=0x03, rev2_id=0x00
nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000
Range Load Reg Size=0x58
Request Load Reg Size=0x0E
Minislot Size in number of Timebase Ticks is = 4
Minislot Size in Symbols = 32
Bandwidth Requests = 0x25
Piggyback Requests = 0x3
Invalid BW Requests= 0x0
Minislots Requested= 0x5B4
Minislots Granted = 0x28
Minislot Size in Bytes = 8
Map Advance (Dynamic) : 2418 usecs
Map Count = 11744156
Remote Map Counts: (none)
UCD Count = 12067
Remote UCD Counts: (none)
PHY: us errors 0 us recoveries 0
MAC PHY TSS: tss error start 0 tss error end 0
MAC PHY Status: bcm3140 status 0 lookout status 0
MAP/UCD Replication Instructions:
Cable7/1/0 Upstream 8 is administratively down
Frequency 30.000 MHz, Channel Width 1.600 MHz, Symbol Rate 1.280 Msps
Modulations - Short QPSK, Long QPSK
This upstream is mapped to physical port 0
Spectrum Group is overridden
MER(SNR) - Unknown - no modems online.
Nominal Input Power Level 3 dBmV, Tx Timing Offset 0
Ranging Backoff Start 3, Ranging Backoff End 6
US timing offset adjustment type 0, value 0
Ranging Insertion Interval automatic (60 ms)
US throttling off
Tx Backoff Start 3, Tx Backoff End 5
Modulation Profile Group 21
Concatenation is disabled
Fragmentation is enabled
part_id=0x3140, rev_id=0x03, rev2_id=0x00
nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000
Range Load Reg Size=0x58
Request Load Reg Size=0x0E
Minislot Size in number of Timebase Ticks is = 4
Minislot Size in Symbols = 32
Bandwidth Requests = 0x0
Piggyback Requests = 0x0
Invalid BW Requests= 0x0
Minislots Requested= 0x0
Minislots Granted = 0x0
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

Minislot Size in Bytes = 8
Map Advance (Dynamic) : 2280 usecs
Map Count = 0
Remote Map Counts: (none)
UCD Count = 0
Remote UCD Counts: (none)
PHY: us errors 0 us recoveries 0
MAC PHY TSS: tss error start 0 tss error end 0
MAC PHY Status: bcm3140 status 0 lookout status 0
MAP/UCD Replication Instructions:

Broadband Processing Engine（BPE）カードや、オンボード アップコンバータを搭載したその他の
ケーブル インターフェイスの場合、showcontrollerscable コマンドではアップコンバータのステー
タスと設定情報も表示されます。次に、Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライ
ン カードの情報を示す show controllers cable コマンド出力の抜粋を示します。
Router# show controllers cable 5/1/4
Interface Cable5/1/4
Hardware is MC520S
JIB version 66
Cable5/1/4 Upconverter is Enabled Output is Enabled
Model: 74-2094-04 Serial Number: 0WAV0649000L CLEI Code: FFFFFFFFFF
HW Rev:
PC2D0108 SW Rev: 010, NVRAM Rev: 006 ECI number FFFFFF
Downstream Frequency 255.0000 MHz
RF Power 49.8 dBmv
...

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG で、Cisco ワイドバンド SPA とダウンストリームを共有す
る Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードについて、showcontrollerscableupstream コマンドの出力
例を示します。
Router# show controllers cable 8/0/0 upstream
Cable8/0/0 Upstream 0 is up
Frequency 15.000 MHz, Channel Width 0.800 MHz, Symbol Rate 0.640 Msps
Modulations (16-QAM) - Short 16-QAM, Long 16-QAM
Mapped to shared connector 0 and receiver 0
Spectrum Group is overridden
US phy MER(SNR)_estimate for good packets - 36.1280 dB
Nominal Input Power Level -4 dBmV, Tx Timing Offset 5734
Ranging Backoff Start 3, Ranging Backoff End 6
US timing offset adjustment type 0, value 0
Ranging Insertion Interval automatic (60 ms)
US throttling off
Tx Backoff Start 3, Tx Backoff End 5
Modulation Profile Group 21
Concatenation is enabled
Fragmentation is enabled
part_id=0x3142, rev_id=0xB1, rev2_id=0x00
nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000
Range Load Reg Size=0x58
Request Load Reg Size=0x0E
Minislot Size in number of Timebase Ticks is = 8
Minislot Size in Symbols = 32
Bandwidth Requests = 0xC7957
Piggyback Requests = 0x19899
Invalid BW Requests= 0x4BF
Minislots Requested= 0xF2E365
Minislots Granted = 0xE240A
Minislot Size in Bytes = 16
Map Advance (Dynamic) : 3389 usecs
Map Count Internal = 1134448325
No MAP buffer= 0x0
No Remote MAP buffer= 0x0
Map Counts: Controller 1/1/0 = 1134446105
UCD Counts:
Controller 1/1/0:0 = 1150386
UCD procedures on lch 0
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

UCD ucd-succeeds(2) ucd-shut(0) init-state-err(0)
UCD init-tss-err(0) init-timeout(0) init-start-err(0)
UCD ucd-ccc-time(0) ucd-timeout(0) ucd-tss-err(0)
UCD ucd-state-err(0) ucd-process(0) ucd-retries(0)
UCD stale-tss(0)
PHY: us errors 0 us recoveries 0 (enp 0)
MAC PHY TSS: tss error start 0 tss error end 0
MAC PHY Status: bcm3140 status 0 lookout status 0
PHY: TSS late 0 discontinuous 0
PHY: TSS mis-match 0 not-aligned 0
PHY: TSS missed snapshots from phy 0
MAP/UCD Replication Instructions:
Controller 1/1/0 index = 361, bitmap = 0x0001
Cable8/0/0 Upstream 1 is up
Frequency 16.000 MHz, Channel Width 0.800 MHz, Symbol Rate 0.640 Msps
Modulations (16-QAM) - Short 16-QAM, Long 16-QAM
Mapped to shared connector 0 and receiver 1
Spectrum Group is overridden
US phy MER(SNR)_estimate for good packets - 36.1280 dB
Nominal Input Power Level -4 dBmV, Tx Timing Offset 2330
Ranging Backoff Start 3, Ranging Backoff End 6
US timing offset adjustment type 0, value 0
Ranging Insertion Interval automatic (60 ms)
US throttling off
Tx Backoff Start 3, Tx Backoff End 5
Modulation Profile Group 21
Concatenation is enabled
Fragmentation is enabled
part_id=0x3142, rev_id=0xB1, rev2_id=0x00
nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000
Range Load Reg Size=0x58
Request Load Reg Size=0x0E
Minislot Size in number of Timebase Ticks is = 8
Minislot Size in Symbols = 32
Bandwidth Requests = 0xC0BFF
Piggyback Requests = 0x18BFB
Invalid BW Requests= 0x1B248
Minislots Requested= 0xE50E2A
Minislots Granted = 0xDA909
Minislot Size in Bytes = 16
Map Advance (Dynamic) : 3057 usecs
Map Count Internal = 1134268243
No MAP buffer= 0x0
No Remote MAP buffer= 0x0
Map Counts: Controller 1/1/0 = 1134266034
UCD Counts:
Controller 1/1/0:0 = 1150386
UCD procedures on lch 0
UCD ucd-succeeds(2) ucd-shut(0) init-state-err(0)
UCD init-tss-err(0) init-timeout(0) init-start-err(0)
UCD ucd-ccc-time(0) ucd-timeout(0) ucd-tss-err(0)
UCD ucd-state-err(0) ucd-process(0) ucd-retries(0)
UCD stale-tss(0)
PHY: us errors 0 us recoveries 0 (enp 0)
MAC PHY TSS: tss error start 0 tss error end 0
MAC PHY Status: bcm3140 status 0 lookout status 0
PHY: TSS late 0 discontinuous 0
PHY: TSS mis-match 0 not-aligned 0
PHY: TSS missed snapshots from phy 0
MAP/UCD Replication Instructions:
Controller 1/1/0 index = 362, bitmap = 0x0001
....

次の表に、showcontrollerscableupstream コマンドの出力で表示されるフィールドについて説明し
ます。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

表 190：show controllers cable upstream のフィールドの説明

フィールド

説明

Cable

Cisco ケーブル インターフェイス ライン カード
の位置を示すスロットとポート番号。

Upstream is up/administratively down

アップストリームの管理状態（シャットダウン
されているかどうか）。

Channel Width

RF アップストリーム チャネルの幅。

QPSK Symbol Rate

アップストリーム送信の変調方式。

Spectrum Group 4

このスロットとポートに関連付けられているス
ペクトル グループ。

Frequency

RF アップストリーム チャネルの送信周波数。
（注）

Modulations
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Cisco ケーブル インターフェイス ライ
ン カードは常に、16 KHz の増分単位
でアップストリーム中心周波数をプロ
グラミングします。これは、ルータ設
定と showcontrollerscableupstream コ
マンドで示される周波数です。たとえ
ば cableupstreamfrequency--> コマン
ドを使用して中心周波数 27 MHz を指
定すると、実際の中心周波数は 27.008
MHz（次に高い 16 KHz 境界）になり
ます。

このスロットとポートに関連付けられているス
ペクトル グループ。

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

フィールド

説明

SNR measurement

オンボード ハードウェア ベースのスペクトル
管理機能がないケーブル インターフェイスの全
体的な信号対雑音比（SNR）を推定します。ほ
とんどのケーブルインターフェイスラインカー
ドでは、この値は（IEEE 802.14 PHY レイヤ仕
様に基づいて算出される）アップストリームの
変調エラー レート（MER）の値を反映してい
ます。MER が搬送波対雑音比（CNR）として
誤って言及されることがあります。SNR 値は通
常、CNR 値よりも低くなります。
（注）

<card-name> CNR measurement

Cisco IOS リリース 12.1(10)EC1 と
Cisco IOS リリース 12.2(4)BC1b で、
SNR 推定値の計算アルゴリズムの精
度が向上し、より正確な値を算出でき
るようになりました。プラントの特性
に応じて、新しい SNR 推定値が以前
のソフトウェア リリースで表示され
る値よりも最大 6 dB 低くなることが
あります。この値は推定値であるた
め、最も正確な値を確認するにはスペ
クトル アナライザを使用してくださ
い。

オンボード ハードウェア ベースのスペクトル
管理機能を備えたケーブル インターフェイスの
アップストリームの全体的な搬送波対雑音比
（CNR）の推定値。CNR 測定値が 40dB を超え
ると、この行に「better than 40 dB」と示されま
す。原則として、CNR は SNR 値よりも大きく
なります。
（注）

この値は推定値であるため、最も正確
な値を確認するにはスペクトル アナ
ライザを使用するか、または
showcontrollerscableupstreamspectrum
コマンドを使用してください。個々の
ケーブル モデムでは
showcablemodemcnr コマンドも使用
できます。

Nominal Input Power level

目的のレシーバ着信電力レベル。

Tx Timing Offset

アップストリームの CM から報告される最大範
囲設定オフセット。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

フィールド

説明

Ranging Backoff Start/End

アップストリームで衝突が発生した後、範囲設
定バーストを再送信する前にバックオフする範
囲設定スロット（2の指数として示されます）。
これらの値は cableupstreamrange-backoff start
end コマンドを使用して設定されます。

Ranging Backoff Automatic

開始範囲設定バックオフ指数と終了範囲設定
バックオフ指数。
cableupstreamrange-backoffautomatic コマンド
を使用して自動的に設定されます。
（注）

US timing offset

アップストリーム タイミング オフセットの調
整タイプと値。

Ranging Insertion Interval

範囲設定挿入間隔。

US throttling

アップストリーム スロットリングのステータ
ス。

Tx Backoff Start

データ衝突の開始バックオフ指数値。

Tx Backoff End

データ衝突の終了バックオフ指数値。

Modulation Profile Group

アップストリーム範囲を定義する一連のバース
ト プロファイル。

part_id=

PHY チップの部品番号。FFFF は、PHY チップ
がオフになっていることを示します。

rev_id=

PHY チップ リビジョン番号。

rev2_id=

PHY チップ サブリビジョン番号。

nb_agc_thr=

ゲイン制御に使用されるしきい値。

nb_agc_nom=

入力電力レベルの高速化コンバージェンス。

Range Load Reg Size=

範囲要求バーストのサイズ（シンボル単位）。
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Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル イン
ターフェイス ライン カードではこれ
らのカウンタが正確に更新されませ
ん。このライン カードでは、その代
わりに範囲設定バックオフを手動で
設定してください。

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

フィールド

説明

Request Load Reg Size=

要求バーストのサイズ(シンボル単位）。

Minislot Size in number of Timebase Ticks is

アップストリーム ミニスロットのサイズ
（ティック単位）。1 ティックは 6.25 マイクロ
秒です。

Minislot Size in Symbols

アップストリーム ミニスロットのサイズ（シン
ボル単位）。

Bandwidth Requests

コンテンション ミニスロットで受信した正常な
帯域幅要求の数。

Piggyback Requests

標準のデータ送信によりピギーバックされ、正
常に完了した帯域幅要求の数。

Invalid BW Requests

無効な帯域幅（BW）要求の数。無効な帯域幅
要求の例としては、モデムが存在しないサービ
ス ID（SID）を使用して帯域幅を要求する場合
などがあります。

Minislots Requested

要求されたミニスロットの総数。

Minislots Granted

許可されたミニスロットの総数。

Minislot Size in Bytes

ミニスロットのサイズ（バイト単位）。

Map Advance(Dynamic)

動的マップ アドバンス時間。

Map Count

マップ カウントの総数。

Remote Map Counts

リモート マップ カウントの総数。

UCD Count

このアップストリームについて送信されたアッ
プストリーム チャネル記述子（UCD）の数。

Remote UCD Counts

このアップストリームについて送信されたリ
モート UCD の数。

PHY

次の内容に関する物理レイヤ情報。
• us errors：アップストリーム エラーの数。
• us recoveries：アップストリーム リカバリ
の数。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

フィールド

説明

MAC PHY TSS

MAC と PHY 間のタイムスタンプ スナップ
ショット値の同期ステータスの整合性に関する
統計情報。

MAC PHY Status

次の MAC 物理ステータス：
• bcm3140 ステータス
• lookout ステータス

MAP/UCD Replication Instructions

MAP/UCD レプリケーション指示。

DES Ctrl Reg # =

データ暗号規格（DES）コントローラ レジスタ
ダンプの間隔。

Null Modem RateLimit Dropped Pkts

（Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X の
み）サービス フロー ID（SFID）が 0 であるた
めにドロップされたパケットの数。これは、元
のサービス フローに対するレート制限が原因で
パケットがドロップされる場合に発生します。

Broadband Processing Engine（BPE）ケーブル インターフェイス ライン カードの追加情報
JIB Version

JIB 回路（MAC レイヤを処理する BPE カード
に搭載されているカスタム プロセッサ）のリビ
ジョン。

Upconverter is Enabled Output is Enabled

アップコンバータと信号出力のステータス。こ
のフィールドに出力が無効であることが示され
る場合は、nocabledownstreamrf-shutdown コマ
ンドを使用して出力を再度有効にしてくださ
い。

Downstream Frequency

内蔵アップコンバータの設定済み周波数（MHz
単位）。

RF Power

ケーブル インターフェイス ライン カード アッ
プコンバータで測定された現在の RF 電力
（dBmV 単位）。アップコンバータ回路は、1
dBmV の 10 分のいくつかの精度で正確ですが、
電力測定時に発生する一時的なノイズによって
+/- 1 dBmV の差異が生じることがあります。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2510

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

ヒント

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

次に、showcontrollerscableupstream コマンドの出力例を示します。
Router#show controllers cable 1/0/0 upstream
Controller 1/0/0 upstream 0 AdminState:UP OpState: UP
Frequency 13.200 MHz, Channel Width 6.400 MHz, Symbol Rate 5.120 Msps
atdma mode enabled
Modulation Profile Group 221
Modulations (64-QAM) - A-short 64-QAM, A-long 64-QAM, A-ugs 64-QAM
Mapped to connector 0 and receiver 8
Bind to Cable3/0/0 US0
US phy MER(SNR)_estimate for good packets - 36.1280 dB
Spectrum Group is overridden
Nominal Input Power Level -1 dBmV
PHY Dev status: UP
PHY: us errors 0 us recoveries 0 (enp 0)
PHY: TSS late 0 discontinuous 0
PHY: TSS mis-match 0 not-aligned 0
PHY: TSS missed snapshots from phy 0
UCD LCH state: RUN_STEADY
UCD change count = 4
UCD Tx Counts = 86418
Bandwidth Requests = 7612
Piggyback Requests = 17
Invalid BW Requests= 0
Bytes Requested = 1393405
Bytes Granted = 1393405
Ranging Insertion Interval automatic (120 ms)
Map Advance (Dynamic) : 2356 usecs
Map Count S/W = 14254599
Map Count Error = 0
No MAP buffer= 0
Map Count Internal = 14254898
Map Count External = 14237090
Attribute Mask = 0x0
Controller 1/0/0 upstream 1 AdminState:UP OpState: UP
Frequency 19.600 MHz, Channel Width 6.400 MHz, Symbol Rate 5.120 Msps
atdma mode enabled
Modulation Profile Group 221
Modulations (64-QAM) - A-short 64-QAM, A-long 64-QAM, A-ugs 64-QAM
Mapped to connector 0 and receiver 9
Bind to Cable3/0/0 US1
US phy MER(SNR)_estimate for good packets - 36.1280 dB
Spectrum Group is overridden
Nominal Input Power Level -1 dBmV
PHY Dev status: UP
PHY: us errors 0 us recoveries 0 (enp 0)
PHY: TSS late 0 discontinuous 0
PHY: TSS mis-match 0 not-aligned 0
PHY: TSS missed snapshots from phy 0
UCD LCH state: RUN_STEADY
UCD change count = 4
UCD Tx Counts = 86418
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

Bandwidth Requests = 7479
Piggyback Requests = 28
Invalid BW Requests= 0
Bytes Requested = 1480962
Bytes Granted = 1481073
Ranging Insertion Interval automatic (120 ms)
Map Advance (Dynamic) : 2356 usecs
Map Count S/W = 14254591
Map Count Error = 0
No MAP buffer= 0
Map Count Internal = 14254894
Router#show controllers cable 1/0/0 upstream 0
Controller 1/0/0 upstream 0 AdminState:UP OpState: UP
Frequency 13.200 MHz, Channel Width 6.400 MHz, Symbol Rate 5.120 Msps
atdma mode enabled
Modulation Profile Group 221
Modulations (64-QAM) - A-short 64-QAM, A-long 64-QAM, A-ugs 64-QAM
Mapped to connector 0 and receiver 8
Bind to Cable3/0/0 US0
US phy MER(SNR)_estimate for good packets - 36.1280 dB
Spectrum Group is overridden
Nominal Input Power Level -1 dBmV
PHY Dev status: UP
PHY: us errors 0 us recoveries 0 (enp 0)
PHY: TSS late 0 discontinuous 0
PHY: TSS mis-match 0 not-aligned 0
PHY: TSS missed snapshots from phy 0
UCD LCH state: RUN_STEADY
UCD change count = 4
UCD Tx Counts = 86418
Bandwidth Requests = 7612
Piggyback Requests = 17
Invalid BW Requests= 0
Bytes Requested = 1393405
Bytes Granted = 1393405
Ranging Insertion Interval automatic (120 ms)
Map Advance (Dynamic) : 2356 usecs
Map Count S/W = 14254599
Map Count Error = 0
No MAP buffer= 0
Map Count Internal = 14254898
Map Count External = 14237090
Attribute Mask = 0x0
Router#

次に、showcontrollerscabledownstream コマンドの出力例を示します。
Router#show controllers cable 1/0/0 downstream
Dynamic Services Stats (All Downstreams):
DSA: 0 REQs 0 RSPs 0 ACKs
0 Successful DSAs 0 DSA Failures
DSC: 0 REQs 0 RSPs 0 ACKs
0 Successful DSCs 0 DSC Failures
DSD: 0 REQs 0 RSPs
0 Successful DSDs 0 DSD Failures
DBC: 0 REQs 0 RSPs(Rcvd) 0 ACKs
0 Successful DBCs 0 DBC Failures 0 DBC Partial
0 DBC Protocol Violations
0 Total DBC Pending Q-Size
DCC: 4 REQs 0 RSPs 0 ACKs
4 Successful DCCs 0 DCC Failures
0 DCC Departs 0 DCC Arrives
DCC end of transaction counts:
DCC unknown cause(0) offline(0) if down(0) no cm(0)
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

DCC no resource(0) no retries(0) reject(0) unknown state (0)
DCC rebuild err (0) T15 timeout(0) wrong channel(0) dcc-req not send(0)
DCC reinit MAC (4) dcc succeeds(0)
DCC wcm(0)
CM STATUS Stats:
0 invalid_event 0 tlv_error
0 disabled_event 0 invalid_state
0 invalid_chid 0 prim_chid
DOCSIS SF Stats:
821 num_ds_sf_alloc,
124 num_ds_sf_free
659 num_us_sf_alloc,
0 num_us_sf_free
659 num_null_sf_alloc,
0 num_null_sf_free
0 num_ds_sf_lock,
0 num_ds_sf_unlock
0 num_us_sf_lock,
0 num_us_sf_unlock
0 inv_cm_state,
0 inv_sfid_free,
0 invalid_sids
0 null_idbs,
0 null_mds,
0 null_cms
0 null_flows,
0 null_templates,
0 null_app_data
486 num_tmr_sf_insert, 486 num_tmr_sf_remove
0 num_tmr_sf_tmout,
0 stale_tmr_flows
Local total modems 0, modems active 0, total DS
NB DS In3/0/0:8, STATE: UP
Frequency 141.0000 MHz 256-QAM, ANNEX B, R/S
Network Delay 300 (usec)
Bandwidth (Kbps): 6000, Load Percent: 0
Channel ID: 9, US MAP: 0x0003
Total modems: 0, modems active : 0, modems wb
NB DS In3/0/0:16, STATE: UP
Frequency 189.0000 MHz 256-QAM, ANNEX B, R/S
Network Delay 300 (usec)
Bandwidth (Kbps): 6000, Load Percent: 0
Channel ID: 17, US MAP: 0x0003
Total modems: 0, modems active : 0, modems wb
NB DS In3/0/0:24, STATE: UP
Frequency 237.0000 MHz 256-QAM, ANNEX B, R/S
Network Delay 300 (usec)
Bandwidth (Kbps): 6000, Load Percent: 0
Channel ID: 25, US MAP: 0x0003
Total modems: 0, modems active : 0, modems wb
NB DS In3/0/0:32, STATE: UP
Frequency 285.0000 MHz 256-QAM, ANNEX B, R/S
Network Delay 300 (usec)
Bandwidth (Kbps): 6000, Load Percent: 0
Channel ID: 33, US MAP: 0x0003
Total modems: 3, modems active : 3, modems wb
NB DS In3/0/0:33, STATE: UP
Frequency 291.0000 MHz 256-QAM, ANNEX B, R/S
Network Delay 300 (usec)
Bandwidth (Kbps): 6000, Load Percent: 0
Channel ID: 34, US MAP: 0x0003
Total modems: 3, modems active : 3, modems wb
NB DS In3/0/0:40, STATE: UP
Frequency 333.0000 MHz 256-QAM, ANNEX B, R/S

___________________
関連コマンド

flows 0
Interleave I=32, J=4

: 0 total DS flows: 1
Interleave I=32, J=4

: 0 total DS flows: 1
Interleave I=32, J=4

: 0 total DS flows: 1
Interleave I=32, J=4

: 0 total DS flows: 7
Interleave I=32, J=4

: 0 total DS flows: 7
Interleave I=32, J=4

Command

Description

cabledownstreamfrequency

内蔵アップコンバータのダウンストリーム中心
周波数を設定します。

cabledownstreamrf-power

内蔵アップコンバータで必要な RF 送出電力を
設定します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable

Command

Description

cablespectrum-group(globalconfiguration)

1 つ以上のアップストリーム周波数が含まれて
いるスペクトル グループを作成します。

cableupstreamfrequency

アップストリームに特定の中心周波数を設定す
るか、または動的に設定するかどうかを指定し
ます。

showcontrollerscableupstreamspectrum

（Cisco uBR-MC16 ライン カードのみ）特定の
CM のノイズ レベルを表示するか、またはアッ
プストリーム全体の背景雑音を表示します。

showinterfacecablesid

特定のケーブル アクセス ルータ カード スロッ
トのインターフェイス コントローラ情報を表示
します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable jib

show controllers cable jib
Cisco CMTS ルータのケーブル インターフェイスの ASIC プロセッサ（JIB）レジスタ情報を表示
するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで showcontrollerscablejib コマンドを使
用します。
show controllers cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} jib us-partial-reset
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco UBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：port の有効な値は 0
または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。

___________________
コマンド モード

jib

JIB レジスタ情報を表示します。

us-partial-reset

JIB3 アップストリーム部分リセット データを
表示します。

ユーザ EXEC（>）または
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable jib

特権 EXEC（#）
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン showcontrollerscablejib コマンドは、部分リセット中に取得されたパケット キャプチャ バッファ
を表示します。最後の部分リセットイベントに関連するすべてのキャプチャバッファと、部分リ
セット状態を判別する上で役立つその他の情報が表示されます。
___________________
例

次に、showcontrollerscablejib コマンドの出力例を示します。
Router# show controllers cable 5/0/0 jib us-partial-reset
Jib3 Upstream Partial Reset Information
Jib3 Upstream Debug Partial Reset Data
Partial Reset S/W Counts
-----------------------TOTAL Partial Resets : 3
PHY Side Partial Resets : 1
CCF Partial Resets
: 1
FrameP Partial Resets
: 0
FragP Partial Resets
: 0
PktP Partial Resets
: 0
C2C Partial Resets
: 1
Partial Reset States
-------------------PHY Side
: PR_NORMAL
Fauna
: PR_NORMAL
Partial Reset H/W Counts & Status
--------------------------------PHY Side Partial Resets : 0x80300001
PHY Side Partial Status0 : 0x00000000
PHY Side Partial Status1 : 0x00000000
CCF Partial Resets
: 0x8C000001
CCF Partial Status1
: 0x00000000
CCF Partial Status2
: 0x00000000
FrameP Partial Resets
: 0x0C000000
FrameP Partial Status
: 0x00000000
FragP Partial Resets
: 0x0C000000
FragP Partial Status
: 0x00000000
PktP Partial Resets
: 0x0C000000
PktP Partial Status1
: 0x00000000
PktP Partial Status2
: 0x00000000
PktP Partial Status3
: 0x00000000
PktP Partial Status4
: 0x00000000
C2C Partial Resets
: 0x8C000001
C2C Partial Status
: 0x00000000
Partial Reset Packet Capture Buffers
-----------------------------------PHY Side Buf Ptr1 : 0x1F3DC35C
PHY Side Buf Ptr2 : 0x1F3E4390
PHY Side Buf Cnt : 4079
FA1 Buf Ptr1
: 0x1F3EC3C4
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable jib

FA1 Buf Ptr2
: 0x1F3F43F8
FA1 Buf Cnt
: 2663
FA2 Buf Ptr1
: 0x1F3FC42C
FA2 Buf Ptr2
: 0x1F404460
FA2 Buf Cnt
: 1109
FA3 Buf Ptr1
: 0x1F40C494
FA3 Buf Ptr2
: 0x1F4144C8
FA3 Buf Cnt
: 1109
FA4 Buf Ptr1
: 0x1F41C4FC
FA4 Buf Ptr2
: 0x1F424530
FA4 Buf Cnt
: 1109
PHY Side Capture FIFO Data (0xFEF entries, format: eop, data[31:0]):
---0, 0xB
0, 0x0
0, 0x20163
0, 0x5440900
1, 0x6000000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x8000006
0, 0x1632F40
1, 0x20000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x4060002
1, 0x400002
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x20163
0, 0x1C20900
1, 0x6000000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x8000006
0, 0x16345C2
1, 0x20000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x4060002
1, 0x400002
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x20163
0, 0x8470900
1, 0x6000000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x8000006
0, 0x1637402
1, 0x20000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x4060002
1, 0x400002
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x20163
0, 0x6840900
1, 0x6000000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x8000006
0, 0x1639C03
1, 0x20000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x4060002
1, 0x400002
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x20163
0, 0xE850900
1, 0x6000000
0, 0x1C06002E
0, 0x0
0, 0x5
0, 0x10004
0, 0x1C
0, 0xA1D0005
0, 0xE4E8F7
0, 0x1E6BFB
0, 0x794000A
0, 0x830301
0, 0x4008001
0, 0x800F5C6
0, 0x3D30B06
0, 0x44080
0, 0xF8FFFFF
1, 0xFF2FFFF
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0x5
0, 0x10004
1, 0x10000
0, 0x1C06002E
0, 0x0
0, 0x1
0, 0x10004
0, 0x1C
0, 0xA1D0005
0, 0xE4E8F6
0, 0x23BE85
0, 0x906000A
0, 0xA60301
0, 0x4000001
0, 0x100BDD7
0, 0xE90B06
0, 0x24300
0, 0x220000
1, 0x15A0000
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0x1
0, 0x10004
1, 0x10000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x800001E
0, 0x1651CB2
1, 0x10000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x41E0001
1, 0xC310001
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x10165
0, 0xE560A00
1, 0xE000000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x800001E
0, 0x165229C
1, 0x10000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x41E0001
1, 0xC310001
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x10165
0, 0x4940A00
1, 0xE000000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x800001E
0, 0x1652647
1, 0x10000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x41E0001
1, 0xC310001
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x10165
0, 0x2560A00
1, 0xE000000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x800001E
0, 0x1653424
1, 0x10000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x41E0001
1, 0xC310001
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
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0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,

0x230F0009
0x10165
0x0
0x1656396
0xB
0x400F0004
0x0
0x0
0x805000C
0x800001E
0x0
0xC310001
0xFFF0001
0xB
0xE000000
0xFFF0001
0x50050006
0x41E0001
0xB
0x0
0xDDE0A00
0xB
0x10000
0xFFF0001
0x0
0x230F0009
0x10166
0x0
0x1661F6C
0xB
0x400F0004
0x0
0x0
0x805000C
0x800001E
0x0
0xC310001
0xFFF0001
0xB
0xE000000
0xFFF0001
0x50050006
0x41E0001
0xB
0x0
0xA1D0005
0x870301
0x244C0
0x0
0x230F0009
0x10166
0x0
0x166AB3F
0xB
0x400F0004
0x0
0x0
0x805000C
0x800001E
0x0
0xC310001
0xFFF0001
0xB
0xE000000
0xFFF0001
0x50050006
0x41E0001
0xB
0x0
0x5680A00
0xB
0x10000
0xFFF0001

0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
0,
0,

0x0
0x1D70A00
0xB
0x10000
0xFFF0001
0x0
0x230F0009
0x10165
0x0
0x16591E8
0xB
0x400F0004
0x0
0x0
0x805000C
0x800001E
0x0
0xC310001
0xFFF0001
0xB
0xE000000
0xFFF0001
0x50050006
0x41E0001
0xB
0x0
0xD5F0A00
0xB
0x10000
0xFFF0001
0x0
0x230F0009
0x10166
0x0
0x1665018
0xB
0x400F0004
0x0
0x0
0x805000C
0x800001E
0x0
0xC310001
0xFFF0001
0x6
0xE4E8F7
0x4008003
0xF1F0000
0x6
0x0
0x9650A00
0xB
0x10000
0xFFF0001
0x0
0x230F0009
0x10166
0x0
0x166DAB7
0xB
0x400F0004
0x0
0x0
0x805000C
0x800001E
0x0
0xC310001
0xFFF0001
0xB
0xE000000
0xFFF0001
0x50050006
0x41E0001
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0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
1,

0xB
0xE000000
0xFFF0001
0x50050006
0x41E0001
0xB
0x0
0x1A0A00
0xB
0x10000
0xFFF0001
0x0
0x230F0009
0x10165
0x0
0x165C292
0xB
0x400F0004
0x0
0x0
0x805000C
0x800001E
0x0
0xC310001
0xFFF0001
0xB
0xE000000
0xFFF0001
0x50050006
0x41E0001
0xB
0x0
0xE2F0A00
0xB
0x10000
0xFFF0001
0x0
0x230F0009
0x10166
0x0
0x1667BAC
0xB
0x400F0004
0x0
0x30004
0x1E6BFC
0x800CE55
0x570000
0x30004
0xB
0xE000000
0xFFF0001
0x50050006
0x41E0001
0xB
0x0
0x8E60A00
0xB
0x10000
0xFFF0001
0x0
0x230F0009
0x10167
0x0
0x1670B84
0xB
0x400F0004
0x0
0x0
0x805000C
0x800001E
0x0
0xC310001

0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

0x0
0x805000C
0x800001E
0x0
0xC310001
0xFFF0001
0xB
0xE000000
0xFFF0001
0x50050006
0x41E0001
0xB
0x0
0xDC0A00
0xB
0x10000
0xFFF0001
0x0
0x230F0009
0x10165
0x0
0x165EFA0
0xB
0x400F0004
0x0
0x0
0x805000C
0x800001E
0x0
0xC310001
0xFFF0001
0xB
0xE000000
0xFFF0001
0x50050006
0x41E0001
0xB
0x0
0x9E40A00
0xB
0x10000
0xFFF0001
0x0
0x1C06002E
0x1C
0x222000A
0x19A0B06
0x400F0004
0x10000
0x0
0x805000C
0x800001E
0x0
0xC310001
0xFFF0001
0xB
0xE000000
0xFFF0001
0x50050006
0x41E0001
0xB
0x0
0x9B00A00
0xB
0x10000
0xFFF0001
0x0
0x230F0009
0x10167
0x0
0x167375D
0xB
0x400F0004
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0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x10167
0, 0x4EC0A00
1, 0xE000000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x800001E
0, 0x16766D2
1, 0x10000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x41E0001
1, 0xC310001
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x8000006
0, 0x16781A8
1, 0x20000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x4060002
1, 0x400002
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x20167
0, 0x42D0900
1, 0x6000000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x8000006
0, 0x1678A69
1, 0x20000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x4060002
1, 0x400002
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x20167
0, 0xCEE0900
1, 0x6000000
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x10167
0, 0x32D0A00
1, 0xE000000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x800001E
0, 0x16794F2
1, 0x10000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x41E0001
1, 0xC310001
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x8000006
0, 0x1679969
1, 0x20000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x4060002
1, 0x400002
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x20167
0, 0xBEE0900
1, 0x6000000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x8000006
0, 0x167BDAA
1, 0x20000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x4060002
1, 0x400002
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x20167
0, 0x2F0900
1, 0x6000000
0, 0x230F0009
0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x10167
0, 0x52F0A00
1, 0xE000000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x8000006
0, 0x167C7AB
1, 0x20000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x4060002
1, 0x400002
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x230F0009
007095: SLOT 5/0: Apr 27 04:43:17.502 Eastern: %UBR10000-5-UNREGSIDTIMEOUT: CM
deleted unregistered Cable Modem 001e.6bfc.da8e0, 0x0
0, 0xB
0, 0x0
0, 0x20167
0, 0xA300900
1, 0x6000000
0, 0x805000C
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x8000006
0, 0x167E6EC
1, 0x20000
0, 0x50050006
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
0, 0x4060002
1, 0x400002
0, 0x400F0004
0, 0x0
0, 0xB
0, 0xFFF0001
1, 0x0
0, 0x10040048
0, 0x8003
0, 0xB
0, 0x20009
0, 0x1020042
0, 0x1006F2A
0, 0xFFFFFFF
0, 0xFFF001E
.
.
.

次の表に、show controllers cable jib コマンドの出力で表示されるフィールドについて説明します。
表 191：show controllers cable jib のフィールドの説明

フィールド

説明

TOTAL Partial Resets

部分リセットの総数。

PHY Side Partial Resets

ネットワークの PHY 側で発生した部分リセッ
トの数。
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フィールド

説明

CCF Partial Resets

Continuous Concatenations and Fragmentation
（CCF）プロセッサで発生した部分リセットの
数。

FrameP Partial Resets

Frame Processor（FrameP）で発生した部分リセッ
トの数。

FragP Partial Resets

Fragmentation Processor（FragP）で発生した部分
リセットの数。

PktP Partial Resets

Packet Processor（PktP）で発生した部分リセッ
トの数。

C2C Partial Resets

Chip to Chip（FL2FA（Flora to Fauna）とも呼ば
れる）（C2C）プロセッサで発生した部分リセッ
トの数。

PHY Side

PHY 側での部分リセットのステータス。

Fauna

Fauna での部分リセットのステータス。

PHY Side Partial Resets

PHY 側プロセッサで発生した部分リセットの
数。

PHY Side Partial Status

PHY 側での部分リセットのステータス。

CCF Partial Resets

CCF プロセッサで発生した部分リセットの数。

CCF Partial Status

CCF プロセッサでの部分リセットのステータ
ス。

FrameP Partial Resets

Frame Processor で発生した部分リセットの数。

FrameP Partial Status

Frame Processor での部分リセットのステータ
ス。

FragP Partial Resets

Fragmentation Processor で発生した部分リセット
の数。

FragP Partial Status

Fragmentation Processor の部分リセットのステー
タス。

PktP Partial Resets

Packet Processor で発生した部分リセットの数。
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フィールド

説明

PktP Partial Status

Packet Processor での部分リセットのステータ
ス。

C2C Partial Resets

C2C プロセッサで発生した部分リセットの数。

C2C Partial Status

C2C プロセッサでの部分リセットのステータ
ス。

PHY Side Buf Ptr

PHY 部分リセット パケット キャプチャ バッ
ファ ポインタ。

PHY Side Buf Cnt

PHY 部分リセット パケット キャプチャ バッ
ファ カウント。

FA1 Buf Ptr

Fauna Processor の部分リセット パケット キャプ
チャ バッファ 1 ポインタ。

FA1 Buf Cnt

Fauna Processor での部分リセットに関連付けら
れているパケット キャプチャ バッファ 1 カウ
ントの数。

FA2 Buf Ptr

Fauna Processor の部分リセット パケット キャプ
チャ バッファ 2 ポインタ。

FA2 Buf Cnt

Fauna Processor での部分リセットに関連付けら
れているパケット キャプチャ バッファ 2 カウ
ントの数。

FA3 Buf Ptr

Fauna Processor の部分リセット パケット キャプ
チャ バッファ 3 ポインタ。

FA3 Buf Cnt

Fauna Processor での部分リセットに関連付けら
れているパケット キャプチャ バッファ 3 カウ
ントの数。

FA4 Buf Ptr

Fauna Processor の部分リセット パケット キャプ
チャ バッファ 4 ポインタ。

FA4 Buf Cnt

Fauna Processor での部分リセットに関連付けら
れているパケット キャプチャ バッファ 4 カウ
ントの数。
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___________________
関連コマンド

Command

Description

showcontrollerscable

Cisco CMTS ルータのケーブル インターフェイ
スのインターフェイス コントローラに関する情
報を表示します。
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show controllers cable upstream spectrum
特定の CM のノイズ レベルを表示するか、または Cisco uBR-MC16 ライン カードのアップスト
リーム全体の背景雑音を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで
showcontrollerscableupstreamspectrum コマンドを使用します。
show controllers cable {slot/port| slot/subslot/port} upstream n spectrum [ip-address| mac-address] start-freq
end-freq res-freq
___________________
構文の説明

slot/port

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200
シリーズ ルータのケーブル インターフェイス
とダウンストリーム ポートを指定します。
Cisco uBR7100 シリーズ ルータでの唯一の有効
値は 1/0 です。Cisco uBR7200 シリーズ ルータ
では、slot の有効範囲は 3 ~ 6、port はケーブル
インターフェイスに応じて 0 または 1 のいずれ
かです。

slot/subslot/port

Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェ
イスを指定します。有効な値を次に示します。
• slot：5 ～ 8
• subslot：0 または 1
• port：0 ～ 4（ケーブル インターフェイス
によって異なる）

n

目的のアップストリームのポート番号（0 ～
5）。

ip-address

（任意）指定したアップストリームの CM の IP
アドレス（ドット付き 10 進表記）。

mac-address

（任意）指定したアップストリームの CM の
MAC アドレス（ドット付き 16 進数表記）。

start-freq

報告する周波数範囲の開始周波数（5 ～ 42
MHz。5000 ～ 42000 KHz または 5000000 ～
42000000 Hz として指定することもできます）。
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end-freq

報告する周波数範囲の終了周波数（5 ～ 42
MHz）。
（注）

res-freq

レポートのデータ ポイントの数を決定する分解
能周波数（12 ～ 37000 KHz）。
（注）

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

終了周波数は開始周波数よりも大き
く、また開始周波数と同じ単位
（MHz、KHz、Hz）を使用して指定
する必要があります。

分解能周波数は、終了周波数および
開始周波数と同じ単位（MHz、KHz、
Hz）を使用して指定する必要があり
ます。1 MHz 未満の分解能値を使用
するには、他のパラメータを Hz また
は KHz 単位で指定する必要がありま
す。

ユーザ EXEC、特権 EXEC

リリース

変更内容

12.1(7)CX1

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ライン カードを使用す
る Cisco CMTS ルータ向けにこのコマンドが導入されました。

12.2(8)BC2

Cisco uBR10012 ルータと Cisco uBR-LCP2-MC16S ケーブル インター
フェイス ライン カードのサポートが追加されました。

12.3(21)BC

このコマンドが廃止されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 show cable spectrum-analysis コマンドに置き換え
られました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.3(9a)BC で、show controllers cable コマンドに tech-support キーワードが追
加されました。この変更により、多数のオンラインケーブルモデムを使用しているユーザが、コ
ンソール セッションを長期にわたり使用することなくライン カード情報を収集できます。
show cable tech-support コマンドのその他の関連機能強化も行われました。
サポートされているすべてのリリースで、showcontrollerscableupstreamspectrum コマンドは、指
定されたアップストリームの特定の周波数範囲の電力を dBmV 単位で表示します。周波数範囲は、
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DOCSIS アップストリーム周波数範囲（5 ～ 42 MHz）の任意の部分をカバーできます。周波数範
囲を最小 12 KHz の分解能まで分割できます。
CM が IP アドレスまたは MAC アドレスによって指定される場合、その特定の CM の電力情報が
得られます。IP アドレスまたは MAC アドレスが指定されていない場合、このコマンドはアップ
ストリーム全体の背景雑音を出力します。すべての出力では、コマンドの使用時に収集されたデー
タの履歴平均を使用します。履歴情報は保存されません。

（注）

Cisco ケーブル インターフェイス ライン カードは常に、アップストリームの中心周波数を 16
KHz 単位の増分でプログラミングするため、これが showcontrollercableupstream コマンドで
出力される周波数です。たとえば cable upstreamfrequency コマンドを使用して中心周波数 27
MHz（cableupstreamx-->frequency27000000）を指定すると、実際の中心周波数は 27.008 MHz
（次に高い 16 KHz 境界）になります。

ヒント

デフォルトでは、showcontrollercableupstream コマンドはルータのコンソール ポートへの出力
を表示します。イーサネット ポート経由での Telnet セッション時にログインしている場合に
コマンドの出力を表示するには、terminalmonitor コマンドを使用してから
showcontrollercableupstream コマンドを使用します。

___________________
例

次に示す showcontrollerscableupstream コマンドの出力には、ケーブル インターフェイス スロッ
ト 3/0 の アップストリーム 5 での特定の CM の電力情報が表示されます。分解能 5 MHz で、アッ
プストリーム全体（5 ～ 42 MHz）の電力情報が表示されます。
Router# show cable modem
MAC Address

IP Address

...
00d0.ba77.7595 10.20.114.34
00d0.ba77.7621 10.20.114.17
00d0.ba77.7533 10.20.114.55
...
Router# show controllers cable
02:16:49:
02:16:49:
02:16:49:
02:16:49:
02:16:49:
02:16:49:
02:16:49:
02:16:49:
02:16:49:
02:16:49:
Router#

（注）

I/F

MAC
State

C3/0/U5 online
C3/0/U5 online
C3/0/U5 online

Prim
Sid

RxPwr Timing Num BPI
(db) Offset CPEs Enbld

1
2
3

0.25
0.25
0.25

2740
2740
2740

1
2
1

yes
yes
yes

3/0 upstream 5 spectrum 10.20.114.34 5 42 5

Spectrum DATA(@0x4B060004) for u5: 4995-41991KHz(resolution 4992KHz, sid 1):
Freq(KHz) dBmV Chart
4995 :
-5
*************************
9987 :
-7
************************
14979:
-24 ****************
19971:
-35 **********
24963:
-39 ********
29955:
-35 **********
34947:
-37 *********

周波数範囲ごとの出力には、タイムスタンプ、各範囲の終了周波数（KHz 単位）、その範囲の
履歴平均電力レベル（dBmX 単位）および信号のノイズ フロア レベルをグラフィカルに示す
一連のアスタリスクが表示されます（信号が強いほどアスタリスクの数が増えます）。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable upstream spectrum

次の例では、ケーブル インターフェイス スロット 6/0 のアップストリーム 4 での背景雑音データ
の出力の一部を示します。このコマンドは、最小分解能 12 KHz のアップストリーム スペクトル
全体（5 ～ 42 MHz）をカバーします。
Router# show controller cable 6/0 upstream 4 spectrum 5000 42000 12
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
...
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
...
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:

Spectrum DATA(@0x4B060004) for u5: 4995-41991KHz(resolution 12KHz, sid 1):
Freq(KHz) dBmV Chart
4995 :
-100
5007 :
-67
5019 :
-67
5031 :
-67
5043 :
-64
5055 :
-64
5067 :
-61
8199
8211
8223
8235
8247
8259
8271
8283
8295
8307
8319
8331
8343
8355
8367
8379
8391
8403
8415
8427
8439
8451
8463
8475
8487
8499
8511
8523
8535
8547
8559
8571
8583
8595
8607

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

-67
-61
-64
-57
-49
-52
-46
-45
-52
-48
-45
-41
-39
-39
-40
-43
-44
-33
-32
-30
-27
-28
-36
-40
-37
-40
-39
-28
-29
-27
-29
-40
-36
-28
-30

11247:
11259:
11271:
11283:
11295:
11307:
11319:
11331:
11343:
11355:
11367:
11379:
11391:
11403:
11415:
11427:
11439:

-40
-44
-44
-46
-46
-42
-46
-48
-53
-55
-54
-57
-61
-60
-60
-60
-61
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***
**
*****
*****
**
****
*****
*******
********
********
********
******
******
***********
************
*************
**************
**************
**********
********
*********
********
********
**************
*************
**************
*************
********
**********
**************
*************
********
******
******
*****
*****
*******
*****
****
*
*

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers cable upstream spectrum

02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
02:15:54:
...

ヒント

___________________
関連コマンド

11451:
11463:
11475:
11487:

-57
-58
-67
-58

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

コマンド

説明

cablemodulation-profile

ケーブル変調プロファイルを作成します。

cableupstreamhop-priority

イングレス ノイズがアップストリームで許容可
能な値を超えた場合の修正アクションの順序を
決定します。

cableupstreammodulation-profile

1 つの変調プロファイル（スタティック プロ
ファイル）または 2 つの変調プロファイル（ダ
イナミック アップストリーム変調）のアップス
トリームを設定します。

showcablehop

アップストリームの現行のホップ期間としきい
値を、その他の統計情報と共に表示します。

showcablemodemcnr

特定のケーブル モデムのアップストリーム搬送
波対雑音比（CNR）に関する情報を表示しま
す。

showcablemodulation-profile

作成されたケーブル変調プロファイルを表示し
ます。

showcontrollerscable

ケーブル インターフェイスの統計情報を表示し
ます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers clock-reference

show controllers clock-reference
TCC+ カードまたは Cisco ケーブル クロック カードのハードウェア情報、レジスタ値、および現
在のカウンタを表示するには、特権 EXEC モードで showcontrollersclock-reference コマンドを使
用します。
show controllers clock-reference
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(1a)T1

このコマンドが導入されました。

12.1(2)EC1

EC トレインでこのコマンドがサポートされました。

12.2(2)XF

Cisco uBR10012 ルータの TCC+ カードでこのコマンドがサポート
されました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインにサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン showcontrollersclock-reference コマンドで表示されるカウンタをリセットするには、
cableclockclear-counters コマンドを使用します。

（注）

このコマンドは SC トレインには適用されません。
このコマンドは、Cisco CMTS クロック機能セットをサポートします。この機能セットは、
Voice-over-IP（VoIP）操作を強化するための同期クロックを提供します。クロック機能セットを
使用するには、次のいずれかの構成が必要です。
• 外部のナショナル クロック ソースに接続する 1 ～ 2 個の TCC+ カードを装着した Cisco
uBR10012 ルータ。
• Cisco uBR-MC16S、Cisco uBR-MC16E、Cisco uBR-MC28C、または Cisco uBR-MC28C-BNC
ケーブル インターフェイス ライン カードを使用する Cisco uBR7246 VXR ルータ。このルー
タには、Cisco ケーブル クロック カードも装着されている必要があり、また Cisco IOS
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers clock-reference

12.1(1a)T1、12.1(2)EC1 以降のリリースを実行する必要があります。Cisco ケーブル クロック
カードは外部のナショナル クロック ソースに接続している必要があります。
これらのケーブル インターフェイス カードのみが、クロック カードからの外部クロック カード
基準をサポートしており、特定のネットワークセグメントに接続しているセットトップボックス
（STB）または CM にその信号を送信します。Cisco uBR-MC16C などの他のケーブル インター
フェイス カードをクロック カードと共に使用できますが、これらのケーブル インターフェイス
は、外部クロック ソースとの間でダウンストリーム SYNC メッセージを同期しません。
各 CM または STB が VoIP アプリケーションとクロック機能セットもサポートしている必要があ
ります。たとえば、Cisco IOS リリース 12.0(7)T 以降が稼働する Cisco uBR924 では、クロック カー
ド機能が自動的にサポートされます。
___________________
例

次に、ナショナル クロック カードが装着されている Cisco uBR7246 VXR ルータに対する
showcontrollersclock-reference コマンドの出力例を示します。
Router# show controllers clock-reference
National clock card with T1 controller
Control register
:0x4
Status register
:0x54
LIU Config Register 0:0x0
LIU Config Register 1:0x0
1 events reported in 266636 seconds
Primary active :1, LOS :0
Secondary active :0, LOS :1
Holdovers :0, HW faults :0
Router#

次に、2 つの TCC+ カードを装着した Cisco uBR10012 ルータに対する showcontrollersclock-reference
コマンドの出力例を示します。

（注）

各 TCC+ カード（アクティブとバックアップ）にはそれぞれ専用のレジスタ セットがありま
す。
Router# show controllers clock-reference
Controllers for Card in Slot: 1
Interrupt Status Reg
Interrupt Mask Reg
UCPC Bus Control Status Reg
Push Button Status Reg
Line Card Presence Status Reg
TSRG Control Reg
LC Power off Control Reg
PEMA Voltage Monitor High Time Reg
PEMA Voltage Monitor Total Time Reg
PEMA Current Monitor High Time Reg
PEMA Current Monitor Total Time Reg
PEMB Voltage Monitor High Time Reg
PEMB Voltage Monitor Total Time Reg
PEMB Current Monitor High Time Reg
PEMB Current Monitor Total Time Reg
LIU0 Read Write Reg
LIU1 Read Write Reg
LCD Control Reg RS0
LCD Control Reg RS1
General Purpose Control Reg 0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0x0
0x0
0x4035
0x0
0x21
0xB800
0x0
0x0
0x0
0x0
0x0
0x66
0xCD
0x1C
0x34
0x11
0x11
0x39
0x39
0x2
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers clock-reference

General Purpose Control Reg 1
General Purpose Control Reg 2
LC Power off Status Reg
Sec Clock Control Reg
Sec Clock Status Reg
Push Button Input Reg
LC Presence Input Reg
Compare Errors rcvd from 1/1: 0
Parity Errors rcvd from 1/1 : 0
Controllers for Card in Slot: 2
Interrupt Status Reg
Interrupt Mask Reg
UCPC Bus Control Status Reg
Push Button Status Reg
Line Card Presence Status Reg
TSRG Control Reg
LC Power off Control Reg
PEMA Voltage Monitor High Time Reg
PEMA Voltage Monitor Total Time Reg
PEMA Current Monitor High Time Reg
PEMA Current Monitor Total Time Reg
PEMB Voltage Monitor High Time Reg
PEMB Voltage Monitor Total Time Reg
PEMB Current Monitor High Time Reg
PEMB Current Monitor Total Time Reg
LIU0 Read Write Reg
LIU1 Read Write Reg
LCD Control Reg RS0
LCD Control Reg RS1
General Purpose Control Reg 0
General Purpose Control Reg 1
General Purpose Control Reg 2
LC Power off Status Reg
Sec Clock Control Reg
Sec Clock Status Reg
Push Button Input Reg
LC Presence Input Reg
Compare Errors rcvd from 2/1: 0
Parity Errors rcvd from 2/1 : 0
PEM A Power = 0w, PEM B Power = 343w
Router#

（注）

:
:
:
:
:
:
:

0x2
0x40
0x0
0x81
0x1
0x0
0x21

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0x0
0x0
0x4053
0x0
0x21
0xB800
0x0
0x0
0x0
0x0
0x0
0x66
0xCD
0x1C
0x34
0x30
0x11
0x66
0x20
0x0
0x1
0x43
0x0
0x80
0x1
0x0
0x21

TCC+ カードが相互に同期する前に、システム始動時に多少の遅延が発生する可能性があるた
め、-->showcontrollersclock-reference コマンドが Cisco uBR10012 ルータでの比較エラーを表示
することがあります。これらの初期比較エラーは無視でき、cableclockclear-counters コマンド
を使用してクリアできます。
showcontrollersclock-reference コマンドにより表示される情報のほとんどは 16 進数のビットフィー
ルド形式であり、通常の運用では特に有用ではありませんが、次に示すフィールドは、TCC+ お
よびケーブル インターフェイス ライン カードの問題のトラブルシューティングで役に立つ可能
性があります。
• [UCPC Bus Control Status Reg]：両方の TCC+ カードのステータスと、LCD ディスプレイ パネ
ルが存在するかどうかを示します。
• [Line Card Presence Status Reg]：ケーブル インターフェイス ライン カードが Cisco uBR10012
シャーシに物理的に存在しているかどうかをソフトウェア ビューで示します。
• [LC Presence Input Reg]：ケーブル インターフェイス ライン カードが Cisco uBR10012 シャー
シに物理的に存在しているかどうかをハードウェア ビューで示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers clock-reference

• [LC Power off Status Reg]：cablepower コマンドを使用して、ケーブル インターフェイス ライ
ン カード スロットの電源がオフにされたかどうかを示します。
次の表に、これらのフィールドの解釈方法を示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers clock-reference

表 192：show controllers clock-reference のフィールドの説明

フィールド
UCPC Bus Control Status Reg

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2532

説明

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers clock-reference

フィールド

説明
両方の TCC+ カードのステータスと、LCD ディ
スプレイ パネルのステータスを示します。各
TCC+カードはそれ自体を基準としてこのフィー
ルドを表示します。「このカード」は当該カー
ド自体を指し、「他方のカード」はもう一方の
TCC+ カード スロットを指します。
• ビット 2–0 は、他方の TCC+ カードのス
テータスを示します。
◦ 0x00：カードなし。
◦ 0x03：他方のカードはバックアップ
カードです。
◦ 0x05：他方のカードはアクティブカー
ドです。
• 他方の TCC+ カードの状態が変化すると、
ビット 3 が 1 に設定されます。
• ビット 6 ～4 は、この TCC+ カードのス
テータスを示します。
◦ 0x00：カードなし。
◦ 0x03：このカードはバックアップカー
ドです。
◦ 0x05：このカードはアクティブ カー
ドです。
◦ 0x06：他方のカードがアクティブで
あったが現在応答しないため、この
カードがアクティブ カードの役割を
果たします。
• この TCC+ カードの状態が変化すると、
ビット 7 が 1 に設定されます。
• ビット 13 ～ 8 は使用されません。
• LCD ディスプレイ パネルが存在している
場合、ビット 14 が 1 に設定されます。
• カウンタの最終クリア以降に LCD ディス
プレイの有無が変更された場合、ビット
15 が 1 に設定されます。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers clock-reference

フィールド

説明

[UCPC Bus Control Status Reg] フィールドの最も一般的なビット パターンは次のとおりです。
• 0x4003：この TCC+ カードは存在せず、他方のカードがアクティブ カードであり、LCD
ディスプレイが存在しています。
• 0x4030：この TCC+ カードがアクティブ カードであり、他方のカードは存在せず、LCD
ディスプレイが存在しています。
• 0x4035：この TCC+ カードがバックアップ カードであり、他方のカードがアクティブ カー
ドであり、LCD ディスプレイが存在しています。
• 0x4053：この TCC+ カードがアクティブ カードであり、他方のカードがバックアップ カー
ドであり、LCD ディスプレイが存在しています。
• 0x4065：他方のカードが以前はアクティブでしたが現在は応答しないため、この TCC+ カー
ドがアクティブ カードの役割を果たします。LCD ディスプレイが存在します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers clock-reference

フィールド

説明

Line Card Presence Status Reg

先頭の 8 ビットは、ライン カードが物理的に存
在しているかどうかを示し、上位 8 ビットは、
cableclockclear-counters コマンドを使用したカ
ウンタの最終クリア後にカードの物理的な状態
が変化したかどうかを示します。
0x0001：スロット 5/0 にケーブル インターフェ
イス カードが装着されています。
0x0002：スロット 5/1 にケーブル インターフェ
イス カードが装着されています。
0x0004：スロット 6/0 にケーブル インターフェ
イス カードが装着されています。
0x0008：スロット 6/1 にケーブル インターフェ
イス カードが装着されています。
0x0010：スロット 7/0 にケーブル インターフェ
イス カードが装着されています。
0x0020：スロット 7/1 にケーブル インターフェ
イス カードが装着されています。
0x0040：スロット 8/0 にケーブル インターフェ
イス カードが装着されています。
0x0080：スロット 8/1 にケーブル インターフェ
イス カードが装着されています。
0x0100：スロット 5/0 の物理状態が変更されま
した。
0x0200：スロット 5/1 の物理状態が変更されま
した。
0x0400：スロット 6/0 の物理状態が変更されま
した。
0x0800：スロット 6/1 の物理状態が変更されま
した。
0x1000：スロット 7/0 の物理状態が変更されま
した。
0x2000：スロット 7/1 の物理状態が変更されま
した。
0x4000：スロット 8/0 の物理状態が変更されま
した。
0x8000：スロット 8/1 の物理状態が変更されま
した。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers clock-reference

フィールド

説明

LC Presence Input Reg

このレジスタの下位 8 ビットは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードがシャーシ スロッ
トに物理的に装着されているかどうかを示しま
す。ビットが示す意味は、[Line Card Presence
Status Reg] の下位 8 ビットと同じです。
このレジスタの上位 8 ビットは使用されていま
せん。

[Line Card Presence Status Reg] には、Cisco IOS ソフトウェアにより判別されたライン
カードの状態が示され、[LC Presence Input Reg] には、シャーシ ハードウェアにより判
別された状態が示されます。
LC Power off Status Reg
0x01：スロット 5/0 の電源がオフです
（注）

0x02：スロット 5/1 の電源がオフです
0x04：スロット 6/0 の電源がオフです
0x08：スロット 6/1 の電源がオフです
0x10：スロット 7/0 の電源がオフです
0x20：スロット 7/1 の電源がオフです
0x40：スロット 8/0 の電源がオフです
0x80：スロット 8/1 の電源がオフです

ヒント

___________________
関連コマンド

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

コマンド

説明

cableclockclear-counters

showcontrollersclock-reference コマンドで表示
されるカウンタをクリアします。

cablepower

Cisco uBR10012 ルータでケーブル インターフェ
イス ライン カードをオンまたはオフにします。
これにより、showcontrollersclock-reference コ
マンドで表示される LC Power off Status のレジ
スタが更新されます。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers clock-reference

コマンド

説明

showcableclock

Cisco ケーブル クロック カードと TCC+ カード
のステータスを表示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers jacket

show controllers jacket
ワイドバンド SIP レジスタ値を表示するには、特権 EXEC モードで showcontrollersjacket コマン
ドを使用します。
show controllers jacket slot/subslot [all| cpld| processor| vanadium| spi_fpga]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

slot

ワイドバンド SIP が装着されているスロット。
Cisco uBR10012 ルータでは、スロット 1 と 3 を
ワイドバンド SIP に使用できます。

subslot

ワイドバンド SIP が装着されているサブスロッ
ト。Cisco uBR10012 ルータでは、常にサブス
ロット 0 が指定されます。

all

（任意）すべてのレジスタの値を表示します。

cpld

（任意）CPLD レジスタの値を表示します。

processor

（任意）プロセッサ レジスタの値を表示しま
す。

vanadium

（任意）Vanadium レジスタの値を表示します。

spi_fpga

（任意）SPI FPGA レジスタの値を表示します。

特定のレジスタのキーワードまたは all を指定しない場合、showcontrollersjacket はすべてのレジ
スタの値を表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されまし
た。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers jacket

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン ワイドバンド SIP レジスタ値を表示するには、showcontrollersjacket コマンドを使用します。次の
ワイドバンド SIP コンポーネントの値を表示できます。
• CPLD：Complex Programmable Logic Device（CPLD）。リセット、I/O バス、および SPA OIR
を制御するロジックが含まれています。
• プロセッサ：ワイドバンド SIP オンボード プロセッサ。SIP のチップの設定、PRE モジュー
ルとの通信、および SPA との通信を処理します。
• Vanadium：Cisco 設計の ASIC。SIP と PRE モジュール間のリンクを提供します。
• SPI FPGA：POS-PHY Level 3（PL3）インターフェイスの最大 8 つのチャネルと、2 つの System
Packet Interface Level 4 Phase 2（SPI 4.2）インターフェイス間で共有される最大 8 つのチャネ
ルをサポートするバス コンバータ。SPI FPGA は、オンボード プロセッサ コンプレックスと
ワイドバンド SIP バス間のインターフェイスとしても機能します。

___________________
例

次に、cpld キーワードと processor キーワードを指定した showcontrollersjacket コマンドの出力例
を示します。
Router# show controllers jacket 1/0 cpld
CPLD registers
[A4000000]
[A4000004]
[A4000008]
[A400000C]
[A4000010]
[A4000014]
[A4000018]
[A400001C]
[A4000020]

Version:4
Clock frequency:32
Reset status and control:1
Software reset reason:0
Datapath reset: 19
SPA 0 OIR register: FF
SPA 1 OIR register: FF
SPA OIR interrupt status: (would clear on read)
SPA OIR interrupt mask: FF

Router# show controllers jacket 1/0 processor
Processor Registers
Port A:
Pin Assignment
C00000
Data Direction
FF437C3A
Open-Drain
1800F
Data
A88005
Special Options
0000
Port B:
Pin Assignment
0008
Data Direction
FFFFBEF
Open-Drain
0000
Data
BF0FEFC
Special Options
0008
Port C:
Pin Assignment
3580C
Data Direction
FF7CA7F3
Open-Drain
0000
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers jacket

Data
Special Options
Port D:
Pin Assignment
Data Direction
Open-Drain
Data
Special Options

___________________
関連コマンド

84D004
0000
30005
FFCFFFE
30000
30000
30000

Command

Description

showcontrollersmodular-cable

ワイドバンド SPA 情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

show controllers modular-cable
Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル ライン カードとワイドバンド SPA に関する情報を表示するには、
特権 EXEC モードで showcontrollersmodular-cable コマンドを使用します。
show controllers modular-cable slot/subslot/bay {brief| fpga_registers| {all| sfp [port port_num]| ge_phy
[port port_num]}}
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC5、12.2(33)SCB 以降のリリース
show controllers modular-cable slot/bay/portslot/subslot/controller {all| association| bpi-entry bpi-index|
brief| config| crashinfo| dsid-log search min max| dsid-ref-log dsid n| errors| fpga_version| fpga_registers|
ge_phy [port port_num]| iofpga| mapping [rf-channel| wb-channel]| registers| rf-channel channel_number|
sfp [port port_num]| spa-log-all| stat-index-log search min max| status| wideband-channel channel_number}

（注）

___________________
構文の説明

上記の構文に示すオプションは一例であり、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルー
タで使用されるケーブル インターフェイス ライン カードによって異なります。

slot/subslot/bay または slot/bay/port

ワイドバンド SPA スロット、サブスロット、ベ
イ、およびポート。
• slot：ワイドバンド SIP が装着されている
スロット。有効な値は 1 と 3 です。
• subslot：ワイドバンド SIP が装着されてい
るサブスロット。有効な値は 0 です。
• bay：SPA が装着されているワイドバンド
SIP ベイ。有効範囲は 0 ～ 3 です。

slot/subslot/controller

モジュラ ケーブル ライン カードのスロット、
サブスロット、およびコントローラ。
• slot：モジュラ ケーブル ライン カード ス
ロット。有効な値の範囲は 5 ～ 8 です。
• subslot：モジュラ ケーブル ライン カード
サブスロット。有効な値は 0 または 1 で
す。
• controller：モジュラ ケーブル ライン カー
ド コントローラ。有効範囲は 0 ～ 2 です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

all

（任意）モジュラ ケーブル コントローラに関
するすべての情報を表示します。

association

MAC ドメインとワイドバンド インターフェイ
ス間の関連付けを表示します。

bpi-entrybpi-index

ベースライン プライバシー インターフェイス
（BPI）に関する情報を表示します。
• bpi-index：BPI インデックス。有効範囲は
0 ～ 24575 です。

brief

（任意）コントローラ情報の概要を表示しま
す。

config

ダウンストリームの Field-Programmable Gate
Array（FPGA）の設定に関する情報を表示しま
す。

counters

チャネル カウンタに関する情報を表示します。

crashinfo

ワイドバンド SPA のクラッシュ情報を表示しま
す。

dsid-logsearchminmax

ワイドバンド SPA ログのダウンストリーム ID
（DSID）を検索します。
• min：最小検索値。有効値の範囲は 1 ～
65535 です。
• max：最大検索値。有効値の範囲は 1 ～
65535 です。
（注）

dsid-ref-logdsidn

このキーワードは、Cisco TAC からの
指示がある場合に限りデータ収集の
ために使用します。

DSID の最新の統計インデックスおよび参照カ
ウントを取得します。
• n：DSID 検索値。有効値の範囲は 1 ～
65535 です。
（注）

errors
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このキーワードは、Cisco TAC からの
指示がある場合に限りデータ収集の
ために使用します。

エラーを表示します。

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

fpga_registers

（任意）ワイドバンド SPA Field-Programmable
Gate Array（FPGA）（Braze）レジスタの情報を
表示します。

fpga_version

ケーブル インターフェイス ライン カードの
FPGA バージョンを表示します。

ge_phy

（任意）ギガビット イーサネット ポートの物
理レイヤ（PHY）情報を表示します。

iofpga

I/O FPGA の情報を表示します。

mapping

設定された RF チャネルおよびワイドバンド
チャネルのマッピングに関する情報を表示しま
す。
• rf-channel：RF チャネル カウンタ。有効範
囲は 0 ～ 31 です。指定しない場合、すべ
てのチャネルが表示されます。
• wb-channel：ワイドバンド チャネル カウ
ンタ。有効範囲は 0 ～ 31 です。指定しな
い場合、すべてのチャネルが表示されま
す。

registers

ダウンストリーム FPGA のレジスタを表示しま
す。

rf-channelchannel-number

channel-number により指定される RF チャネル
の情報を表示します。
• channel-number：RF チャネル番号。有効値
の範囲は、0 ～ 23 です。

sfp

（任意）Small Form-Factor Pluggable（SFP）モ
ジュールの情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

stat-index-logsearchminmax

SPA ログのダウンストリーム統計インデックス
を検索します。
• min：最小検索値。有効値の範囲は 1 ～
65535 です。
• max：最大検索値。有効値の範囲は 1 ～
65535 です。
（注）

このキーワードは、Cisco TAC からの
指示がある場合に限りデータ収集の
ために使用します。

SPA デバッグ ログを表示します。

spa-log-all

（注）

このキーワードは、Cisco TAC からの
指示がある場合に限りデータ収集の
ために使用します。

portport_num

（任意）sfp または ge_phy キーワードを使用す
ると、指定したギガビット イーサネット ポー
トの情報が表示されます。portport_num 引数を
使用しない場合は、両方のギガビット イーサ
ネット ポートの情報が表示されます。

status

ダウンストリーム FPGA のステータスが表示さ
れます。

wideband-channelchannel-number

channel-number により指定されるワイドバンド
チャネルに関する情報を表示します。
• channel-number：ワイドバンド チャネル番
号。有効値の範囲は、0 ～ 31 です。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

キーワードまたは引数を指定しないと、両方のギガビットイーサネットポートのすべての情報カ
テゴリが表示されます。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。

12.3(23)BC5

コマンド出力が変更されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。こ
のコマンドが変更され、モジュラ ケーブル インターフェイスの指定形
式が slot/subslot/bay から slot/bay/port に変更されました。

12.3(23)BC6

コマンド出力が変更され、SPA 環境モニタリング情報がキャプチャさ
れるようになりました。

12.2(33)SCC

コマンド出力が変更され、トグル情報がキャプチャされるようになり
ました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更され、Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル ライン カー
ドに対応する複数のキーワードが追加されました。

12.2(33)SCG

このコマンドが変更され、dsid-log、dsid-ref-log、stat-index-log、およ
び spa-log-all キーワードが追加されました。

12.2(33)SCH

Bonding Across 3G60 Controllers Support 機能のサポートが追加されまし
た。mapping オプションの rf-channel カウンタと wb-channel カウンタ
の有効範囲が指定されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン sfp または ge_phy の代わりに all を指定すると、SFP モジュールと PHY に関する情報が表示され
ます。

（注）

___________________
例

このコマンドは、Cisco 10000 シリーズ SIP-600 のクラッシュ ダンプ情報を出力しません。Cisco
10000 シリーズ SIP-600 のクラッシュ ダンプ情報を取得するには、show diag 1/0 crashdump コ
マンドを使用します。

次に、bpi-entry キーワードを指定した show controller integrated-cable コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show controllers modular-Cable card 8/1 bpi-entry 1
BPI Index: 1 Segment: 0
Even Key: Invalid, Odd Key: Invalid
Key Sequence Number: 0 Security Association: 0x0

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2545

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

Key Type: DES
Even Key: 0000-0000-0000-00
Odd Key: 0000-0000-0000-00

IV: 0000-0000-0000-0000
IV: 0000-0000-0000-0000

表 193：show controller modular-cable のフィールドの説明

フィールド

説明

BPI Index

BPI インデックス番号。

Segment

DOCSIS MAC アドレスで使用されるハードウェ
ア セグメント。

Even Key

BPI エントリの [Even Key] の現行値。

Odd Key

BPI エントリの [Odd Key] の現行値。

Key Sequence Number

キー シーケンス番号。

セキュリティ アソシエーション

Security Association Identifier（SAID）。

Key Type

暗号化アルゴリズム（データ暗号規格（DES）
または Advanced Encryption Standard（AES））
に基づいて保存されたキーのタイプ。

次に、fpga_registers、-->sfp、-->、および ge_phy キーワードを指定した
showcontrollersmodular-cable コマンドの出力例を示します。いくつかのケースでは、出力の一部
だけが示されています。
Router# show controllers modular-cable 1/0/0 fpga_registers
REG blz_sw_rev_id offset 0x00000000 = 0x00000000
REG blz_hw_rev_id offset 0x00000004 = 0x04030422
REG rst_ctrl_reg_0 offset 0x00000008 = 0x00000000
REG led_ctrl_reg_0 offset 0x00000010 = 0x00000001
REG gp_config_reg_0 offset 0x00000030 = 0x80000000
REG test_reg offset 0x000000B0 = 0xDEADBEAF
REG adr_trap_reg offset 0x000000B4 = 0x00000040
REG spa_timeout_reg offset 0x000000B8 = 0x000003E8
REG spa_error_reg offset 0x000000BC = 0x0000000A
REG bm_int_stat_reg offset 0x00000100 = 0x00000000
REG sfp_all_int_stat_reg offset 0x00000104 = 0x00000000
REG spa_brd_int_stat_reg offset 0x00000108 = 0x00000203
REG spa_brd_int_en_reg offset 0x00000120 = 0x000000CC
REG spa_brd_int_ovrd_reg offset 0x00000130 = 0x00000000
REG sfp_int_stat_reg_0 offset 0x00000200 = 0x00000000
REG sfp_cfg_stat_reg_0 offset 0x00000204 = 0x00010007
REG sfp_int_stat_reg_1 offset 0x00000208 = 0x00000000
REG sfp_cfg_stat_reg_1 offset 0x0000020C = 0x00010007
REG blz_ctrl_stat_reg offset 0x00000300 = 0x0007FF01
REG dcm_status_reg offset 0x00000304 = 0x00000009
REG blz_sp_int_stat_reg_0 offset 0x00000310 = 0x00000008
...
Router# show controllers modular-cable 1/0/0 sfp port 1
SFP in port 1
SFP is present
SFP LOS is not detected
SFP TX FAULT is not detected
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

SFP TX is enabled
ID: SFP
Extended ID: 4
Connector: LC
SONET compliance: not specified
Gigabit Ethernet compliance: 1000BASE-SX
Fibre Channel link length: not specified
Fibre Channel transmitter technology: not specified
Fibre Channel transmission media: not specified
Fibre Channel speed: not specified
Encoding: 8B10B
Bit Rate: 1300 Mbps
50 micron-multimode fiber supported length: 550 m
62.5 micron-multimode fiber supported length: 270 m
Upper bit rate limit: not specified
Lower bit rate limit: not specified
Date code (yy/mm/dd): 05/02/23
Vendor name: CISCO-AGILENT
Vendor OUI: 12499
Vendor Part Number (PN): QFBR-5766LP
Vendor Rev:
Vendor SN (SN): AGS090855CE
Options implemented:
LOS Signal
TX Fault Signal
TX Disable Signal
Enhanced options implemented: none
Diagnostic monitoring implemented: none
Idprom contents (hex):
0x00:
03 04 07 00 00 00 01 00 00 00 00 01 0D 00 00 00
0x10:
37 1B 00 00 43 49 53 43 4F 2D 41 47 49 4C 45 4E
0x20:
54 20 20 20 00 00 30 D3 51 46 42 52 2D 35 37 36
0x30:
36 4C 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 52 00 B5
0x40:
00 1A 00 00 41 47 53 30 39 30 38 35 35 43 45 20
0x50:
20 20 20 20 30 35 30 32 32 33 20 20 00 00 00 C4
0x60:
00 00 06 C9 F0 FA 7C 01 B3 C8 41 6B 39 04 FC 85
0x70:
BB 20 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 94 52 CC
0x80:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x90:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
State: Initalized
Phased Initialization
Phase Reached: 4
Phase Exit Code: 0
Phase Read Offset: 0
Socket Verification
Router# show controllers modular-cable 1/0/0 ge_phy port 0
Gigabit PHY information for port 0:
PHY Status:
status (reg 1) = 0x16D
link is up, auto-negotiation is complete
remote fault not detected, jabber not detected
Extended status register (reg 15) = 0xC000
1000BaseX full duplex capable
1000BaseX half duplex capable
phy specific status (reg 17) = 0xAC14
link is up (real-time), speed/duplex resolved
speed: 1000 Mbps, duplex: full
page not received, cable length is < 50m
MDI cross-over status: MDI, downshift status: no
energy detect status: sleep
transmit pause: disabled, receive pause: enabled
polarity: normal, jabber: no
phy specific extended status (reg 27) = 0xB487
Fiber/ copper auto selection disabled, fiber link
Serial interface auto-negotiation bypass enabled
Serial interface auto-negotiation bypass status:
Link came up because regular fiber autoneg completed
Interrupt polarity is active low
receive error count: 0x0
Auto-negotiation configuration and status:
Auto-negotiation is enabled and is completed
Speed/duplex is resolved to 1000 Mbps, full duplex
Advertised capabilities: 1000BaseX/HD 1000BaseX/FD Pause capable (Asymmetric)
Partner capabilities: 1000BaseX/FD
...
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

（注）

上記のコマンド出力が変更され、SPA センサー温度の測定値とエラー パケット情報がキャプ
チャされるようになりました。
エラー情報には次の詳細が含まれています。
• キャプチャ時のタイムスタンプ。
• パケット取得時の中断状態。これはエラーのタイプを示します。
• パケット長。
• パケットの Blaze ヘッダー部分。
次に、エラー パケットがない場合の show controllers modular-cable コマンドの出力例を示します。
Router# show controllers modular-Cable 1/0/1 | b reading
WBCMTS DOCSIS SPA temperature sensor 0, reading: 25C/77F
WBCMTS DOCSIS SPA temperature sensor 1, reading: 25C/77F
Error Packets Captured on Blaze SPI Interface:
Timestamp IntStat Len BlazeHeader
Detail Packet Content: (first 80 bytes, hex format)

次に、エラー パケットがキャプチャされた場合の show controllers modular-cable コマンドの出力例
を示します。
Router# show controllers modular-Cable 1/0/0
SPA 0 is present
status LED: [green]
Host 12V is enabled and is okay.
Power has been enabled to the SPA.
SPA reports power enabled and okay.
SPA reports it is okay and is NOT held in reset.
................... <<< text omitted
WBCMTS DOCSIS SPA temperature sensor 0, reading: 26C/78F
WBCMTS DOCSIS SPA temperature sensor 1, reading: 25C/77F
Error Packets Captured on Blaze SPI Interface:
Timestamp IntStat Len BlazeHeader
000:00:12:49.190 C0000808 1510 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0F C2 00
000:00:13:04.948 C0000808 796 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0F C2 00
000:00:13:09.468 C0000808 60 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0F C2 00
000:00:13:14.320 C0000808 26 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0F C2 00
000:00:13:18.088 C0000808 496 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0F C2 00
Detail Packet Content: (first 80 bytes, hex format)
[Entry 00]
0x00: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0F C2 00
0x10: 00 1C 9C 24 01 E0 2F 00 00 01 00 00 00 00 00 00
0x20: 00 0A 00 00 03 04 FD 00 00 48 03 FC 00 00 00 00
0x30: 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 80 06 12 78
0x40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00
[Entry 01]
0x00: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0F C2 00
0x10: 00 1C 9C 24 01 E0 2F 00 00 01 00 00 00 00 00 00
0x20: 00 0A 00 00 03 04 FD 00 00 48 03 FC 00 00 00 00
0x30: 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 80 06 12 78
0x40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00
[Entry 02]
0x00: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0F C2 00
0x10: 00 1C 9C 24 01 E0 2F 00 00 01 00 00 00 00 00 00
0x20: 00 0A 00 00 03 04 FD 00 00 48 03 FC 00 00 00 00
0x30: 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00
[Entry 03]
0x00: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0F C2 00
0x10: 00 1C 9C 24 01 E0 2F 00 00 01
[Entry 04]
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

0x00:
0x10:
0x20:
0x30:
0x40:

（注）

00
00
00
00
00

00
1C
0A
00
00

00
9C
00
00
00

00
24
00
00
00

01
01
03
00
00

00
E0
04
00
00

00
2F
FD
00
00

00
00
00
05
00

00
00
00
00
00

00
01
48
00
00

00
00
03
00
00

00
00
FC
00
05

00
00
00
80
00

0F
00
00
06
00

C2
00
00
12
00

00
00
00
78
00

上記のコマンド出力に示されている温度センサーの測定値は、Cisco IOS リリース 12.3(23)BC
特有のものであり、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB 以降では出力されません。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC6 以降、コマンド出力が変更され、SPA 環境モニタリング情報が
キャプチャされるようになりました。環境モニタリング情報の内容は次のとおりです。
温度センサー情報：
• センサー番号
• 現在のセンサーの測定値
• 下限しきい値
• 警告しきい値
• クリティカルしきい値
• シャットダウンしきい値
電圧センサー情報：
• レールの公称値
• 現在の電圧測定値
• シャットダウン下限しきい値
• 警告下限しきい値
• 警告上限しきい値
• シャットダウン上限しきい値
次に、SPA 環境モニタリング情報を示す show controllers modular-cable コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show controllers modular-cable 1/0/0
SPA Environment Monitoring Information:
Temperature sensors for SPA-24XDS-SFP[1/0]:
Sensor
Reading Low
Warning Critical
0
26C
0C
58C
68C
1
27C
0C
58C
68C
Voltage sensors for SPA-24XDS-SFP[1/0]:
Nominal Reading LowShut LowWarn HighWarn
3.300V
3.276V
3.069V
3.135V
3.465V
2.500V
2.485V
2.325V
2.375V
2.625V
1.200V
1.186V
1.116V
1.140V
1.260V
1.800V
1.801V
1.674V
1.710V
1.890V

| b SPA Env
Shutdown
85C
85C
HighShut
3.531V
2.675V
1.284V
1.926V
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

（注）

センサーの測定値がシャットダウンしきい値を超えると、SPA は自動的にシャットダウンしま
す。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC では、30 秒以内に SPA 上のプライマリ リンクが切り替わる回数
が 5 回を超え、バックアップ リンクが UP になっている場合は、バックアップ リンクがトラフィッ
ク用として選択されます。30 秒後またはバックアップ リンクが故障したときの次のプライマリ
リンク移行中にリンクがプライマリ リンクに切り替わります。show controllers modular-cable コマ
ンド出力が変更され、トグル情報がキャプチャされるようになりました。
次に、トグル情報を示す show controllers modular-cable コマンドの出力例を示します。
Router# show controllers modular-cable 1/1/0
SPA 1 is present
status LED: [green]
Host 12V is enabled and is okay.
Power has been enabled to the SPA.
SPA reports power enabled and okay.
SPA reports it is okay and is NOT held in reset.
Gigabit Ethernet Port Selected : Port 0
Receive Interface
: Out of Reset
Receive Interface
: Enabled
Transmit Interface
: Out of Reset
Transmit Interface
: Enabled
Primary Receive Clock
: Enabled
Backup Receive Clock
: Enabled
SFP [Port 0] : 1000BASE-SX Present
Tx Enabled , LOS Not Detected , TxFault Not Detected
Link Status [Port 0] : UP
Primary port Link Up
Events : 2
Primary port Link Down Events : 0
Backup port Link Up
Events : 2
Backup port Link Down Events : 0
Current Link Toggle Count
: 0
Link Toggle Suppressed
: TRUE
Link Toggle Suppress Events
: 0
SFP [Port 1] : 1000BASE-SX Present
Tx Enabled , LOS Not Detected , TxFault Not Detected
Link Status [Port 1] : UP
Wideband Channel information
Channel
RF bitmap
Police Info: Bytes
Interval
0
0x7
0
0 ms
1
0xC
0
0 ms
2
0x0
0
0 ms
3
0x0
0
0 ms
4
0x0
0
0 ms
5
0x0
0
0 ms
6
0x0
0
0 ms
7
0x0
0
0 ms
8
0x0
0
0 ms
9
0x0
0
0 ms
10
0x0
0
0 ms
11
0x0
0
0 ms

次に、rf-channel キーワードを指定した場合の出力例を示します。
Router# show controllers
Ctrl Chan Frequency Mod
0
0
453000000 256
0
1
459000000 256
0
2
465000000 256
0
3
471000000 256
0
4
477000000 256
0
5
483000000 256
0
6
489000000 256
0
7
495000000 256
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Modular-Cable 8/1/0 rf-channel
Annex IP Address
MAC Address
B
10.31.136.100
0022.9084.4e3f
B
10.31.136.100
0022.9084.4e3f
B
10.31.136.100
0022.9084.4e3f
B
10.31.136.100
0022.9084.4e3f
B
10.31.136.100
0022.9084.4e3f
B
10.31.136.100
0022.9084.4e3f
B
10.31.136.100
0022.9084.4e3f
B
10.31.136.100
0022.9084.4e3f

DEPI Remote ID
101231
101232
101233
101234
101241
101242
101243
101244

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

0
8
0
64
0
9
0
64
0
10
0
64
0
11
0
64
0
12
0
64
0
13
0
64
0
14
0
64
0
15
0
64
0
16
0
64
0
17
0
64
0
18
0
64
0
19
0
64
0
20
0
64
0
21
0
64
0
22
0
64
0
23
0
64
Router# show controllers
Ctrl Chan Frequency Mod
0
7
495000000 256

B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
B
0.0.0.0
0000.0000.0000
Modular-Cable 8/1/0 rf-channel 7
Annex IP Address
MAC Address
B
10.31.136.100
0022.9084.4e3f

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPI Remote ID
101244

次に、wideband-channel キーワードを指定した場合の出力例を示します。
Router# show controllers Modular-Cable 8/1/0 wideband-channel
WB
BG
Primary
channel
ID
BG
Wideband-Cable8/1/0:0
1377 Yes
Wideband-Cable8/1/0:1
1378 Yes
Wideband-Cable8/1/0:2
1379 Yes
Wideband-Cable8/1/0:3
1380 Yes
Wideband-Cable8/1/0:4
1381 Yes
Wideband-Cable8/1/0:5
1382 Yes
Wideband-Cable8/1/0:6
1383 Yes
Wideband-Cable8/1/0:7
1384 Yes
Wideband-Cable8/1/0:8
1385 Yes
Wideband-Cable8/1/0:9
1386 Yes
Wideband-Cable8/1/0:10 1387 Yes
Wideband-Cable8/1/0:11 1388 Yes
Wideband-Cable8/1/0:12 1389 Yes
Wideband-Cable8/1/0:13 1390 Yes
Wideband-Cable8/1/0:14 1391 Yes
Wideband-Cable8/1/0:15 1392 Yes
Wideband-Cable8/1/0:16 1393 Yes
Wideband-Cable8/1/0:17 1394 Yes
Wideband-Cable8/1/0:18 1395 Yes
Wideband-Cable8/1/0:19 1396 Yes
Wideband-Cable8/1/0:20 1397 Yes
Wideband-Cable8/1/0:21 1398 Yes
Wideband-Cable8/1/0:22 1399 Yes
Wideband-Cable8/1/0:23 1400 Yes
Wideband-Cable8/1/0:24 1401 Yes
Wideband-Cable8/1/0:25 1402 Yes
Wideband-Cable8/1/0:26 1403 Yes
Wideband-Cable8/1/0:27 1404 Yes
Wideband-Cable8/1/0:28 1405 Yes
Wideband-Cable8/1/0:29 1406 Yes
Wideband-Cable8/1/0:30 1407 Yes
Wideband-Cable8/1/0:31 1408 Yes
Router# show controllers Modular-Cable 8/1/0 wideband-channel 0
WB
BG
Primary
channel
ID
BG
Wideband-Cable8/1/0:0
1377 Yes

次に、show controllers modular-cable mapping コマンドの出力例を示します。
router# show controllers modular-cable mapping
Ctrlr
RF
MC
MC Rem.
WB
channel BW %
Ratio
channel
5/1/0
2
0
0

WB
BW %

WB Rem.
Ratio

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2551

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCH で Bonding Across 3G60 Controllers Support 機能が導入されました。
次に、複数の 3G60 コントローラにわたる RF チャネルのボンディングを示す
showcontrollersmodular-cablemapping コマンドの出力例を示します。
Router#show controllers modular-cable 7/0/0 mapping rf-channel 21
Ctrlr RF MC MC Rem.WB WB WB Rem.
channel BW % Ratio channel BW % Ratio
7/0/0 21 0 0 7/0/0:0 10 1
7/0/1:30 10 1
Router#show controllers modular-cable 7/0/1 mapping wb-channel 30
Ctrlr WB RF BW % Remaining
channel channel Ratio
7/0/1 30 7/0/0:20 10 1
上記の rf-channel キーワードを指定した場合の出力には、RF チャネル番号 21 が、コントローラ 0
のワイドバンド インターフェイス ボンディング グループ 0 と、コントローラ 1 のボンディング
グループ 30 に属しており、各コントローラで 10% の帯域幅がこのチャネルに割り当てられてい
ることが示されています。
次に、showcontrollersmodular-cableregisters コマンドの出力例を示します。
router# show controllers modular-Cable 5/1/0 registers
JIB3_DS BPI registers (base address 0xF8880000)
bpi_int_isr_0
[0x00000000] = 0x00000000
bpi_int_ier_0
[0x00000004] = 0x0000000F
glb_int_isr_0
[0x00000010] = 0x00000000
glb_int_ier_0
[0x00000014] = 0x00001EFF
glb_int_isr_1
[0x00000020] = 0x00000000
glb_int_ier_1
[0x00000024] = 0x00001EFF
col_chip_mode_reg
[0x00000030] = 0x00000001
bpi_int_fesr_0
[0x00000040] = 0x00000000
bpi_tst_tp_sel_reg
[0x00000050] = 0x00000000
bpi_tst_tp_reg
[0x00000054] = 0x00000000
bpi_cnt_good_packet_in_cnt
[0x00000064] = 0x00013418
bpi_cnt_bad_packet_in_cnt
[0x00000068] = 0x00000000
bpi_cnt_good_packet_out_cnt
[0x0000006C] = 0x00013418
bpi_cnt_bad_packet_out_cnt
[0x00000070] = 0x00000000
bpi_ecc_sbit_err_cnt
[0x00000074] = 0x00000000
glb_sw_rev_id
[0x00000078] = 0x00020002
glb_hw_rev_id
[0x0000007C] = 0x0001000D
frz_reg
[0x00000080] = 0x00000000
frz_en
[0x00000084] = 0x00000001
glb_dcm_status
[0x00000088] = 0x00000007
glb_sw_rst
[0x0000008C] = 0x00000000

次に、dsid-log キーワードを指定した場合の出力例を示します。
Router# show controllers modular-Cable 1/0/0 dsid-log search 1 1000
SPA 0 DSID Info Log Count 17
Entry 5
00y:000d:00h:03m:11.908 ds_stat_index=00022 dsid=0x001A8 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00009 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 6
00y:000d:00h:03m:11.972 ds_stat_index=00021 dsid=0x001A0 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00010 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 7
00y:000d:00h:03m:12.208 ds_stat_index=00024 dsid=0x001B8 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00011 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 8
00y:000d:00h:03m:12.632 ds_stat_index=00023 dsid=0x001B0 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00012 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 9
00y:000d:00h:27m:13.024 ds_stat_index=00021 dsid=0x00000 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00010 WbIdx=000000 old_dsid=0x001A0 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x000C0000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_CLEAR_CLEANUP
Entry 10
00y:000d:00h:27m:13.090 ds_stat_index=00022 dsid=0x00000 seq_num_b4=0x00001
1st_seq_num=0x00001
slotIdx=10 5/0 sid=00009 WbIdx=000000 old_dsid=0x001A8 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x000C0000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_CLEAR_CLEANUP
Entry 11
00y:000d:00h:27m:13.156 ds_stat_index=00023 dsid=0x00000 seq_num_b4=0x00001
1st_seq_num=0x00001
slotIdx=10 5/0 sid=00012 WbIdx=000000 old_dsid=0x001B0 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x000C0000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_CLEAR_CLEANUP
Entry 12
00y:000d:00h:27m:13.220 ds_stat_index=00024 dsid=0x00000 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00011 WbIdx=000000 old_dsid=0x001B8 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x000C0000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_CLEAR_CLEANUP
Entry 13
00y:000d:00h:29m:30.388 ds_stat_index=00025 dsid=0x001C0 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00013 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 14
00y:000d:00h:29m:32.544 ds_stat_index=00026 dsid=0x001C8 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00014 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 15
00y:000d:00h:29m:36.446 ds_stat_index=00028 dsid=0x001D8 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00016 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 16
00y:000d:00h:29m:36.970 ds_stat_index=00027 dsid=0x001D0 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00015 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
SPA 0 DSID Suspect Count 0
No entries in the DSID Suspect List Log for SPA 0

次に、stat-index-log キーワードを指定した場合の出力例を示します。
Router# show controllers modular-Cable 1/0/0 stat-index-log search 1 1000
SPA 0 DSID Info Log Count 17
Entry 5
00y:000d:00h:03m:11.908 ds_stat_index=00022 dsid=0x001A8 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00009 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2553

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 6
00y:000d:00h:03m:11.972 ds_stat_index=00021 dsid=0x001A0 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00010 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 7
00y:000d:00h:03m:12.208 ds_stat_index=00024 dsid=0x001B8 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00011 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 8
00y:000d:00h:03m:12.632 ds_stat_index=00023 dsid=0x001B0 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00012 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 9
00y:000d:00h:27m:13.024 ds_stat_index=00021 dsid=0x00000 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00010 WbIdx=000000 old_dsid=0x001A0 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x000C0000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_CLEAR_CLEANUP
Entry 10
00y:000d:00h:27m:13.090 ds_stat_index=00022 dsid=0x00000 seq_num_b4=0x00001
1st_seq_num=0x00001
slotIdx=10 5/0 sid=00009 WbIdx=000000 old_dsid=0x001A8 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x000C0000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_CLEAR_CLEANUP
Entry 11
00y:000d:00h:27m:13.156 ds_stat_index=00023 dsid=0x00000 seq_num_b4=0x00001
1st_seq_num=0x00001
slotIdx=10 5/0 sid=00012 WbIdx=000000 old_dsid=0x001B0 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x000C0000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_CLEAR_CLEANUP
Entry 12
00y:000d:00h:27m:13.220 ds_stat_index=00024 dsid=0x00000 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00011 WbIdx=000000 old_dsid=0x001B8 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x000C0000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_CLEAR_CLEANUP
Entry 13
00y:000d:00h:29m:30.388 ds_stat_index=00025 dsid=0x001C0 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00013 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 14
00y:000d:00h:29m:32.544 ds_stat_index=00026 dsid=0x001C8 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00014 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 15
00y:000d:00h:29m:36.446 ds_stat_index=00028 dsid=0x001D8 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00016 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
Entry 16
00y:000d:00h:29m:36.970 ds_stat_index=00027 dsid=0x001D0 seq_num_b4=0x00000
1st_seq_num=0x00000
slotIdx=10 5/0 sid=00015 WbIdx=000000 old_dsid=0x00000 MD=01 (5/0/1) IPC_Port=0x00010000
this_bay=0
GblIdx=000000 slot=0 bay=0 src_thread=DSID_UPDATE
SPA 0 DSID Suspect Count 0
No entries in the DSID Suspect List Log for SPA 0
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controllers modular-cable

次に、dsid-ref-log キーワードを指定した場合の出力例を示します。
Router# show controllers modular-Cable 1/0/0 dsid-ref-log dsid 0xf000
dsid = 61440(0xF000) last_stat_index = 64936 ref_count = 1

___________________
関連コマンド

Command

Description

showcontrollersjacket

ワイドバンド SIP レジスタ値を表示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller tengigabitethernet

show controller tengigabitethernet
ダウンストリーム外部 PHY インターフェイス（DEPI）で使用されるギガビット イーサネット イ
ンターフェイスに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show controllers
tengigabitethernet コマンドを使用します。
show controller tengigabitethernet
tengigabitethernet-interface-number/port-adapter-number/tengigabitethernet-interface-number
___________________
構文の説明

tengigabitethernet-interface-number/port-adapter-number/tengigabitethernet-interface-number Cisco cBR ルータの場合：
• tengigabitethernet-interface-number：スー
パーバイザ PIC スロット番号を参照しま
す。tengigabitethernet-interface-number の
有効な値は 4 または 5 です。
• port-adapter-number：有効な値は 0 です。
• tengigabitethernet-interface-number：スー
パーバイザ PIC 上の 10 ギガビット イー
サネット インターフェイスを参照しま
す。有効な範囲は、0 ～ 7 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに追加されました。show controllers gigabitethernet コマンドが
このコマンドに置き換えられました。

次に、Cisco cBR ルータ上の show controllers tengigabitethernet コマンドの出力例を示します。
Router#show controller tenGigabitEthernet 4/1/0
Show Controller Information for TenGigabitEthernet4/1/0
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller tengigabitethernet

SFP Information:
================
SFP not present or SFP IDPROM read error
Global Debug Statistics:
==================
ESI Probus Master IF
gpio_uncorr_ecc_cnt
pb_uncorr_ecc_cnt
gpio_corr_ecc_cnt
pb_corr_ecc_cnt
ESI SEM
sem_corr_irq0_cnt
sem_corr_irq1_cnt
sem_corr_irq2_cnt
sem_corr_irq3_cnt
MAC Probus Slave IF
gpio_uncorr_ecc_cnt
pb_uncorr_ecc_cnt
gpio_corr_ecc_cnt
pb_corr_ecc_cnt
MAC SEM
sem_corr_irq0_cnt
sem_corr_irq1_cnt
sem_corr_irq2_cnt
sem_corr_irq3_cnt

:
:
:
:

0
0
0
0

:
:
:
:

0
0
0
0

:
:
:
:

0
0
0
0

:
:
:
:

0
0
0
0

Interface Debug Statistics:
=====================
Ingress Modules:
------------MAC 10G
mac_rx_dropped_pkt_cnt
mac_rx_ts_crc_bad_cnt

: 0
: 0

MAC Ingress QoS
dropped_pkt_cnt_hi_priority
dropped_pkt_cnt_lo_priority
MAC FIFO Control
hi_pkt_cnt
lo_pkt_cnt
hi_drop_pkt_cnt
lo_drop_pkt_cnt
hi_buf_fullness
lo_buf_fullness

:
:
:
:
:
:

0
0
0
0
0
0

MAC Serdes Pktbus IF
tx_pkt_cnt

: 0

ESI Serdes Pktbus IF
rx_pkt_cnt
pkt_crc_err_cnt
ser_soft_err_cnt
ESI Ingress Scheduler
hiq_pkt_count
loq_pkt_count
hiq_drop_pkt_cnt
loq_drop_pkt_cnt
buf_hiq_fullness
buf_loq_fullness
MAC Priority FC
rx_hi_pause_cnt
rx_low_pause_cnt
tx_hi_pause_cnt

: 0
: 0

: 0
: 0
: 0
: 0
: 0
: 0
: 0
: 0
: 0
: 0
: 0
: 0
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller tengigabitethernet

tx_low_pause_cnt

: 0

Egress Modules:
-----------ESI Egress Header (DP0)
esi_pkt_count
: 0
dropped_pkt_channel_not_found : 0
dropped_pkt_invalid_slot_id
: 0
ESI Egress Scheduler
hiq_pkt_count
loq_pkt_count
hiq_drop_pkt_cnt
loq_drop_pkt_cnt
buf_hiq_fullness
buf_loq_fullness

:
:
:
:
:
:

0
0
0
0
0
0

ESI Flow Control
enable
status
total_tx_pause_cnt
tx_pause_cnt_hi
tx_pause_cnt_low

:
:
:
:
:

0x00000000
0x00000000
0
0
0

ESI Serdes Pktbus IF
tx_pkt_cnt

: 0

MAC Serdes Pktbus IF
rx_pkt_cnt
pkt_crc_err_cnt
ser_soft_err_cnt
MAC Scheduler
hiq_pkt_count
loq_pkt_count
hiq_drop_pkt_cnt
loq_drop_pkt_cnt
buf_hiq_fullness
buf_loq_fullness

: 0
: 0
: 0
:
:
:
:
:
:

0
0
0
0
0
0

MAC 10G
mac_tx_dropped_pkt_cnt

: 0

Low Priority IRQ Counts
==================
PCIE Local
-------------------------------------------------------------------------------tx_terr_drp:
0, tx_src_dis:
0
tx_err_fwd:
0, rcv_regaccess_err_fwd:
0
rcv_regaccess_ecrc_err:
0, cfg_err_ur_regaccess
0
cfg_err_ur_pktdma:
0, cfg_pktdma_err_poison:
0
msi_req_fail:
0, msi_numvec_mismatch:
0
cfg_err_cpl_unexp:
0, cfg_err_cpl_timeout_pktdma:
0
cfg_err_cpl_abort_regaccess:
0, from_cpu_timeout_regaccess:
0
phy_8b10b_err:
0
from_cpu_rd_cpl_trgt_err_regaccess:
0
from_cpu_wr_invalid_trgt_err_regaccess:
0
from_cpu_wr_trgt_err_regaccess:
0
i2c_wrong_sl_id:
0, i2c_excess_data:
0
i2c_insuf_wdata:
0, i2c_insuf_addr_bytes:
0
dma_missing_eop:
0
PCIE Peer
-------------------------------------------------------------------------------tx_terr_drp:
0, tx_src_dis:
0
tx_err_fwd:
0, rcv_regaccess_err_fwd:
0
rcv_regaccess_ecrc_err:
0, cfg_err_ur_regaccess
0
cfg_err_ur_pktdma:
0, cfg_pktdma_err_poison:
0
msi_req_fail:
0, msi_numvec_mismatch:
0
cfg_err_cpl_unexp:
0, cfg_err_cpl_timeout_pktdma:
0
cfg_err_cpl_abort_regaccess:
0, from_cpu_timeout_regaccess:
0

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2558

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller tengigabitethernet

phy_8b10b_err:
0
from_cpu_rd_cpl_trgt_err_regaccess:
from_cpu_wr_invalid_trgt_err_regaccess:
from_cpu_wr_trgt_err_regaccess:
i2c_wrong_sl_id:
0, i2c_excess_data:
i2c_insuf_wdata:
0, i2c_insuf_addr_bytes:
dma_missing_eop:
0

0
0
0
0
0

ESI ProcBus
-------------------------------------------------------------------------------uncorr_proc_bus_ecc_err:
0, uncorr_gpio_ecc_err:
0
corr_proc_bus_ecc_err:
0, corr_gpio_ecc_err:
0
ESI PktBus
-------------------------------------------------------------------------------frame_sync_err_lane0:
0, frame_sync_err_lane1:
0
descrambler_err:
0, decode_block_err:
0
rx_ifg_err:
0, serdes_pkt_crc_error:
0
input_pkt_error:
0, input_fifo_sync_err:
0
uncorr_fifo_err:
0, corr_fifo_err:
0
rx_fifo_wr_err:
0, rx_fifo_rd_err:
0
ESI Ingress Scheduler
-------------------------------------------------------------------------------fifo_sgl_ecc_err:
0, fifo_dbl_ecc_err:
0
fifo_flushed:
0, pkt_len_mismatch_err:
0
fifo_eop_err:
0, fifo_sop_err:
0
packet_dropped_err:
0, lo_desc_fifo_full_pkt_dropped:
0
hi_desc_fifo_full_pkt_dropped:
0, lo_buf_fifo_full_pkt_dropped:
0
hi_buf_fifo_full_pkt_dropped:
0, pkt_dropped_pb_if_err:
0
pkt_dropped_pb_err:
0, pkt_dropped_too_big:
0
pkt_dropped_too_small:
0, pkt_len_mismatch_lo_err:
0
pkt_len_mismatch_hi_err:
0
ESI Egress Header
-------------------------------------------------------------------------------slot_id_mismatch_err:
0, channel_not_found_err:
0
pkt_too_small_err:
0, fifo_parity_err:
0
fifo_rd_err:
0, fifo_wr_err:
0
ESI Egress Scheduler
-------------------------------------------------------------------------------buf_fifo_rd_err:
0, buf_fifo_wr_err:
0
desc_fifo_rd_err:
0, desc_fifo_wr_err:
0
desc_fifo_dbl_ecc_err:
0, fifo_sop_err:
0
fifo_eop_err:
0, fifo_len_err:
0
fifo_flushed:
0, buf_fifo_dbl_ecc_err:
0
buf_fifo_sgl_ecc_err:
0, buf_fifo_pkt_dropped_full:
0
desc_fifo_pkt_dropped_full:
0, desc_fifo_sgl_ecc_err:
0
pkt_len_mismatch_hi_err:
0, pkt_len_mismatch_low_err:
0
pkt_too_small:
0, pkt_too_big:
0
pb_err:
0, pb_if_err:
0
ESI Flow Control
-------------------------------------------------------------------------------channel_not_found_err:
0, qstat_rx_error:
0
MAC ProcBus
-------------------------------------------------------------------------------uncorr_proc_bus_ecc_err:
0, uncorr_gpio_ecc_err:
0
corr_proc_bus_ecc_err:
0, corr_gpio_ecc_err:
0
MAC PktBus
-------------------------------------------------------------------------------frame_sync_err_lane0:
0, frame_sync_err_lane1:
0
descrambler_err:
0, decode_block_err:
0
rx_ifg_err:
0, serdes_pkt_crc_error:
0
input_pkt_error:
0, input_fifo_sync_err:
0
uncorr_fifo_err:
0, corr_fifo_err:
0
rx_fifo_wr_err:
0, rx_fifo_rd_err:
0
MAC 10g MAC
--------------------------------------------------------------------------------
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show controller tengigabitethernet

rx_fifos_flushed_error:
rx_buffer_write_error:
tx_fifos_flushed_error:
tx_buffer_write_error:
rx_buffer_pkt_drp:
rx_frame_too_short:
tx_frame_too_long:
tx_header_len_chk_err:
rx_ts_crc_bad:

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0

rx_buffer_read_error:
rx_pkt_sync_error:
tx_buffer_read_error:
tx_pkt_sync_error:
rx_frame_too_long:
tx_buffer_pkt_drp:
tx_frame_too_short:
tx_pb_if_err:

0
0
0
0
0
0
0
0

MAC Ingress QoS
-------------------------------------------------------------------------------data_fifo_rd_err:
0, data_fifo_wr_err:
0
desc_fifo_rd_err:
0, desc_fifo_wr_err:
0
desc_fifo_dbl_ecc_err:
0, fifo_sop_err:
0
fifo_eop_err:
0, fifo_len_err:
0
fifo_flushed:
0, data_fifo_dbl_ecc_err:
0
data_fifo_sgl_ecc_err:
0, desc_fifo_sgl_ecc_err:
0
ipv4_hdr_checksum_err:
0, pkt_len_mismatch_hi_err:
0
pkt_len_mismatch_low_err:
0, pkt_too_small:
0
pkt_too_big:
0, pb_err:
0
pb_if_err:
0
MAC FIFO Ctl LOW
-------------------------------------------------------------------------------pkt_drop_rld_buffer_full:
0, pkt_drop_bypass_mode:
0
pkt_drop_incoming_pkt_err:
0, pkt_drop_rld_output_pkt_err:
0
uncorr_ecc_data_fifo_out:
0, corr_ecc:
0
MAC RLDRAM
-------------------------------------------------------------------------------corr_rld_ecc_err:
0, corr_bram_ecc_err:
0
ecc_cntr_over:
0, ima_when_bist:
0
MAC FIFO CTRL MUX
-------------------------------------------------------------------------------hi_priority_fifo_ovf_err:
0, hi_priority_fifo_ufl_err:
0
lo_priority_fifo_ovf_err:
0, lo_priority_fifo_ufl_err:
0
data_fifo_dbl_ecc_err:
0, data_fifo_sgl_ecc_err:
0
MAC MAC Shceduler
-------------------------------------------------------------------------------buf_fifo_rd_err:
0, buf_fifo_wr_err:
0
desc_fifo_rd_err:
0, desc_fifo_wr_err:
0
desc_fifo_dbl_ecc_err:
0, fifo_sop_err:
0
fifo_eop_err:
0, fifo_len_err:
0
fifo_flushed:
0, buf_fifo_dbl_ecc_err:
0
buf_fifo_sgl_ecc_err:
0, buf_fifo_pkt_dropped_full:
0
desc_fifo_pkt_dropped_full:
0, desc_fifo_sgl_ecc_err:
0
pkt_len_mismatch_hi_err:
0, pkt_len_mismatch_low_err:
0
pkt_too_small:
0, pkt_too_big:
0
pb_err:
0, pb_if_err:
0

Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcontrollerethernet

バックプレーン イーサネット（BPE）デバイス
のハードウェアのステータスを表示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cpd

show cpd
CPD 機能の状態を表示するには、特権 EXEC モードで showcpd コマンドを使用します。
show cpd
___________________
コマンド デフォルト

CPD 状態の情報が表示されます。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21a)BC3

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
例

次に、showcpd コマンドの出力例を示します。
Router# show cpd
CPD enabled
CR ID :12345

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cpd

CPD を有効にします。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp cable

show cr10k-rp cable
（注）

これはエンジニアリングのデバッグのためのコマンドであり、一般のお客様が使用するもので
はありません。
ケーブル インターフェイスの特定のサービス ID（SID）のパケット処理情報を表示するには、ユー
ザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで showcr10k-rpcable コマンドを使用します。
show cr10k-rp cable slot/subslot/port sid {classifier| mac-rw-index| queue| service-flow {ds| us}}

___________________
構文の説明

cableslot/subslot/port

情報を表示する Cisco uBR10012 ルータのケーブ
ル インターフェイスを指定します。各要素の値
は次のとおりです。
• slot：0 ～ 8
• subslot：0 または 1
• port：0 ～ 4（ケーブル インターフェイス
によって異なる）

___________________
コマンド デフォルト
___________________
コマンド モード

sid

（任意）情報を表示するサービス ID（SID）を
指定します。

classifier

SID の分類子情報を表示します。

mac-rw-index

SID の MAC 書き換えインデックスを表示しま
す。

queue

SID により示されるモデムの出力パケット
キューの情報を表示します。

service-flowds

SID により示されるモデムのダウンストリーム
サービス フローの情報を表示します。

service-flowus

SID により示されるモデムのアップストリーム
サービス フローの情報を表示します。

なし
ユーザ EXEC (>)
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp cable

特権 EXEC（#）
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン showcr10k-rpcable コマンドは、PRE ルーティング プロセッサ（RP）モジュールに保存されてい
る特定の SID に関する情報を表示します。この情報には、SID に関する設定情報や、問題のトラ
ブルシューティングを行うシスコ エンジニアのみにとって有用な内部ステータス情報が含まれま
す。
___________________
例

次に、ケーブル モデムを示す SID に対する showcr10k-rpcable コマンドの一般的な出力例を示し
ます。
Router# show cr10k-rp c6/1/0 2 classifier
Mac Rw Index: 5 CCB Index: 7
CM Classifiers:
id=4, sfid=14 CFR Index 16396 RP sfindex 16396,
prio=10, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=0.0.0.0, dip mask=0.0.0.0, prot=17, tos=A0,E0
sport = 0,750, dport = 1024,10000 matches = 0
id=2, sfid=13 CFR Index 16395 RP sfindex 16395,
prio=9, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=0.0.0.0, dip mask=0.0.0.0, prot=17, tos=A0,E0
sport = 0,65535, dport = 0,65535 matches = 0
id=3, sfid=12 CFR Index 16394 RP sfindex 16394,
prio=8, sip=9.0.0.0, sip mask=255.255.0.0
dip=1.11.22.0, dip mask=255.255.255.0, prot=256, tos=0,FF
sport = 0,65535, dport = 0,65535 matches = 0
id=1, sfid=11 CFR Index 16393 RP sfindex 16393,
prio=7, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=1.11.22.0, dip mask=255.255.255.0, prot=256, tos=0,FF
sport = 0,65535, dport = 0,65535 matches = 0

次に、顧客宅内機器（CPE）デバイスを示す SID に対する showcr10k-rpclassifier コマンドの一般
的な出力例を示します。
Router# show cr10k-rp c6/0/0 70 classifier
CPE Classifiers:
Mac Rw Index: 390

CCB Index: 97
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp cable

id=7, sfid=205 CFR Index 16484 RP sfindex 16484,
prio=255, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=15.0.0.1, dip mask=255.255.255.255, prot=257, tos=0,FF
sport = 0,65535, dport = 1001,1001 matches = 0
id=1, sfid=199 CFR Index 16478 RP sfindex 16478,
prio=25, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=0.0.0.0, dip mask=0.0.0.0, prot=257, tos=0,FF
sport = 0,65535, dport = 1000,1000 matches = 0
id=5, sfid=203 CFR Index 16482 RP sfindex 16482,
prio=0, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=15.0.0.1, dip mask=255.255.255.255, prot=256, tos=0,FF
sport = 0,65535, dport = 0,65535 matches = 0
id=0, sfid=0 CFR Index 0 RP sfindex 0,
prio=0, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=0.0.0.0, dip mask=0.0.0.0, prot=0, tos=2,1
sport = 1000,500, dport = 1000,500 matches = 0
--------------------------------------------------------CPE Classifiers:
Mac Rw Index: 387
CCB Index: 93
id=4, sfid=202 CFR Index 16481 RP sfindex 16481,
prio=255, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=14.0.0.1, dip mask=255.255.255.255, prot=17, tos=0,FF
sport = 0,65535, dport = 0,65535 matches = 0
id=1, sfid=199 CFR Index 16478 RP sfindex 16478,
prio=25, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=0.0.0.0, dip mask=0.0.0.0, prot=257, tos=0,FF
sport = 0,65535, dport = 1000,1000 matches = 0
id=0, sfid=0 CFR Index 0 RP sfindex 0,
prio=0, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=0.0.0.0, dip mask=0.0.0.0, prot=0, tos=2,1
sport = 1000,500, dport = 1000,500 matches = 0
id=0, sfid=0 CFR Index 0 RP sfindex 0,
prio=0, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=0.0.0.0, dip mask=0.0.0.0, prot=0, tos=2,1
sport = 1000,500, dport = 1000,500 matches = 0
---------------------------------------------------------

次に、-->mac-rw-index オプションの一般的な出力例を示します。
Router# show cr10k-rp c8/0/0 1 mac-rw-index
CPE Information for Interface Cable8/0/0 SID 1:
Link Table Slot: 17 Mac-rw-index: 17
Router# show cr10k-rp c8/0/0 2 mac-rw-index
CPE Information for Interface Cable8/0/0 SID 2:
Link Table Slot: 18 Mac-rw-index: 18
Router#

ヒント

max-rw-index の詳細情報を表示するには、特定の IP アドレスの情報を表示する showpxfcpucef-->
コマンドを使用します。このコマンドの出力の「rw_index」フィールドに、max-rw-index 値が
示されます。
次に、showcr10k-rpqueue コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cr10k-rp c6/1/0 1 queue
RP SFID 16384 LC SFID 4
Queue Index: 293
QID 293 VCCI 6162
ClassID 5
Refcount 1
Priority: Lo
Rates:(Act/Conf) CIR 0/0 MIR 6067/6067 EIR 1260/1260
Statsitics: Length 0 Pkts 1 Octets 52 TailDrops 0 BufferDrops 0
RP SFID 16385 LC SFID 7
Queue Index: 294
QID 294 VCCI 6162
ClassID 6
Refcount 1
Priority: Lo
Rates:(Act/Conf) CIR 0/0 MIR 0/1820 EIR 0/1260
Statsitics: Length 0 Pkts 0 Octets 0 TailDrops 0 BufferDrops 0
RP SFID 16386 LC SFID 8
Queue Index: 295
QID 295 VCCI 6162
ClassID 7
Refcount 1
Priority: Lo
Rates:(Act/Conf) CIR 0/0 MIR 0/2427 EIR 0/1260
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp cable

Statsitics: Length 0 Pkts 0 Octets 0 TailDrops 0 BufferDrops 0
ubr-45#show cr10k-rp mod 1/2/0:0 queue
BE Queues:
Queue Index: 131241, GlobalQID 71, CBLT ID 131241
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 4, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32881, lc_sfid 29, min_rate(bps) 0, max_rate(bps) 0
CIR Queues:
Queue Index: 2049, GlobalQID 70, CBLT ID 2049
MinRate(Kbps) 100, ExcessRatio 32, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32880, lc_sfid 8, min_rate(bps) 100000, max_rate(bps) 0
LL Queues:

次に、ダウンストリーム方向とアップストリーム方向の両方に対する showcr10k-rpservice-flow コ
マンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cr10k-rp c8/0/0 1 service-flow ds
RP DS SFID
LC SFID
Bytes
Packets
16385
4
0
0
Router# show cr10k-rp c8/0/0 1 service-flow us
SFID
3

___________________
関連コマンド

QID
261

SID
1

コマンド

説明

showcr10k-rpqueue

ケーブル インターフェイスのパケット キュー
に関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp controller

show cr10k-rp controller
（注）

これはエンジニアリングのデバッグ専用のコマンドであり、一般のお客様が使用するものでは
ありません。
ケーブル インターフェイスの特定のサービス ID（SID）のパケット処理情報を表示するには、ユー
ザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで showcr10k-rpcontroller コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(21)BC、12.3(23)BC、および 12.2(33)SCA
show cr10k-rp controller modular-cable slot/subslot/port {lblt| pblt}
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
show cr10k-rp controller modular-cable slot/bay/port {lblt| pblt}
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF
show cr10k-rp controller modular-cable slot/subslot/unit {acfe [cluster cluster-index]| lblt| pblt}

___________________
構文の説明

modular-cableslot/bay/port

情報を表示する Cisco uBR10012 ルータのケーブ
ル インターフェイスを指定します。各要素の値
は次のとおりです。
• slot：0 ～ 8
• bay：0 または 1
• subslot：0 ～ 3
• port：0
• unit：0

acfe

RF Physical Logical Bandwidth Limiting Traffic
（PBLT）に関連付けられている Logical
Bandwidth Limiting Traffic（LBLT）を指定しま
す。
• cluster-index：クラスタ インデックス。有
効な値の範囲は 0 ～ 31 です。

lblt
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RF PBLT に関連付けられている LBLT を指定し
ます。

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp controller

RF チャネルに関連付けられている PBLT を指
定します。

pblt

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC (>)
特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。
modular-cable キーワードが追加されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが変更されました。モジュラ ケーブル インターフェイス
とワイドバンド ケーブル インターフェイスの指定形式が slot/subslot/bay
から slot/bay/port. に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。acfe キーワードが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン showcr10k-rpcontroller コマンドは、PRE ルーティング プロセッサ（RP）モジュールに保存され
ている特定の SID に関する情報を表示します。この情報には、SID に関する設定情報や、トラブ
ルシューティングを行うシスコ エンジニアのみにとって有用な内部ステータス情報が含まれま
す。
___________________
例

次に、ケーブル モデムを示す SID に対する showcr10k-rpcontroller コマンドの出力例を示します。
Router# show cr10k-rp controller modular-cable 1/1/0 lblt
LBLTs on each RF Channel's PBLT
RFChnl WBChnl/LBLTGrp LBLTId Weight/Quantum
0
-/36
37
1/5520
12/16
179
1/4478
1
-/37
39
1/0
12/16
180
1/10000
2
-/38
41
1/0
12/16
181
1/4473
31/35
182
1/5526
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp controller

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-/39
31/35
-/40
-/41
-/42
-/43
-/44
-/45
-/46
-/47
-/48
-/49
-/50
-/51

43
183
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67

1/0
1/10000
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

Router# show cr10k-rp controller modular-cable 1/1/0 pblt
RF Channel PBLTs on Modular-Cable 1/0/0
Channel PBLTIndex BW(Kbps) Flowbit(prd/ofst) Rsrc/FlowRsrc
0
3
36000
512/0
3/3
1
4
37500
512/4
3/3
2
5
35625
512/8
3/3
3
6
37500
512/12
3/3
4
7
26000
512/16
3/3
5
8
26000
512/20
3/3
6
9
26000
512/24
3/3
7
10
26000
512/28
3/3
8
11
26000
512/32
3/3
9
12
26000
512/36
3/3
10
13
26000
512/40
3/3
11
14
26000
512/44
3/3
12
15
26000
512/48
3/3
13
16
26000
512/52
3/3
14
17
26000
512/56
3/3
15
18
26000
512/60
3/3

次に、acfe キーワードを指定した showcr10k-rpcontroller コマンドの出力例を示します。
Router# show cr10k-rp controller modular-cable 1/1/0 acfe
Modular-Cable 1/0/0 status:
Topology changed: No
========Cluster 0========
Number of RF:
2
RF
FlexBW WB
GuarBW Quanta
0
28687
0
6028
2101
22659
7898
1
28687
0
15030
5239
13657
4760
Number of BG:
3
!
!
!

次に、特定のクラスタに対する acfe キーワードを指定した showcr10k-rpcontroller コマンドの出
力例を示します。
Router# show cr10k-rp controller modular-cable 1/1/0 acfe cluster 1
Modular-Cable 1/0/0 status:
Topology changed: No
========Cluster 1========
Number of RF:
2
RF
FlexBW WB
GuarBW Quanta
2
28687
1
11695
4076
16992
5923
3
28687
1
11696
4077
16991
5922
Number of BG:
3
!
!
!

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2568

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp controller

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcr10k-rpqueue

ケーブル インターフェイスのパケット キュー
に関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp queue

show cr10k-rp queue
（注）

これはエンジニアリングのデバッグのためのコマンドであり、一般のお客様が使用するもので
はありません。
ケーブル インターフェイスのパケット キューに関する情報を表示するには、ユーザ EXEC モード
または特権 EXEC モードで showcr10k-rpqueue コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(21)BC、12.3(23)BC、および 12.2(33)SCA
show cr10k-rp {cable slot/subslot/port| modular-cable slot/subslot/port:channel| wideband-cable
slot/subslot/port:channel} queue {be| cir| llq}
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
show cr10k-rp {cable slot/subslot/port| modular-cable slot/bay/port:channel| wideband-cable
slot/bay/port:channel} queue

___________________
構文の説明

cable slot/subslot/port

情報を表示する Cisco uBR10012 ルータのケーブ
ル インターフェイスを指定します。各要素の値
は次のとおりです。
• slot：0 ～ 8
• subslot：0 または 1
• port：0 ～ 4

modular-cable slot/bay/port:channel

情報を表示する Cisco uBR10012 ルータのケーブ
ル インターフェイスを指定します。各要素の値
は次のとおりです。
• slot：0 ～ 8
• bay：0 または 1
• port：0
• channel：0
（注）
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modular-cable キーワードのサポート
が Cisco IOS リリース 12.3(23)BC で導
入されました。

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp queue

wideband-cableslot/bay/port:channel

情報を表示する Cisco uBR10012 ルータのワイド
バンド ケーブル インターフェイスを指定しま
す。
• slot：0 ～ 8
• bay：0 または 1
• port：0
• channel：0
（注）

SID のパケット キューに関する情報を表示しま
す。

queue

（注）

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC (>)

wideband-cable キーワードのサポー
トが Cisco IOS リリース 12.3(21)BC で
導入されました。

キーワード queue のオプションが
Cisco IOS リリース 12.3(21)BC から削
除されました。

特権 EXEC（#）
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。

12.2(33)SCB

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB から、モジュラ ケーブル インターフェ
イスとワイドバンド ケーブル インターフェイスの指定形式が
slot/subslot/bay から slot/bay/port に変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン showcr10k-rpqueue コマンドは、Cisco uBR10012 ルータのキューに関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp queue

___________________
例

次に、showcr10k-rpqueue コマンドの各形式の一般的な出力例を示します。
Router# show cr10k-rp cable 7/0/0 queue
Docsis queues on the interface: 1
Total DOCSIS Queues Allocated: 19
Available/Maximal reservable rate(kbps): 26000/26000
HQF BLT Info (LBLT Group 125):
LBLT 173: wt/qntm 1/10000; PBLT 1325: BW 26000Kbps, flowbit prd/ofst 32/3, rsrc
BE Queues:
Queue Index: 131345, GlobalQID 125, CBLT ID 131345
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 4, ShapeRate(bps) 10000000, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32925, lc_sfid 7, min_rate(bps) 0, max_rate(bps) 10
CIR Queues:
LL Queues:
Router# show cr10k-rp modular-cable1/0/0:0 queue
Docsis queues on the interface: 9
Total DOCSIS Queues Allocated: 19
Available/Maximal reservable rate(kbps): 18750/18750
HQF BLT Info (LBLT Group 36):
LBLT 37: wt/qntm 1/5520; PBLT 3: BW 36000Kbps, flowbit prd/ofst 512/0, rsrc/flr
BE Queues:
Queue Index: 131346, GlobalQID 126, CBLT ID 131346
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 4, ShapeRate(bps) 10000000, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32927, lc_sfid 8, min_rate(bps) 0, max_rate(bps) 10
Queue Index: 131349, GlobalQID 127, CBLT ID 131349
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 32, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32930, lc_sfid 10, min_rate(bps) 0, max_rate(bps) 0
Queue Index: 131350, GlobalQID 128, CBLT ID 131350
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 4, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32931, lc_sfid 13, min_rate(bps) 0, max_rate(bps) 0
Queue Index: 131351, GlobalQID 129, CBLT ID 131351
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 32, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32932, lc_sfid 12, min_rate(bps) 0, max_rate(bps) 0
Queue Index: 131352, GlobalQID 130, CBLT ID 131352
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 4, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32933, lc_sfid 14, min_rate(bps) 0, max_rate(bps) 0
Queue Index: 131359, GlobalQID 137, CBLT ID 131359
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 32, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32940, lc_sfid 16, min_rate(bps) 0, max_rate(bps) 0
Queue Index: 131360, GlobalQID 138, CBLT ID 131360
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 4, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32941, lc_sfid 28, min_rate(bps) 0, max_rate(bps) 0
Queue Index: 131361, GlobalQID 139, CBLT ID 131361
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 32, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32942, lc_sfid 22, min_rate(bps) 0, max_rate(bps) 0
Queue Index: 131362, GlobalQID 140, CBLT ID 131362
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 4, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32943, lc_sfid 29, min_rate(bps) 0, max_rate(bps) 0
CIR Queues:
LL Queues:
Router# show cr10k-rp wideband-cable1/0/0:12 queue
Docsis queues on the interface: 7
Total DOCSIS Queues Allocated: 19
Available/Maximal reservable rate(kbps): 67503/67503
HQF BLT Info (LBLT Group 16):
LBLT 179: wt/qntm 1/4478; PBLT 3: BW 36000Kbps, flowbit prd/ofst 512/0, rsrc/fl
LBLT 180: wt/qntm 1/10000; PBLT 4: BW 37500Kbps, flowbit prd/ofst 512/4, rsrc/f
LBLT 181: wt/qntm 1/4473; PBLT 5: BW 35625Kbps, flowbit prd/ofst 512/8, rsrc/fl
BE Queues:
Queue Index: 131347, GlobalQID 123, CBLT ID 131347
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 4, ShapeRate(bps) 10000000, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32928, lc_sfid 8, min_rate(bps) 0, max_rate(bps) 10
Queue Index: 131353, GlobalQID 131, CBLT ID 131353
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 32, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32934, lc_sfid 18, min_rate(bps) 0, max_rate(bps) 0
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp queue

Queue Index: 131354, GlobalQID 132, CBLT ID 131354
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 4, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32935, lc_sfid 23, min_rate(bps) 0, max_rate(bps)
Queue Index: 131355, GlobalQID 133, CBLT ID 131355
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 32, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32936, lc_sfid 20, min_rate(bps) 0, max_rate(bps)
Queue Index: 131356, GlobalQID 134, CBLT ID 131356
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 4, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32937, lc_sfid 24, min_rate(bps) 0, max_rate(bps)
Queue Index: 131357, GlobalQID 135, CBLT ID 131357
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 32, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32938, lc_sfid 26, min_rate(bps) 0, max_rate(bps)
Queue Index: 131358, GlobalQID 136, CBLT ID 131358
MinRate(Kbps) 0, ExcessRatio 4, ShapeRate(bps) 0, QLimit 255
Service Flow(s): rp_sf_index 32939, lc_sfid 27, min_rate(bps) 0, max_rate(bps)
CIR Queues:
LL Queues:

___________________
関連コマンド

0
0
0
0
0

コマンド

説明

showcr10k-rp

ケーブル インターフェイスの特定のサービス
ID（SID）のパケット処理情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp slots

show cr10k-rp slots
（注）

これはエンジニアリングのデバッグのためのコマンドであり、一般のお客様が使用するもので
はありません。
ケーブル インターフェイスの特定のサービス ID（SID）のスロット情報を表示するには、ユーザ
EXEC モードまたは特権 EXEC モードで showcr10k-rpslots コマンドを使用します。
show cr10k-rp slots

___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC (>)
特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC1

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン showcr10k-rpslots コマンドは、PRE リモート プロセッサ（RP）モジュールに保存されている特定
の SID に関する情報を表示します。この情報には、SID に関する設定情報や、問題のトラブル
シューティングを行うシスコ エンジニアのみにとって有用な内部ステータス情報が含まれます。
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ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp slots

___________________
例

次に、ケーブル モデムを示す SID に対する showcr10k-rpslots コマンドの一般的な出力例を示しま
す。
Router# show cr10k-rp slots
----------------------------------------------------------Slot/Sub
Flags
(Address)
----------------------------------------------------------1/0
0x0804
(0x6494E168)
1/1
0x0804
(0x6494E250)
2/0
0x0002
(0x6494E338)
2/1
0x0002
(0x6494E420)
3/0
0x0002
(0x6494E508)
3/1
0x0002
(0x6494E5F0)
4/0
0x0804
(0x6494E6D8)
4/1
0x0804
(0x6494E7C0)
5/0
0x0804
(0x6494E8A8)
5/1
0x0002
(0x6494E990)
6/0
0x0002
(0x6494EA78)
6/1
0x0002
(0x6494EB60)
7/0
0x0804
(0x6494EC48)
7/1
0x0002
(0x6494ED30)
8/0
0x0002
(0x6494EE18)
8/1
0x0002
(0x6494EF00)
OIR TABLE:
slot: 0 type: 00000001 bays: 0 analyzed: 1
slot: 1 type: 00000001 bays: 0 analyzed: 1
slot: 2 type: 00000415 bays: 4 analyzed: 1
bay: 0 type: 000004AE
bay: 1 type: 000004AE
bay: 2 type: 00000000
bay: 3 type: 00000000
slot: 3 type: 000005B0 bays: 0 analyzed: 1
slot: 4 type: 00000000 bays: 0 analyzed: 0
slot: 5 type: 000002AF bays: 0 analyzed: 1
slot: 6 type: 00000000 bays: 0 analyzed: 0
slot: 7 type: 00000000 bays: 0 analyzed: 0
slot: 8 type: 00000390 bays: 0 analyzed: 1
slot: 9 type: 00000390 bays: 0 analyzed: 1
slot: 10 type: 00000487 bays: 0 analyzed: 1
slot: 11 type: 00000000 bays: 0 analyzed: 0
slot: 12 type: 00000000 bays: 0 analyzed: 0
slot: 13 type: 00000000 bays: 0 analyzed: 0
slot: 14 type: 000003D5 bays: 0 analyzed: 1
slot: 15 type: 00000000 bays: 0 analyzed: 0
slot: 16 type: 00000000 bays: 0 analyzed: 0
slot: 17 type: 00000000 bays: 0 analyzed: 0
SLOT INFO:
slot: 0 subslot: 0 index: 0 num_bays: 0
double wide: 0 type: FFFFFFFF util type: FFFFFFFF plugin:
slot: 0 subslot: 1 index: 1 num_bays: 0
double wide: 0 type: FFFFFFFF util type: FFFFFFFF plugin:
slot: 1 subslot: 0 index: 2 num_bays: 4
double wide: 1 type: 00000415 util type: FFFFFFFF plugin:
slot: 1 subslot: 0 index: 2 type: 000004AE
slot: 1 subslot: 256 index: 2 type: 000004AE
slot: 1 subslot: 512 index: 2 type: 00000000
slot: 1 subslot: 768 index: 2 type: 00000000
slot: 1 subslot: 1 index: 3 num_bays: 0
double wide: 0 type: 000005B0 util type: FFFFFFFF plugin:
slot: 2 subslot: 0 index: 4 num_bays: 0
double wide: 0 type: FFFFFFFF util type: FFFFFFFF plugin:
slot: 2 subslot: 1 index: 5 num_bays: 0
double wide: 0 type: 000002AF util type: FFFFFFFF plugin:
slot: 3 subslot: 0 index: 6 num_bays: 0
double wide: 0 type: FFFFFFFF util type: FFFFFFFF plugin:
slot: 3 subslot: 1 index: 7 num_bays: 0

7178D9A0

ironbus i0

6494F000

ironbus i0

72CB529C

ironbus i1

22900974

ironbus i1

6494F120

ironbus i0

26362104

ironbus i0

6494F1E0

ironbus i0

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2575

ケーブル コマンド：show ch ～ show cr
show cr10k-rp slots

double wide: 0 type: FFFFFFFF util type:
slot: 4 subslot: 0 index: 8 num_bays: 0
double wide: 0 type: 00000390 util type:
slot: 4 subslot: 1 index: 9 num_bays: 0
double wide: 0 type: 00000390 util type:
slot: 5 subslot: 0 index: 10 num_bays: 0
double wide: 0 type: 00000487 util type:
slot: 5 subslot: 1 index: 11 num_bays: 0
double wide: 0 type: FFFFFFFF util type:
slot: 6 subslot: 0 index: 12 num_bays: 0
double wide: 0 type: FFFFFFFF util type:
slot: 6 subslot: 1 index: 13 num_bays: 0
double wide: 0 type: FFFFFFFF util type:
slot: 7 subslot: 0 index: 14 num_bays: 0
double wide: 0 type: 000003D5 util type:
slot: 7 subslot: 1 index: 15 num_bays: 0
double wide: 0 type: FFFFFFFF util type:
slot: 8 subslot: 0 index: 16 num_bays: 0
double wide: 0 type: FFFFFFFF util type:
slot: 8 subslot: 1 index: 17 num_bays: 0
double wide: 0 type: FFFFFFFF util type:

___________________
関連コマンド

ironbus i0

FFFFFFFF plugin: 263621A4

ironbus i0

FFFFFFFF plugin: 761EF050

ironbus i1

FFFFFFFF plugin: 76200EFC

ironbus i0

FFFFFFFF plugin: 6494F3C0

ironbus i0

FFFFFFFF plugin: 6494F420

ironbus i0

FFFFFFFF plugin: 6494F480

ironbus i0

FFFFFFFF plugin: 22900FA0

ironbus i0

FFFFFFFF plugin: 6494F540

ironbus i0

FFFFFFFF plugin: 6494F5A0

ironbus i0

FFFFFFFF plugin: 6494F600

ironbus i0

コマンド

説明

showcr10k-rpqueue

ケーブル インターフェイスのパケット キュー
に関する情報を表示します。
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FFFFFFFF plugin: 6494F240

ケーブル コマンド：show d ～ show i
• show debug, 2580 ページ
• show depi, 2583 ページ
• show depi session, 2586 ページ
• show depi tunnel, 2594 ページ
• show dhcp, 2597 ページ
• show diagnostic bootup level, 2602 ページ
• show diagnostic content, 2604 ページ
• show diagnostic ood-status, 2609 ページ
• show diagnostic result, 2615 ページ
• show diagnostic schedule, 2620 ページ
• show facility-alarm status, 2623 ページ
• show frame-clocks, 2626 ページ
• show hardware pxf, 2628 ページ
• show hccp, 2629 ページ
• show hccp channel-switch, 2639 ページ
• show hccp group, 2644 ページ
• show hccp interface, 2648 ページ
• show hccp linecard, 2650 ページ
• show hw-module bay, 2653 ページ
• show hw-module bay oir, 2661 ページ
• show hw-module bay transceiver, 2668 ページ
• show hw-module subslot oir, 2671 ページ

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2577

ケーブル コマンド：show d ～ show i

• show ib statistic, 2678 ページ
• show interface bundle, 2680 ページ
• show interface cable, 2685 ページ
• show interface cable admission-control reservation, 2694 ページ
• show interface cable cable-monitor, 2699 ページ
• show interface cable downstream, 2704 ページ
• show interface cable dsg downstream, 2709 ページ
• show interface cable dsg downstream tg, 2718 ページ
• show interface cable dynamic-service statistics, 2722 ページ
• show interface cable intercept, 2725 ページ
• show interface cable mac-scheduler, 2728 ページ
• show interface cable modem, 2744 ページ
• show interface cable monitor, 2759 ページ
• show interface cable multicast-sessions, 2763 ページ
• show interface cable packetcable statistics, 2767 ページ
• show interface cable privacy, 2770 ページ
• show interface cable qos paramset, 2776 ページ
• show interface cable service-flow, 2782 ページ
• show interface cable sid, 2798 ページ
• show interface cable signal-quality, 2812 ページ
• show interface cable upstream, 2815 ページ
• show interface cable upstream debug, 2832 ページ
• show interface gigabitethernet, 2837 ページ
• show interface integrated-cable, 2840 ページ
• show interface integrated-cable queue, 2849 ページ
• show interface modular-cable, 2854 ページ
• show interface modular-cable accounting, 2857 ページ
• show interface modular-cable description, 2859 ページ
• show interface modular-cable dlm, 2861 ページ
• show interface modular-cable downstream, 2863 ページ
• show interface modular-cable intercept, 2865 ページ
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ケーブル コマンド：show d ～ show i

• show interface modular-cable multicast-sessions, 2867 ページ
• show interface modular-cable stats, 2871 ページ
• show interface modular-cable summary, 2873 ページ
• show interface modular-cable switching, 2875 ページ
• show interface multicast-gcr, 2877 ページ
• show interface port-channel, 2880 ページ
• show interface rf-status, 2883 ページ
• show interface resil-rf-status, 2886 ページ
• show interface wideband-cable, 2888 ページ
• show interface wideband-cable multicast-sessions, 2903 ページ
• show interface wideband-cable queue, 2907 ページ
• show ip arp vrf, 2912 ページ
• show ip interface brief, 2915 ページ
• show ipdr collector, 2918 ページ
• show ipdr exporter, 2920 ページ
• show ipdr session, 2922 ページ
• show ipdr session collector, 2924 ページ
• show ipdr session template, 2926 ページ
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show debug

show debug
PacketCable COPS メッセージを含む Cisco CMTS での現在のデバッグ情報を表示するには、特権
EXEC モードで showdebug コマンドを使用します。
show debug
___________________
構文の説明

追加のキーワードや引数はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン この機能と関連コマンドについては、Cisco.com で次のドキュメントを参照してください。
• 『COPS Engine Operation on the Cisco CMTS』

___________________
例

次に、Cisco CMTS の COPS Engine Operation 機能に関連する show debug コマンドの使用例を示し
ます。
Router# show debug
PacketCable Client:
Pktcbl COPS msgs debugging is on
PacketCable specific:
Debugging is on for Subscriber 68.1.2.4, Mask 255.255.255.255
SLOT 6/0: Nov 19 04:57:09.219: %UBR10000-5-UNREGSIDTIMEOUT: CMTS deleted unregistered Cable
Modem 0002.8a8c.8c1a
SLOT 6/0: Nov 19 04:57:12.279: %UBR10000-5-UNREGSIDTIMEOUT: CMTS deleted unregistered Cable
Modem 0002.8a8c.92ae
*Nov 19 04:57:19.751: PktCbl(cops): Received callback [code 2, handle: 0x63982B08] from
COPS engine
*Nov 19 04:57:19.751: PktCbl(cops): Received a COPS DEC message, flags is 0x1
*Nov 19 04:57:19.755: PktCbl(cops): Received callback [code 2, handle: 0x63982B08] from
COPS engine
*Nov 19 04:57:19.755: PktCbl(cops): Received a COPS DEC message, flags is 0x1
*Nov 19 04:57:19.755: PktCbl(cops): Received callback [code 2, handle: 0x63982B08] from
COPS engine
*Nov 19 04:57:19.755: PktCbl(cops): Received a COPS DEC message, flags is 0x1
*Nov 19 04:57:19.755: PktCbl(cops): Received callback [code 2, handle: 0x63982B08] from
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show debug

COPS engine
*Nov 19 04:57:19.755: PktCbl(ndle: 0x63982B08] from COPS engine

___________________
例

次に、Cisco cBR ルータでの show debug コマンドの出力例を示します。
Router#show debug
network RF:
network-rf idb-sync-history events debugging is on
IOSXE Conditional Debug Configs:
Conditional Debug Global State: Stop
IOSXE Packet Tracing Configs:

Packet Infra debugs:
Ip Address
Port
------------------------------------------------------|---------^
% Invalid input detected at '^' marker.

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

copsipdscp

Cisco ルータにより送信される Common Open
Policy Service（COPS）メッセージの COPS
Differentiated Services Code Point（DSCP）マー
キングを指定します。

copslistenersaccess-list

Cisco CMTS のすべての COPS リスナー アプリ
ケーションへの着信接続のためにアクセス コン
トロール リスト（ACL）を設定します。

copstcpwindow-size

COPS プロセスにより使用されるデフォルトの
TCP 受信ウィンドウ サイズを上書きします。

debugpacketcablecops

COPS エンジンを使用した PacketCable のデバッ
グ プロセスを有効にします。

debugpacketcablegatecontrol

PacketCable ゲート制御のデバッグ プロセスを
有効にして表示します。

debugpacketcablesubscriber

PacketCable サブスクライバのデバッグ プロセ
スを有効にして表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show debug

コマンド

説明

showcopsservers

COPS サーバのアドレス、ポート、状態、キー
プアライブ、およびポリシー クライアント情報
を表示します。

showiprsvppolicy

ポリシー サーバのアドレス、ACL ID、および
クライアント/サーバ接続ステータスを表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi

show depi
Downstream External PHY Interface（DEPI）トンネルおよびセッションに関する情報を表示するに
は、特権 EXEC モードで showdepi コマンドを使用します。
show depi
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

次に、Cisco uBR10012 ルータで showdepi コマンドを実行した場合の出力例を示します。
Router# show depi
DEPI Tunnel and Session Information Total tunnels 3 sessions 12
LocTunID
RemTunID
Remote Name
State Remote Address Sessn
Count
555844637 4037701912 RFGW-10-1
est
11.30.14.100
4
LocID
RemID
TunID
Tsid
State Last Chg Uniq
1252048235 1074332337 555844637 717,
est
1w0d
16
1252049362 1074332330 555844637 711,
est
1w0d
15
1252005266 1074332288 555844637 699,
est
1w0d
13
1252000641 1074332316 555844637 705,
est
1w0d
14
LocTunID
RemTunID
Remote Name
State Remote Address Sessn
Count
1486289361 1394811300 RFGW-10-1
est
12.30.14.100
4
LocID
RemID
TunID
Tsid
State Last Chg Uniq
1252014460 1074332279 1486289361 549,
est
1w0d
20
1252059306 1074332234 1486289361 531,
est
1w0d
17
1252057709 1074332245 1486289361 537,
est
1w0d
18
1252006708 1074332262 1486289361 543,
est
1w0d
19
LocTunID
RemTunID
Remote Name
State Remote Address Sessn
Count
1688275168 1361251901 RFGW-10-1
est
24.30.14.100
4
LocID
RemID
TunID
Tsid
State Last Chg Uniq
1252018493 1074332252 1688275168 537,
est
1w0d
22
1252054974 1074332286 1688275168 549,
est
1w0d
24
1252022230 1074332263 1688275168 543,
est
1w0d
23
1252059782 1074332236 1688275168 531,
est
1w0d
21

L2TP Class
test10
ID
Type
P
P
P
P
L2TP Class
test10
ID
Type
P
P
P
P
L2TP Class
test10
ID
Type
S
S
S
S
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi

表 194：show depi のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

LocTunID

ローカル トンネルの ID。

RemTunID

リモート トンネルの ID。

Remote Name

リモート トンネルの名前。

State

トンネルの状態。

Remote Address

リモート トンネルの IP アドレス。

Session Count

セッションの数。

L2TP Class/VPDN Group

トンネルの L2TP クラス名。

LocID

セッションの ID。

RemID

リモート セッションの ID。

TunID

トンネルの ID。

State

セッションのステート。

Last Chg

最終状態変更のタイムスタンプ。

Uniq ID

QAM チャネルの固有識別子。

Type

プライマリ セッションまたはセカンダリ セッ
ション。

コマンド

説明

depi-tunnel

異なる擬似回線クラスで継承できる DEPI トン
ネル構成設定のテンプレートを作成します。

rf-channeldepi-tunnel

共有ポート アダプタ（SPA）の RF チャネルへ
DEPI トンネルをバインドします。

controllermodular-cable

SPA コントローラを設定するためコントローラ
コンフィギュレーション モードを開始します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi

コマンド

説明

showdepisession

DEPI セッションに関する情報を表示します。

showdepitunnel

DEPI トンネルに関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi session

show depi session
Downstream External PHY Interface（DEPI）セッションの情報を表示するには、特権 EXEC モード
で showdepisession コマンドを使用します。
show depi session[session-id| configured| name session-name| controller
modular-cableslot/subslot/unit-number| interface interface-name| primary| secondary| tsid ts-id| endpoints]
[verbose]
___________________
構文の説明

session-id

（任意）ローカル セッション ID 値。指定でき
る範囲は 1 ～ 4294967295 です。

verbose

（任意）詳細な DEPI セッション情報を表示し
ます。

configured

（任意）設定されているすべてのDEPIセッショ
ンとその状態を表示します。状態は IDLE また
は ACTIVE です。

name session-name

（任意）DEPIセッションの名前を指定します。

controllermodular-cableslot/subslot/unit-number

（任意）コントローラ モジュラ ケーブル イン
ターフェイスを指定します。
• slot：コントローラ モジュラ ケーブル イ
ンターフェイス スロット。有効範囲は 0
～ 8 です。
• subslot：コントローラ モジュラ ケーブル
インターフェイス サブスロット。有効な
値は 0 または 1 です。
• unit-number：コントローラ ユニット番号。
有効範囲は 0 ～ 2 です。

interfaceinterface-name

（任意）インターフェイス タイプを指定しま
す。

primary

（任意）プライマリ DEPI セッションを指定し
ます。

secondary

（任意）バックアップ DEPI セッションを指定
します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi session

tsidts-id

（任意）Transport Stream Identifier（TSID）を指
定します。

endpoints

（任意）DEPI セッション エンドポイント（ト
ンネル ID および Edge Quadrature Amplitude
Modulation（EQAM）RF ポートを含む）を指定
します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。次のキーワードがこのコマンドに追
加されました。
• primary
• secondary
• tsid
• name
• controllerModular-Cable
• interface
• endpoints

12.2(33)SCG

このコマンドが変更され、tsid オプションを指定した場合の verbose
出力がサポートされるようになりました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi session

___________________
例

次に、確立されているすべての DEPI データ セッションを示す showdepisession コマンドの出力例
を示します。
Router# show depi session
LocID
RemID
TunID
1252048235 1074332337 555844637
1252049362 1074332330 555844637
1252005266 1074332288 555844637
1252000641 1074332316 555844637
1252014460 1074332279 1486289361
1252059306 1074332234 1486289361
1252057709 1074332245 1486289361
1252006708 1074332262 1486289361
1252018493 1074332252 1688275168
1252054974 1074332286 1688275168
1252022230 1074332263 1688275168
1252059782 1074332236 1688275168

Tsid
717,
711,
699,
705,
549,
531,
537,
543,
537,
549,
543,
531,

State
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est

Last Chg
3d09h
3d09h
3d09h
3d09h
3d09h
3d09h
3d09h
3d09h
3d09h
3d09h
3d09h
3d09h

Uniq ID
16
15
13
14
20
17
18
19
22
24
23
21

Type
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
S
S

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC でのセッション ID により示される特定の DEPI データ セッ
ションを示す showdepisession コマンドの出力例を示します。
Router# show depi session 1252018468 verbose
Session id 1252018468 is up, tunnel id 1834727012
Remote session id is 1252055513, remote tunnel id 3849925733
Locally initiated session
Qam Channel Parameters
Group Tsid is 0
Frequency is 717000000
Modulation is 64qam
Annex is B
Interleaver Depth I=32 J=4
Power is 0
Qam channel status is 0
Unique ID is 1
Call serial number is 326100007
Remote tunnel name is RFGW-10
Internet address is 1.3.4.155
Local tunnel name is myankows_ubr10k
Internet address is 1.3.4.103
IP protocol 115
Session is L2TP signaled
Session state is established, time since change 04:06:24
0 Packets sent, 0 received
0 Bytes sent, 0 received
Last clearing of counters never
Counters, ignoring last clear:
0 Packets sent, 0 received
0 Bytes sent, 0 received
Receive packets dropped:
out-of-order:
0
total:
0
Send packets dropped:
exceeded session MTU:
0
total:
0
DF bit on, ToS reflect enabled, ToS value 0, TTL value 255
UDP checksums are disabled
Session PMTU enabled, path MTU is 1492 bytes
No session cookie information available
FS cached header information:
encap size = 28 bytes
45000014 00004000 FF73706F 01030467
0103049B 4AA0D9D9 00000000
Sequencing is on
Ns 0, Nr 0, 0 out of order packets received
Packets switched/dropped by secondary path: Tx 0, Rx 0
Conditional debugging is disabled
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi session

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE でのセッション ID により示される特定の DEPI データ セッ
ションの EQAM 統計情報を表示する showdepisession コマンドの出力例を示します。
Router# show depi session 1252063105 verbose
Session id 1252063105 is up, tunnel id 1867895303
Remote session id is 1074332253, remote tunnel id 3468518668
Locally initiated session
Session Type: Primary
Qam Channel Parameters
Tsid is 537
Group Tsid is 57
Frequency is 537000000
Modulation is 256qam
Annex is B
Interleaver Depth I=32 J=4
Power is 530
Qam channel status is 0
Unique ID is 30
Call serial number is 2801814825
Remote tunnel name is RFGW-10-1
Internet address is 12.30.14.100
Local tunnel name is prasm_ubr10k
Internet address is 12.30.14.200
IP protocol 115
Session is L2TP signaled
Session state is established, time since change 5d12h
0 Packets sent, 0 received
0 Bytes sent, 0 received
Last clearing of counters never
Counters, ignoring last clear:
0 Packets sent, 0 received
0 Bytes sent, 0 received
Receive packets dropped:
out-of-order:
0
total:
0
Send packets dropped:
exceeded session MTU:
0
total:
0
DF bit on, ToS reflect enabled, ToS value 0, TTL value 255
UDP checksums are disabled
Session PMTU enabled, path MTU is 1492 bytes
No session cookie information available
FS cached header information:
encap size = 28 bytes
45000014 00004000 FF73460F 0C1E0EC8
0C1E0E64 4009025D 00000000
Sequencing is on
Ns 0, Nr 0, 0 out of order packets received
Packets switched/dropped by secondary path: Tx 0, Rx 0
Peer Session Details
Peer Session ID
: 1074332253
Peer Qam ID
: Qam7/10.2
Peer Qam State
: ACTIVE
Peer Qam Type
: Primary
Peer Qam Statistics
Total Pkts
: 270971
Total Octets
: 50942548
Total Discards
: 0
Total Errors
: 0
Total In Pkt Rate
: 0
Bad Sequence Num
: 0
Total In DLM Pkts
: 0
Conditional debugging is disabled

次に、設定されているすべての DEPI データ セッションを示す showdepisession コマンドの出力例
を示します。
Router# show depi session configured
Load for five secs: 2%/0%; one minute: 2%; five minutes: 2%
Time source is hardware calendar, *17:10:12.309 UTC Sun Jul 4 2010
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi session

Session Name
Modular-Cable5/0/0:0
Modular-Cable5/0/0:1
Modular-Cable5/0/0:2
Modular-Cable5/0/0:3
Modular-Cable5/0/1:0
Modular-Cable5/0/1:5/1/1:0
Modular-Cable5/0/1:1
Modular-Cable5/0/1:5/1/1:1
Modular-Cable5/0/1:2
Modular-Cable5/0/1:5/1/1:2
Modular-Cable5/0/1:3
Modular-Cable5/0/1:5/1/1:3

State
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE

Reason
-

Time

次に、Cisco uBR10012 ルータのすべてのプライマリ データ セッションを表示する showdepisession
コマンドの出力例を示します。
Router# show depi session primary
Load for five secs: 5%/0%; one minute: 2%; five minutes: 2%
Time source is hardware calendar, *17:13:10.389 UTC Sun Jul
LocID
RemID
TunID
Tsid
State Last Chg
1252048235 1074332337 555844637 717,
est
3d09h
1252049362 1074332330 555844637 711,
est
3d09h
1252005266 1074332288 555844637 699,
est
3d09h
1252000641 1074332316 555844637 705,
est
3d09h
1252014460 1074332279 1486289361 549,
est
3d09h
1252059306 1074332234 1486289361 531,
est
3d09h
1252057709 1074332245 1486289361 537,
est
3d09h
1252006708 1074332262 1486289361 543,
est
3d09h

4 2010
Uniq ID
16
15
13
14
20
17
18
19

Type
P
P
P
P
P
P
P
P

次に、Cisco uBR10012 ルータのすべてのセカンダリ データ セッションを表示する showdepisession
コマンドの出力例を示します。
Router# show depi session secondary
Load for five secs: 0%/0%; one minute: 2%; five minutes: 2%
Time source is hardware calendar, *17:13:56.777 UTC Sun Jul
LocID
RemID
TunID
Tsid
State Last Chg
1252018493 1074332252 1688275168 537,
est
3d09h
1252054974 1074332286 1688275168 549,
est
3d09h
1252022230 1074332263 1688275168 543,
est
3d09h
1252059782 1074332236 1688275168 531,
est
3d09h

4 2010
Uniq ID
22
24
23
21

Type
S
S
S
S

次に、セッション名により示される特定のセッションの詳細情報を表示する showdepisession コマ
ンドの出力例を示します。
Router# show depi session name Modular-Cable5/0/0:0
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 2%; five minutes: 2%
Time source is hardware calendar, *17:12:43.281 UTC Sun Jul 4 2010
LocID
RemID
TunID
Tsid
State Last Chg Uniq ID
1252005266 1074332288 555844637 699,
est
3d09h
13

Type
P

次に、Cisco uBR10012 ルータのすべてのセカンダリ データ セッションを表示する showdepisession
コマンドの出力例を示します。
Router# show depi session tsid 537
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 2%; five minutes: 2%
Time source is hardware calendar, *17:14:29.465 UTC Sun Jul
LocID
RemID
TunID
Tsid
State Last Chg
1252057709 1074332245 1486289361 537,
est
3d09h
LocID
RemID
TunID
Tsid
State Last Chg
1252018493 1074332252 1688275168 537,
est
3d09h

4 2010
Uniq ID
18
Uniq ID
22

Type
P
Type
S

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降で DEPI セッション エンドポイントを表示する
showdepisession コマンドの出力例を示します。
Router# show depi session endpoints
DEPI Tunnel
RF Channel
depi_working_tunnel_8_0_0 Mod8/0/0:0
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EQAM rf-port Tsid
Qam3/7.1
371

State
est

Type
P

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi session

depi_protect_tunnel_5_1_0 Mod8/0/0:5/1/0:0
non_cisco_eqam_tunnel
Mod8/0/0:6

Qam3/7.1
-

371
est
11012 est

S
P

次に、Cisco ISO リリース 12.2(33)SCG で verbose キーワードを指定した showdepisession コマンド
の出力例を示します。
Router# show depi session tsid 531 verbose
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 2%; five minutes: 2%
Time source is hardware calendar, *10:10:34.349 UTC Thu Aug 18 2011
LocID
RemID
TunID
Tsid
State Last Chg Uniq ID
1252004030 1074332230 4168849253 531
est
1d02h
9

Type
P

Session id 1252004030 is up, tunnel id 4168849253
Remote session id is 1074332230, remote tunnel id 1302274286
Locally initiated session
Session Type: Primary
Qam Channel Parameters
Tsid is 531
Group Tsid is 57
Frequency is 531000000
Modulation is 256qam
Annex is B
Interleaver Depth I=32 J=4
Power is 530
Qam channel status is 0
Unique ID is 9
Call serial number is 3208000008
Remote tunnel name is RFGW-10-1
Internet address is 12.30.14.100
Local tunnel name is prasm_ubr10k
Internet address is 12.30.14.200
IP protocol 115
Session is L2TP signaled
Session state is established, time since change 1d02h
0 Packets sent, 0 received
0 Bytes sent, 0 received
Last clearing of counters never
Counters, ignoring last clear:
0 Packets sent, 0 received
0 Bytes sent, 0 received
Receive packets dropped:
out-of-order:
0
total:
0
Send packets dropped:
exceeded session MTU:
0
total:
0
DF bit on, ToS reflect enabled, ToS value 0, TTL value 255
UDP checksums are disabled
Session PMTU enabled, path MTU is 1492 bytes
No session cookie information available
FS cached header information:
encap size = 28 bytes
45000014 00004000 FF73460F 0C1E0EC8
0C1E0E64 40090246 00000000
Sequencing is on
Ns 0, Nr 0, 0 out of order packets received
Packets switched/dropped by secondary path: Tx 0, Rx 0
Peer Session Details
Peer Session ID
Peer Qam ID
Peer Qam State
Peer Qam Type
Peer Qam Statistics
Total Pkts
Total Octets
Total Discards
Total Errors
Total In Pkt Rate
Bad Sequence Num
Total In DLM Pkts

: 1074332230
: Qam7/10.1
: ACTIVE
: Primary
:
:
:
:
:
:
:

104055078
19562354664
0
0
1068
0
0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi session

Conditional debugging is disabled
LocID
RemID
TunID
Tsid
1252046589 1074332227 501350688 531

State
est

Last Chg Uniq ID
1d02h
13

Session id 1252046589 is up, tunnel id 501350688
Remote session id is 1074332227, remote tunnel id 4220074353
Locally initiated session
Session Type: Secondary
Qam Channel Parameters
Tsid is 531
Group Tsid is 57
Frequency is 531000000
Modulation is 256qam
Annex is B
Interleaver Depth I=32 J=4
Power is 530
Qam channel status is 0
Unique ID is 13
Call serial number is 3208000004
Remote tunnel name is RFGW-10-1
Internet address is 24.30.14.100
Local tunnel name is prasm_ubr10k
Internet address is 24.30.14.200
IP protocol 115
Session is L2TP signaled
Session state is established, time since change 1d02h
0 Packets sent, 0 received
0 Bytes sent, 0 received
Last clearing of counters never
Counters, ignoring last clear:
0 Packets sent, 0 received
0 Bytes sent, 0 received
Receive packets dropped:
out-of-order:
0
total:
0
Send packets dropped:
exceeded session MTU:
0
total:
0
DF bit on, ToS reflect enabled, ToS value 0, TTL value 255
UDP checksums are disabled
Session PMTU enabled, path MTU is 1492 bytes
No session cookie information available
FS cached header information:
encap size = 28 bytes
45000014 00004000 FF732E0F 181E0EC8
181E0E64 40090243 00000000
Sequencing is on
Ns 0, Nr 0, 0 out of order packets received
Packets switched/dropped by secondary path: Tx 0, Rx 0
Peer Session Details
Peer Session ID
: 1074332227
Peer Qam ID
: Qam7/10.1
Peer Qam State
: ACTIVE
Peer Qam Type
: Secondary
Peer Qam Statistics
Total Pkts
: 0
Total Octets
: 0
Total Discards
: 0
Total Errors
: 0
Total In Pkt Rate
: 8409
Bad Sequence Num
: 0
Total In DLM Pkts
: 0
Conditional debugging is disabled

表 195：show depi のフィールドの説明

フィールド

説明

LocID

セッションの ID。
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Type
S

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi session

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

RemID

リモート セッションの ID。

TunID

トンネルの ID。

Tsid

トランスポート ストリーム ID。

State

セッションのステート。

Last Chg

最終状態変更のタイムスタンプ。

Uniq ID

QAM チャネルの固有識別子。

Type

プライマリ セッションまたはセカンダリ セッ
ション。

RF Channel

RF チャネル インターフェイス。

EQAM rf-port

DEPI セッションに使用する EQAM RF ポート。

コマンド

説明

depi-tunnel

異なる擬似回線クラスで継承できる DEPI トン
ネル構成設定のテンプレートを作成します。

rf-channeldepi-tunnel

共有ポート アダプタ（SPA）の RF チャネルへ
DEPI トンネルをバインドします。

controllermodular-cable

SPA コントローラを設定するためコントローラ
コンフィギュレーション モードを開始します。

showdepi

DEPI セッションとトンネルに関する情報を表
示します。

showdepitunnel

DEPI トンネルに関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi tunnel

show depi tunnel
Downstream External PHY Interface（DEPI）トンネルに関する情報を表示するには、特権 EXEC モー
ドで showdepitunnel コマンドを使用します。
show depi tunnel [tunnel-id verbose| endpoints]
___________________
構文の説明

tunnel-id

（任意）DEPI トンネルの名前。

verbose

（任意）DEPI トンネルまたはセッションの詳
細情報を表示します。

endpoints

（任意）DEPI トンネル エンドポイント（トン
ネル ID および Edge Quadrature Amplitude
Modulation（EQAM）RF ポートを含む）を指定
します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。DEPI トンネル エンドポイント情
報を提供するため、新しいキーワード endpoints のサポートが追加
されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次に、すべてのアクティブ コントロール接続を示す showdepitunnel コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show depi tunnel
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi tunnel

LocTunID

RemTunID

Remote Name

555844637 4037701912 RFGW-10-1
1486289361 1394811300 RFGW-10-1
1688275168 1361251901 RFGW-10-1

State

Remote Address

est
est
est

11.30.14.100
12.30.14.100
24.30.14.100

Sessn
Count
4
4
4

L2TP Class
test10
test10
test10

次に、DEPI トンネル名により示される特定のアクティブ コントロール接続を示す showdepitunnel
コマンドの出力例を示します。
Router# show depi tunnel 1834727012 verbose
Tunnel id 1834727012 is up, remote id is 3849925733, 1 active sessions
Locally initiated tunnel
Tunnel state is established, time since change 04:10:38
Remote tunnel name is RFGW-10
Internet Address 1.3.4.155, port 0
Local tunnel name is myankows_ubr10k
Internet Address 1.3.4.103, port 0
L2TP class for tunnel is rf6
Counters, taking last clear into account:
0 packets sent, 0 received
0 bytes sent, 0 received
Last clearing of counters never
Counters, ignoring last clear:
0 packets sent, 0 received
0 bytes sent, 0 received
Control Ns 255, Nr 254
Local RWS 1024 (default), Remote RWS 8192
Control channel Congestion Control is enabled
Congestion Window size, Cwnd 256
Slow Start threshold, Ssthresh 8192
Mode of operation is Slow Start
Retransmission time 1, max 1 seconds
Unsent queuesize 0, max 0
Resend queuesize 0, max 2
Total resends 0, ZLB ACKs sent 252
Total peer authentication failures 0
Current no session pak queue check 0 of 5
Retransmit time distribution: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control message authentication is disabled

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降で DEPI トンネル エンドポイントを示す showdepitunnel
コマンドの出力例を示します。
Router# show depi tunnel endpoints
DEPI Tunnel
Modular Controller

State

depi_working_tunnel_8_0_4
depi_protect_tunnel_5_1_0
depi_protect_tunnel_5_1_4
depi_working_tunnel_8_0_0

est
est
est
est

Mod8/0/2
Mod8/0/0:5/1/0
Mod8/0/2:5/1/2
Mod8/0/0

Remote Address Sessn
Count
1.30.84.100
24
1.30.50.100
24
1.30.54.100
24
1.30.3.100
24

表 196：show depi のフィールドの説明

フィールド

説明

LocTunID

ローカル トンネルの ID。

RemTunID

リモート トンネルの ID。

Remote Name

リモート トンネルの名前。

State

トンネルの状態。

Remote Address

リモート トンネルの IP アドレス。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show depi tunnel

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Session Count

セッションの数。

L2TP Class

トンネルの L2TP クラス名。

Modular Controller

プライマリ DEPI トンネルとセカンダリ DEPI
トンネルのコントローラ モジュラ ケーブル イ
ンターフェイス。

コマンド

説明

depi-tunnel

異なる擬似回線クラスで継承できる DEPI トン
ネル構成設定のテンプレートを作成します。

rf-channeldepi-tunnel

共有ポート アダプタ（SPA）の RF チャネルへ
DEPI トンネルをバインドします。

controllermodular-cable

SPA コントローラを設定するためコントローラ
コンフィギュレーション モードを開始します。

show depi

DEPI セッションとトンネルに関する情報を表
示します。

show depi session

DEPI セッションに関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show dhcp

show dhcp
ポイントツーポイント インターフェイスの現在の Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）設
定を表示するには、特権 EXEC モードで showdhcp コマンドを使用します。
Cisco uBR904、uBR905、uBR924、uBR925 ケーブル アクセス ルータ、Cisco CVA122 ケーブル音声ア
ダプタ
show dhcp {lease| server}
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show dhcp {lease| server}
___________________
構文の説明

lease

サーバからリースした DHCP アドレスを表示し
ます。

server

既知の DHCP サーバを表示します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3(4)NA

このコマンドが Cisco uBR904 ケーブル アクセス ルータで導入され
ました。

12.0(4)XI1

Cisco uBR924 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されまし
た。

12.1(3)XL

Cisco uBR905 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されまし
た。

12.1(5)XU1

Cisco CVA122 ケーブル音声アダプタのサポートが追加されました。

12.2(2)XA

Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータのサポートが追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show dhcp

___________________
使用上のガイドライン 一時的な IP アドレス割り当てに DHCP を使用するポイントツーポイント タイプのインターフェ
イスに対してこのコマンドを使用できます。
___________________
例

次に、showdhcplease コマンドの出力例を示します。
Router# show dhcp lease
Temp IP addr: 188.188.1.40 for peer on Interface: cable-modem0
Temp sub net mask: 0.0.0.0
DHCP Lease server: 4.0.0.32, state: 3 Bound
DHCP transaction id: 2431
Lease: 3600 secs, Renewal: 1800 secs, Rebind: 3150 secs
Temp default-gateway addr: 188.188.1.1
Next timer fires after: 00:58:01
Retry count: 0
Client-ID: 0010.7b43.aa01
Router#

表 197：show dhcp lease のフィールドの説明

フィールド

説明

Temp IP addr

DHCP サーバからリースしたケーブル インター
フェイスの IP アドレス。

Temp subnet mask

ケーブル インターフェイスに割り当てられてい
る一時的なサブネット マスク。

DHCP Lease server

このクライアントに IP アドレスを割り当てた
DHCP サーバの IP アドレス。

state

このクライアント（ケーブル インターフェイ
ス）の現在の状態。有効な値は、Bound、
Renew、または Rebinding です。これらの状態
の説明については、RFC 2131 を参照してくだ
さい。

DHCP transaction id

最初の要求メッセージが DHCP サーバに送信さ
れる前に、ルータによって設定された一意の番
号。リースが更新され有効である限り、同じト
ランザクション ID が使用されます。新しい「検
出」メッセージが送信されると、新しいトラン
ザクション ID が使用されます。

Lease

リースされた IP アドレスが有効である期間、
つまりリースの有効期間です（秒単位）。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show dhcp

フィールド

説明

Renewal

アドレスの割り当てから、クライアントが更新
状態に移行するまでの時間間隔（秒単位）。更
新（T1）時間が経過すると、クライアントから
サーバに対し、リースの延長を求めるユニキャ
スト dhcprequest メッセージが送信されます。こ
のタイマーのデフォルト値は、リース期間の
0.5 倍です。

Rebind

アドレスの割り当てから、クライアントが再バ
インディング状態に移行し、リースの延長を求
めるブロードキャスト dhcprequest メッセージを
任意の DHCP サーバに送信するまでの時間間隔
（秒単位）。このタイマー（T2）のデフォルト
値は、リース期間の 0.875 倍です。

Temp default-gateway addr

ネットワーク上でこのクライアントに最も近い
ルータの IP アドレス。

Next timer fires after

次回のタイマー期限までの時間（時間、分、
秒）。

Retry count

クライアントがメッセージを DHCP サーバに送
信した回数。多くの場合、このメッセージは
リースの延長を求める要求メッセージです。
リースが更新されると、[Retry count] は 0 にリ
セットされます。

Client-ID

バインディング検索のためにサブネットのクラ
イアントを一意に識別する MAC アドレス（オ
プションでメディア タイプ コードを指定可
能）。

次に、showdhcpserver コマンドの出力例を示します。
Router# show dhcp server
DHCP server: ANY (255.255.255.255)
Leases:
1
Offers:
1
Requests: 2
Acks: 1
Declines: 0
Releases: 0
Bad: 0
TFTP Server Name: SOHOSERVER
TIME0: 1.2.0.250, TIME1: 0.0.0.0
Subnet: 255.255.255.0
Router#

Naks: 0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show dhcp

表 198：show dhcp server のフィールドの説明

ヒント

フィールド

説明

DHCP server

DHCP サーバにより使用される MAC アドレス。

Leases

現在リースしている IP アドレスの数。

Offers

サーバからプロキシ クライアントへ送信された
IP アドレスのオファーの数。

Requests

サーバに対する IP アドレスの要求の数。

Acks

サーバからプロキシ クライアントに送信された
確認応答メッセージの数。

Naks

サーバからプロキシ クライアントに送信された
否定応答メッセージの数。

Declines

プロキシ クライアントで拒否されたサーバから
のオファーの数。

Releases

クライアントにより IP アドレスが正常に解放
された回数。

Bad

誤った長さ、誤ったフィールド タイプ、または
その他の原因による受信不良パケットの数。

TFTP Server Name

TFTP ダウンロードを CM に提供するサーバに
対して設定されている名前（設定されている場
合）。

TIME0

プライマリ Time-of-Day（ToD）サーバの IP ア
ドレス。

TIME1

セカンダリ ToD サーバの IP アドレス。

Subnet

DHCP サーバを含むサブネット。

Cisco IOS リリース 12.2(8)T 以降では、ライン コンフィギュレーション モードで
execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを追加できます。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show dhcp

___________________
関連コマンド

Command

Description

cable-modemvoipbest-effort

ベスト エフォートを使用してケーブル インター
フェイス経由で音声コールをアップストリーム
で送信できるようにします。

showbridgecable-modem

ケーブル インターフェイスのブリッジング情報
を表示します。

showinterfacescable-modem

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show diagnostic bootup level

show diagnostic bootup level
現在ブートアップで設定されている診断レベルを表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権
EXEC モードで showdiagnosticbootupコマンドを使用します。
show diagnostic bootup level
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC（>）特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドは、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルー
タの-->汎用オンライン診断（GOLD）機能をサポートするために導入
されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン ブートアップ時に実行される診断テストのレベルは、complete または minimal のいずれかに設定
できます。ブートアップ レベルを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
-->diagnosticbootuplevel コマンドを使用します。showdiagnosticbootuplevel コマンドは、現在設定
されているブートアップ診断レベルを表示するために使用されます。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータで showdiagnosticbootuplevel コマンドを実行した場合の出力例を示
します。
Router# show diagnostic bootup level
Current bootup diagnostic level: complete
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

diagnosticbootuplevel

ブートアップ時に実行される診断テストのレベ
ルを設定します。
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show diagnostic content
利用可能なテストの情報（各テストと、各ベイおよびライン カードのテスト ID、テスト属性、テ
スト スケジュール、およびサポート対象テスト レベルなど）を表示するには、ユーザ EXEC モー
ドまたは特権 EXEC モードで showdiagnosticcontent コマンドを使用します。
show diagnostic content[all| bayslot/bay| slot slot-no| subslot slot/subslot]
all

すべてのモジュールに使用できるテストに関す
る情報を表示します。

bay-->slot/bay

利用可能なテスト コンテンツの詳細情報を表示
する SPA のカード スロットとベイ番号を指定
します。bay キーワードは、ルータの SPA を参
照するために使用されます。スロット番号の有
効範囲は 1 ～ 8、ベイ番号は 0 ～ 3 です。

slot-->slot-no

利用可能なテスト コンテンツの詳細情報を表示
するフルハイト ライン カードのスロット番号
を指定します。slot--> キーワードは、ルータの
フルハイト ライン カードを参照するために使
用されます。slot の有効範囲は、1 ～ 8 です。

subslot-->slot/subslot

利用可能なテスト コンテンツの詳細情報を表示
するハーフハイト ライン カードのスロット番
号とサブスロット番号を指定します。subslot
キーワードは、Cisco uBR10012 ルータのハーフ
ハイト ライン カードを参照するために使用さ
れます。スロット番号の有効範囲は 1 ～ 8、サ
ブスロット番号は 0 ～ 1 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC（>）特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。
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リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン 利用可能な診断テストごとに、コマンド出力の [Attributes] フィールドに一連の属性が一連の文字
として表示されます。文字の位置にアスタリスク（*）が表示される場合は、その属性がテストに
適用可能ではないことを示します。次の属性が表示されます。
属性

説明

M

ブートアップ診断レベルが Minimal または
Complete に設定されている場合にテストを実行
します。

C

ブートアップ診断レベルが Complete に設定さ
れている場合にテストを実行します。

B

diagnosticondemand コマンドの実行時にテスト
を実行します。テストが基本的なオンデマンド
テストであることを示します。

P

デバイス全体ではなくポートでテストを実行し
ます（ポート単位テスト）。

V

デバイス全体でテストを実行します（デバイス
単位テスト）。

D

テストによりネットワーク トラフィックが中断
されます（中断テスト）。

N

システムがオンラインの場合にネットワーク ト
ラフィックを中断せずにテストを実行します
（無中断テスト）。

S

テスト対象のカードがスタンバイ カードの場
合、スタンバイ カードのみでテストを実行しま
す。アクティブ カードではテストは実行されま
せん。テスト対象のカードがアクティブ カード
である場合、アクティブ カードがカード自体に
対してテストを実行します。

X

テストはヘルス モニタリング テストではあり
ません。
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属性

説明

F

テストのモニタ間隔をユーザが変更できません
（固定モニタリング テスト）。

E

ユーザがテストを無効にできません（常時有効
なテスト）。

A

このテストでモニタリングがアクティブです。

I

このテストでモニタリングが非アクティブで
す。

テストが定期的に実行されるように設定されている場合、コマンド出力の [Test Interval] フィール
ドに間隔が dd hh:mm:ss.ms（日、時間、分、秒、ミリ秒）形式で表示されます。たとえば、15 分
ごとに実行するテストのテスト間隔は 000 00:15:00.00 と表示されます。14 日ごとに実行するテス
トのテスト間隔は 014 00:00:00.00 と表示されます。
___________________
例

次に、showdiagnosticcontent コマンドの出力例を示します。この出力には、Cisco uBR10012 ユニ
バーサル ブロードバンド ルータのベイ 1/0 のテスト スイート、モニタリング間隔、テスト属性が
示されます。
Router# show diagnostic content bay 1/0
Bay 1/0: 2jacket-1
Diagnostics test suite attributes:
M/C/* - Minimal bootup level test / Complete bootup level test / NA
B/* - Basic ondemand test / NA
P/V/* - Per port test / Per device test / NA
D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA
S/* - Only applicable to standby unit / NA
X/* - Not a health monitoring test / NA
F/* - Fixed monitoring interval test / NA
E/* - Always enabled monitoring test / NA
A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive
Test In terval
ID
Test Name
Attributes
day hh:mm:ss.
==== ============================================ ============
=============
1) TestModenaSample --------------------------> ***N****A
02010:10:10.10 99
2) TestModenaLLQDrops ------------------------> ***N****A
02010:10:10.10 99

表 199：show diagnostic content bay のフィールドの説明

フィールド

説明

ID

ID 番号。

Test Name

特定のベイで実行するテストの名前。

Attributes

特定のベイのテスト属性。
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フィールド

説明

Test In terval

dd hh:mm:ss.ms 形式（日、時間、分、秒、およびミリ秒）
のテスト間隔。

次に、show diagnostic content subslot 8/0 コマンドの出力例を示します。これには、Cisco uBR10012
ユニバーサル ブロードバンド ルータのサブスロット 8/0 のテスト スイート、モニタリング間隔、
テスト属性が示されます。
Router# show diagnostic content subslot 8/0
Subslot 8/0: 5cable-mc520u-d, 5 ports
Diagnostics test suite attributes:
M/C/* - Minimal bootup level test / Complete bootup level test / NA
B/* - Basic ondemand test / NA
P/V/* - Per port test / Per device test / NA
D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA
S/* - Only applicable to standby unit / NA
X/* - Not a health monitoring test / NA
F/* - Fixed monitoring interval test / NA
E/* - Always enabled monitoring test / NA
A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive
Test Interval
ID
Test Name
Attributes
day hh:mm:ss
.
==== ============================================ ============
============
1) TestSampleProxy ---------------------------> ***N****I
not configured n/a
2) Test520LLQDrops ---------------------------> **PN****A
000 01:00:00.00 1
3) TestBlazeIndexLeak ------------------------> ***N****A
000 08:00:00.00 n/a
4) TestMemLeaks ------------------------------> ***N**F*A
000 02:00:00.00 n/a

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

diagnosticbootuplevel

起動診断レベルを設定します。

diagnosticmonitor

ヘルス モニタリング診断テストを設定します。

diagnosticondemand

オンデマンド診断を設定します。

diagnosticscheduletest

特定モジュールに対するテストベースの診断テ
ストのスケジュールを設定するか、スーパーバ
イザ エンジンのスイッチオーバーをスケジュー
ルします。

showdiagnosticdescription

診断テストの説明を表示します。

showdiagnosticbootup

設定されているブートアップ時の診断レベルを
表示します。

showdiagnosticevents

診断イベント ログを表示します。

showdiagnosticondemandsettings

オンデマンド診断の設定を表示します。
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コマンド

説明

showdiagnosticresult

モジュールの診断テストの結果を表示します。

showdiagnosticschedule

現在スケジュールされている診断タスクを表示
します。

showdiagnosticstatus

実行中の診断テストを表示します。

diagnosticondemand

オンデマンド診断を設定します。

diagnosticevent-logsize

診断イベントログのサイズをダイナミックに変
更します。

diagnosticstart

指定した診断テストを実行します。

diagnosticstop

テストを停止します。
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show diagnostic ood-status
ステータス情報（ラインカードのスロットと名前、フィールド診断イメージステータス、および
以前の診断テストの全体的な結果など）を表示するには、showdiagnosticood-status コマンドを入
力します。
show diagnostic ood-status [slot slot-number| subslot slot-number/subslot-number] [detail]
___________________
構文の説明

slot

フルスロットに装着されているライン カードの
ステータス情報を表示することを指定します。

subslot

サブスロットに装着されているライン カードの
ステータス情報を表示することを指定します。

slot-number

ステータス情報をコマンド出力に表示するライ
ン カードのスロット番号を指定します。

subslot-number

ステータス情報をコマンド出力に表示するライ
ン カードのサブスロット番号を指定します。

detail

指定したライン カードのステータス情報と詳細
なテスト結果をコマンド出力に示します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン showdiagnosticood-status の出力から、フィールド診断テストがライン カードでサポートされてい
るかどうか、およびライン カードがすでにフィールド診断イメージをダウンロードしているかど
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うかを確認できます。したがって、フィールド診断イメージをライン カードにロードする前に参
考情報を取得する目的で showdiagnosticood-status コマンドを使用できます。
showdiag コマンドと showdiagnostic コマンドでは完全に異なる出力が生成されることに注意して
ください。したがって、showdiag を使用して showdiagnostic の出力を収集することはできませ
ん。これは、自動完了機能により showdiagnostic の出力ではなく、showdiag の出力が生成される
ためです。showdiagnostic コマンドを省略する場合、最も短い省略形は showdiagn です。
___________________
例

次の例では、showdiagnosticood-status コマンドを使用して uBR10012 ルータのすべてのライン
カードのステータス情報を表示します。
Router# show diagnostic ood-status
Load for five secs: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *05:56:50.835 EDT Thu Nov 5 2009
==== ======================== ======= ========== =========== ==============
FDiag
Loaded
Overall
Current
Slot Card Description
Support Image Type Diag Result Card State
---- ------------------------ ------- ---------- ----------- -------------A
Active PRE2-RP
YES
IOS
N/A
ONLINE
B
Standby PRE2-RP
YES
N/A
N/A
OFFLINE
1
2jacket-1
YES
LCDOS
N/A
ONLINE
1
2cable-dtcc
NO
LCDOS
N/A
ONLINE
2/1 2cable-tccplus
NO
LCDOS
N/A
ONLINE
3/0 1gigethernet-hh-1
YES
LCDOS
N/A
ONLINE
3/1 1gigethernet-hh-1
YES
LCDOS
N/A
ONLINE
5/0 5cable-mc520h-d
YES
IOS
N/A
ONLINE
6/0 5cable-mc520h-d
YES
Field Diag N/A
DIAG READY
8/1 5cable-mc520u-d
YES
IOS
N/A
ONLINE
==== ======================== ======= ========== =========== ==============

表 200：show cable ood-status のフィールドの説明

フィールド

説明

Slot

ルータのスロットを示します。

Card Description

指定したスロットに装着されているライン カー
ドのテキストによる説明。

FDiag Support

特定のスロットに装着されているライン カード
がフィールド診断テストをサポートしているか
どうかを示します。
• [Yes]：スロットのライン カードはフィー
ルド診断テストをサポートしています。
• [No]：スロットのライン カードはフィール
ド診断テストをサポートしていません。
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フィールド

説明

Loaded Image Type

各ライン カードのランタイム イメージを示し
ます。
• [Field Diag]：フィールド診断イメージがラ
イン カードにロードされることを示しま
す。ライン カードにはフィールド診断イ
メージまたは LCDOS イメージのいずれか
がロードされます。
• [IOS]：プロセッサが Cisco IOS を実行して
いることを指定します。
• [LCDOS]：ライン カード DOS。LCDOS イ
メージは、通常のルータ動作時にライン
カードが実行するイメージです。フィール
ド診断イメージがライン カードにロード
されると一時的に削除され、フィールド診
断イメージがアンロードされるとライン
カードに再びロードされます。
（注）

Overall Diag Result

LCDOS イメージはケーブル ライン
カードにはロードされません。

フィールド診断イメージが最終テスト以降に削
除されていないことを前提として、最後に実行
されたフィールド診断テストの結果を表示しま
す。
• [Pass]：このライン カードは最終診断テス
トに合格しました。
• [Fail]：最終診断テスト中に 1 つ以上の
フィールド診断テストが失敗しました。
• [N/A]：このライン カードはテストされて
いません。
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フィールド

説明

Current Card State

現在のカードの状態。
• [Diag Ready]：診断イメージがライン カー
ドにロードされ、フィールド診断テストを
実行できる状態です。
• [Running Diag]：診断イメージがライン カー
ドにロードされ、現在実行中です。
• [Offline]：ライン カードでは現在トラ
フィックが通過できず、ライン カードに
フィールド診断イメージがダウンロードさ
れていません。
• [Online]：このライン カードがアクティブ
であり、トラフィックが通過可能です。

次の出力例で、subslot および detail キーワードを指定した showdiagnosticood-status コマンドを使
用した場合の、ラインカードごとのテスト結果を示します。この出力には、ラインカードの診断
ステータスと、実行中のテストとそのステータスの詳細が表示されます。
Router# show diagnostic ood-status subslot 6/0 detail
==== ======================== ======= ========== ===========
FDiag
Loaded
Overall
Slot Card Description
Support Image Type Diag Result
---- ------------------------ ------- ---------- ----------6/0 5cable-mc520h-d
YES
Field Diag N/A
==== ======================== ======= ========== ===========
Detail testing progress for card in slot 6/0:
Current card state: RUNNING DIAG
Test
ID
Test Name
[Selected To Run (Y/N)] Status
==== ============================================== =======
1) Lookout2 RW test ......................... [Y] Passed
2) Lookout2 R/W Intr bits ................... [Y] Passed
3) Lookout2 Reset test ...................... [Y] Passed
4) JIB2 PCI ID test ......................... [Y] Passed
5) JIB2 Register read/write test ............ [Y] Passed
6) JIB2 R/W Intr bits ....................... [Y] Passed
7) JIB2 Reset test .......................... [Y] Passed
8) JIB2 ifa6 SDRAM Test ..................... [Y] Running
9) JIB2 ECC Disabled SDRAM Test ............. [Y] Not Run
10) JIB2 Data Bus/Address SDRAM Test ......... [Y] Not Run
11) JIB2 ifa6 SSRAM Test ..................... [Y] Not Run
12) JIB2 Data Bus/Address SSRAM Test ......... [Y] Not Run
13) Mfpga R/W Intr bits ...................... [Y] Not Run
14) Mfpga Register read/write test ........... [Y] Not Run
15) Mfpga Reset test ......................... [Y] Not Run
16) Internal Timer Test ...................... [Y] Not Run
17) Random Register Test ..................... [Y] Not Run
18) Processor Id Test ........................ [Y] Not Run
19) Ping Test ................................ [Y] Not Run
20) Core2 Memory Access Test ................. [Y] Not Run
21) L1 Cache Test ............................ [Y] Not Run
22) core 2 L1 Cache Test ..................... [Y] Not Run
23) System DDR Test .......................... [Y] Not Run
24) Local UART Port 0 Internal Loopback Test . [Y] Not Run
25) Local UART Port 1 Internal Loopback Test . [Y] Not Run
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26)
27)
28)
29)
30)
31)

PCI Bridge R/W Test ......................
PCI Bridge ID Test .......................
DM Channel Test ..........................
SMM665 Voltage Test ......................
MarchingPattern_nvram ....................
DataPins_nvram ...........................

[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]

Not
Not
Not
Not
Not
Not

Run
Run
Run
Run
Run
Run

Router#

表 201：show diagnostic ood-status subslot x/y detail のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Current card state

カードの状態を示します。

ID

テスト ID 番号。

Test Name

テストの名前。

Selected to Run

テストの実行が指定されていたかどうかを示し
ます。[Y] はテストが実行されることを示し、
[N] はテストが実行されないことを示します。

Test Status

現在のテスト ステータスを示します。

コマンド

説明

diagnosticevent-logsize

イベント テーブルのサイズを設定します。

diagnosticload

ライン カードにフィールド診断イメージをロー
ドします。

diagnosticondemandaction-on-failure

フィールド診断テストで許容されるエラーの数
を設定します。エラーがこの数を超えると
フィールド診断テストが停止します。

diagnosticondemanditerations

フィールド診断テストの開始時に、特定の各
フィールド診断テストを実行する回数を設定し
ます。

diagnosticstart

ライン カードでフィールド診断テストを開始し
ます。

diagnosticstop

進行中のフィールド診断テストを停止します。
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コマンド

説明

diagnosticunload

ライン カードからフィールド診断イメージをア
ンロードし、通常のライン カード動作を再開し
ます。

showdiag

uBR10012 ルータのすべてのライン カードの情
報を、スロットおよびサブスロットごとに表示
します。

showdiagnosticcontent

特定のライン カードのフィールド診断テスト
リストを表示します。

showdiagnosticevents

前回のシステム リロード以降のフィールド診断
イベントの履歴を表示します。
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show diagnostic result
モジュールの診断テスト結果を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで
showdiagnosticresult--> コマンドを使用します。
show diagnostic result [[bay slot/bay| slot slot-no| subslot slot/subslot]| {detail| test{test-id| test-id-range|
all}}| all]
___________________
構文の説明

bayslot/bay

（任意）診断テスト結果を表示するカード ス
ロットとベイ番号を指定します。bay キーワー
ドは、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバ
ンド ルータの SPA を参照するために使用され
ます。スロット指定の有効範囲は 1 ～ 8、ベイ
の有効範囲は 0 ～ 3 です。

slotslot-no

（任意）診断テスト結果を表示する必要がある
フルハイト ライン カードのスロット番号を指
定します。slot キーワードは、Cisco uBR10012
ユニバーサル ブロードバンド ルータのフルハ
イト ライン カードを参照するために使用され
ます。スロット番号の有効範囲は 1～8 です。

subslotslot/sub-slot

（任意）診断テスト結果を表示する必要がある
ハーフハイト ライン カードのスロットおよび
サブスロット番号を指定します。subslot キー
ワードは、Cisco uBR10012 ルータのハーフハイ
ト ライン カードを参照するために使用されま
す。スロットの有効範囲は 1 ～ 8、サブスロッ
トの有効範囲は 0 ～ 1 です。

all

（任意）すべての SPA、フルハイト ライン カー
ド、およびハーフ ハイト ライン カードの診断
テスト結果を表示します。

list

次の形式のモジュール リスト。
• エントリをカンマで区切る（例：1,4,6-10）
• ハイフンを使用して範囲を指定する（例：
1-4,6-10）。

slot

スロット番号で示される 1 つのモジュール。
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slot/subslot

スロット番号と、モジュール内のサブスロット
またはベイによって示される 1 つのサブ モ
ジュール。

detail

（任意）詳細なテスト結果を表示します。detail
キーワードを bay、slot、または subslot キーワー
ドと組み合わせて使用すると、SPA、フルハイ
ト ライン カード、またはハーフハイト ライン
カードの詳細なテスト結果情報が表示されま
す。

testtest-id

（任意）指定されたテスト ID のテスト結果だ
けを表示します。

testtest-id-range

（任意）指定されたテスト ID 範囲のテスト結
果を表示します。

testall

（任意）SPA、フルハイト ライン カード、また
はハーフハイト ライン カードで実行されるす
べてのテストのテスト結果を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC（>）特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドは、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータの
汎用オンライン診断（GOLD）機能をサポートするために導入されまし
た。キーワード bay、slot、および subslot が Cisco uBR10012 ユニバーサ
ル ブロードバンド ルータで追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン コマンド出力では、表示されるテスト結果は次のとおりです。
• Passed（.）
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• Failed（F）
• Untested（U）
特定の診断テストの結果を表示するには、testtest-id キーワードと引数を使用して test-id 番号を指
定します。使用可能な診断テストの test-id 番号が showdiagnosticcontent コマンドの出力に表示さ
れます。
showdiagnosticdescription コマンドを使用して、診断テストの詳細な説明を表示できます。
Cisco uBR10012 ルータでは、ライン カードまたは SPA を参照するコマンドの構文が異なります。
フルハイト ライン カードのキーワードは slotx、ハーフハイト ライン カードのキーワードは
slotx/y、SPA のキーワードは bayx/y です。

（注）

SPA、フルハイト ライン カード、ハーフハイト ライン カードの診断テスト結果を表示するに
は、bay、slot、および subslot キーワードのうち該当するキーワードを指定した
showdiagnosticresult コマンドを使用します。
Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(33)SCC でシステム エラーをポーリングするための GOLD
テスト ケースは、低遅延キューイング（LLQ）ドロップ テスト、ケーブル ライン カード（CLC）
メモリ リーク テスト、および Guardian インデックス リーク テストです。

___________________
例

次に、showdiagnosticresultall コマンドの出力例を示します。.この出力には、Cisco uBR10012 ルー
タのすべての SPA、フルハイト ライン カード、およびハーフハイト ライン カードのテスト結果
の要約が示されています。
Router# show diagnostic result all
Current bootup diagnostic level: minimal
Slot 1: 2jacket-1 SerialNo : CAT1146E05
Overall diagnostic result: UNTESTED
Diagnostic level at card bootup: minimal
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
1) TestJacketSample --------------------------> U
Bay 1/0: 2jacket-1 SerialNo : N/A
Overall diagnostic result: PASS
Diagnostic level at card bootup: minimal
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
1) TestModenaSample --------------------------> U
2) TestModenaLLQDrops ------------------------> .
Subslot 5/0: 5cable-mc520u-d, 5 ports SerialNo : CAT10210T9
Overall diagnostic result: PASS
Diagnostic level at card bootup: minimal
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
1) TestSampleProxy ---------------------------> U
2) Test520LLQDrops:
Port 0 1 2 3 4
------------------. . . . .
3) TestBlazeIndexLeak ------------------------> U
4) TestMemLeaks ------------------------------> .
Subslot 8/0: 5cable-mc520u-d, 5 ports SerialNo : CAT08410SS
Overall diagnostic result: PASS
Diagnostic level at card bootup: minimal
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
1) TestSampleProxy ---------------------------> U
2) Test520LLQDrops:
Port 0 1 2 3 4
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------------------. . . . .
3) TestBlazeIndexLeak ------------------------> .
4) TestMemLeaks ------------------------------> .
Subslot 8/1: 5cable-mc520u-d, 5 ports SerialNo : CAT10251S2
Overall diagnostic result: PASS
Diagnostic level at card bootup: minimal
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
1) TestSampleProxy ---------------------------> U
2) Test520LLQDrops:
Port 0 1 2 3 4
------------------. . . . .
3) TestBlazeIndexLeak ------------------------> U
4) TestMemLeaks ------------------------------> .

次に、showdiagnosticresultsubslot-->5/0-->detail--> コマンドの出力例を示します。.このコマンド
出力には、問題の特定と解決に役立つ有用な詳細情報（全体的な診断結果、各種重要パラメータ
の時間関連の値など）が示されています。
Router# show diagnostic result subslot 5/0 detail
Current bootup diagnostic level: minimal
Subslot 5/0: 5cable-mc520u-d, 5 ports SerialNo : CAT10210T9
Overall diagnostic result: PASS
Diagnostic level at card bootup: minimal
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
___________________________________________________________________________
1) TestSampleProxy ---------------------------> U
Error code ----------------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -----------------------> 0
Last test execution time --------------> n/a
First test failure time ---------------> n/a
Last test failure time ----------------> n/a
Last test pass time -------------------> n/a
Total failure count -------------------> 0
Consecutive failure count -------------> 0
___________________________________________________________________________
2) Test520LLQDrops:
Port 0 1 2 3 4
------------------. . . . .
Error code ----------------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -----------------------> 17
Last test execution time --------------> Aug 11 2009 09:42:22
First test failure time ---------------> n/a
Last test failure time ----------------> n/a
Last test pass time -------------------> Aug 11 2009 09:42:22
Total failure count -------------------> 0
Consecutive failure count -------------> 0
___________________________________________________________________________
3) TestBlazeIndexLeak ------------------------> U
Error code ----------------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -----------------------> 1
Last test execution time --------------> Aug 11 2009 00:42:19
First test failure time ---------------> n/a
Last test failure time ----------------> n/a
Last test pass time -------------------> Aug 11 2009 00:42:19
Total failure count -------------------> 0
Consecutive failure count -------------> 0
___________________________________________________________________________
4) TestMemLeaks ------------------------------> .
Error code ----------------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -----------------------> 7
Last test execution time --------------> Aug 11 2009 06:42:19
First test failure time ---------------> n/a
Last test failure time ----------------> n/a
Last test pass time -------------------> Aug 11 2009 06:42:19
Total failure count -------------------> 0
Consecutive failure count -------------> 0
___________________________________________________________________________
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showdiagnosticcontent

使用可能な診断テストを表示します。

showdiagnosticdescription

診断テストの説明を表示します。

showdiagnosticbootup

設定されているブートアップ時の診断レベルを
表示します。

showdiagnosticevents

診断イベント ログを表示します。

showdiagnosticondemandsettings

オンデマンド診断の設定を表示します。

showdiagnosticresult

モジュールの診断テストの結果を表示します。

showdiagnosticschedule

現在スケジュールされている診断タスクを表示
します。

showdiagnosticstatus

実行中の診断テストを表示します。

diagnosticstart

指定した診断テストを実行します。

diagnosticstop

テストを停止します。

showdiagnosticcontentmodule

使用可能な診断テストを表示します。

diagnosticbootuplevel

ブートアップ診断レベルを設定します。

diagnosticevent-logsize

診断イベントログのサイズをダイナミックに変
更します。

diagnosticmonitor

ヘルス モニタリング診断テストを設定します。

diagnosticondemand

オンデマンド診断を設定します。

diagnosticschedule

特定のベイ、スロット、またはサブスロットに
対する診断テストのスケジュールを設定しま
す。
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show diagnostic schedule
スケジュールされている診断タスクを表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モー
ドで showdiagnosticschedule コマンドを使用します。
show diagnostic schedule [all| bay slot/bay| slot slot-no| subslot slot/subslot]
___________________
構文の説明

all

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド
ルータに装着されているすべての SPA、フルハ
イト ライン カード、およびハーフハイト ライ
ン カードに対してスケジュールされている診断
タスクを表示します。

bayslot/bay

（任意）スケジュールされている診断タスクを
表示するカード スロットとベイ番号を指定しま
す。bay キーワードは、ルータの SPA を参照す
るために使用されます。スロット番号の有効範
囲は 1 ～ 8、ベイ番号は 0 ～ 3 です。

slotslot-no

（任意）スケジュールされている診断タスクを
表示するフルハイト ライン カードのスロット
番号を指定します。slot キーワードは、ルータ
のフルハイト ライン カードを参照するために
使用されます。slot の有効範囲は、1 ～ 8 です。

subslotslot/sub-slot

（任意）スケジュールされている診断タスクを
表示する必要があるハーフハイト ライン カー
ドのスロットおよびサブスロット番号を指定し
ます。subslot キーワードは、ルータのハーフハ
イト ライン カードを参照するために使用され
ます。スロット番号の有効範囲は 1 ～ 8、サブ
スロット番号は 0 ～ 1 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC（>）特権 EXEC（#）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドは、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータの
-->汎用オンライン診断（GOLD）機能をサポートするために導入されま
した。キーワード bay、slot、および subslot が Cisco uBR10012 ユニバー
サル ブロードバンド ルータで追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン 特定のベイ、スロット、またはサブスロットの診断テストを、日次、週次、または特定の日時に
実行するようにスケジュールするには、グローバル コンフィギュレーション モードで
diagnosticschedule コマンドを使用します。showdiagnosticschedule コマンドの出力には、
diagnosticschedule コマンドを使用してスケジュールされたベイ、スロット、またはサブスロット
の診断テストが表示されます。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのスロット 1 に対してスケジュールさ
れている診断タスクを表示する show diagnostic schedule slot 1 コマンドの出力例を示します。
Router# show diagnostic schedule slot 1
Current Time = 13:55:35 EST Tue Aug 11 2009
Diagnostic for Slot 1:
Schedule #1:
To be run on September 1 2009 12:00
Test ID(s) to be executed: 1.

次に、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータに装着されているすべてのベイ、フル
ハイト ライン カード、およびハーフハイト ライン カードに対してスケジュールされている診断
テストを表示する出力例を示します。
Router# show diagnostic schedule all
Current Time = 14:05:41 EST Tue Aug 11 2009
Diagnostic for Slot 1:
Schedule #1:
To be run on September 1 2009 12:00
Test ID(s) to be executed: 1.
Diagnostic for Bay 1/0 is not scheduled.
Diagnostic for Subslot 5/0 is not scheduled.
Diagnostic for Subslot 8/0:
Schedule #1:
To be run daily 12:00
Test ID(s) to be executed: 2.
Diagnostic for Subslot 8/1:
Schedule #1:
To be run weekly Sunday 12:00
Test ID(s) to be executed: 3.
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

diagnosticschedule

特定のベイ、スロット、またはサブスロットの
診断テストのスケジュールを設定します。

showdiagnosticdescription

診断テストの説明を表示します。

diagnosticstart

指定した診断テストを実行します。

diagnosticstop

テストを停止します。

showdiagnosticcontentmodule

使用可能な診断テストを表示します。

diagnosticbootuplevel

ブートアップ診断レベルを設定します。

diagnosticevent-logsize

診断イベントログのサイズをダイナミックに変
更します。

diagnosticmonitor

ヘルス モニタリング診断テストを設定します。

diagnosticondemand

オンデマンド診断を設定します。

showdiagnosticbootup

設定されているブートアップ時の診断レベルを
表示します。

showdiagnosticevents

診断イベント ログを表示します。

showdiagnosticondemandsettings

オンデマンド診断の設定を表示します。

showdiagnosticresult

モジュールの診断テストの結果を表示します。

showdiagnosticschedule

現在スケジュールされている診断タスクを表示
します。

showdiagnosticstatus

実行中の診断テストを表示します。
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show facility-alarm status
ファシリティ アラームをトリガーする現行温度しきい値を表示するには、ユーザ EXEC モードま
たは特権 EXEC モードで showfacility-alarmstatus--> コマンドを使用します。
show facility-alarm status [critical| major| minor| info| phy-index]
___________________
構文の説明

critical

（任意）クリティカル アラームだけを表示しま
す。

major

（任意）メジャー ファシリティ アラームとク
リティカル ファシリティ アラームをすべて表
示します。

minor

（任意）マイナー、メジャー、およびクリティ
カル ファシリティ アラームをすべて表示しま
す。

info

（任意）すべてのファシリティ アラームを表示
します。デフォルトの重大度レベルは info で
す。

phy-index

（任意）指定した物理インデックス エンティ
ティのすべてのファシリティ アラームを表示し
ます。

___________________
コマンド デフォルト

すべてのアラームを表示します。

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC、特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(1)XF1

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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リリース

変更内容

12.2(33)SCE4

このコマンドが変更されました。Cisco uBR7200 シリーズ および
uBR10012 ルータで phy-index キーワードがこのコマンドに追加され
ました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 重大度レベルが指定されている場合、そのレベル以上のアラームのステータスが表示されます。
たとえば重大度 major を指定すると、メジャー アラームとクリティカル アラームがすべて表示さ
れます。
アップストリーム チャネルで周波数スタッキングが設定されている場合、showfacility-alarmstatus
コマンドは、アップストリーム チャネル コネクタの実際のステータスを表示しません。
showfacility-alarmstatus--> コマンドは、クリティカル アラーム温度しきい値を表示しません。こ
れらの値を表示するには、showrunning-config|includefacility コマンドを使用します。クリティカ
ル アラームのコマンドが表示されない場合、温度しきい値はデフォルト値に設定されています。
周波数スタッキング機能の補足情報については、Cisco.com の「Virtual Interfaces and Frequency
Stacking Configuration on MC5x20S and MC28U Linecards」を参照してください。
___________________
例

次に、showfacility-alarmstatus コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show facility-alarm status
Thresholds:
Intake minor 40 major 49 critical 72
Core
minor 45 major 53 critical 85
System Totals Critical: 0 Major: 0 Minor: 77
Source
Severity
ACO
Description [Index]
--------------------------------chassis
MINOR
NORMAL
Core minor temperature limi]
Cable5/0-MAC0
INFO
NORMAL
Physical Port Administrativ]
Cable5/0-MAC1
INFO
NORMAL
Physical Port Administrativ]
Cable5/0-MAC2
INFO
NORMAL
Physical Port Administrativ]
Cable5/0-MAC3
INFO
NORMAL
Physical Port Administrativ]
Cable5/0-MAC4
INFO
NORMAL
Physical Port Administrativ]
Cable5/0-US0
MINOR
NORMAL
Physical Port Link Down [0]
Cable5/0-US1
MINOR
NORMAL
Physical Port Link Down [0]
Cable5/0-US2
MINOR
NORMAL
Physical Port Link Down [0]
Router#

次に、showfacility-alarmstatusphy-index コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show facility-alarm status phy-index
Intake minor 40 major 49 critical 72
Core
minor 45 major 53 critical 85
System Totals Critical: 4 Major: 1 Minor: 0
PhyIdx
Source
Severity
----------------28
RP A
MAJOR
46
GigE1H 3/0/0
CRITICAL
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ACO
--NORMAL
NORMAL

Description [Index]
------------------Secondary failure [2]
Physical Port Link Down [0]

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show facility-alarm status

48
GigE1H 3/1/0
5510
Cable5/1-US4
State Down [1]
5511
Cable5/1-US5
State Down [1]
Router#

CRITICAL
INFO

NORMAL
NORMAL

Physical Port Link Down [0]
Physical Port Administrative

INFO

NORMAL

Physical Port Administrative

表 202：show facility-alarm status のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

System Totals

重大度別の生成アラームの総数。

PhyIdx

特定のアラーム ノードのエンティティ物理イン
デックス。

Source

アラームが生成されたインターフェイス。

Severity

生成されたアラームの重大度レベル。

ACO

アラーム カットオフ。「NORMAL」または
「CLEARED」のいずれかです。

Description [Index]

アラームのタイプと、そのアラーム タイプのイ
ンデックス。インデックスは、デバイスでサ
ポートされるアラーム タイプの数に応じて任意
の番号を指定できます。

コマンド

説明

clearfacility-alarm

Cisco uBR10012 ルータでファシリティ アラーム
の一部またはすべてをクリアします。

facility-alarm

装置損傷の可能性を警告するクリティカル ア
ラーム、メジャー アラーム、またはマイナー
アラームをプロセッサが生成する温度しきい値
を設定します。
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show frame-clocks
ミッドプレーン時分割多重（TDM）クロック基準に関する情報を表示するには、特権 EXEC モー
ドで showframe-clocks コマンドを使用します。
show frame-clocks
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(T)

このコマンドが導入されました。

12.1(1a)T1

このコマンドが変更され、ケーブル クロック カードが現行クロッ
ク ソースとして含められました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
例

次に、設定されているクロック ソースがなく、クロック カードがデフォルトのクロック ソース
であることを示す showframe-clocks コマンドの出力例を示します。
Router# show frame-clocks
Priority 1 clock source:not configured input:none
Priority 2 clock source:not configured input:none
Priority 3 clock source:not configured input:none
Priority 4 clock source:not configured input:none
Current clock source:Clockcard, input:Primary, priority:5

表 203：show frame-clocks のフィールドの説明

フィールド

説明

Priority 1-4 clock source

4 つのネットワーク クロック ソースの設定。

Current clock source

現在のクロック ソース、その入力、プライオリ
ティ。この例では、クロック カードがクロック
ソースを提供しています。
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ヒント

___________________
関連コマンド

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

コマンド

説明

showcableclock

クロック カードのステータス情報を表示しま
す。

showcontrollersclock-reference

クロック カードのハードウェア情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hardware pxf

show hardware pxf
Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 以降では、すべての showhardwarepxf コマンドの名前が次のよう
に showpxf に変更されました。
• showpxfcable
• showpxfcableinterface
• showpxfcpu
• showpxfdma
• showpxfmicrocode
• showpxfxcm
各コマンドの機能は変更されていません。詳細については、上記のコマンドを参照してください。
Cisco IOS-XE リリース IOS-XE 3.15.0S では、showhardwarepxf コマンドは Cisco cBR シリーズ コ
ンバージド ブロードバンド ルータ でサポートされません。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp

show hccp
ケーブル インターフェイスに関連付けられている HCCP グループに関する情報を表示するには、
ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで showhccp コマンドを使用します。
show hccp [group| brief| channel-switch| detail| event-history| interface| linecard]
___________________
構文の説明

group

（任意）表示するグループ番号を指定します。
有効な指定範囲は 1 ～ 255 です。これは 1 ベー
スの MAC ドメイン番号です。次のようになり
ます。
• Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco
UBR-MC20X20V ライン カードでは、グ
ループの範囲は 1 ～ 5 です。
• Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードでは、
グループの範囲は 1 ～ 15 です。

___________________
コマンド モード

brief

（任意）ケーブル インターフェイスのグルー
プ、設定タイプ、メンバー番号、およびステー
タスの概要を表示します。このオプションは、
特定のグループの情報を表示するときにも使用
できます。

channel-switch

（任意）チャネル スイッチの設定に関する情報
を表示します。

detail

（任意）ケーブル インターフェイスのグルー
プ、設定タイプ、メンバー番号、およびステー
タスの詳細な要約と、インターフェイス間で同
期される CLI コマンドを表示します。

event-history

（任意）スイッチオーバーおよび同期イベント
に関する情報を表示します。

interface

（任意）各インターフェイスの要約を表示しま
す。

linecard

（任意）ライン カード レベルの HCCP 情報を
表示します。

ユーザ EXEC、特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

detail オプションが追加されました。

12.2(8)BC2

現在の再同期までの時間と、現在の値の復元待ち時間が brief オプショ
ンの出力に追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータ、Cisco uBR-MC16C カード、Cisco uBR-MC16S
カード、および Cisco uBR-MC28C カードで Cisco uBR-RFSW N+1 (1:n)
RF スイッチのサポートが追加されました。

12.2(15)BC2

showhccpdetail コマンドの出力が変更され、現用および保護インター
フェイスおよびサブインターフェイスごとにクリティカルな CLI コマン
ドと非クリティカルな CLI コマンドの個別のリストが表示されるように
なりました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合され、
showhccpdetail コマンドの出力が変更され、CMTS インターフェイスの
プレクリティカル設定情報が示されるようになりました。

12.2(33)SCC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC に統合されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。linecard キーワードが追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ ではサポートされません。

次に、シャーシ全体に対する -->showhccp コマンドと showhccpbrief コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show hccp
Cable4/0 - Group 1 Protect, enabled, blocking
authentication md5, key-chain "cisco1"
hello time 2000 msec, hold time 6000 msec
Member 1 standby
ip addr: working 10.20.111.11, protect 10.20.111.10
downstream wavecom (1.1.11.3/1, 1.1.11.3/2), upstream none
Router# show hccp brief
Interface Config
Ca5/0/0
Protect
Ca7/0/0
Working

Grp Mbr Status
1
3
standby
1
3
active

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2630

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp

Cisco IOS リリース 12.2(8)BC2 およびそれ以降の 12.2 BC リリースでは、brief オプションを指定
すると、次の再同期までの時間と、復元までの時間も表示されます。
Router# show hccp brief
Interface Config
Ca5/0/0
Protect
Ca7/0/0
Working
Router#

Grp Mbr Status
1
3
standby
1
3
active

WaitToResync
00:00:50.892

WaitToRestore
00:01:50.892
00:01:50.892

次に、設定されている各メンバーのグループとモジュール番号を示す showhccpchannel-switch コ
マンドの出力例を示します。
Router# show hccp channel-switch
Grp 1 Mbr 1 Working channel-switch:
"uc" - enabled, frequency 555000000 Hz
"rfswitch" - module 1, normal
module 3, normal
module 5, normal
module 7, normal
module 11, normal
Grp 2 Mbr 1 Working channel-switch:
"uc" - enabled, frequency 555000000 Hz
"rfswitch" - module 2, normal
module 4, normal
module 6, normal
module 9, normal
module 13, normal
Grp 1 Mbr 7 Protect channel-switch:
"uc" - disabled, frequency 555000000 Hz
"rfswitch" - module 1, normal
module 3, normal
module 5, normal
module 7, normal
module 11, normal
Grp 1 Mbr 5 Protect channel-switch:
"uc" - disabled, frequency 555000000 Hz
"rfswitch" - module 1, normal
module 3, normal
module 5, normal
module 7, normal
module 11, normal
Router#

次に、このコマンドの detail オプションの出力例の最初の部分を示します。この出力では最初に
シャーシ全体の設定情報が表示されます。次に、サブインターフェイスごとに同期される CLI 設
定コマンドが表示されます。
Router# show hccp detail
HCCP software version 3.0
Cable3/0 - Group 1 Protect, enabled, blocking
authentication none
hello time 2000 msec, hold time 6000 msec, revertive
track interfaces: Cable3/0
sync time 1000 msec, suspend time 120000 msec
local state is Learn, tran 54940
last switch reason is internal
last HELLO tran 54940, elapsed 672 msec, hello timer expires in 00:00:01.328
switchover member 1, wait to restore in 00:01:24.580
control plane relays sync packets
Fast syncpulse detection is enabled
statistics:
standby_to_active 23, active_to_standby 23
active_to_active 0, standby_to_standby 1
Member 1 standby
target ip address: protect 10.10.10.2, working 10.10.10.1
channel-switch "uc" (wavecom-ma, 10.10.10.3/2, 10.10.10.3/1) enabled
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp

tran #: SYNC 17209, last SYNC_ACK 46592
hold timer expires in 00:00:05.328
interface config:
mac-address 0000.0000.3030
cmts config:
bundle 1 master, resolve sid, dci-response success,
downstream - frequency 555000000, channel id 0
downstream - insertion_invl auto min = 60, max = 480
upstream 0 - frequency 10000000, power level 0
upstream 0 - modulation-profile 1, channel-width 3200000
upstream 0 - cnr-profile1 25, cnr-profile2 15
corr-fec 1, uncorr-fec 1
upstream 0 - hop-priority frequency modulation channel-width
upstream 1 - frequency 12000000, power level 0
upstream 1 - modulation-profile 1, channel-width 3200000
upstream 1 - cnr-profile1 25, cnr-profile2 15
corr-fec 1, uncorr-fec 1
upstream 1 - hop-priority frequency modulation channel-width
upstream 2 - frequency 14000000, power level 0
upstream 2 - modulation-profile 1, channel-width 3200000
upstream 2 - cnr-profile1 25, cnr-profile2 15
corr-fec 1, uncorr-fec 1
upstream 2 - hop-priority frequency modulation channel-width
upstream 3 - frequency 16000000, power level 0
upstream 3 - modulation-profile 1, channel-width 3200000
upstream 3 - cnr-profile1 25, cnr-profile2 15
corr-fec 1, uncorr-fec 1
upstream 3 - hop-priority frequency modulation channel-width
sub-interface 200 config:
ip address 10.23.240.1 255.255.255.0
ip address 213.57.42.254 255.255.255.128 secondary
ip helper-address 213.57.75.70
ip helper-address 213.57.75.66, ip access-group 87 in, ip access-group 87 out
cable helper-address 213.57.75.70
cable helper-address 213.57.75.66
cable arp, proxy-arp,
cable ip-multicast-echo,
cable dhcp-giaddr policy,
sub-interface 8 config:
ip address 10.23.128.1 255.255.240.0
ip address 62.90.198.254 255.255.255.0 secondary
ip helper-address 213.57.75.70
ip helper-address 213.57.75.66, ip access-group BARAK in, ip access-group ANTI_TRACE
out
cable helper-address 213.57.75.70
cable helper-address 213.57.75.66
cable arp, proxy-arp,
cable ip-multicast-echo,
cable dhcp-giaddr policy,
sub-interface 1 config:
ip address 3.0.1.1 255.255.0.0
ip address 99.99.1.1 255.255.255.0 secondary
ip address 99.99.2.1 255.255.255.0 secondary
ip address 99.99.3.1 255.255.255.0 secondary
ip address 99.99.4.1 255.255.255.0 secondary
ip helper-address 1.9.62.10
ip helper-address 1.9.62.11, ip access-group no_netbios2 in, ip access-group
no_netbios2 out
ip pim sparse-dense-mode
cable arp,
cable ip-multicast-echo
. . .
Router#

Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 以降では、showhccpdetail コマンドはクリティカルおよび非クリ
ティカルな同期 CLI コマンドを、ケーブル インターフェイスとサブインターフェイスごとに個別
のリストに表示します。
Router# show hccp detail
HCCP software version 3.0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp

Cable5/0/0 - Group 1 Working, enabled, forwarding
authentication none
hello time 5000 msec, hold time 15000 msec, revert time 30 min
track interfaces: Cable5/0/0
sync time 1000 msec, suspend time 120000 msec
switch time 240000 msec retries 5
local state is Teach, tran 9
in sync, out staticsync, start static sync in never
last switch reason is internal
data plane directly sends sync packets
statistics:
standby_to_active 2, active_to_standby 1
active_to_active 0, standby_to_standby 0
Member 5 active
target ip address: protect 222.1.1.9, working 222.1.1.9
channel-switch "uc" (wavecom-hd, 1.10.45.11/7, 1.10.45.11/4) enabled
channel-switch "rfsw" (rfswitch-group, 1.10.52.33/0x40100000/8) enabled
tran #: SYNC 9, last SYNC_ACK 0, last HELLO_ACK 54
hold timer expires in 00:00:13.180
Cable6/0/0 - Group 1 Protect, enabled, blocking
authentication none
hello time 5000 msec, hold time 15000 msec, revertive
track interfaces: Cable6/0/0
sync time 1000 msec, suspend time 120000 msec
local state is Learn, tran 54
last switch reason is none
last HELLO tran 54, elapsed 3928 msec, hello timer expires in 00:00:01.068
data plane directly sends sync packets
statistics:
standby_to_active 0, active_to_standby 0
active_to_active 0, standby_to_standby 4
Member 6 standby
target ip address: protect 222.1.1.9, working 222.1.1.9
channel-switch "rfsw" (rfswitch-group, 1.10.52.33/0x40100000/7) enabled
channel-switch "uc" (wavecom-hd, 1.10.45.11/7, 1.10.45.11/6) enabled
tran #: SYNC 0, last SYNC_ACK 9
hold timer expires in 00:00:11.068
Interface Generic Critical Config
========================
int Cable6/0/0
mac-address 00e0.6666.1288
end
CMTS interface critical config
==============================
int Cable6/0/0
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream frequency 441000000
cable downstream channel-id 60
cable upstream 0 frequency 11408000
cable upstream 0 power-level 0
cable upstream 0 channel-width 1600000
cable upstream 0 minislot-size 4
cable upstream 0 modulation-profile 1
no cable upstream 0 shutdown
cable upstream 1 power-level 0
cable upstream 1 channel-width 1600000
cable upstream 1 minislot-size 4
cable upstream 1 modulation-profile 1
cable upstream 1 shutdown
cable upstream 2 power-level 0
cable upstream 2 channel-width 1600000
cable upstream 2 minislot-size 4
cable upstream 2 modulation-profile 1
cable upstream 2 shutdown
cable upstream 3 power-level 0
cable upstream 3 channel-width 1600000
cable upstream 3 minislot-size 4
cable upstream 3 modulation-profile 1
cable upstream 3 shutdown
end
Generic sub-interface master critical config
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp

============================================
int Cable6/0/0
end
CMTS subinterface critical config
=================================
int Cable6/0/0
end
Non Critical config
===================
int Cable6/0/0
!
no ip address
no keepalive
cable bundle 1
end
Member 5 standby
target ip address: protect 222.1.1.9, working 222.1.1.9
channel-switch "uc" (wavecom-hd, 1.10.45.11/7, 1.10.45.11/4) enabled
channel-switch "rfsw" (rfswitch-group, 1.10.52.33/0x40100000/8) enabled
tran #: SYNC 0, last SYNC_ACK 9
hold timer expires in 00:00:13.756
Interface Generic Critical Config
========================
int Cable6/0/0
mac-address 00e0.6666.1270
end
CMTS interface critical config
==============================
int Cable6/0/0
cable bundle 1 master
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream frequency 441000000
cable downstream channel-id 60
cable upstream 0 frequency 11408000
cable upstream 0 power-level 0
cable upstream 0 channel-width 1600000
cable upstream 0 minislot-size 4
cable upstream 0 modulation-profile 1
no cable upstream 0 shutdown
cable upstream 1 power-level 0
cable upstream 1 channel-width 1600000
cable upstream 1 minislot-size 4
cable upstream 1 modulation-profile 1
cable upstream 1 shutdown
cable upstream 2 power-level 0
cable upstream 2 channel-width 1600000
cable upstream 2 minislot-size 4
cable upstream 2 modulation-profile 1
cable upstream 2 shutdown
cable upstream 3 power-level 0
cable upstream 3 channel-width 1600000
cable upstream 3 minislot-size 4
cable upstream 3 modulation-profile 1
cable upstream 3 shutdown
end
Generic sub-interface master critical config
============================================
int Cable6/0/0
ip address 12.1.1.1 255.255.255.0 secondary
ip address 1.6.1.65 255.255.255.0
end
CMTS subinterface critical config
=================================
int Cable6/0/0
end
Non Critical config
===================
int Cable6/0/0
!
end
Generic sub-interface master critical config
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp

============================================
int Cable6/0/0
end
CMTS subinterface critical config
=================================
int Cable6/0/0
end
Non Critical config
===================
int Cable6/0/0
!
no ip address
no keepalive
end
Router#

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB 以降では、showhccpdetail コマンドはクリティカルおよび非クリ
ティカルな同期 CLI コマンドの一部として、CMTS インターフェイス プレクリティカル設定情報
を示します。
Router# show hccp detail
HCCP software version 3.0
Cable5/0/0 - Group 1 Working, enabled, forwarding
authentication none
hello time 5000 msec, hold time 15000 msec, revert time 30 min
track interfaces: Cable5/0/0
sync time 1000 msec, suspend time 120000 msec
switch time 240000 msec retries 5
local state is Teach, tran 9
in sync, out staticsync, start static sync in never
last switch reason is internal
data plane directly sends sync packets
statistics:
standby_to_active 2, active_to_standby 1
active_to_active 0, standby_to_standby 0
Member 5 active
target ip address: protect 222.1.1.9, working 222.1.1.9
channel-switch "uc" (wavecom-hd, 1.10.45.11/7, 1.10.45.11/4) enabled
channel-switch "rfsw" (rfswitch-group, 1.10.52.33/0x40100000/8) enabled
tran #: SYNC 9, last SYNC_ACK 0, last HELLO_ACK 54
hold timer expires in 00:00:13.180
Cable6/0/0 - Group 1 Protect, enabled, blocking
authentication none
hello time 5000 msec, hold time 15000 msec, revertive
track interfaces: Cable6/0/0
sync time 1000 msec, suspend time 120000 msec
local state is Learn, tran 54
last switch reason is none
last HELLO tran 54, elapsed 3928 msec, hello timer expires in 00:00:01.068
data plane directly sends sync packets
statistics:
standby_to_active 0, active_to_standby 0
active_to_active 0, standby_to_standby 4
Member 6 standby
target ip address: protect 222.1.1.9, working 222.1.1.9
channel-switch "rfsw" (rfswitch-group, 1.10.52.33/0x40100000/7) enabled
channel-switch "uc" (wavecom-hd, 1.10.45.11/7, 1.10.45.11/6) enabled
tran #: SYNC 0, last SYNC_ACK 9
hold timer expires in 00:00:11.068
Interface Generic Critical Config
=================================
int Cable6/0/0
mac-address 00e0.6666.1288
end
CMTS interface pre-critical config
==================================
int Cable5/0/0
cable downstream annex B
cable downstream modulation 256qam
cable downstream interleave-depth 32
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp

end
CMTS interface critical config
==============================
int Cable6/0/0
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream frequency 441000000
cable downstream channel-id 60
cable upstream 0 frequency 11408000
cable upstream 0 power-level 0
cable upstream 0 channel-width 1600000
cable upstream 0 minislot-size 4
cable upstream 0 modulation-profile 1
no cable upstream 0 shutdown
cable upstream 1 power-level 0
cable upstream 1 channel-width 1600000
cable upstream 1 minislot-size 4
cable upstream 1 modulation-profile 1
cable upstream 1 shutdown
cable upstream 2 power-level 0
cable upstream 2 channel-width 1600000
cable upstream 2 minislot-size 4
cable upstream 2 modulation-profile 1
cable upstream 2 shutdown
cable upstream 3 power-level 0
cable upstream 3 channel-width 1600000
cable upstream 3 minislot-size 4
cable upstream 3 modulation-profile 1
cable upstream 3 shutdown
end
Generic sub-interface master critical config
============================================
int Cable6/0/0
end
CMTS subinterface critical config
=================================
int Cable6/0/0
end
Non Critical config
===================
int Cable6/0/0
!
no ip address
no keepalive
cable bundle 1
end
Member 5 standby
target ip address: protect 222.1.1.9, working 222.1.1.9
channel-switch "uc" (wavecom-hd, 1.10.45.11/7, 1.10.45.11/4) enabled
channel-switch "rfsw" (rfswitch-group, 1.10.52.33/0x40100000/8) enabled
tran #: SYNC 0, last SYNC_ACK 9
hold timer expires in 00:00:13.756
Interface Generic Critical Config
========================
int Cable6/0/0
mac-address 00e0.6666.1270
end
CMTS interface pre-critical config
==================================
int Cable5/0/0
cable downstream annex B
cable downstream modulation 256qam
cable downstream interleave-depth 32
end
CMTS interface critical config
==============================
int Cable6/0/0
cable bundle 1 master
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream frequency 441000000
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp

cable downstream channel-id 60
cable upstream 0 frequency 11408000
cable upstream 0 power-level 0
cable upstream 0 channel-width 1600000
cable upstream 0 minislot-size 4
cable upstream 0 modulation-profile 1
no cable upstream 0 shutdown
cable upstream 1 power-level 0
cable upstream 1 channel-width 1600000
cable upstream 1 minislot-size 4
cable upstream 1 modulation-profile 1
cable upstream 1 shutdown
cable upstream 2 power-level 0
cable upstream 2 channel-width 1600000
cable upstream 2 minislot-size 4
cable upstream 2 modulation-profile 1
cable upstream 2 shutdown
cable upstream 3 power-level 0
cable upstream 3 channel-width 1600000
cable upstream 3 minislot-size 4
cable upstream 3 modulation-profile 1
cable upstream 3 shutdown
end
Generic sub-interface master critical config
============================================
int Cable6/0/0
ip address 12.1.1.1 255.255.255.0 secondary
ip address 1.6.1.65 255.255.255.0
end
CMTS subinterface critical config
=================================
int Cable6/0/0
end
Non Critical config
===================
int Cable6/0/0
!
end
Generic sub-interface master critical config
============================================
int Cable6/0/0
end
CMTS subinterface critical config
=================================
int Cable6/0/0
end
Non Critical config
===================
int Cable6/0/0
!
no ip address
no keepalive
end
Router#

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレーショ
ン モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを追加で
きます。
次に、Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライン カードの詳細情報の出力例を示
します。
Router# show hccp detail
mac-address 0005.00e4.1236
cmts config:
resolve sid, dci-response success,
downstream - frequency 441000000, channel id 0
downstream - insertion_invl auto min = 60, max = 480
downstream - rf-shutdown, rf-power 48
upstream 0 - frequency 11408000, power level 0

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2637

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp

upstream 0 - modulation-profile 1, channel-width 3200000
upstream 0 - cnr-profile1 25, cnr-profile2 15
corr-fec 1, uncorr-fec 1

（注）

___________________
関連コマンド

アップコンバータを内蔵しているケーブル インターフェイスでは、アップコンバータの電源
がオフの場合には RF 電力を示す行に rf-shutdown が表示されます。

コマンド

説明

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定されて
いる特定のケーブル インターフェイスのグルー
プ情報を表示します。

showhccplinecard

ライン カード レベルの HCCP 情報を表示しま
す。

showhccpgroup

グループ情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp channel-switch

show hccp channel-switch
チャネル スイッチ hccp 情報を表示するには、特権 EXEC モードで showhccpchannel-switch コマ
ンドを使用します。
show hccp channel-switch [command-history local| counter| image| state| version]
___________________
構文の説明

command-historylocal

Cisco CMTS ルータのコマンド履歴を表示しま
す。

counter

Cisco NGRFSW-ADV のカウンタを表示します。

image

Cisco NGRFSW-ADV のイメージ リストを表示
します。

state

Cisco NGRFSW-ADV の現在の状態を表示しま
す。

version

Cisco NGRFSW-ADV のバージョンを表示しま
す。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

次に、コマンド履歴出力を示す showhccpchannel-switchcommand-historylocal コマンドの出力例を
示します。
Router# show hccp channel-switch command-history local
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp channel-switch

timestamp
2010-06-13
2010-06-13
2010-06-13
2010-06-13
2010-06-13
2010-06-13
2010-06-13

07:47:17
07:47:27
07:48:11
07:48:51
09:46:01
09:48:17
18:47:23

state
Succ
Succ
Succ
Fail
Succ
Succ
Succ

command
type:FILE_OPEN, slot:1, group:0x00
type:FILE_CLOSE, slot:0, group:0x00
type:FILE_OPEN, slot:2, group:0x00
type:FILE_CLOSE, slot:0, group:0x00
type:RESET_SLOT, slot:7, group:0x1F
type:RESET_SLOT, slot:7, group:0x1F
type:RESET_SLOT, slot:4, group:0x1F

次に、カウンタ統計情報を示す showhccpchannel-switchcounter コマンドの出力例を示します。
Router# show hccp channel-switch counter
The counter of switchover for all slot/group in rf switch.
slot id group 1 group 2 group 3 group 4 group 5
0
16491
16491
16491
16491
16491
1
2383
2383
2383
2383
2383
2
2360
2360
2360
2360
2360
3
2351
2351
2351
2351
2351
4
2348
2348
2348
2348
2348
5
2343
2343
2343
2343
2343
6
2354
2354
2354
2354
2354
7
2352
2352
2352
2352
2352

次に、イメージの情報を示す show hccp channel-switch image コマンドの出力例を示します。
Router# show hccp channel-switch image
file size
file mode
file state
6402
Write
47246
Write
6406
Read
Active
47238
Read
Active

file name
asv3.0
acv3.0
gsv3.0
gcv3.0

次に、状態情報を示す show hccp channel-switch state コマンドの出力例を示します。
Router# show hccp channel-switch state
Current State: RFSW Ready
Current Protected Slot: 7
The switchcard information in RFSW:
Slot Id Module Id Type
HCCP Conf
0
12
Upstream
Yes
0
11
Upstream
Yes
0
10
Downstream Yes
1
1
Upstream
Yes
1
2
Upstream
Yes
1
3
Downstream Yes
2
4
Upstream
Yes
2
5
Upstream
Yes
2
6
Downstream Yes
3
7
Upstream
Yes
3
8
Upstream
Yes
3
9
Downstream Yes
4
13
Upstream
Yes
4
14
Upstream
Yes
4
15
Downstream Yes
5
16
Upstream
Yes
5
17
Upstream
Yes
5
18
Downstream Yes
6
19
Upstream
Yes
6
20
Upstream
Yes
6
21
Downstream Yes
7
22
Upstream
Yes
7
23
Upstream
Yes
7
24
Downstream Yes
Failed Message Number: 21
Hello Message Interval: 3 seconds
AUXRFSW poll state: Succ

State
Protecting
Protecting
Protecting
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
In Protecting
In Protecting
In Protecting

次に、バージョン情報を示す showhccpchannel-switchversion コマンドの出力例を示します。
Router# show hccp channel-switch version
Controller:
Controller Golden Firmware: gcv3.0, Controller Alternate Firmware:acv3.0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp channel-switch

Switch Golden Firmware: gsv3.0, Switch Alternate
Ctrl
Switch Bootload Watchdog Temperature
Version Version Version
Error
3.0
3.0
3.0
255
33
SwitchCards:
Type Slot Bootload TotalPower Relay
id
Version Cycle
pos
U0
0
1.2
247
-----RSRRSR

Firmware:asv3.0
Voltage
Uptime
Monitoring
12.2V
46:21

Serial
AFL15448001

Coil Fail
Tempe TotalRelay Uptime Serial
Register
rature Cycle
-----PPPPPP 0
4457
0d0h
AFL15515020

U10

0

1.2

247

-----RSRRSR

-----PPPPPP 0

4420

0d0h

AFL15515013

DS

0

1.2

250

-----RRRSSR

-----PPPPPP 0

7533

0d0h

AFL15512017

U0

1

1.2

340

SSSSS-SSSSS

PPPPP-PPPPP 33

2472

0d0h

AFL15514160

U10

1

1.2

240

SSSSS-SSSSS

PPPPP-PPPPP 33

2352

0d0h

AFL15514163

DS

1

1.2

265

------RRRRR

------PPPPP 33

2382

0d0h

AFL15491025

U0

2

1.2

249

SSSSS-SSSSS

PPPPP-PPPPP 34

2339

0d0h

AFL15514236

U10

2

1.2

257

SSSSS-SSSSS

PPPPP-PPPPP 34

2340

0d0h

AFL15514223

DS

2

1.2

254

------RRRRR

------PPPPP 34

2361

0d0h

AFL15431001

U0

3

1.2

262

SSSSS-SSSSS

PPPPP-PPPPP 35

2315

0d0h

AFL15514214

U10

3

1.2

255

SSSSS-SSSSS

PPPPP-PPPPP 36

2316

0d0h

AFL15514215

DS

3

1.2

251

------RRRRR

------PPPPP 34

2313

0d0h

AFL15491078

U0

4

1.2

237

SSSSS-SSSSS

PPPPP-PPPPP 35

2324

0d0h

AFL15514213

U10

4

1.2

255

SSSSS-SSSSS

PPPPP-PPPPP 35

2314

0d0h

AFL15514221

DS

4

1.2

245

------RRRRR

------PPPPP 37

2326

0d0h

AFL15491092

U0

5

1.2

236

SSSSS-SSSSS

PPPPP-PPPPP 35

2281

0d0h

AFL15514212

U10

5

1.2

279

SSSSS-SSSSS

PPPPP-PPPPP 34

2333

0d0h

AFL15514228

DS

5

1.2

247

------RRRRR

------PPPPP 34

2315

0d0h

AFL15491064

U0

6

1.2

256

SSSSS-SSSSS

PPPPP-PPPPP 33

2333

0d0h

AFL15514224

U10

6

1.2

258

SSSSS-SSSSS

PPPPP-PPPPP 34

2314

0d0h

AFL15514230

DS

6

1.2

268

------RRRRR

------PPPPP 33

2310

0d0h

AFL15491044

U0

7

1.2

293

RRRRR-RRRRR

PPPPP-PPPPP 33

2369

0d0h

AFL15514227

U10

7

1.2

325

RRRRR-RRRRR

PPPPP-PPPPP 33

2403

0d0h

AFL15514235

DS

7

1.2

315

------SSSSS

------PPPPP 33

2383

0d0h

AFL15491108

表 204：show hccp channel-switch のフィールドの説明

フィールド

説明

timestamp

コマンドが実行された時刻。

State

スイッチ カードの状態。

command

Cisco CMTS ルータで実行されたコマンドのリ
スト。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp channel-switch

フィールド

説明

Module Id

Cisco NGRFSW-ADV のスイッチオーバー モ
ジュールの ID。

Ctrl Version

コントローラのバージョン。

Switch Version

スイッチのバージョン。

Bootload Version

Cisco NGRFSW-ADV の bootload のバージョン。

Watchdog Error

ウォッチドッグ エラー番号。

Temperature

スイッチ カードの温度。

Voltage Monitoring

電圧値。

Uptime

スイッチ カードの稼働時間。

Serial

コントローラおよびスイッチオーバー カードの
シリアル文字列。

Type

スイッチ カードのタイプ（アップストリームま
たはダウンストリーム）。

Slot ID

スイッチ カードのスロット番号。

TotalPower Cycle

スイッチオーバー カードの電源再投入回数。

Relay pos

リレー位置レジスタ。これは 11 ビット値であ
り、「s」はセット ビット、「R」はリセット
ビット、「-」は未使用ビットを示します。

Coil Fail Register

スイッチオーバー カードのコイル障害レジス
タ。これは 11 ビット値であり、「P」は通常
ビット、「F」は障害ビット、「-」は未使用
ビットを示します。

TotalRelay Cycle

スイッチオーバー カードのリレー サイクル回
数。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp channel-switch

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showhccp

Hot Standby Connection-to-Connection Protocol
（HCCP）情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp group

show hccp group
ケーブル インターフェイスに関連付けられているグループに関する情報を表示するには、ユーザ
EXEC モードまたは特権 EXEC モードで showhccpgroup コマンドを使用します。
show hccp group member {CGD| mac-address {classifier| l2vpn}| channel-switch| detail| event-history|
host [ipv6]| mcast sid| mlist| modem [ipv6]| multicast-session| qosparam| service-flow [sfid [classifier]]|
sid}
___________________
構文の説明

group

（任意）表示するグループ番号を指定します。
有効範囲は 1 ～ 255 です。

member

（任意、特定のグループの情報を表示する場
合）特定グループのインターデータベースのメ
ンバー ID を指定します。各 member は、動作中
のライン カードを示します。たとえば、50 は
スロット 5/0 のメンバー ID、51 はスロット 5/1
のメンバー ID、81 はスロット 8/1 のメンバー
ID です。
有効範囲は 1 ～ 255 です。

CGD

（任意）アクティブ ライン カードからスタン
バイラインカードへ同期されたチャネルグルー
プ ドメイン（CGD）情報を表示します。この情
報は、スタンバイ ライン カードのインターデー
タベースに保存されています。

mac-addressclassifier

（任意）指定された MAC エントリの分類子情
報を表示します。

mac-addressl2vpn

（任意）指定された MAC エントリの l2vpn 情
報を表示します。

channel-switch

（任意）特定のグループとメンバーに関する
チャネル スイッチ情報を表示します。

detail

（任意）ケーブル インターフェイスのグルー
プ、設定タイプ、メンバー番号、およびステー
タスの詳細な要約と、インターフェイス間で同
期される CLI コマンドを表示します。

event-history

（任意）HCCPイベント履歴情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp group

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

host-->

（任意）この特定のグループとメンバーのホス
ト情報を表示します。

mcastsid

（任意）アクティブ ライン カードからスタン
バイ ライン カードへ同期されたモジュラ ケー
ブル インターフェイスまたは統合ケーブル イ
ンターフェイスのマルチキャスト サービス ID
（SID）情報を表示します。この情報は、スタ
ンバイ ライン カードのインターデータベース
に保存されています。

mlist

（任意）ACL-MSAID 情報を表示します。

modem-->

（任意）この特定のグループとメンバーのケー
ブル モデム情報を表示します。

multicast-session

（任意）マルチキャスト セッション情報を表示
します。

qosparam

（任意）この特定のグループとメンバーの
Quality of Service（QoS）パラメータ情報を表示
します。

service-flowsfidclassifier

（任意）この特定のグループおよびメンバーの
指定されたサービス フロー ID（SFID）のサー
ビス フローと分類子の情報を表示します。

sid

（任意）この特定のグループとメンバーのサー
ビス ID（SID）情報を表示します。

ユーザ EXEC、特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

detail オプションが追加されました。

12.2(8)BC2

現在の再同期までの時間と、現在の値の復元待ち時間が brief オプショ
ンの出力に追加されました。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp group

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータ、Cisco uBR-MC16C カード、Cisco uBR-MC16S
カード、および Cisco uBR-MC28C カードで Cisco uBR-RFSW N+1 (1:n)
RF スイッチのサポートが追加されました。

12.2(15)BC2

showhccpdetail コマンドの出力が変更され、現用および保護インターフェ
イスおよびサブインターフェイスごとにクリティカルな CLI コマンドと
非クリティカルな CLI コマンドの個別のリストが表示されるようになり
ました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合され、
showhccpdetail コマンドの出力が変更され、CMTS インターフェイスの
プレクリティカル設定情報が示されるようになりました。

12.2(33)SCC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC に統合されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ ではサポートされません。

次に、特定グループの特定メンバーの QoS パラメータを表示する show hccp コマンドの例を示し
ます。
Router# show hccp 1 1 qosparam
Cable5/0/0:
Index Name
1
2
3
4
Router#

Dir
US
DS
US
DS

Sched
BE
BE
BE
BE

Prio
0
0
7
0

MaxSusRate
64000
1000000
1024000
10000000

MaxBurst
0
0
1522
1522

MinRsvRate
0
0
0
0

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレーショ
ン モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを追加で
きます。
次に、グループ 2 メンバー 50 のケーブル インターフェイス ライン カードのサービス フロー情報
を表示する例を示します。
Router# show hccp 2 50 service-flow
Cable8/0/1[grp:2, mem:50, P]:[HCCP inter-db: service flow]
Sfid Sid
Mac Address
QoS Param Index
Type
Dir
Prov Adm Act
8
N/A
001a.c3ff.d198 6
6
6
P
DS
7
1
001a.c3ff.d198 4
4
4
P
US
16
9
001a.c3ff.d198 5
5
5
S(s)
US
10
N/A
001a.c3ff.d59e 6
6
6
P
DS
9
2
001a.c3ff.d59e 4
4
4
P
US
15
6
001a.c3ff.d59e 5
5
5
S(s)
US
14
N/A
001a.c3ff.d6a8 6
6
6
P
DS
13
4
001a.c3ff.d6a8 4
4
4
P
US
17
12
001a.c3ff.d6a8 5
5
5
S(s)
US
19
N/A
0019.474a.d592 6
6
6
P
DS
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Curr
State
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp group

18
20
12
11
21

14
15
N/A
3
17

0019.474a.d592
0019.474a.d592
001e.6bfa.f5bc
001e.6bfa.f5bc
001e.6bfa.f5bc

4
5
6
4
5

4
5
6
4
5

4
5
6
4
5

P
S(s)
P
P
S(s)

US
US
DS
US
US

act
act
act
act
act

次に、グループ 2 メンバー 50 のケーブル インターフェイス ライン カードのケーブル モデム情報
を表示する例を示します。
Router# show hccp 2 50 modem
Cable8/0/1[grp:2, mem:50, P]:[HCCP inter-db: CM]
MAC Address
IP Address
MAC
Prim Timing Num BPI
Prio
State
Sid Offset CPEs Enbld
001a.c3ff.d198 10.10.2.1
w-online
1
1978
0
no
Data(0)
001a.c3ff.d59e 10.10.2.2
w-online
2
1978
0
no
Data(0)
001a.c3ff.d6a8 10.10.2.3
w-online
4
1978
0
no
Data(5)
0019.474a.d592 10.10.2.4
w-online
14
1576
0
no
Data(1)
001e.6bfa.f5bc 10.10.2.5
w-online
3
1976
0
no
Data(5)

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showhccp

特定のケーブル インターフェイスの HCCP グ
ループ情報を表示します。

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定されて
いる特定のケーブル インターフェイスのグルー
プ情報を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp interface

show hccp interface
特定のケーブル インターフェイスに関連付けられているすべての Hot Standby
Connection-to-Connection Protocol（HCCP）グループに関する情報を表示するには、ユーザ EXEC
モードまたは特権 EXEC モードで showhccpinterface コマンドを使用します。
show hccp interface interface [brief| detail]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

interface

HCCP グループ情報を表示するケーブル イン
ターフェイス。表示される情報は、指定された
ケーブル インターフェイスの HCCP グループ、
設定タイプ、メンバー番号、ステータス、認証
アルゴリズム、認証キー チェーン、HCCP タイ
マー、IP アドレス割り当て、ダウンストリーム
スイッチ指定です。

brief

（任意）指定されたケーブル インターフェイス
の HCCP グループ、設定タイプ、メンバー番
号、およびステータスの概要を表示します。

detail

（任意）指定されたケーブル インターフェイス
の HCCP グループ、設定タイプ、メンバー番
号、およびステータスの詳細な要約を表示しま
す。

ユーザ EXEC、特権 EXEC

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

detail--> オプションが追加されました。

12.2(8)BC2

現在の再同期までの時間と、現在の復元待ち時間が brief オプション
の出力に追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR7246VXR ルータ、Cisco uBR-MC16C カード、Cisco
uBR-MC16S カード、および Cisco uBR-MC28C カードで N+1 (1:n) RF
スイッチのサポートが追加されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp interface

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次に、-->showhccpinterfacecable4/0 コマンドと showhccpinterfacecable4/0brief コマンドの出力例
を示します。
Router# show hccp interface cable 4/0
Cable4/0 - Group 1 Protect, enabled, blocking
authentication md5, key-chain "cisco1"
hello time 2000 msec, hold time 6000 msec
Member 1 standby
ip addr: working 10.20.111.11, protect 10.20.111.10
downstream wavecom (1.1.11.3/1, 1.1.11.3/2), upstream none
Router# show hccp interface cable 4/0 brief
Interface Config
Ca4/0
Protect
Router#

Grp Mbr Status
1
1
standby

Cisco IOS リリース 12.2(8)BC2 およびそれ以降の 12.2 BC リリースでは、brief オプションを指定
すると、次の再同期までの時間と、復元までの時間も表示されます。
Router# show hccp interface cable 4/0 brief
Interface Config
Ca4/0
Protect
Router#

ヒント

___________________
関連コマンド

Grp Mbr Status
1
1
standby

WaitToResync
00:00:50.892

WaitToRestore
00:01:50.892

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

コマンド

説明

showhccp

1 つ以上の HCCP グループと認証モードが設定
されているすべてのケーブル インターフェイス
の情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp linecard

show hccp linecard
ケーブル インターフェイスに関連付けられているグループに関する情報を表示するには、ユーザ
EXEC モードまたは特権 EXEC モードで showhccplinecard コマンドを使用します。
show hccp linecard {brief| channel-switch| detail| fsm| nullfsm| subslot slot/subslot {channel-switch|
detail| modem summary total}}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト
___________________
コマンド モード

brief

（任意）各ライン カードの HCCP の概要を表示
します。

channel-switch

（任意）各ライン カードのチャネル スイッチ
情報を表示します。

detail

（任意）各ライン カードの HCCP の詳細な要約
を表示します。

fsm

（任意）完全な状態遷移フローを表示します。
HCCP グループの各ライン カード メンバーはス
テート マシンにより制御されます。ステート
マシンは、起動およびスイッチオーバー フロー
を制御します。

nullfsm

（任意）未使用イベントまたは有用ではないイ
ベントを受信した HCCP メンバーを表示しま
す。これはデバッグ目的でのみ使用されます。

subslot slot / subslot

（任意）ライン カードのサブスロットを指定し
ます。

channel-switch

（任意）ラインカードレベルのチャネルスイッ
チ要約を表示します。

detail

（任意）ライン カード レベルの HCCP の詳細
を表示します。

modemsummarytotal

（任意）モデム情報を表示します。

なし。
ユーザ EXEC、特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp linecard

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン showhccplinecardsubslotslot/subslotmodemsummarytotal コマンドは、ピア インターデータベース
内のモデム要約情報を表示し、モデムがスタンバイと正常に同期されているかどうかを確認する
ために使用します。
___________________
例

次に、ケーブル インターフェイス ライン カードの brief および fsm 情報の例を示します。
Router# show hccp linecard brief
Card
Config
Mbr Role
State
WaitToResync
WaitToRestore
card 5/1
Protect
50 Standby
Standby Warm
never
card 5/0
Working
50 Active
Active Warm
never
Router# show hccp linecard fsm
Oct 26 2010 10:46:32 - Slot(5/0) Member(50): ( Active Sync ) + < Staticsync Done > --> (
Active Warm ) : ( ACTIVE MD:0x7F )
Oct 26 2010 10:46:32 - Slot(5/1) Member(50): ( Standby
) + < Staticsync Done > --> (
Standby Warm ) : ( ACTIVE MD:0x7F )
Oct 26 2010 10:46:29 - Slot(5/0) Member(50): ( Active
) + < Do Staticsync > --> (
Active Sync ) : ( ACTIVE MD:0x7F )
Oct 26 2010 10:45:59 - Slot(5/1) Member(50): ( Standby
) + < Data Plane Ready > --> (
Standby
) : ( ACTIVE MD:0x7F )
Oct 26 2010 10:45:59 - Slot(5/1) Member(50): ( Standby
) + < Post Become Stdby> --> (
Standby
) : ( ACTIVE MD:0x7F )
Oct 26 2010 10:45:59 - Slot(5/0) Member(50): ( Active Crit ) + < Data Plane Ready > --> (
Active
) : ( ACTIVE MD:0x7F )
Oct 26 2010 10:45:59 - Slot(5/1) Member(50): ( Standby Ready) + < Become Standby > --> (
Standby
) : ( ACTIVE MD:0x7F )
Oct 26 2010 10:45:59 - Slot(5/1) Member(50): ( Standby Cold ) + < Prepare > --> ( Standby
Ready) : ( ACTIVE MD:0x7F )
Oct 26 2010 10:45:57 - Slot(5/1) Member(50): ( Init
) + < LC UP > --> ( Standby
Cold ) : ( ACTIVE MD:0x7F )
Oct 26 2010 10:45:57 - Slot(5/0) Member(50): ( Active Ready ) + < Become Active > --> (
Active Crit ) : ( ACTIVE MD:0x7F )
Oct 26 2010 10:45:57 - Slot(5/0) Member(50): ( Active Cold ) + < Prepare > --> ( Active
Ready ) : ( ACTIVE MD:0x7F )
Oct 26 2010 10:45:57 - Slot(5/0) Member(50): ( Init
) + < LC UP > --> ( Active Cold
) : ( ACTIVE MD:0x7F )

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showhccp

特定のケーブル インターフェイスの HCCP グ
ループ情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hccp linecard

コマンド

説明

showhccpinterface

1 つ以上のグループと認証モードが設定されて
いる特定のケーブル インターフェイスのグルー
プ情報を表示します。
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show hw-module bay
ワイドバンド SPA のワイドバンド チャネルまたは RF チャネルに関する情報を表示するには、特
権 EXEC モードで showhw-modulebay コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCA
show hw-module bay {slot/subslot/bay| all} show-type{wideband-channel| rf-channel| modular-channel}
[ device-index ] [verbose]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
show hw-module bay {slot/bay/port| all} show-type{wideband-channel| rf-channel| modular-channel}
[ device-index ] [verbose]
___________________
構文の説明

slot

SIP が装着されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

subslot

SIP が装着されているサブスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、常にサブスロット 0 が
指定されます。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。

all

ワイドバンド SPA がベイ 1 と 0 の両方に装着さ
れている場合に、この両方のベイの情報を表示
することを指定します。

show-type

表示する情報のタイプ。有効な値はassociation、
config、counters、および mapping です。
show-type の詳細については、「使用上のガイ
ドライン」を参照してください。

wideband-channel

device-index により示されるワイドバンド チャ
ネルに関する情報を表示します。

rf-channel

device-index により示される RF チャネルに関す
る情報を表示します。

modular-channel

device-index により示されるナローバンド チャ
ネルに関する情報を示します。
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device-index

（任意）ワイドバンド チャネル番号、RF チャ
ネル番号、またはベースライン プライバシー
インターフェイス（BPI）インデックス番号。
• wideband-channel キーワードが指定されて
いる場合、device-index の有効な値は 0 ～
11 です。
• rf-channel キーワードが指定されている場
合、device-index の有効な値は、
annexmodulation コマンドによるワイドバ
ンド SPA の設定方法に応じて 0 ～ 23 で
す。
（任意）configキーワードとともに使用します。
ワイドバンド チャネルまたは RF チャネルの詳
細な設定情報を示します。

verbose

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。

12.3(23)BC

modular-channel キーワードが追加されました。rf-channel キーワード
の出力に [MC BW %] 列が追加されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。こ
のコマンドが変更され、SPA の指定形式が slot/subslot/bay から
slot/bay/port. に変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。
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show hw-module bay

___________________
使用上のガイドライン showhw-module bay により表示される情報のタイプは、show-type 引数の値によって決まります。
次の表に、show-type に対して表示される情報について説明します。この表の「組み合わせて指定
できるキーワード」列には、show-type の各値をキーワード wideband-channel、rf-channel、または
modular-channel のいずれと組み合わせて使用できるかどうかが示されています。
showhw-module bay で device-index が省略されている場合、このコマンドは、指定されるキーワー
ドに応じて、すべてのワイドバンド チャネル、RF チャネル、または BPI+ インデックスの情報を
表示します。
associationshow-type は、ケーブル インターフェイス ライン カードとワイドバンド SPA が CMTS
に物理的に存在している場合にのみ、ワイドバンドからナローバンドへの（従来の DOCSIS）チャ
ネル関連付け情報を表示します。

（注）

verbose キーワードを指定しないと、表示される設定情報が少なくなります。
• Cisco IOS リリース 12.3(23)BC での変更は、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA ではサポートさ
れていません。
• Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB では、showhw-module bay コマンドは Cisco CMTS により一
時停止されている RF チャネルに感嘆符（!）を表示します。一時停止された RF チャネルの
詳細については、「Wideband Modem Resiliency」を参照してください。
表 205：show-type の値

show-type

組み合わせて指定できるキー
ワード

説明

association

wideband-channel

ワイドバンドからナローバンド
（従来の DOCSIS）へのチャネ
ル関連付けの情報を表示しま
す。downstream コマンドによ
りファイバ ノードのプライマ
リ ダウンストリーム チャネル
が設定されると、ワイドバンド
チャネルから従来の DOCSIS ダ
ウンストリーム チャネルへの
関連付けが設定されます。

config

wideband-channel または
rf-channel

指定されたキーワードに応じ
て、ワイドバンド チャネルま
たは RF チャネルの設定情報を
表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module bay

show-type

組み合わせて指定できるキー
ワード

説明

counters

wideband-channel または
rf-channel

指定されたキーワードに応じ
て、ワイドバンド チャネルま
たは RF チャネルの統計情報を
表示します。

mapping

wideband-channel、rf-channel, 指定されたキーワードに応じ
て、ワイドバンド チャネルか
または-->modular-channel
ら RF チャネルへのマッピング
を表示します。

その他の情報については、Cisco.com 上の次のドキュメントを参照してください。
• 『Cisco Cable Wideband Solution Design and Implementation Guide , Release 1.0』
• 『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router SIP and SPA Software Configuration Guide』
• 『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router SIP and SPA Hardware Installation Guide』

___________________
例

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に装着されているワイドバンド SPA のワイドバンド
チャネル 0 に対する showhw-modulebay コマンドの出力例を示します。
Router# show hw-module bay 1/0/0 counters wideband-channel 0
SPA
WB channel
Tx packets
Tx octets
1/0/0
0
29069
4032392
Router# show hw-module bay 1/0/0 mapping wideband-channel 0
SPA
WB
RF
BW %
channel channel
1/0/0
0
0
100
1
100
2
100
3
100
4
100
5
100
6
100
Router# show hw-module bay
1/0/0 association wideband-channel 0
WB
BG
Bundle NB
NB chan Reserved
channel
ID
num
channel
ID
CIR
Wideband-Cable1/0/0:0
1
1
Cable6/0/0 251
0

Total
CIR
42064200

次に、Cisco IOS リリース 12.3(21)BC での showhw-modulebay コマンドの出力例を示します。
Router# show hw-module bay 1/0/0 association wideband-channel 0
WB
BG
Bundle NB
NB chan Reserved Avail
channel
ID
num
channel
ID
CIR
CIR
Wideband-Cable1/0/0:0
1
1
Cable6/0/0 251
0
0

次に、Cisco IOS リリース 12.3(23)BC での showhw-modulebay コマンドの出力例を示します。
Router# show hw-module bay 1/0/0 association wideband-channel 0
WB
BG
Bundle NB
NB chan Reserved Total
channel
ID
num
channel
ID
CIR
CIR
Wideband-Cable1/0/0:0
1
140
Cable6/0/0 30
0
42064200
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module bay

Router# show hw-module bay 3/0/0 mapping rf-channel
SPA
RF
MC
WB
WB
channel BW %
channel
BW %
3/0/0
0
2
0
90
1
2
3/0/0
1
2
0
90
1
2
3/0/0
3
0
3
50
3/0/0
4
0
3
100

上記の例では、association キーワードが指定されている場合に各ワイドバンド チャネルに関する
次の情報が表示されます。
• [WB channel]：ワイドバンド ケーブル インターフェイス（ワイドバンド チャネル）。
• [BG ID]：ワイドバンド チャネルのボンディング グループ ID。
• [MC BW %]：対応するモジュラ ケーブル インターフェイスに割り当てられている RF チャネ
ル帯域幅の割合。
• [Bundle num]：ワイドバンド チャネルがメンバーである仮想バンドル インターフェイスの番
号。
• [NB channel]：ワイドバンド チャネルのプライマリ ダウンストリーム チャネル（ナローバン
ド チャネルまたは従来の DOCSIS チャネル）のスロット/サブスロット/ポート。
• [NB channel ID]：プライマリ ダウンストリーム チャネルのチャネル ID。
• [Reserved CIR]：予約済み設定情報レート（CIR）。
• [Total CIR]：使用可能な CIR の合計。

（注）

Cisco IOS リリース 12.3(21)BC では、[Reserved CIR] フィールドと [Available CIR] フィールド
が、「[Reserved CIR]：予約済み設定情報レート（CIR）」と説明されています。QoS は現在、
ワイドバンド トラフィックのベスト エフォートであるため、[Reserved CIR] は常に 0 になりま
す。[Avail CIR]：使用可能な CIR の部分。QoS は現在、ワイドバンド トラフィックのベスト
エフォートであるため、[Avail CIR] は常に 0 になります。
次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB で一時停止中の RF チャネルを示す showhw-modulebay コ
マンドの出力例を示します。
Router# show hw-module bay 1/0/0 mapping rf-channel
SPA
RF
MC
MC Rem.
WB
WB
channel BW %
Ratio
channel
BW %
1/0/0
0
20
1
3
10
1
1/0/0
1
20
1
3
10
1
1/0/0
2
20
1
3
10
1
1/0/0
3
20
1
3
10
1
1/0/0
4!
20
1
3
10
1/0/0
5
20
1
3
10
1/0/0
6
20
1
3
10
1/0/0
7
20
1
3
10

WB Rem.
Ratio
1
4

10

1

4

10

1

4

10

1

4

10

1
1
1
1
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次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に装着されているワイドバンド SPA のワイドバンド
チャネル（0 ～ 11）を示す showhw-modulebay コマンドの出力例を示します。
Router# show hw-module bay 1/0/0 counters wideband-channel
SPA
WB channel
Tx packets
Tx octets
1/0/0
0
395
31590
1/0/0
1
0
0
1/0/0
2
0
0
1/0/0
3
0
0
1/0/0
4
0
0
1/0/0
5
0
0
1/0/0
6
0
0
1/0/0
7
0
0
1/0/0
8
0
0
1/0/0
9
0
0
1/0/0
10
0
0
1/0/0
11
0
0
Router# show hw-module bay 1/0/0 config wideband-channel
WB
BG
Bundle WB Host
Primary
channel
ID
num
Slot/Subslot BG
Wideband-Cable1/0/0:0
24
123
5/0
Yes
Wideband-Cable1/0/0:1
25
123
5/0
Yes
Wideband-Cable1/0/0:2
26
123
5/0
Yes
Wideband-Cable1/0/0:3
27
123
5/0
Yes
Wideband-Cable1/0/0:4
28
123
5/0
Yes
Wideband-Cable1/0/0:5
29
123
5/0
Yes
Wideband-Cable1/0/0:6
30
123
5/0
Yes
Wideband-Cable1/0/0:7
31
123
5/0
Yes
Wideband-Cable1/0/0:8
32
0
5/0
Yes
Wideband-Cable1/0/0:9
33
0
5/0
Yes
Wideband-Cable1/0/0:10 34
0
5/0
Yes

上記の例では、config キーワードが指定されている場合に各ワイドバンド チャネルに関する次の
情報が表示されます。
• [WB Channel]：ワイドバンド チャネルのスロット、サブスロット、ベイ、およびワイドバン
ド チャネル番号を示します。
• [BG ID]：ボンディング グループ ID。
• [Bundle num]：ワイドバンド チャネルがメンバーである仮想バンドル インターフェイスの番
号。
• [WB Host Slot/Subslot]：ワイドバンド プロトコル処理用に設定されているケーブル インター
フェイス ライン カード。modular-host コマンドを参照してください。
• [Primary BG]：[Yes] はワイドバンド チャネルがプライマリ ボンディング グループ（プライ
マリ ワイドバンド チャネル）であることを示します。
次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に装着されているワイドバンド SPA の RF チャネル 0
に対する showhw-modulebay コマンドの出力例を示します。
Router# show hw-module bay 1/0/0 config rf-channel 0
SPA
RF
Freq
Mod
Annex IP Address
channel
1/0/0 0
699000000 64qam
B
192.168.200.30

MAC Address
0011.920e.a9ff

UDP
port
49152

上記の出力では、RF チャネルに関連付けられているエッジ QAM デバイスに関する情報が次の
フィールドに示されています。
• [IP Address]：エッジ QAM デバイスの IP アドレス。
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• [MAC address]：エッジ QAM デバイスまたはネクストホップ デバイスの MAC アドレス。
• [UDP port]：この RF チャネルに使用されるエッジ QAM デバイスの UDP ポート番号。
Router# show hw-module bay 1/0/0 config rf-channel 0 verbose
SPA
RF channel number
Frequency
Modulation
Annex
IP address of next hop
MAC address of EQAM
UDP port number
EQAM headroom

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Wideband-Cable 1/0/0
0
699000000 Hz
64qam
B
192.168.200.30
000c.3033.2cbf
49152
0

次に、Cisco ワイドバンド SPA の RF チャネルを示す showhw-modulebaycountersrf-channel コマン
ドの出力例を示します。[MPEG Mbps] フィールドに、チャネル 1、2、3 が約 29 Mbps で送信して
いることが示されているため、これらのチャネルでアクティビティが発生していることがわかり
ます。チャネル 1 は、SYCN パケットを送信しているためプライマリ対応です。
Router# show hw-module bay 3/3/0 counters rf-channel
SPA
RF
MPEG
MPEG
MPEG
Chan Packets Tx
bps
Mbps
3/3/0 0
0
0
0.000
3/3/0 1
4612111
29755888
29.755
3/3/0 2
4536949
29720243
29.720
3/3/0 3
4542709
29688759
29.688
3/3/0 4
0
0
0.000
3/3/0 5
0
0
0.000
3/3/0 6
0
0
0.000
3/3/0 7
0
0
0.000
3/3/0 8
0
0
0.000
3/3/0 9
0
0
0.000
3/3/0 10
0
0
0.000
3/3/0 11
0
0
0.000
3/3/0 12
0
0
0.000
3/3/0 13
0
0
0.000
3/3/0 14
0
0
0.000
3/3/0 15
0
0
0.000
3/3/0 16
0
0
0.000
3/3/0 17
0
0
0.000
3/3/0 18
0
0
0.000
3/3/0 19
0
0
0.000
3/3/0 20
0
0
0.000
3/3/0 21
0
0
0.000
3/3/0 22
0
0
0.000
3/3/0 23
0
0
0.000
Router# show hw-module bay 1/0/0 mapping rf-channel 0
SPA
RF
WB
BW %
channel channel
1/0/0
0
0
100

Sync
Packets Tx
0
32042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MAP
Packets Tx
0
151486
154
154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に装着されているワイドバンド SPA の RF チャネルを
示す showhw-modulebay コマンドの出力例を示します。この例では、RF チャネル 0 ～ 8 だけがワ
イドバンド チャネルに関連付けられているため、これは RF チャネル 0 ～ 8 だけの出力です。[BW
%] 列は、cablerf-channel コマンドによりワイドバンド チャネルに関連付けられている RF チャネ
ル帯域幅の割合です。
Router# show hw-module bay 1/0/0 mapping rf-channel
SPA
1/0/0
1/0/0
1/0/0

RF
channel
0
1
2

WB
channel
0
0
0

BW %
100
100
100
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module bay

1/0/0
1/0/0
1/0/0
1/0/0
1/0/0
1/0/0

___________________
関連コマンド

3
4
5
6
7
8

0
0
0
0
2
1

Command

Description

showhw-modulebayoir

ワイドバンド SPA の動作ステータスを表示しま
す。
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100
100
100
100
100
100

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module bay oir

show hw-module bay oir
SPA の動作ステータスを表示するには、特権 EXEC モードで showhw-modulebayoir コマンドを使
用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCA
show hw-module bay {slot/subslot/bay| all} oir [internal]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
show hw-module bay {slot/bay/port| all} oir [internal]
___________________
構文の説明

slot

SIP が装着されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

subslot

ワイドバンド SIP が装着されているサブスロッ
ト。Cisco uBR10012 ルータでは、常にサブス
ロット 0 が指定されます。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。

all

システム内のすべてのワイドバンド SPA の OIR
ステータスを表示します。

internal

（任意）詳細な診断情報を表示します。このオ
プションは、シスコ テクニカル サポート担当
員が内部診断のために使用するためのもので
す。

___________________
コマンド デフォルト

-->internal キーワードを指定しない場合、詳細な診断情報が表示されません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module bay oir

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが変更され、SPA の指定形式が slot/subslot/bay から
slot/bay/port. に変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータで showhw-modulesubslotoir コマンドに置き換わりました。

___________________
使用上のガイドライン showhw-modulebayoir コマンドは、ワイドバンド SPA に関する動作ステータス情報を取得するた
めに使用します。特定の SPA に関する情報を表示するには、SPA の slot/subslot/bay を指定します。
ルータのすべての SPA に関する情報を表示するには、all キーワードを使用します。
オプションの internal キーワードを指定すると表示される詳細な診断情報は、シスコのテクニカ
ル サポート担当者だけが使用することが推奨されるものです。
表 0-1 に、出力の [Operational Status] フィールドに示される値について説明します。
表 206：[Operational Status] フィールドの説明

Operational Status

説明

admin down

管理者が hw-modulebayshutdown グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドで SPA を無効
にしています。

booting

SPA の初期化中です。

missing

SPA が SIP ベイにありません。

ok

SPA が動作中です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module bay oir

Operational Status

説明

out of service (reason )
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module bay oir

Operational Status

説明
SPA は次のいずれかの理由で使用できません。
（注）

次の理由は、すべての SPA に該当す
るわけではありません。また、プラッ
トフォーム固有であることがありま
す。

• [Analyze failed]：SPA データ構造を作成で
きませんでした。多くの場合、これはメモ
リ割り当ての問題によるものです。
• [Authentication failed]：SPA でハードウェ
ア検証が失敗しました。
• [Data structure create error]：SPA データ構
造を作成できませんでした。多くの場合、
これはメモリ割り当ての問題によるもので
す。
• [Event corrupt]：SPA 活性挿抜（OIR）イベ
ントが破損しています。これは、SIP と
ルートプロセッサ（RP）間の破損メッセー
ジ、またはその他のソフトウェアまたは
ハードウェアの問題が原因で発生した可能
性があります。
• [Event sequence error]：SPA OIR イベントが
シーケンス外で受信されました。これは、
SIP とルート プロセッサ（RP）間の破損
メッセージ、またはその他のソフトウェア
またはハードウェアの問題が原因で発生し
た可能性があります。
• [Fail code not set]：障害コードを SPA OIR
イベント メッセージから読み取ることが
できませんでした。これは、SIP と RP 間
の破損メッセージ、またはその他のソフト
ウェアまたはハードウェアの問題が原因で
発生した可能性があります。
• [Failed too many times]：SPA の失敗回数が
プラットフォームの許容制限を超えたた
め、SPA が無効になりました。
• [FPD upgrade failed]：Field-Programmable
Gate Array（FPGA）などの Field
Programmable Device（FPD）が、自動アッ
プグレードに失敗しました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module bay oir

Operational Status

説明
• [H/W signal deasserted]：SPA がアクセス可
能であることを示す SPA_OK または
PWR_OK ハードウェア信号が、今後はア
サートされません。
• [Heartbeat failed]：インテリジェント SPA
がハートビートの失敗を検出すると発生し
ます。
• [Incompatible FPD]：Cisco IOS ソフトウェ
アとの FPGA バージョンとの不一致が SPA
で検出されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module bay oir

Operational Status

説明
• [Init timeout]：SPA の初期化中に時間制限
に達しました。
• [Read SPA type failed]：ハードウェアでの
SPA タイプの読み取りが失敗しました。
• [Reload request]：hw-modulesubslotreload
コマンドによる SPA リロードが進行中で
す。
• [SPA h/w error]：SPA ソフトウェア ドライ
バがハードウェアエラーを検出しました。
• [SPA ready timeout]：SPA が稼働するのを
待機している間に RP でタイムアウトが発
生しました。
• [SPA type mismatch]：あるタイプの SPA を
事前に設定したが、異なるタイプの SPA
を挿入した場合に発生します。
• [SPA unrecognized]：SPA が Cisco IOS ソフ
トウェア リリースでサポートされていま
せん。
• [Start failed]：SPA でインターフェイスを
開始できませんでした。
• [Unexpected inserted event]：SPA OIR ソフ
トウェアが、SPA がすでに存在していると
認識しているときに SPA 挿入イベントを
受信しました。
• [Wait h/w ok timeout]：SPA_OK および
PWR_OK ハードウェア信号のアサートを
待機している間にタイムアウトが発生しま
した。
• [Wait start timeout]：RP から SPA を起動す
るための許可を待っている間に SIP でタイ
ムアウトが発生しました。

stopped
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hw-modulesubslot stop 特権 EXEC コマンドを使
用して SPA が正常に非アクティブ化されまし
た。

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module bay oir

___________________
例

次に、ワイドバンド SPA の動作ステータスの例を示します。
Router# show hw-module bay 1/0/0 oir
Module
Model
Operational Status
------------- -------------------- -----------------------bay 1/0/0
SPA-24XDS-SFP
ok

次に、internal キーワードが指定されている場合のワイドバンド SPA の動作ステータスの例を示
します。
Router# show hw-module bay 1/0/0 oir

internal

WARNING: This command is not intended for production use
and should only be used under the supervision of
Cisco Systems technical support personnel.
sm(spa_oir_tsm bay 1/0/0 TSM), running yes, state ready
Admin Status: admin enabled, Operational Status: ok(1)
Last reset Reason: audit failure
TSM Context:
configured_spa_type 0x4AE
soft remove fail code 0x0(none)
last_fail_code 0x0(none)
fail_count 0
timed_fail_count 0, failed_spa_type 0x0
recovery_action 0
associated_fail_code 0x0(none)
sequence numbers: next from tsm 1, last to tsm 1
flags 0x0
Subslot:
spa type 0x4AE, active spa type 0x4AE
subslot flags 0x0, plugin flags 0x0
TSM Parameters:
wait_psm_ready_timeout 180000 ms, init_timeout 120000 ms
short_recovery_delay 5000 ms, long_recovery_delay 120000 ms
ok_up_time 600000 ms, bad_fail_count 10
fail_time_period 600000 ms, max_fail_count 5
supports pre-configuration
sm(spa_oir_audit bay 1/0/1), running yes, state sleep
SPA OIR state machine audit statistics
In-sync poll-count late-resp resp-fail restarts fail-count
bay 1/0/0
yes
2752
0
4
1
0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showhw-modulebay

ワイドバンド SPA のワイドバンド チャネルま
たは RF チャネルの情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module bay transceiver

show hw-module bay transceiver
着脱可能なトランシーバ モジュールに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showhw-modulebaytransceiver コマンドを使用します。
show hw-module bay slot/subslot/{bay| port} transceiver transceiver-port-number [idprom| status]
___________________
構文の説明

slot

SIP またはケーブル ライン カードが装着されて
いるスロット。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は次のと
おりです。
◦ ケーブル ライン カード：5 ～ 8
◦ SIP：1 および 3

subslot

SIP またはケーブル ライン カードが装着されて
いるサブスロット。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な値は次のと
おりです。
◦ ケーブル ライン カード：0 または 1
◦ SIP の SPA（Cisco IOS リリース
12.2(33)SCB より前）：0 または
1Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB 以降
では、subslot の値は指定されません。

bay
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SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module bay transceiver

port

ポート番号。
• Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco
uBR7225VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な値は次のと
おりです。
◦ スロット 1 および 3：0
◦ スロット 5～ 8：0 ～ 4

transceiver

slot/subslot/bay に装着されている着脱可能トラ
ンシーバ モジュールを指定します。

transceiver-port-number

トランシーバのトランシーバ ポート番号。有効
な値は 0 または 1 です。

idprom

トランシーバ識別プログラム可能読み取り専用
メモリ（idprom）の情報を表示します。

status

トランシーバ初期化ステータスの情報を表示し
ます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module bay transceiver

___________________
例

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に装着されているワイドバンド SPA のワイドバンド
チャネル 0 に対する showhw-modulebaytransceiver コマンドの出力例を示します。
Router# show hw-module bay 1/0/0 transceiver 0 idprom
IDPROM for transceiver SPA_TYPE_ETHER_1x10GE_V2:
Description
= XFP optics (type 6)
Transceiver Type:
= DWDM XFP 1530.33 (138)
Product Identifier (PID)
= DWDM-XFP-30.33
Vendor Revision
= 04
Serial Number (SN)
= FLJ1212G578
Vendor Name
= CISCO
Vendor OUI (IEEE company ID)
= 00.00.0E (14)
CLEI code
= IP9IAAZCAA
Cisco part number
= 10-2370-01
Device State
= Enabled.
Date code (yy/mm/dd)
= 08/03/25
Connector type
= LC.
Encoding
= 64B/66B
SONET Scrambled
NRZ
Minimum bit rate
= 9900 Mbits/s
Maximum bit rate
= 11100 Mbits/s

___________________
関連コマンド

Command

Description

show hw-module bay

ワイドバンド SPA のワイドバンド チャネルま
たは RF チャネルの情報を表示します。

showhw-modulebayoir

ワイドバンド SPA の動作ステータスを表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module subslot oir

show hw-module subslot oir
SPA の動作ステータスを表示するには、特権 EXEC モードで showhw-modulesubslotoir コマンド
を使用します。
show hw-module subslot {slot/subslot| all} oir [internal]
___________________
構文の説明

slot

SIP が装着されているスロット。Cisco cBR-8
ルータでは、スロット 0 ～ 9 を SIP に使用でき
ます。

subslot

ワイドバンド SIP が装着されているサブスロッ
ト。Cisco cBR-8 ルータでは、サブスロット 1
が常に指定されます。

all

システム内のすべてのワイドバンド SPA の OIR
ステータスを表示します。

internal

（任意）詳細な診断情報を表示します。このオ
プションは、シスコ テクニカル サポート担当
員が内部診断のために使用するためのもので
す。

___________________
コマンド デフォルト

-->internal キーワードを指定しない場合、詳細な診断情報が表示されません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータで導入されました。このコマンドは showhw-modulebayoir コ
マンドを置き換えます。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module subslot oir

___________________
使用上のガイドライン showhw-modulebayoir コマンドは、ワイドバンド SPA に関する動作ステータス情報を取得するた
めに使用します。特定の SPA に関する情報を表示するには、SPA の slot/subslot/bay を指定します。
ルータのすべての SPA に関する情報を表示するには、all キーワードを使用します。
オプションの internal キーワードを指定すると表示される詳細な診断情報は、シスコのテクニカ
ル サポート担当者だけが使用することが推奨されるものです。
表 0-1 に、出力の [Operational Status] フィールドに示される値について説明します。
表 207：[Operational Status] フィールドの説明

Operational Status

説明

admin down

管理者が hw-modulebayshutdown グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドで SPA を無効
にしています。

booting

SPA の初期化中です。

missing

SPA が SIP ベイにありません。

ok

SPA が動作中です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module subslot oir

Operational Status

説明

out of service (reason )
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module subslot oir

Operational Status

説明
SPA は次のいずれかの理由で使用できません。
（注）

次の理由は、すべての SPA に該当す
るわけではありません。また、プラッ
トフォーム固有であることがありま
す。

• [Analyze failed]：SPA データ構造を作成で
きませんでした。多くの場合、これはメモ
リ割り当ての問題によるものです。
• [Authentication failed]：SPA でハードウェ
ア検証が失敗しました。
• [Data structure create error]：SPA データ構
造を作成できませんでした。多くの場合、
これはメモリ割り当ての問題によるもので
す。
• [Event corrupt]：SPA 活性挿抜（OIR）イベ
ントが破損しています。これは、SIP と
ルートプロセッサ（RP）間の破損メッセー
ジ、またはその他のソフトウェアまたは
ハードウェアの問題が原因で発生した可能
性があります。
• [Event sequence error]：SPA OIR イベントが
シーケンス外で受信されました。これは、
SIP とルート プロセッサ（RP）間の破損
メッセージ、またはその他のソフトウェア
またはハードウェアの問題が原因で発生し
た可能性があります。
• [Fail code not set]：障害コードを SPA OIR
イベント メッセージから読み取ることが
できませんでした。これは、SIP と RP 間
の破損メッセージ、またはその他のソフト
ウェアまたはハードウェアの問題が原因で
発生した可能性があります。
• [Failed too many times]：SPA の失敗回数が
プラットフォームの許容制限を超えたた
め、SPA が無効になりました。
• [FPD upgrade failed]：Field-Programmable
Gate Array（FPGA）などの Field
Programmable Device（FPD）が、自動アッ
プグレードに失敗しました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module subslot oir

Operational Status

説明
• [H/W signal deasserted]：SPA がアクセス可
能であることを示す SPA_OK または
PWR_OK ハードウェア信号が、今後はア
サートされません。
• [Heartbeat failed]：インテリジェント SPA
がハートビートの失敗を検出すると発生し
ます。
• [Incompatible FPD]：Cisco IOS ソフトウェ
アとの FPGA バージョンとの不一致が SPA
で検出されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module subslot oir

Operational Status

説明
• [Init timeout]：SPA の初期化中に時間制限
に達しました。
• [Read SPA type failed]：ハードウェアでの
SPA タイプの読み取りが失敗しました。
• [Reload request]：hw-modulesubslotreload
コマンドによる SPA リロードが進行中で
す。
• [SPA h/w error]：SPA ソフトウェア ドライ
バがハードウェアエラーを検出しました。
• [SPA ready timeout]：SPA が稼働するのを
待機している間に RP でタイムアウトが発
生しました。
• [SPA type mismatch]：あるタイプの SPA を
事前に設定したが、異なるタイプの SPA
を挿入した場合に発生します。
• [SPA unrecognized]：SPA が Cisco IOS ソフ
トウェア リリースでサポートされていま
せん。
• [Start failed]：SPA でインターフェイスを
開始できませんでした。
• [Unexpected inserted event]：SPA OIR ソフ
トウェアが、SPA がすでに存在していると
認識しているときに SPA 挿入イベントを
受信しました。
• [Wait h/w ok timeout]：SPA_OK および
PWR_OK ハードウェア信号のアサートを
待機している間にタイムアウトが発生しま
した。
• [Wait start timeout]：RP から SPA を起動す
るための許可を待っている間に SIP でタイ
ムアウトが発生しました。

stopped
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hw-modulesubslot stop 特権 EXEC コマンドを使
用して SPA が正常に非アクティブ化されまし
た。

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show hw-module subslot oir

___________________
例

次に、ワイドバンド SPA の動作ステータスの例を示します。
Router# show hw-module subslot 4/1
Module
Model
------------- -------------------subslot 4/1
CBR-SUP-8X10G-PIC

oir
Operational Status
-----------------------ok

次に、internal キーワードが指定されている場合のワイドバンド SPA の動作ステータスの例を示
します。
Router# show hw-module subslot 4/1 oir internal
WARNING: This command is not intended for production use
and should only be used under the supervision of
Cisco Systems technical support personnel.
sm(spa_oir_tsm subslot 4/1 TSM), running yes, state ready
Admin Status: admin enabled, Operational Status: ok(1)
Last reset Reason: power up
TSM Context:
configured_spa_type 0xB82
soft remove fail code 0x0(none)
last_fail_code 0x0(none)
timed_fail_count 0, failed_spa_type 0x0
flags 0x10)
Subslot:
spa type 0xB82, active spa type 0xB82
subslot flags 0x0, plugin flags 0x0
TSM Parameters:
wait_psm_ready_timeout 360000 ms, init_timeout 300000 ms
remove_timeout 120000 ms, recovery_delay 5000 ms
fail_time_period 1200000 ms, max_fail_count 5
supports pre-configuration

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showhw-modulebay

ワイドバンド SPA のワイドバンド チャネルま
たは RF チャネルの情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ib statistic

show ib statistic
SPA インターフェイス プロセッサ（SIP）の Ironbus 統計情報を表示するには、特権 EXEC モード
で show ib statistic コマンドを使用します。
show ib statistic
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCI

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

次に、show ib statistic コマンドの出力例を示します。
Router# show ib statistic
1/0:
fib_pkts_rcvd 176652603
fib_byts_rcvd 14591185846
tib_pkts_sent 447859
tib_byts_sent 57548025
fib_throughput(DS) 1318481 b/s tib_throughput(US) 7094 b/s
fib bandwidth usage(DS) < 1% tib bandwidth usage(US) < 1%
Current bandwidth threshold 90% message interval 2min
Default bandwidth threshold 90% message interval 2min
3/0:
fib_pkts_rcvd 44773
fib_byts_rcvd 4125566
tib_pkts_sent 3318
tib_byts_sent 388462
fib_throughput(DS) 0 b/s tib_throughput(US) 0 b/s
fib bandwidth usage(DS) < 1% tib bandwidth usage(US) < 1%
Current bandwidth threshold 90% message interval 2min
Default bandwidth threshold 90% message interval 2min
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ib statistic

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable sip ib-stats

Ironbus スループット警告メッセージしきい値を
設定します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface bundle

show interface bundle
特定の仮想ケーブル バンドルの情報を表示するには、特権 EXEC モードで showinterfacebundle
コマンドを使用します。
Cisco uBR シリーズ ルータ
show interface bundle number [accounting| controller| counters protocol status| crb| description|
fair-queue| intercept| irb| mac-accounting| monitor interval| mpls-exp| precedence| random-detect| stats|
summary]
Cisco cBR シリーズ ルータ
show interface bundle number [accounting| controller| counters protocol status| crb| description| intercept|
irb| mac-accounting| monitor interval| mpls-exp| multicast-sessions| precedence| stats| summary]
___________________
構文の説明

number

特定の仮想バンドル。有効な値の範囲は 1 ～
255 です。

accounting

指定された仮想インターフェイス バンドルのア
カウンティング情報を表示します。

controller

指定された仮想インターフェイス バンドルのイ
ンターフェイス ステータス、設定、およびコン
トローラ ステータスに関する情報を表示しま
す。

protocol

指定された仮想インターフェイス バンドルのイ
ンターフェイス プロトコル カウンタに関する
情報を表示します。

status

有効になっているプロトコルの現在のステータ
スに関する情報を表示します。

crb

インターフェイスのルーティングとブリッジン
グに関する情報を表示します。

description

指定された仮想インターフェイス バンドルの説
明を表示します。

fair-queue

uBR シリーズ ルータの場合、インターフェイス
バンドルの重み付け均等化キューイング
（WFQ）情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface bundle

intercept

指定された仮想インターフェイス バンドルのイ
ンターセプト ストリーム情報を表示します。

irb

インターフェイス バンドルのルーティングとブ
リッジングに関する情報を表示します。

mac-accounting

インターフェイス バンドルの MAC アカウン
ティング情報を表示します。

monitorinterval

指定された間隔で指定されたインターフェイス
バンドルを継続的にモニタします。

mpls-exp

指定されたインターフェイス バンドルの MPLS
Experimental アカウンティング情報を表示しま
す。

multicast-sessions

特定のバンドルのマルチキャスト セッションの
設定パラメータを表示します。

precedence

インターフェイスの優先アカウンティング情報
を表示します。

random-detect

uBR シリーズ ルータの場合、インターフェイス
の重み付けランダム早期検出（WRED）情報を
表示します。

stats

スイッチ パスによるインターフェイス パケッ
トおよびオクテット（In および Out）を表示し
ます。

summary

指定されたインターフェイス バンドルでのアク
ティビティの要約を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドにはデフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface bundle

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

multicast-sessions キーワードのサポートが削除されました。
multicast-sessions キーワードを指定してこのコマンドを実行しても、
出力は表示されません。

12.2(33)SCE

multicast-sessions キーワードが削除されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。fair-queue キーワードと random-detect キーワー
ドが削除されました。

次に、バンドル 1 に対する showinterfacebundle コマンドの例を示します。
Router# show interface bundle 1
Load for five secs: 2%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *06:03:45.483 EDT Wed Oct 12 2011
Bundle1 is up, line protocol is up
Hardware is Cable Virtual-bundle interface, address is 0013.5f03.a4e3 (bia 000
0.0000.0000)
Internet address is 5.65.0.1/16
MTU 1500 bytes, BW 26000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation MCNS, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:25, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Interface Bundle1 queueing strategy: fifo
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
1676 packets input, 283993 bytes, 0 no buffer
Received 601 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
51 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
4163 packets output, 379783 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次に、バンドル 1 に対する showinterfacebundleaccounting コマンドの例を示します。
Router# show interface bundle 1 accounting
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *06:04:41.271 EDT Wed Oct 12 2011
Bundle1
Protocol
Pkts In
Chars In
Pkts Out Chars Out
Other
1678
0
0
0
IP
1406
270933
4209
384390
ARP
294
17640
0
0

次に、バンドル 1 に対する showinterfacebundlecontroller コマンドの例を示します。
Router# show interface bundle 1 controller
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *06:04:58.539 EDT Wed Oct 12 2011
Bundle1 is up, line protocol is up
Hardware is Cable Virtual-bundle interface, address is 0013.5f03.a4e3 (bia 000
0.0000.0000)
Internet address is 5.65.0.1/16
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface bundle

MTU 1500 bytes, BW 26000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation MCNS, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:17, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Interface Bundle1 queueing strategy: fifo
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec
1707 packets input, 289077 bytes, 0 no buffer
Received 613 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
51 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
4224 packets output, 386306 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次に、バンドル 1 に対する showinterfacebundlecounterprotocol コマンドの例を示します。
Router# show interface bundle 1 counters protocol status
Load for five secs: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *06:05:30.695 EDT Wed Oct 12 2011
Protocols allocated:
Bundle1: Other, IP, ARP

次に、バンドル 1 に対する showinterfacebundlecrb コマンドの例を示します。
Router# show interface bundle 1 crb
Load for five secs: 2%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *06:05:57.267 EDT Wed Oct 12 2011
Bundle1
Routed protocols on Bundle1:
ip

次に、バンドル 1 に対する showinterfacebundledescription コマンドの例を示します。
Router# show interface bundle 1 description
Load for five secs: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *06:06:22.243 EDT Wed Oct 12 2011
Interface
Status
Protocol Description
Bu1
up
up

次に、バンドル 1 に対する showinterfacebundleintercept コマンドの例を示します。
Router# show interface bundle 1 intercept
Load for five secs: 2%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *06:06:56.763 EDT Wed Oct 12 2011
No interception active

次に、バンドル 1 に対する showinterfacebundlemulticast-sessions コマンドの例を示します。
Router# show interface bundle 1 multicast-sessions
Multicast Sessions on Bundle1
Group
Interface
GC SAID SFID GQC GEn RefCount GC-Interface State
224.1.1.45
Bundle1.1
1
8193 --1
5
1
Bundle1
ACTIVE
224.1.1.46
Bundle1.1
1
8193 --1
5
1
Bundle1
ACTIVE
224.1.1.47
Bundle1.1
1
8193 --1
5
1
Bundle1
ACTIVE
Aggregate Multicast Sessions on Bundle1
Aggregate Sessions for SAID 8193 GQC 1 CurrSess 3
Group
Interface
GC SAID SFID AggGQC GEn RefCount GC-Interface
224.1.1.45
Bundle1.1
1
8193 --1
5
1
Bundle1
224.1.1.46
Bundle1.1
1
8193 --1
5
1
Bundle1
224.1.1.47
Bundle1.1
1
8193 --1
5
1
Bundle1

次に、バンドル 1 に対する showinterfacebundlestats コマンドの例を示します。
Router# show interface bundle 1 stats
Load for five secs: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *06:10:18.775 EDT Wed Oct 12 2011
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface bundle

Bundle1
Switching path
Processor
Route cache
Total

Pkts In
661
1175
1836

Chars In
179549
130728
310277

Pkts Out
0
4512
4512

Chars Out
0
414497
414497

次に、バンドル 1 に対する showinterfacebundlesummary コマンドの例を示します。
Router# show interface bundle 1 summary
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *06:10:28.167 EDT Wed Oct 12 2011
*: interface is up
IHQ: pkts in input hold queue
IQD: pkts dropped from input queue
OHQ: pkts in output hold queue
OQD: pkts dropped from output queue
RXBS: rx rate (bits/sec)
RXPS: rx rate (pkts/sec)
TXBS: tx rate (bits/sec)
TXPS: tx rate (pkts/sec)
TRTL: throttle count
Interface
IHQ
IQD
OHQ
OQD
RXBS
RXPS
TXBS
TXPS
TRTL
-------------------------------------------------------------------------------*Bundle1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacecable

ケーブル インターフェイスの設定およびステー
タス情報を表示します。

showinterfacecablemodem

特定のケーブル インターフェイスに接続してい
るケーブル モデムと、関連する顧客宅内機器
（CPE）デバイスの情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable

show interface cable
ケーブル インターフェイスの現在の設定とステータスを表示するには、特権 EXEC モードで show
interface cable コマンドを使用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port} [ options ]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} [ options ]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface cable slot/subslot/cable-interface-index [ options ]
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6
～ 9 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012 のみ：有効なサブスロットは 0
または 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。
Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable

options

ケーブル固有のオプションについては、それぞ
れのコマンド リファレンス ページで説明され
ています。
• showinterfacecabledownstream
• showinterfacecableintercept
• showinterfacecablemac-scheduler
• showinterfacecablemonitor
• showinterfacecableqosparamset
• showinterfacecableservice-flow
• showinterfacecablesid
• showinterfacecablesignal-quality
• showinterfacecableupstream
ケーブル固有ではないオプションがいくつかサ
ポートされています（ただし、すべてのオプ
ションがケーブル インターフェイスで有用であ
るわけではありません）。
accounting：インターフェイスを介して送信さ
れた各プロトコル タイプのパケット数を表示し
ます。crb：ルーティングとブリッジングに関
する情報を表示します。description：インター
フェイスについて入力された説明を表示しま
す。fair-queue：分散重み付け均等化キューイ
ング（DWFQ）統計情報を表示します。irb：統
合ルーティング ブリッジ情報を表示します。
mac-accounting：イーサネット MAC アカウン
ティング情報を表示します。random-detect：重
み付けランダム早期検出（WRED）情報を表示
します。rate-limit：レート制限情報を表示しま
す。shape：トラフィック シェープ情報を表示
します。stats：スイッチされたパケットの数を
表示します。

（注）

___________________
コマンド モード

ケーブル固有ではないオプションについては、Cisco.com の Cisco IOS リリース 12.2 のドキュ
メントと、Customer Documentation CD-ROM を参照してください。

特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

12.0(3)T

このコマンドがメインライン リリースに移植されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
パラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイ
ス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。

次に、show interface cable コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 1/0/0
Cable1/0 is up, line protocol is up
Hardware is BCM3210 ASIC, address is 000a.13e8.1ca8 (bia 000a.13e8.1a60)
Internet address is 1.1.1.3/24
MTU 1500 bytes, BW 27000 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation, loopback not set, keepalive not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 4d07h, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of “show interface” counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 1834000 bits/sec, 2385 packets/sec
5 minute output rate 1982000 bits/sec, 2431 packets/sec
24461542 packets input, 2348214388 bytes, 0 no buffer
Received 1979 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
24854257 packets output, 2536222931 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

表 208：show interface cable のフィールドの説明

フィールド

説明

Cable slot/cable-interface-index is
up/...administratively down

インターフェイス ハードウェアが現在アクティ
ブであるか、または管理者によってシャットダ
ウンされているかどうかを示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable

フィールド

説明

line protocol is up/...administratively down

ライン プロトコルを処理するソフトウェア プ
ロセスが、インターフェイスが使用可能である
と認識しているかどうか、またはインターフェ
イスが管理者によってシャットダウンされてい
るかどうかを示します。

hardware

ハードウェア タイプとアドレス。

Internet address

インターネット アドレスとその後に続くサブ
ネット マスク。

MTU

インターフェイスの最大伝送ユニット
（MTU）。

BW

インターフェイスの帯域幅（kbps）

DLY

インターフェイスの遅延（マイクロ秒）

rely

255 を分母とする分数で表したインターフェイ
スの信頼性。5 分間の指数平均から算出されま
す。（たとえば 255/255 は 100% の信頼性で
す。）

load

255 を分母とする分数で表したインターフェイ
スの負荷。5分間の指数平均から算出されます。
（たとえば、255/255 は完全に飽和した状態で
す。）

Encapsulation

このインターフェイスに割り当てられているカ
プセル化方式。

ARP type

割り当てられているアドレス解決プロトコル
（ARP）のタイプとタイムアウト値。

Last input

インターフェイスによって最終パケットが正常
に受信された時点からの経過時間（時間、分、
秒）。

output

インターフェイスによって最終パケットが正常
に送信された時点からの経過時間（時間、分、
秒）
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable

フィールド

説明

Last clearing of “show interface” counters

累積統計情報（送受信バイト数など）を計測し
ているカウンタが前回 0 にリセットされた時
刻。

Queueing strategy

このインターフェイスに設定されたキューイン
グ タイプを表示します。次に示す出力例では、
キューイング タイプがファーストイン ファー
ストアウト（FIFO）に設定されています。

Output queue

出力キュー内のパケット数。この数値の形式は
A/B です。A はキュー内のパケットの数、B は
キューに格納可能なパケットの最大数を示しま
す。

drops

キューがいっぱいであるためにドロップされた
パケットの数を示します。

input queue/drops

入力キュー内のパケット数。この数値の形式は
A/B です。A はキュー内のパケットの数、B は
キューに格納可能なパケットの最大数を示しま
す。

drops

キューがいっぱいであるためにドロップされた
パケットの数を示します。

Five minute input rate Five minute output rate

最後の 5 分間で 1 秒あたりに送信したビットお
よびパケットの平均数。5 分間の間隔は、統計
情報収集のデフォルト期間であり、ケーブル イ
ンターフェイスごとに変更できます。変更する
には、インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードで load-interval コマンドを使用しま
す。

これらの統計情報は、減衰平均方式を使用して算出されます。この平均方式では、個々
のサンプルではなく平均だけが一定期間にわたって保存されます。サンプル平均を算
出するたびに、サンプルの割合と平均の割合が加算され、新しい平均が算出されます。
トラフィックが一定期間にわたり停止すると、これらの統計は即時に 0 にはならず、
期間あたり約 70% の減衰率で減少します。たとえば、1,000 パケット/秒（pps）を超え
るとトラフィックが停止するインターフェイスでは、showinterfacecable コマンドを実
行すると、1 番目の間隔の終わりにはレートが 300 pps と示されます。このレートは 2
番目の間隔の終了時点では 90 pps に減少します。
packets input
システムが受信したエラーのないパケットの総
（注）

数。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable

フィールド

説明

bytes input

システムが受信したエラーのないパケットの合
計バイト数（データおよび MAC（メディア ア
クセス コントロール）カプセル化など）。

（注）

Cisco uBR7200 シリーズ ルータでバンドル ケーブル インターフェイスを使用すると、
Broadband Processing Engine（BPE）ケーブル インターフェイス（Cisco uBR-MC16U/X
や Cisco uBR-MC28U/X など）を使用する場合を除き、マスター インターフェイスの
入力パケット カウンタには、スレーブ インターフェイスのパケット数が含まれます。
BPE カードと Cisco uBR10012 ルータでは、マスター ケーブル インターフェイスとス
レーブ ケーブル インターフェイスの入力カウンタは結合されません。

no buffer

メイン システムにバッファ スペースがないた
めにドロップされた受信パケット数。

Received broadcast

インターフェイスが受信したブロードキャスト
またはマルチキャスト パケットの総数

runts

メディアの最小パケット サイズよりも小さいた
めに破棄されたパケットの数。

giants

標準のイーサネット最大伝送ユニット（MTU）
サイズよりも大きいために破棄されたパケット
の数。イーサネット パケットの場合、RFC 1757
では、giants は 1518 オクテットより長く（フ
レーミング ビットは除くが、FCS オクテットは
含む）、それ以外は適切な形式の受信パケット
数の合計として定義されています。
（注）

input errors

また、ネットワーク上の異なるイー
サネットおよびその他のパケット カ
プセル化に対応するため、設定され
ている MTU サイズに 114 バイトを加
算したサイズを超えるパケットは
giants と見なされます。

インターフェイスで受信したエラーの合計数。
この数には、前述の runts と giants、およびその
他のエラー（no buffers、CRC、frame、overrun、
ignored など）の数も含まれます。この数には、
DOCSIS プロトコル エラー（DOCSIS フレーム
の無効な SID、正しくない拡張ヘッダー長、破
損した連結パケット、無効な帯域幅要求など）
も含まれることがあります。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable

ヒント

フィールド

説明

CRC

送信元の LAN ステーションまたは遠端デバイ
スで生成された巡回冗長検査（CRC）が、受信
データから算出されたチェックサムと一致しな
かった回数を示します。

frame

CRC エラーおよび整数以外のオクテット数を含
む、不正な受信パケット数。

overrun

入力レートがレシーバの受信データ処理能力を
超えたために、レシーバ ハードウェアが受信
データをハードウェア バッファに転送できな
かった回数。

ignored

インターフェイス ハードウェアの内部バッファ
の容量が少ないために、インターフェイスに
よって無視された受信パケット数。

packets output

システムが送信したメッセージの総数

bytes

データおよび MAC カプセル化など、システム
が送信したバイトの総数

underruns

受信デバイスの処理能力を超えた速度で送信側
が稼働した回数。

output errors

検査するインターフェイスから発信されるパ
ケットの最終的な送信を妨げたエラーの総数。

collisions

なし。

interface resets

インターフェイスが完全にリセットされた回
数。

output buffer failures

出力バッファの失敗回数。

output buffer swapped out

出力バッファの交換回数。

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable

___________________
例

次に、show interface cable コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 1/0/0
Cable1/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is CMTS MD interface, address is c414.3c17.1dcb (bia c414.3c17.1dcb)
MTU 1500 bytes, BW 26000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 22/255, rxload 1/255
Encapsulation MCNS, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 19500 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 2281000 bits/sec, 2854 packets/sec
27026 packets input, 2849227 bytes, 26 no buffer
Received 0 broadcasts (0 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
36755119 packets output, 3675867584 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

___________________
関連コマンド

Command

Description

showinterfacecabledownstream

ケーブル インターフェイスのダウンストリーム
の情報を表示します。

showinterfacecablesid

ネットワークの各 CM のサービス ID（SID）ご
との情報を表示します。

showinterfacecablesignal-quality

ケーブル信号品質の情報を表示します。

showinterfacecableupstream

ケーブル インターフェイスの 1 つまたはすべて
のアップストリームの情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable admission-control reservation

show interface cable admission-control reservation
指定したインターフェイスと指定したサービス フロー方向での Cisco CMTS のサービス フロー、
分類、帯域幅使用量を表示するには、特権 EXEC モードで show interface cable admission-control
reservation コマンドを使用します。
show interface cable slot/subslot/portadmission-control reservation[downstream| upstream]port-no
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show| interface| cable| {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} | admission-control|
reservation| [downstream| upstream]| port-no
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show| interface| cable| {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} | admission-control|
reservation| [downstream| upstreamport-no| us-bonding-group upstream -bonding-group-number]
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6
～ 9 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012 のみ：有効なサブスロットは 0
または 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable admission-control reservation

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。
Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 です。

downstream

指定されたケーブル インターフェイスのダウン
ストリーム サービス フロー情報を表示します。

upstream port-no

指定されたケーブル インターフェイスのアップ
ストリーム サービス フロー情報を表示します。
出力を絞り込むには、ポート番号をオプション
で指定できます。

us-bonding-group upstream -bonding-group-number アップストリーム ボンディング グループ サー
ビス フロー情報を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

このコマンドにはデフォルトの動作や値はありません。ただし Cisco IOS リリース 12.3(21)BC で
は、Cisco CMTS の機能のデフォルトの動作とデフォルト以外の設定がサポートされています。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7246VXR ルータ
で導入されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index パ
ラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス
ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable admission-control reservation

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。us-bonding-group upstream -bonding-group-number
キーワードと変数が追加されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドの使用方法の詳細については、Cisco.com の次のドキュメントを参照してください。
• Admission Control for the Cisco CMTS
• Service Flow Admission Control for the Cisco CMTS
アップストリーム ボンディング グループ サービス フロー情報を表示するには、us-bonding-group
upstream -bonding-group-number キーワードと変数を使用します。
___________________
例

次に、Service Flow Admission Control 機能の出力とステータス、および
showinterfacecableadmission-controlreservation{-->downstream|upstream} port-no コマンドの例を
示します。
Router# show interface cable 5/1/1 admission-control reservation downstream.
SfId
Mac Address
Bucket
Bucket Name
State
Current Reserv
4
0000.cad6.f052
8
act
0
88
0000.cad6.f052
8
act
2000
6
0000.cad6.eece
8
act
0
21
0000.cad6.eece
8
act
2000
8
0000.cad6.eebe
8
act
0
24
0000.cad6.eebe
8
act
2000
10
0000.cadb.30a6
8
act
0
27
0000.cadb.30a6
8
act
2000

次の例に、Service Flow Admission Control 機能と省略コマンド構文の詳細を示します。次の例に、
バケットごとのしきい値レベルと現在の予約、およびバケットごとのオーバーサブスクライブ帯
域幅を示します。 Cisco IOS は、暗黙に計算されたしきい値をアスタリスクで示します。
Router# sh cable admission-control interface ca 5/1/1 upstream
Interface Cable5/1/1
Upstream Bit Rate (bits per second) = 4096000
Resource - Upstream Bandwidth
----------------------------Bucket Names Minor # of Major # of Excls # of Non-Ex Curr.
No
Level Times Level Times Level Times Level Resv
1
5
1312 7
1262 45
0
0
31
2
0
0
0
0
0
0
6*
0
3
0
0
0
0
0
0
6*
0
4
0
0
0
0
0
0
6*
0
5
0
0
0
0
0
0
6*
0
6
0
0
0
0
0
0
6*
0
7
0
0
0
0
0
0
6*
0
8
5
31
7
29
49
11
5
79

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2696

0

Curr.
Ovrsb
0
0
0
0
0
0
0
25

Conf # of
Level Rejec
I
36
I
0
I
0
I
0
I
0
I
0
I
0
I
0

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable admission-control reservation

___________________
例

次に、Cisco cBR ルータで downstream キーワードを指定した show interface cable admission-control
reservation コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 3/0/0 admission-control reservation downstream
SfId
Mac Address
Bucket
Bucket Name
State
Current Reserv
16
0025.2e2d.74f8
8
Active
0
28
0025.2e2d.74f8
8
Active
0
18
0025.2eaf.7f38
8
Active
0
21
0025.2eaf.7f38
8
Active
0
20
0025.2eaf.8302
8
Active
0
22
0025.2eaf.8302
8
Active
0
26
0025.2eaf.82f4
8
Active
0
27
0025.2eaf.82f4
8
Active
0
30
0025.2e2d.75be
8
Active
0
32
0025.2e2d.75be
8
Active
0
Router#

次に、Cisco cBR ルータで upstream キーワードを指定した show interface cable admission-control
reservation コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 3/0/0 admission-control reservation upstream 0
Interface Cable3/0/0 Upstream Port 0
SfId
Mac Address
Bucket
Bucket Name
State
Current Reserv
15
0025.2e2d.74f8
8
Active
0
19
0025.2eaf.8302
8
Active
0
29
0025.2e2d.75be
8
Active
0
Router#

次に、Cisco cBR ルータで us-bonding-group キーワードを指定した show interface cable
admission-control reservation コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 3/0/0 admission-control reservation us-bonding-group 1
Interface Cable3/0/0 Upstream bonding group 1
SfId
Mac Address
Bucket
Bucket Name
State
Current Reserv
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableadmission-controlds-bandwidth

Cisco CMTS の各インターフェイスまたはすべ
てのインターフェイスのダウンストリームの音
声帯域幅またはデータ帯域幅の minor、major、
および exclusive しきい値を設定します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable admission-control reservation

コマンド

説明

cableadmission-controlpreemptpriority-voice

Cisco CMTS のデフォルト PacketCable Emergency
911 コール プリエンプション機能を変更し、
Cisco CMTS でその他のすべてのバケットに優
先して、Emergency 911 コールのスループット
および帯域幅要件がサポートされるようにしま
す。

cableadmission-controlus-bandwidth

Cisco CMTS のグローバルまたはインターフェ
イス レベルのアップストリーム帯域幅しきい値
と、排他的リソースまたは非排他的リソースを
設定します。

cableapplication-typeinclude

Cisco CMTS で特定の優先バケットを特定のア
プリケーション タイプに関連付けます。

cableapplication-typename

指定されたバケットに英数字の名前を割り当て
ます。

debugcableadmission-controlflow-categorization サービス フロー分類結果を表示します（サービ
ス フローが分類されている場合に有効です）。
showapplication-buckets

Cisco CMTS で Service Flow Admission Control を
サポートする任意またはすべてのバケットに対
するルールを表示します。

showinterfacecableadmission-controlreservation 指定されたインターフェイスと指定されたサー
ビス フロー方向の Cisco CMTS のサービス フ
ロー、分類、および帯域幅使用量を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable cable-monitor

show interface cable cable-monitor
ケーブル モニタ フロー情報を表示するには、特権 EXEC モードで showinterfacecablecable-monitor
コマンドを使用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port} cable-monitor
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} cable-monitor [cam|
verbose]
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable cable-monitor

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

cam

（任意）Content Addressable Memory（CAM）の
詳細情報を表示します。

verbose

（任意）詳細なモニタ フロー情報を表示しま
す。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
パラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイ
ス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ ではサポートされません。

次に、showinterfacecablecable-monitor コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 5/0 cable-monitor
US/ Time Outbound Flow
Flow Type
Flow
DS Stmp Interface Type
Identifier
Extn.
us
no
Et1/2
us-port 0
yes
all no
Et1/2
acc-list 103
yes
all yes
Et1/2
mac-addr 0050.0000.0000 yes
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Packet
Type
data
data
mac

MAC
MAC
Extn. Type
no
no
no
-

Encap
Type
docsis
docsis
-

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable cable-monitor

次に、show interface cable cable-monitor cam コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable6/0/0 cable-monitor cam
Sniffer Wideband interface = Wi6/0/0:0
Sniff points 0x9
DS Unconditional sniffing for 0 flows. FlowIndex: Total: 0. Hits 0
DS HighPrio Unconditional sniffing for 0 flows. FlowIndex: Total: 0. Hits 0
US Packet Unconditional sniffing
US 0, 1 FlowIndex: 2 Total: 1. Hits 1035
US 1, 0 FlowIndex: Total: 0. Hits 0
US 2, 0 FlowIndex: Total: 0. Hits 0
US 3, 0 FlowIndex: Total: 0. Hits 0
US Frag Unconditional sniffing
US 0, 0 FlowIndex: Total: 0. Hits 0
US 1, 0 FlowIndex: Total: 0. Hits 0
US 2, 0 FlowIndex: Total: 0. Hits 0
US 3, 0 FlowIndex: Total: 0. Hits 0
MAC Address CAM :
Entry 0, MAC 7cb2.1b0f.ea7a Refcount 1 FlowIndex: 1 Total: 1 Hits 401
Entry 1, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 2, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 3, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 4, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 5, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 6, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 7, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 8, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 9, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 10, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 11, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 12, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 13, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 14, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 15, MAC 0000.0000.0000 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Sid CAM :
Entry 0, Sid 1, US 1 Refcount 1 FlowIndex: 1 Total: 1 Hits 825
Entry 1, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 2, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 3, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 4, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 5, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 6, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 7, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 8, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 9, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 10, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 11, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 12, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 13, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 14, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0
Entry 15, Sid 0, US 0 Refcount 0 FlowIndex: Total: 0 Hits 0

次に、showinterfacecablecable-monitorverbose コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable6/0/0 cable-monitor verbose
Sniffer Wideband interface = Wi6/0/0:0
Index 0, Direction all
DS CAM Index 0 (MAC 7cb2.1b0f.ea74), Hits 10
No US CAM Entry
No US CAM Entry
No US CAM Entry
No US CAM Entry
10 packets evaluated, 10 output, 0 No buffer
0 NotData, 0 NotMac, 0 Extn not matched, 0 US MacAddress mismatch
0 NotMap, 0 No sid in MAP, 0 not REQ, 0 not Grant
0 Not DSA, 0 not DSC, 0 Not DSD
0 Sid mismatch in DS Pkts, 0 ACL match failed
In VCCI 0x5B, Out VCCI 0xFFFF
Index 1, Direction us
No DS CAM Entry
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable cable-monitor

No US CAM Entry
No US CAM Entry
No US CAM Entry
582 packets evaluated, 582 output, 0 No buffer
0 NotData, 0 NotMac, 0 Extn not matched, 0 US MacAddress mismatch
0 NotMap, 0 No sid in MAP, 0 not REQ, 0 not Grant
0 Not DSA, 0 not DSC, 0 Not DSD
0 Sid mismatch in DS Pkts, 0 ACL match failed
In VCCI 0x5B, Out VCCI 0x56

表 209：show interface cable monitor のフィールドの説明

フィールド

説明

DS

ダウンストリーム。ダウンストリーム フローだ
けがモニタされることを示します。

UP

アップストリーム。アップストリーム フローだ
けがモニタされることを示します。

ALL

すべてのフローがモニタされることを示しま
す。

Time Stmp

「Yes」は転送パケットにタイムスタンプ（4 バ
イト）が付加されていることを示します。
「No」は転送パケットにタイムスタンプが付加
されていないことを示します。

Outbound Interface

パケットの転送先インターフェイスを示します
（イーサネットまたはファスト イーサネッ
ト）。

フロー タイプ

選択されているフロータイプ、MACアドレス、
アクセス リスト番号、またはアップストリーム
ポート番号を示します。

Flow Type Identifier

MAC アドレス、アクセス リスト番号、または
サービス ID。

Flow Extn.

「Yes」は拡張フィルタが設定されていること
を示し、「no」は拡張フィルタが設定されてい
ないことを示します。

MAC Type

なし。

Encap

DOCSIS カプセル化。

タイプ

イーサネット カプセル化されている転送パケッ
ト。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable cable-monitor

ヒント

___________________
関連コマンド

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

Command

Description

cablemonitor

ケーブル インターフェイスで選択されているパ
ケットを外部 LAN アナライザに転送できるよ
うにします。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable downstream

show interface cable downstream
ケーブル インターフェイスのダウンストリームに関する情報を表示するには、特権 EXEC モード
で show interface cable downstream コマンドを使用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port} downstream
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} downstream
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable downstream

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

12.0(3)T

コマンドがメインライン リリースに移植されました。

12.1(4)CX

DOCSIS1.1 処理のために、showinterfacecabledownstream コマンドの出
力が拡張されました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインにサポートが追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
パラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェ
イス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable downstream

___________________
例

次に、DOCSIS 1.0 または 1.0+ 処理だけをサポートしている Cisco IOS リリースでの show interface
cable downstream コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 6/0 downstream
Cable6/0: Downstream is up
111947771 packets output, 1579682655 bytes, 0 discarded
0 output errors

次に、DOCSIS 1.1 処理だけをサポートしている Cisco IOS リリースでの show interface cable
downstream コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 4/0 downstream
Cable4/0:Downstream is up
54335436 packets output, 2854290447 bytes, 0 discarded
0 output errors
1 total active devices, 1 active modems
Total downstream bandwidth: 27000000 bps
Total downstream reserved bandwidth: 1000000 bps
Worst case latency for low latency queue: 0 usecs
Current Upper limit for worst case latency: 0 usecs
Router#

表 210：show interface cable downstream のフィールドの説明

フィールド

説明

Cable

ダウンストリーム インターフェイスの場所を示します。

Downstream is up/...administratively down

インターフェイスの管理状態を示します。

packets output

このダウンストリーム ケーブル インターフェイスで送信
されたデータ パケットの総数。

bytes

このダウンストリーム ケーブル インターフェイスで送信
されたデータ パケットのバイト数。

discarded

バッファ オーバーラン、Cisco CMTS でのメモリ不足、
ケーブル インターフェイスの MTU 値よりも大きいフレー
ムなどのエラーが原因で、ダウンストリームで送信されな
かったパケットの総数。

output errors

任意のエラーのためにこのダウンストリーム ケーブル イ
ンターフェイスで送信できなかったパケットの総数。

total active devices

このダウンストリーム ケーブル インターフェイスに接続
されているアクティブなケーブル モデムと顧客宅内機器
（CPE）デバイスの総数。

active modems

このダウンストリーム ケーブル インターフェイスに接続
されているアクティブなケーブル モデムの総数。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable downstream

フィールド

説明

Total downstream bandwidth

このダウンストリーム ケーブル インターフェイスに関連
付けられている帯域幅の合計（ビット/秒）。

Total downstream reserved bandwidth

ケーブル モデムの DOCSIS コンフィギュレーション ファ
イルでダウンストリーム サービス フローの [Min Reserved
Traffic Rate] フィールドに値を指定することで予約されて
いた、このダウンストリーム ケーブル インターフェイス
の帯域幅の合計。

Worst case latency for low latency queue

このダウンストリーム ケーブル インターフェイスで許容
可能な最悪のケースの遅延値（マイクロ秒）。この値は、
ケーブル モデムの DOCSIS コンフィギュレーション ファ
イルの、ダウンストリーム サービス フローの [Max DS
Latency] フィールドの値により決定されます。

Current Upper limit for worst case latency

このダウンストリーム ケーブル インターフェイスで許容
可能な最悪のケースの遅延の下限値（マイクロ秒）。Cisco
CMTS は、このダウンストリームのケーブル モデムによっ
て使用される DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
で指定されているダウンストリーム サービス フローの
[Max DS Latency] 値のうち、最も小さい値を使用します。
ケーブル モデムが、この値より大きい最悪ケースの遅延
を使用するダウン ストリーム サービス フローを登録しよ
うとすると、Cisco CMTS はそのサービス フローを許可す
ることを拒否します。

ヒント

___________________
関連コマンド

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

Command

Description

showinterfacecable

ケーブル インターフェイスの設定およびステー
タス情報を表示します。

showinterfacecablesid

ネットワークの各 CM のサービス ID（SID）ご
との情報を表示します。

showinterfacecablesignal-quality

ケーブル信号品質の情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable downstream

Command

Description

showinterfacecableupstream

ケーブル インターフェイスの 1 つまたはすべて
のアップストリームの情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dsg downstream

show interface cable dsg downstream
Cisco CMTS ルータの Advanced-mode DOCSIS Set-top Gateway（A-DSG）ダウンストリームのイン
ターフェイス設定情報とステータス情報を表示するには、特権 EXEC モードで show interface cable
dsg downstream コマンドを使用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port} dsg downstream [dcd| rule rule-id [cfr| clients| verbose]|
tunnel tunnel-id]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} dsg downstream [dcd|
rule rule-id [cfr| clients| verbose]| tunnel tunnel-id]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface cable {slot/subslot/cable-interface-index} dsg downstream [dcd| tunnel tunnel-id]
___________________
構文の説明

cable

ケーブル インターフェイス ライン カードの詳
細を指定します。
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。
• subslot：（Cisco uBR10012 のみ）ライン
カードのセカンダリ スロット番号。
• port：ライン カードのダウンストリーム
ポート番号。
• cable-interface-index：ライン カードのダウ
ンストリーム ポートまたは MAC ドメイン
のインデックス。

cableslot/subslot/cable-interface-index

Cisco cBR ルータ：
• slot の有効範囲は 0 ~ 3 および 6 ~ 9 です。
• subslot の有効値は 0 です。
• cable-interface-index の有効範囲は 0 ~ 15 で
す。

dcd

（任意）A-DSG インターフェイスのダウンスト
リーム チャネル記述子（DCD）メッセージを表
示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dsg downstream

rulerule-id

（任意）Cisco CMTS ルータの A-DSG ルールの
インターフェイス レベル情報（ルール状態、ト
ンネル、分類子、クライアント情報、アップス
トリーム チャネル ID、および指定のダウンス
トリームでルールに関連付けられているベン
ダーの数など）が表示されます。

cfr

（任意）A-DSG ルールに関連付けられている分
類子（インターフェイスでルール ID に関連付
けられている分類子など）のリストを表示しま
す。

clients

（任意）インターフェイスでルール ID に関連
付けられているクライアントを表示します。

verbose

（任意）A-DSG ダウンストリーム ルールの詳
細情報を表示します。

tunneltunnel-id

（任意）インターフェイス レベルの A-DSG ダ
ウンストリーム トンネル情報を表示します。有
効値の範囲は 1 ～ 65535 です。

___________________
コマンド デフォルト

ケーブル インターフェイスのすべての DSG ダウンストリーム チャネルの設定情報を表示します。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(13a)BC

A-DSG 1.1 をサポートするため、このコマンドが Cisco uBR10012 ルータと
Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.3(17a)BC

A-DSG 1.2 をサポートするため、このコマンドが次のように変更されました。
• rule キーワード オプションが廃止されました。
• このコマンドの showinterfacescabledsgdownstreamtunnel 形式にトンネ
ル グループ ID フィールド（「TG id」）が追加されました。
• このコマンドの showinterfacescabledsgdownstreamtunnel 形式の出力表
示列ヘッダーが変更されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dsg downstream

リリース

変更内容

12.2SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCB4

このコマンドが変更されました。show interface cable downstream dsg dcd コマ
ンドの出力が変更され、MAC ドメインのすべてのインターフェイス（ケーブ
ル インターフェイス、モジュラ ケーブル インターフェイス、IC インターフェ
イスなど）のインターフェイス レベルの DCD 統計情報が表示されるように
なりました。インターフェイスを示す [IF name] フィールドが出力に追加され
ました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index パラ
メータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス ラ
イン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。

12.2(33)SCG

このコマンドが変更されました。次のキーワードのサポートが削除されまし
た。
• rulerule-id
• cfr
• clients
• verbose

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
で実装されました。次のオプションが削除されました。
• rulerule-id
• cfr
• clients
• verbose

___________________
使用上のガイドライン showinterfacecabledsgdownstream コマンドを使用するには、トンネル グループがグローバルおよ
びケーブル インターフェイスで設定されている必要があります。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dsg downstream

表 211：インターフェイス密度情報

CMTS ルータ

ライン カード スロット

サブスロット

ポート

ケーブル イン
ターフェイス
インデックス

Cisco
uBR10012

Cisco
5～8
uBR-MC3GX60V

0 または 1

0～4

0 ～ 14

0～4

Cisco
UBR-MC20X20V
Cisco
uBR10-MC5X20
Cisco
uBR7225VXR

すべて（All） 1 または 2

—

0 または 1

—

Cisco
uBR7246VXR

すべて（All） 3 ～ 6

—

0 または 1

—

___________________
例
___________________
例

次に、A-DSG ダウンストリーム設定情報と、DSG トンネル、分類子、クライアントおよびベン
ダー固有パラメータの数を表示する例を示します。
Router# show interface
chan chFreq chan timer
list index freq index
1
2
666 1
3
500

___________________
例

cable 6/0 dsg downstream
init
oper
twoWay oneWay num num
num
timeout timeout timer timer rule tunnel cfr
1
2
3
4
9
6
4

num
num
client vsp
6
2

次に、A-DSG バージョン 1.1 の指定されたダウンストリーム チャネルの DCD 統計情報の例を示
します。debug cable dsg コマンドがアクティブな場合には DCD TLV 情報が表示されます。この出
力は、Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC で A-DSG バージョン 1.2 に対応して変更されました。
Router# show interface cable 6/0 dsg downstream
dcd
num of dcd
num of dcd
state sent
fail
en
282
0

dcd
num of dcd
change cnt
1

num of
fragment
1

次に、同じコマンドの実行時の A-DSG デバッグの出力例を示します。
Router# debug cable dsg
Router# show interface cable 6/0 dsg downstream
dcd
num of dcd
num of dcd
state sent
fail
en
2139
0
Router#

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2712

dcd
num of dcd
change cnt
1

num of
fragment
1

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dsg downstream

00:35:58: DCD TLV last sent:
32390101 01020102 040E0302 09510100 02061111 11111111 05060100 5E010114
06020001 2B150803 12345612 3456789A BCDEF012 3456789A BCDEF032 26010102
02010104 0E030209 51010002 06111111 11111105 0601005E 01011E06 02000206
02000A32 18010103 02010104 04040200 01050601 005E0101 28060200 03321401
01040201 01040403 02070105 0601005E 01013232 14010105 02010104 04040200
02050601 005E0101 3C321401 01070201 01040404 02000605 0601005E 01011432
1E010108 02010104 0E030209 51010002 06111111 11111105 0601005E 01011432
35010114 02010104 0E030209 51010002 06111111 11111105 0601005E 0101142B
Router# 15080312 34561234 56789ABC DEF01234 56789ABC DEF01715 02020001 05010109
0C0504E6 6F6F6F03 046F6F6F 6F170F02 02000205 01010906 0504E601 0141170F
02020003 05010109 060504E6 01012817 0F020200 0A050101 09060504 E6010147
33230104 27B25A80 01041DCD 65000202 00010302 00020402 00030502 00042B05
08030022 22

Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC でこの出力が変更され、次に示すように A-DSG バージョン 1.2 に
対応するため [dcd Tx] フィールドが追加されました。
Router# show interfaces cable 5/0 dsg downstream dcd
dcd
dcd
num of dcd
num of dcd
num of dcd num of
state Tx
sent
fail
change cnt fragment
en
on
6502
0
28
1

次にケーブル インターフェイスとモジュラ インターフェイスの DCD 統計情報の出力例を示しま
す。[IF Name] フィールドはインターフェイス タイプを示します。
Router#show interface cable 5/1/0 dsg downstream dcd
IF
dcd
dcd
num of dcd
num of dcd
Name
state Tx
sent
fail
---------- ----- ----- --------------- -------------Ca5/1/0
en
on
70
0
Mo1/0/0:0 en
on
70
0

num of dcd
change cnt
---------2
2

num of
fragment
-------1
1

___________________
例
（注）

このコマンドは、Cisco IOS リリース 12.3(17a)EC 以降では廃止されています。
Router# show interface
rule rule rule tunnel
id
state pri id
1
en
2
1

2

en

1

2

3
4
5
6
7

en
en
en
en
en

1
1
1
1
1

3
4
5
6
1

8

en

1

1

20

en

1

1

cable 6/0 dsg downstream rule
tunnel tunnel
cfr
cfr
state mac-addr
id
state
en
0100.5e01.0114 1
en
5
en
11
en
14
en
en
0100.5e01.011e 2
en
10
en
en
0100.5e01.0128 3
en
en
0100.5e01.0132 4
en
en
0100.5e01.013c 9
en
dis
0100.5e01.0146
en
0100.5e01.0114 1
en
5
en
11
en
14
en
en
0100.5e01.0114 1
en
5
en
11
en
14
en
en
0100.5e01.0114 1
en
5
en
11
en
14
en
65535 dis
yes

cfrIn
dcd
yes
no
no
no
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

client vsp
listId index
2
1

2
3
4
5
6
10

2

2

2

1
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dsg downstream

次に、特定のルールに関する上記と同じ情報を示す例を示します。
Router# show interface cable 6/0 dsg downstream rule 1
rule rule rule tunnel tunnel tunnel
id
state pri id
state mac-addr
1
en
2
1
en
0100.5e01.0114

cfr
cfr
cfrIn client vsp
id
state dcd
listId index
1
en
yes
2
1
5
en
no
11
en
no
14
en
no
Router# show interface cable 6/0 dsg downstream rule 1 cfr
rule cfr cfr
cfrIn cfr destination ip
source ip
srcPre
id
id state dcd
pri address
address
length
1
1
en
yes
1
230.111.111.111 111.111.111.111 32
5
en
no
1
230.1.1.60
0.0.0.0
32
11 en
no
1
224.25.25.134
0.0.0.0
32
14 en
no
0
230.1.1.20
0.0.0.0
32
Router# show interface cable 6/0 dsg downstream rule 1 clients
rule rule rule client client client
client
id
state pri listId id
id type
address
1
en
2
2
1
CA System ID
0951
3
Broadcast
8
MAC Addr
1111.1111.111
Router# show interface cable 6/0 dsg downstream rule 1 verbose
Rule ID
State
Priority
Tunnel ID
State
MAC Addr
Cfr Id
State
Priority
Dest IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start
Dest Port End
Forwarded
Received
Cfr Id
State
Priority
Dest IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start
Dest Port End
Forwarded
Received

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
enable
2
1
enable
0100.5e01.0114
1
enable
1
230.111.111.111
111.111.111.111
32
0
65535
0
0
5
enable
1
230.1.1.60
0.0.0.0
32
0
65535
0
0

Cfr Id
State
Priority
Dest IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start
Dest Port End
Forwarded
Received
Cfr Id
State
Priority
Dest IP
Src IP
Src Prefix Length
Dest Port Start

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

11
enable
1
224.25.25.134
0.0.0.0
32
0
65535
0
0
14
enable
0
230.1.1.20
0.0.0.0
32
1000
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d_port
start
0
0
0
1000

d_port
end
65535
65535
65535
2000

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dsg downstream

Dest Port End
Forwarded
Received
Client List Id
Client Id
Client Id Type
Client Id
Client Id Type
Client Id
Client Id Type
vsif index
vsif oui
vsif value

___________________
例

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2000
0
0
2
1
CA System ID
0951
3
Broadcast
8
MAC Addr
1111.1111.111
1
0X123456
0X123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0

次に、A-DSG バージョン 1.1 でのトンネルの出力例を示します。この出力は、Cisco IOS リリース
12.3(17a)BC で A-DSG バージョン 1.2 に対応して変更されました。
Router# show interface cable 6/0 dsg downstream tunnel
tunnel tunnel tunnel
id
state mac-addr
1
en
0100.5e01.0114

2

en

0100.5e01.011e

3
4
5
6

en
en
en
dis

0100.5e01.0128
0100.5e01.0132
0100.5e01.013c
0100.5e01.0146

cfr
id
1
5
11
14
2
10
3
4
9

cfr
state
en
en
en
en
en
en
en
en
en

rule
id
1
7
8
20
2

rule
state
en
en
en
en
en

client
listId
2
10
2
2
2

service
class
SI

3
4
5
6

en
en
en
en

3
4
5
6

NDS-APP
MOTO-CA
MOTO-APP
SA-CA

NDS-CA

Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC でこの出力が変更され、次に示すように A-DSG バージョン 1.2 に
対応するため [TG id] フィールドが追加され、次に示すように出力列ヘッダーが変更されました。
Router# show interfaces cable 5/0 dsg downstream tunnel
tunnel
TG
cfr
rule
client service
id state mac-addr
id
id state id state
listId class
1
en 0100.5e01.0001 1
1
en 1
en 1
6
en
7
en
8
en
2
en 0100.5e01.0002 1
2
en 2
en 2
3
en 0100.5e01.0003 1
3
en 3
en 3
4
en 0002.0002.0001 2
4
en 4
en 1
5
en 0002.0002.0002 2
5
en 5
en 2
6
en 0002.0002.0003 2
9
en 6
en 21

___________________
例

DSG-Rate1

DSG-Rate2

次に、A-DSG バージョン 1.1 での指定されたトンネルを示す出力例を示します。この出力は、Cisco
IOS リリース 12.3(17a)BC で A-DSG バージョン 1.2 に対応して変更されました。
Router# show interface cable 6/0 dsg downstream tunnel 1
tunnel tunnel tunnel
id
state mac-addr
1
en
0100.5e01.0114

cfr
id
1
5
11
14

cfr
state
en
en
en
en

rule
id
1
7
8
20

rule
state
en
en
en
en

client service
listId class
2
SI
10
2
2
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dsg downstream

Cisco IOS リリース 12.3(17a)BC でこの出力が変更され、次に示すように A-DSG バージョン 1.2 に
対応するため [TG id] フィールドが追加され、次に示すように出力列ヘッダーが変更されました。
Router# show interfaces cable 5/0 dsg downstream tunnel 1
tunnel
TG
cfr
rule
client service
id state mac-addr
id
id state id state
listId class
1
en 0100.5e01.0001 1
1
en 1
en 1
DSG-Rate1
6
en
7
en
8
en

次に、showinterfacecabledsg downstream コマンドの出力例を示します。
Router#show
chan chan
list index
----- -----

interface cable 3/0/0 dsg downstream
chan timer init
oper
twoWay oneWay num
freq index timeout timeout timer timer rule
---- ----- ------- ------- ------ ------ ---0

num
tunnel
-----0

num
cfr
---0

num
client
-----0

num
vsp
--0

Router#

次に、showinterfacecabledsg downstream dcd コマンドの出力例を示します。
Router#show intwerface cable 3/0/0 dsg downstream dcd
IF
Name
-----------In3/0/0:8
In3/0/0:16
In3/0/0:24
In3/0/0:32
In3/0/0:33
In3/0/0:40

dcd
state
----dis
dis
dis
dis
dis
dis

dcd
Tx
----n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

dsg
fwd
---en
en
en
en
en
en

num of dcd
sent
--------------0
0
0
0
0
0

num of dcd
fail
-------------0
0
0
0
0
0

num of dcd
change cnt
----------0
0
0
0
0
0

num of
frag
-----0
0
0
0
0
0

Router#

次に、トンネルがインターフェイスに関連付けられていない場合の showinterfacecabledsg
downstream tunnel コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 3/0/0 dsg downstream tunnel 1
% DSG tunnel 1 not associated to interface.
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

debugcabledsg

一般、DCD、またはパケット関連のデバッグを
有効にします。

show interface

指定されたインターフェイスまたはすべてのイ
ンターフェイスの一般インターフェイス情報を
表示します。

show interface cable dsg downstream tg

Cisco CMTS ルータの A-DSG ダウンストリーム
トンネル グループに関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dsg downstream
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dsg downstream tg

show interface cable dsg downstream tg
Cisco CMTS ルータの Advanced-mode DOCSIS Set-top Gateway（A-DSG）ダウンストリーム トンネ
ル グループの情報を表示するには、特権 EXEC モードで show interface cable dsg downstream tg コ
マンドを使用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port} dsg downstream tg [channel channel-id]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} dsg downstream tg
[channel channel-id]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} dsg downstream tg
tunnel-id
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6
～ 9 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012 のみ：有効なサブスロットは 0
または 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dsg downstream tg

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。
Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 です。
（任意）ダウンストリーム チャネル ID として
1 ～ 65535 の範囲内の番号を指定します。

channelchannel-id

このオプションは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。
tunnel-group id

（任意、Cisco cBR ルータ）DSG トンネル グ
ループ ID として 1 ～ 65535 の範囲内の番号を
指定します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(17a)BC

A-DSG をサポートするため、このコマンドが Cisco uBR10012 ルータと
Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCD5

このコマンドが変更されました。showinterfacecabledsgdownstreamtg コ
マンドの出力が変更されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dsg downstream tg

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index パ
ラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイ
ス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。channel キーワードが削除されました。

___________________
使用上のガイドライン showinterfacecabledsgdownstreamtg コマンドを使用するには、トンネル グループがグローバルお
よびケーブル インターフェイスで設定されている必要があります。
___________________
例
___________________
例

次に、すべての A-DSG ダウンストリーム トンネル グループを表示する出力例を示します。
Router# show interfaces cable 5/0 dsg downstream tg
TG: 1
Chan: 1
state: en pri: 16 Vendor: 1
UCID: 1 2 3 4
rule
tunnel
cfr
I/F
id state id state mac-addr
id state dest-ip
In-DCD
C5/0
1
en 1
en 0101.5e01.0001 1
en 230.1.0.1
yes
6
en 231.1.1.6
no
7
en 231.1.1.7
no
8
en 231.1.1.8
no
2
en 2
en 0101.5e01.0002 2
en 230.1.0.2
yes
3
en 3
en 0101.5e01.0003 3
en 230.1.0.3
yes
TG: 2
Chan: 1
state: en pri: 11 Vendor: 2
UCID:
rule
tunnel
cfr
I/F
id state id state mac-addr
id state dest-ip
In-DCD
C5/0
4
en 4
en 0002.0002.0001 4
en 230.2.2.1
no
5
en 5
en 0002.0002.0002 5
en 230.2.2.2
no
6
en 6
en 0002.0002.0003 9
en 231.1.1.9
no

___________________
例

2
3
client
listId
1
2
21

次に、指定された A-DSG ダウンストリーム トンネル グループを示す出力例を示します。
Router# show interfaces cable 5/0 dsg downstream tg 1 channel 1
TG: 1
Chan: 1
state: en pri: 16 Vendor: 1
UCID: 1 2 3 4
rule
tunnel
cfr
I/F
id state id state mac-addr
id state dest-ip
In-DCD
C5/0
1
en 1
en 0101.5e01.0001 1
en 230.1.0.1
yes
6
en 231.1.1.6
no
7
en 231.1.1.7
no
8
en 231.1.1.8
no
2
en 2
en 0101.5e01.0002 2
en 230.1.0.2
yes
3
en 3
en 0101.5e01.0003 3
en 230.1.0.3
yes
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client
listId
1

client
listId
1

2
3

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dsg downstream tg

___________________
例

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD5 で導入された ignore オプションを「In DCD」列に示す
showinterfacescabledsgdownstreamtg コマンドの出力例を示します。
Router# show interfaces cable 7/0/0 dsg downstream tg
TG: 1
Chan: 1
State: en Pri: 0
Vendor:
UCID:
rule
tunnel
cfr
In clients
id state id state mac-addr
id state dest-ip
DCD listId
-------- ------------------------ ------------------------- --- ------1
en 1
en 0100.5e01.0101 1
en 230.1.1.1
ign 1

次に、showinterfacecabledsg downstream tg コマンドの出力例を示します。
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

debugcabledsg

一般、DCD、またはパケット関連のデバッグを
有効にします。

show interface

指定されたインターフェイスまたはすべてのイ
ンターフェイスの一般インターフェイス情報を
表示します。

show interface cable dsg downstream

Cisco CMTS ルータの A-DSG ダウンストリーム
のインターフェイス設定情報とステータス情報
を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dynamic-service statistics

show interface cable dynamic-service statistics
ケーブル インターフェイスに基づくダイナミック サービス統計情報を表示するには、特権 EXEC
モードで show interface cable dynamic-service statistics コマンドを使用します。
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} dynamic-service
statistics
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6
～ 9 です。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco UBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：port の有効な値は 0
または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dynamic-service statistics

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012 のみ：有効なサブスロットは 0
または 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータ で実装されました。

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF で、Cisco uBR10012 ルータで指定されているケーブル イン
ターフェイスに基づくダイナミック サービス統計情報を示す show interface cable dynamic-service
statistics コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable
Upstream
Downstream
DSA REQ
0
DSA RSP
5
DSA ACK
0
DSC REQ
0
DSC RSP
5
DSC ACK
0
DSD REQ
0
DSD RSP
0
Retransmission counts
Upstream
DSA REQ
0
DSA RSP
0
DSA ACK
0
DSC REQ
0
DSC RSP
5
DSC ACK
0
DSD REQ
0
DSD RSP
0

7/1/0 dynamic-service statistics
5
0
5
5
0
5
0
0
Downstream
0
0
0
5
0
0
0
0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable dynamic-service statistics

表 212：show interface cable dynamic-service statistics のフィールドの説明

フィールド

説明

アップストリーム

アップストリーム方向で送信されるダイナミッ
ク サービス パケット。

ダウンストリーム

ダウンストリーム方向で送信されるダイナミッ
ク サービス パケット。

DSA RSP

ダイナミック サービス追加応答。

DSA ACK

ダイナミック サービス追加確認応答。

DSC REQ

ダイナミック サービス変更要求。

DSC RSP

ダイナミック サービス変更応答。

DSC ACK

ダイナミック サービス変更確認応答。

DSD REQ

ダイナミック サービス削除要求。

DSD RSP

ダイナミック サービス削除応答。

コマンド

説明

showinterfacecablepacketcable statistics

指定したケーブル インターフェイスに基づく
PacketCable プロセス間通信（IPC）統計情報を
表示します。

___________________
例
___________________
関連コマンド
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable intercept

show interface cable intercept
現在トラフィックをインターセプトしてデータコレクタに転送しているケーブルモデムを表示す
るには、特権 EXEC モードで showinterfacecableintercept コマンドを使用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port| バンドル} intercept
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index| バンドル} intercept
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable intercept

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。

bundle

インターフェイスが仮想インターフェイス バン
ドルのメンバーとして設定されている Cisco
uBR7100 シリーズ、Cisco uBR7200 シリーズ、
および Cisco uBR10000 シリーズのルータでバン
ドル ID を指定します。
有効な指定範囲は 1 ～ 255 です。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.0(5)T1

このコマンドが導入されました。

12.0(6)SC

このコマンドは 12.0.SC トレインで導入されました。

12.1(2)EC

このコマンドは 12.1.EC トレインで導入されました。

12.2(4)BC1

このコマンドは 12.2.BC トレインで導入されました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
パラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェ
イス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable intercept

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次に、CM がインターセプト リストに追加された後の出力を示します。
router# configure terminal
router#(config) interface c6/0
router(config-if)# cable intercept 0080.fcaa.aabb 10.12.13.8 512
router(config-if)# exit
router(config)# exit
router# show interface c6/0 intercept
MAC Address
0080.fcaa.aabb

Destination
IP Address
3.12.13.8

Destination
UDP Port
512

次に、CM がインターセプト リストに追加されなかった場合の出力を示します。
router# show interface c6/0 intercept
No interception active

ヒント

___________________
関連コマンド

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

Command

Description

cableintercept

特定 CM のすべてのトラフィックのコピーが
データ コレクタに転送されることを指定しま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

show interface cable mac-scheduler
現行タイムスロット スケジュール状態、統計情報、および重み付け均等化キューイング（WFQ）
パラメータを表示するには、特権 EXEC モードで showinterfacecablemac-scheduler コマンドを使
用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port} mac-scheduler [ n ]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} mac-scheduler [ n ]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} mac-scheduler [ n ]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface cable {slot/subslot/cable-interface-index} mac-scheduler [ n ]
___________________
構文の説明

slot/port

Cisco uBR7200 シリーズ ルータのケーブル イン
ターフェイスおよびダウンストリーム ポート。
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。
◦ Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲
は 3 ～ 6 です。
◦ Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値
は 1 または 2 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号。
◦ Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco
uBR7225VXR ルータ：有効な値は 0
または 1 です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

slot/subslot/port

Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェ
イス。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号。有効範
囲は 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号。有
効な値は 0 または 1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号。有効
なポートは、ケーブル インターフェイス
ライン カードに応じて 0 ～ 4 です。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20U/H および Cisco
uBR-MC28U ライン カードのダウンストリーム
ポート、または Cisco UBR-MC20X20V および
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ド
メイン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：
◦ Cisco UBR-MC20X20V および Cisco
uBR10-MC5X20U/H ライン カード：
有効範囲は 0 ～ 4 です。
◦ Cisco uBR-MC3GX60V ライン カー
ド：有効範囲は 0 ～ 14 です。

slot/subslot/cable-interface-index

Cisco cBR ルータ：
• slot の有効範囲は 0 ~ 3 および 6 ~ 9 です。
• subslot の有効値は 0 です。
• cable-interface-index の有効範囲は 0 ~ 15 で
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

n

（任意）表示する特定のアップストリーム。有
効な値は 0 以上です。0 はケーブル インター
フェイス ライン カードの 1 番目のアップスト
リーム ポートです。
Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 7 です。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

アップストリーム ポートが指定されている場合、このコマンドは指定されたケーブル インター
フェイスのすべてのアップストリームに関する情報を表示します。論理インデックスが指定され
ていない場合、このコマンドは物理ポートのすべての論理チャネルを表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.1(4)CX

このコマンドが導入されました。（このコマンドで出力される情報の多く
は、以前に showinterfacecable コマンドと -->showinterfacecableupstream コ
マンドで出力されていた情報です）。

12.2(4)BC1

Cisco IOS リリース 12.2 BC トレインにサポートが追加されました。

12.2(15)CX

Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インターフェイス ライン カードのサポート
が追加されました。これには DOCSIS 2.0 A-TDMA および混合変調プロファ
イルに関する追加情報が含まれます。

12.2(15)BC2

Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライン カードで DOCSIS
2.0 A-TDMA および混合変調プロファイルを表示するため、情報が追加さ
れました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCC

このコマンドが変更されました。コマンド出力が変更され、複数の論理チャ
ネルが設定されている場合に論理チャネル情報が表示されるようになりま
した。

12.2(33)SCD2

このコマンドが変更されました。コマンド出力が変更され、アップストリー
ム サービス フローに対して設定されている重み付け均等化キューイング
（WFQ）パラメータが表示されるようになりました。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2730

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。コマンド出力が変更され、DPON で設定
されている MAC ドメインのアップストリーム スケジューラ出力が表示さ
れるようになりました。port パラメータは、Cisco UBR-MC20X20V および
Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス ライン カードの MAC ド
メイン インデックスを示す cable-interface-index に変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.2 BC よりも前のリリースでは、MAC スケジューラの情報を表示するには
showinterfacecable コマンドと showinterfacecableupstream コマンドを使用していました。Cisco
IOS リリース 12.2 BC では、MAC スケジューラ情報がこのコマンドに移動されました。
___________________
例

次に、指定されたケーブル インターフェイスのアップストリーム ポート 0 に対する
showinterfacecablemac-scheduler コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 3/0 mac-scheduler 0
DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable3/0/U0
Queue[Rng Polls] 0/64, 0 drops
Queue[CIR Grants] 0/64, 0 drops
Queue[BE(7) Grants] 0/64, 0 drops
Queue[BE(6) Grants] 0/64, 0 drops
Queue[BE(5) Grants] 0/64, 0 drops
Queue[BE(4) Grants] 0/64, 0 drops
Queue[BE(3) Grants] 0/64, 2 drops
Queue[BE(2) Grants] 0/64, 0 drops
Queue[BE(1) Grants] 0/64, 0 drops
Queue[BE(0) Grants] 0/64, 0 drops
Req Slots 21992195, Req/Data Slots 0
Init Mtn Slots 313764, Stn Mtn Slots 37638
Short Grant Slots 3739132, Long Grant Slots 512
Fragmentation count 5
Fragmentation test disabled
Avg upstream channel utilization : 2%
Avg percent contention slots : 96%
Avg percent initial ranging slots : 1%
Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%
Sched Table Adm-State: Grants 1, Reqpolls 0, Util 2%
UGS
: 1 SIDs, Reservation-level in bps 80000
UGS-AD : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
RTPS
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
NRTPS : Not Supported
BE
: 4 SIDs, Reservation-level in bps 0
Example of the show interface cable
mac-scheduler
Command Output When Multiple Logical Channels are Configured for the Cisco uBR10012 Routers

次に、指定されたケーブル インターフェイスで複数の論理チャネルが設定されている場合の
showinterfacecablemac-scheduler コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 7/1/0 mac-scheduler 0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable7/1/0/U0: rate 2560000
wfq:None Fairness: Off
Queue[Rng Polls] 0/128, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 1
Queue[CIR Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(7) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(6) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(5) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(4) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(3) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(2) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(1) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(0) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Req Slots 10348117, Req/Data Slots 10072546
Init Mtn Slots 298967, Stn Mtn Slots 21926
Short Grant Slots 24, Long Grant Slots 16
Adv Phy Short Grant Slots 0, Adv Phy Long Grant Slots 0
Adv Phy UGS Grant Slots 0
Awacs Slots 0
Fragmentation count 0
Fragmentation test disabled
Avg upstream channel utilization : 0%
Avg percent contention slots : 97%
Avg percent initial ranging slots : 3%
Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%
Sched Table Rsv-state: Grants 0, Reqpolls 0
Sched Table Adm-State: Grants 0, Reqpolls 0, Util 0%
UGS
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
UGS-AD : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
RTPS
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
NRTPS : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
BE
: 4 SIDs, Reservation-level in bps 0
MAP TSS: lch_state 11, init_retries 0
late_initial_maps 0, late_ucd_maps 0
mac-phy tss errors 0
DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable7/1/0/U8: rate 2560000
wfq:None Fairness: Off
Queue[Rng Polls] 0/128, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[CIR Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(7) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(6) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(5) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(4) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(3) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(2) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(1) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Queue[BE(0) Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 fs_demand_ms 0, max 0
Req Slots 0, Req/Data Slots 0
Init Mtn Slots 0, Stn Mtn Slots 0
Short Grant Slots 0, Long Grant Slots 0
Adv Phy Short Grant Slots 0, Adv Phy Long Grant Slots 0
Adv Phy UGS Grant Slots 0
Awacs Slots 0
Fragmentation count 0
Fragmentation test disabled
Avg upstream channel utilization : 0%
Avg percent contention slots : 0%
Avg percent initial ranging slots : 0%
Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%
Sched Table Rsv-state: Grants 0, Reqpolls 0
Sched Table Adm-State: Grants 0, Reqpolls 0, Util 0%
UGS
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
UGS-AD : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
RTPS
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
NRTPS : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
BE
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
MAP TSS: lch_state 1, init_retries 0
late_initial_maps 0, late_ucd_maps 0
mac-phy tss errors 0
Example of the show interface cable
mac-scheduler
Command Output That Displays WFQ Parameters in the Cisco uBR10012 Router

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2732

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

次に、Cisco uBR10012 ルータのスロット 5、サブスロット 0、およびポート 1 のアップストリーム
サービス フローに対して設定されている WFQ パラメータを表示する
showinterfacecablemac-schedulercommandthatdisplays の出力例を示します。
Router# show interface cable 5/0/2 mac-scheduler 0
DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable5/0/2/U0: rate 10240000
wfq:Class, weights: 1 2 3 4 5 6 7 8
Queue[Rng Polls] 0/128, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[CIR Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(7) Grants] 0/32, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(6) Grants] 0/32, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(5) Grants] 0/32, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(4) Grants] 0/32, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(3) Grants] 0/32, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(2) Grants] 0/32, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(1) Grants] 0/32, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(0) Grants] 0/32, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[LLQ Grants] 0/64, 0 drops, flows 0 max 0
BG pending grant list entries: 0
BG delay list entries: 0
Req Slots 265389868, Req/Data Slots 4
Init Mtn Slots 3798558, Stn Mtn Slots 0
Short Grant Slots 0, Long Grant Slots 0
Adv Phy Short Grant Slots 0, Adv Phy Long Grant Slots 0
Adv Phy UGS Grant Slots 0
Awacs Slots 0
Fragmentation count 0
Fragmentation test disabled
Avg upstream channel utilization : 0%
Avg percent contention slots : 97%
Avg percent initial ranging slots : 3%
Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%
Sched Table Rsv-state: Grants 0, Reqpolls 0
Sched Table Adm-State: Grants 0, Reqpolls 0, Util 0%
UGS
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
UGS-AD : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
RTPS
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
NRTPS : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
BE
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
MAP TSS: lch_state 11, init_retries 0
late_initial_maps 0, late_ucd_maps 0
mac-phy tss errors 0
r4k ticks in 1ms 800000
Total scheduling events 0
No search was needed 0
Previous entry free 0
Next entry free 0
Could not schedule 0
Recovery failed 0
Curr time 251 entry 251
Example of the show interface cable
mac-scheduler
Command Output That Displays Upstream Scheduler Information for a MAC Domain Configured
with D-PON

次に、D-PON で設定されている MAC ドメインのアップストリーム スケジューラ関連情報を表示
する showinterfacecablemac-scheduler コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 7/0/2 mac-scheduler 1
DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable7/0/2/U1: rate 15360000
wfq:None
Req Slots 124, Req/Data Slots 13
Init Mtn Slots 2243, Stn Mtn Slots 5
Short Grant Slots 0, Long Grant Slots 0
Adv Phy Short Grant Slots 1, Adv Phy Long Grant Slots 0
Adv Phy UGS Grant Slots 0
Awacs Slots 0
Fragmentation count 0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

Fragmentation test disabled
Avg upstream channel utilization : 0%
Avg percent contention slots : 97%
Avg percent initial ranging slots : 3%
Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%
Sched Table Rsv-state: Grants 0, Reqpolls 0
Sched Table Adm-State: Grants 0, Reqpolls 0, Util 0%
UGS
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
UGS-AD : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
RTPS
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
NRTPS : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
BE
: 0 SIDs, Reservation-level in bps 0
MAP TSS: lch_state 13, init_retries 0
late_initial_maps 0, late_ucd_maps 0
mac-phy tss errors 0
! Only the DPON reference channel will display the following
Queue[Rng Polls] 0/128, 0 drops, flows 0 max 3
Queue[CIR Grants] 0/256, 0 drops, flows 0 max 1
Queue[BE(7) Grants] 0/64, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(6) Grants] 0/64, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(5) Grants] 0/64, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(4) Grants] 0/64, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(3) Grants] 0/64, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(2) Grants] 0/64, 0 drops, flows 0 max 2
Queue[BE(1) Grants] 0/64, 0 drops, flows 0 max 0
Queue[BE(0) Grants] 0/64, 0 drops, flows 0 max 1
BG pending grant list entries: 0
BG delay list entries: 0

次に、showinterfacecablemac-scheduler コマンドの出力例を示します。
Router#show interface

c3/0/0 mac-scheduler

DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable3/0/0/U0 : rate 30720000
wfq:None
us_balance:OFF
fairness:OFF
Queue[Rng Polls] flows 0
Queue[CIR Grants] flows 0
Queue[BE(07) Grants] flows 0
Queue[BE(06) Grants] flows 0
Queue[BE(05) Grants] flows 0
Queue[BE(04) Grants] flows 0
Queue[BE(03) Grants] flows 0
Queue[BE(02) Grants] flows 0
Queue[BE(01) Grants] flows 0
Queue[BE(00) Grants] flows 0
Req Slots 985995867, Req/Data Slots 1543519
Init Mtn Slots 14621488, Stn Mtn Slots 40946
Short Grant Slots 0, Long Grant Slots 0
Adv Phy Short Grant Slots 1732, Adv Phy Long Grant Slots 0
Adv Phy UGS Grant Slots 0
Avg upstream channel utilization : 0%
Avg percent contention slots : 98%
Avg percent initial ranging slots : 1%
Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%
MAP TSS: lch_state 9, init_retries 0
late_initial_maps 0, late_ucd_maps 0
mac-phy tss errors 0, missed ccc 0
DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable3/0/0/U1 : rate 30720000
wfq:None
us_balance:OFF
fairness:OFF
Queue[Rng Polls] flows 0
Queue[CIR Grants] flows 0
Queue[BE(07) Grants] flows 0
Queue[BE(06) Grants] flows 0
Queue[BE(05) Grants] flows 0
Queue[BE(04) Grants] flows 0
Queue[BE(03) Grants] flows 0
Queue[BE(02) Grants] flows 0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

Queue[BE(01) Grants] flows 0
Queue[BE(00) Grants] flows 0
Req Slots 985976158, Req/Data Slots 1548452
Init Mtn Slots 14621526, Stn Mtn Slots 45933
Short Grant Slots 0, Long Grant Slots 0
Adv Phy Short Grant Slots 11243, Adv Phy Long Grant Slots 0
Adv Phy UGS Grant Slots 0
Avg upstream channel utilization : 0%
Avg percent contention slots : 98%
Avg percent initial ranging slots : 1%
Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%
MAP TSS: lch_state 9, init_retries 0
late_initial_maps 0, late_ucd_maps 0
mac-phy tss errors 0, missed ccc 0
Router#

次に、 特定のアップストリーム ポートに対する showinterfacecablemac-scheduler コマンドの出力
例を示します。
Router#show interface c3/0/0 mac-scheduler 0
DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable3/0/0/U0 : rate 30720000
wfq:None
us_balance:OFF
fairness:OFF
Queue[Rng Polls] flows 0
Queue[CIR Grants] flows 0
Queue[BE(07) Grants] flows 0
Queue[BE(06) Grants] flows 0
Queue[BE(05) Grants] flows 0
Queue[BE(04) Grants] flows 0
Queue[BE(03) Grants] flows 0
Queue[BE(02) Grants] flows 0
Queue[BE(01) Grants] flows 0
Queue[BE(00) Grants] flows 0
Req Slots 1358971798, Req/Data Slots 2127346
Init Mtn Slots 20155580, Stn Mtn Slots 56513
Short Grant Slots 0, Long Grant Slots 0
Adv Phy Short Grant Slots 2331, Adv Phy Long Grant Slots 0
Adv Phy UGS Grant Slots 0
Avg upstream channel utilization : 0%
Avg percent contention slots : 98%
Avg percent initial ranging slots : 1%
Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%
MAP TSS: lch_state 9, init_retries 0
late_initial_maps 0, late_ucd_maps 0
mac-phy tss errors 0, missed ccc 0
Router#

次に、map-stats キーワードを指定した showinterfacecablemac-scheduler コマンドの出力例を示し
ます。
Router#show interface c3/0/0 mac-scheduler 0 map-stats
UBR MAP Proxy U0 for Cable3/0/0/U0:
mslots_per_frame: 1
frame_in_nsecs: 50000
Bktwidth:(2000 usecs, 20480 tstamps, 40 mslots) numbkts:150
Tblwidth:(300000 usecs, 3072000 tstamps, 6000 mslots)
Vacant bkt interval: 1200 mslots
Bucket vacancy table (slot_count, used_ms, vacancy_ms)
( 1, 0, 0) ( 0, 4, 36) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0,
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0,
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0,
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0,
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0,

1,
1,
1,
1,
1,

39)
39)
39)
39)
39)
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 1, 0, 0) ( 0, 4, 36) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 1, 0, 0) ( 0, 4, 36) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 1, 0, 0) ( 0, 4, 36) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 1, 0, 0) ( 0, 4, 36) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) ( 0, 1, 39) (
ReqSlotSz:1 ReqSlotChunkSz:4 ImSlotSz:38
SmSlotsz:2
MinFragSz:0 AdvMinFragSz:2 MaxUnFragSz:10 TolUfragJitt:0
Current UCD count: 3
UnfragSlotJittLimit: 0 usecs, CACEnf:0
Force fragmentation: Threshold 2000
fwd_tbl_sz:0 adv_fwd_tbl_sz:1630
UBR MAP Builder pch 12, lch 0 status 1
MAP Calndr Variables: Numbkts:150
Bktwidth:(2000 usecs, 20480 tstamps, 40 mslots)
Tblwidth:(300000 usecs, 3072000 tstamps, 6000 mslots)
Vacant bkt interval: 1200 mslots
Bucket table (map_bkt_idx, total_rsvd_ms)
(0 ,0 ) (1 ,0 ) (2 ,0 ) (3 ,0 ) (4 ,0 )
(5 ,0 ) (6 ,0 ) (7 ,0 ) (8 ,0 ) (9 ,0 )
(10 ,0 ) (11 ,0 ) (12 ,0 ) (13 ,0 ) (14 ,0 )
(15 ,0 ) (16 ,0 ) (17 ,0 ) (18 ,0 ) (19 ,0 )
(20 ,0 ) (21 ,0 ) (22 ,0 ) (23 ,0 ) (24 ,0 )
(25 ,0 ) (26 ,0 ) (27 ,0 ) (28 ,0 ) (29 ,0 )
(30 ,0 ) (31 ,0 ) (32 ,0 ) (33 ,0 ) (34 ,0 )
(35 ,0 ) (36 ,0 ) (37 ,0 ) (38 ,0 ) (39 ,0 )
(40 ,0 ) (41 ,0 ) (42 ,0 ) (43 ,0 ) (44 ,0 )
(45 ,0 ) (46 ,0 ) (47 ,0 ) (48 ,0 ) (49 ,0 )
(50 ,0 ) (51 ,0 ) (52 ,0 ) (53 ,0 ) (54 ,0 )
(55 ,0 ) (56 ,0 ) (57 ,0 ) (58 ,0 ) (59 ,0 )
(60 ,0 ) (61 ,0 ) (62 ,0 ) (63 ,0 ) (64 ,0 )
(65 ,0 ) (66 ,0 ) (67 ,0 ) (68 ,0 ) (69 ,0 )
(70 ,0 ) (71 ,0 ) (72 ,0 ) (73 ,0 ) (74 ,0 )
(75 ,0 ) (76 ,0 ) (77 ,0 ) (78 ,0 ) (79 ,0 )
(80 ,0 ) (81 ,0 ) (82 ,0 ) (83 ,0 ) (84 ,0 )
(85 ,0 ) (86 ,0 ) (87 ,0 ) (88 ,0 ) (89 ,0 )
(90 ,0 ) (91 ,0 ) (92 ,0 ) (93 ,0 ) (94 ,0 )
(95 ,0 ) (96 ,0 ) (97 ,0 ) (98 ,0 ) (99 ,0 )
(100,0 ) (101,0 ) (102,0 ) (103,0 ) (104,0 )
(105,0 ) (106,0 ) (107,0 ) (108,0 ) (109,0 )
(110,0 ) (111,0 ) (112,0 ) (113,0 ) (114,0 )
(115,0 ) (116,0 ) (117,0 ) (118,0 ) (119,0 )
(120,0 ) (121,0 ) (122,0 ) (123,0 ) (124,0 )
(125,0 ) (126,0 ) (127,0 ) (128,0 ) (129,0 )
(130,0 ) (131,0 ) (132,0 ) (133,0 ) (134,0 )
(135,0 ) (136,0 ) (137,0 ) (138,0 ) (139,0 )
(140,0 ) (141,0 ) (142,0 ) (143,0 ) (144,0 )
(145,0 ) (146,0 ) (147,0 ) (148,0 ) (149,0 )
ReqSlotSz:1 ReqSlotChunkSz:4 ImSlotSz:38
SmSlotsz:2
MinFragMSlots:33 AdvMinFragMSlots: 2
MaxUnFragSz:33 MaxUnFragSzNoJumbo:33, TolUfragJitt:0
Current UCD count: 4
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0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,

39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)
39)

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

UnfragSlotJittLimit: 0 usecs, CACEnf:1
Force fragmentation: Threshold 2000
MAP BD Varaibles
last_sid 16383, last_iuc 1, next_ie_offset 0
nonzero_len 0, zero_len 0
map_cycle_usecs 2000, map_size_mslots 40
sm_mslot_nopad 4, sm_mslot_pad 4 giant_map_check_mslot 80
nom_map_adv_usecs 2757, max_map_adv_usecs 3880
fwd_tbl_sz:0 adv_fwd_tbl_sz:1630
Router#

表 213：show interface cable mac-scheduler のフィールドの説明

フィールド

説明

wfq

WFQ パラメータ：サービス フロー プライオリ
ティのクラス、アクティビティ、およびカスタ
ムの重み。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

フィールド

説明

Queue...

各スケジューラのファーストイン ファーストア
ウト（FIFO）プライオリティ キューの状態。
各キューについて、このコマンドは次の情報を
表示します。
• キューの名前。使用できるキューは、次の
とおりです。
◦ Rng Polls：範囲設定要求に使用される
キュー。
◦ CIR Grants：設定情報レート（CIR）
グラントに使用されるキュー。これ
は、Unsolicited Grant Service（UGS）
および UGS with Activity Detection
（UGS-AD）サービス フローに使用
されるキューです。
◦ BE(x) Grants：ベストエフォート
（BE）サービス フローに使用される
8 つのキューのうちの 1 つ。
• 使用可能なスロットの総数（各キューで
64 にハードコードされています）に対す
る現在使用されているスロットの数。たと
えば 3/64 は、64 個のスロットが使用可能
なキューで、現在 3 個のスロットが使用さ
れていることを示します。
• キューですでに 64 個の要求が保留中であ
り、空いているスロットがないためにド
ロップされたパケットの数。

Req Slots

ルータまたはカウンタの最終リセット以降に、
帯域幅要求機会のためにこのアップストリーム
ポートでアドバタイズされたスロットの数を示
すカウンタ。

Req/Data

ルータまたはカウンタの最終リセット以降に、
要求機会およびデータ送信機会のためにこの
アップストリーム ポートでアドバタイズされた
スロットの数を示すカウンタ。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

フィールド

説明

Init Mtn Slots

ルータまたはカウンタの最終リセット以降に、
初期メンテナンス要求（初期範囲設定）につい
てこのアップストリーム ポートで認可されたス
ロットの数。

Stn Mtn Slots

ルータまたはカウンタの最終リセット以降に、
ステーション メンテナンス要求（ユニキャスト
範囲設定）についてこのアップストリーム ポー
トで認可されたスロットの数。

Short Grant Slots

ルータまたはカウンタの最終リセット以降に、
このアップストリーム ポートでショート デー
タ要求について認可されたスロットの数。

Long Grant Slots

ルータまたはカウンタの最終リセット以降に、
このアップストリーム ポートでロング データ
要求について認可されたスロットの数。

Adv Phy Short Grant Slots

このアップストリーム ポートでショート拡張物
理データ要求について認可されたスロットの
数。

Adv Phy Long Grant Slots

このアップストリーム ポートでロング拡張物理
データ要求について認可されたスロットの数。

Adv Phy UGS Grant Slots

このアップストリーム ポートで認可された UGS
スロットの数。

Awacs Slots

このアップストリーム ポートで認可された
awacs スロットの数。

Fragmentation count

このアップストリーム ポートで受信したフレー
ムのうち、DOCSIS 1.1 フラグメンテーション手
法に基づいてフラグメント化されていたフレー
ムの数。

Fragmentation test

フラグメンテーション統計情報。フラグメン
テーションが無効な場合、使用可能な統計情報
はありません。フラグメンテーションが有効な
場合、フラグメンテーション モード（複数の認
可モードまたはピギーバック モード）が表示さ
れ、フラグメンテーションしきい値（バイト数
およびミニスロット数単位）が出力に示されま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

フィールド

説明

Avg upstream channel utilization

アップストリーム データ トラフィックと
DOCSIS 管理トラフィックに現在使用されてい
るアップストリーム帯域幅の合計。これは、使
用されているすべてのミニスロットの短期の平
均割合です。
（注）

Avg percent contention slots

ネットワーク内の未使用のキャパシティの平
均。このフィールドは、帯域幅要求機会の提供
のために専用で使用されるアップストリーム帯
域幅の合計を示します。これは、使用されるす
べてのミニスロットの平均割合として示されま
す。この値を算出するには、スケジュールされ
ている競合スロットの数を、ミニスロットの総
数で割ります。
（注）

Avg percent initial ranging slots
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次の表に、チャネル幅と変調方式に
基づくアップストリームの理論上可
能な最大帯域幅を示します。

これは、約 100% から、アップスト
リーム データ、管理トラフィック、
および初期範囲設定スロットに使用
されるスロットの割合を差し引いた
後の値です。

ケーブル モデムをオンラインにするための初期
範囲設定要求に現在使用されているアップスト
リーム帯域幅の合計の平均。これは使用中のミ
ニスロットの合計数の平均割合として示されま
す。

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

フィールド

説明

Avg percent minislots lost on late MAPs

帯域幅割り当て MAP メッセージの送信が遅れ
たために、失われたかまたは使用されなかった
アップストリーム帯域幅の合計。このフィール
ドは、MAP スケジューラで割り当てギャップ
がどの程度の頻度で発生したかを示します。
Cisco CMTS では、新しい MAP がスケジュール
されるまで長期にわたって待機できます。
CMTSが MAP を連続してスケジュールし、MAP
間でギャップが発生しないようにすることが理
想的です。ただし、異なるサービス フロー ス
ケジュールを使用するケーブル モデムが多数あ
る場合、MAP スケジューラでギャップが生じ
る可能性があり、スケジュール時間が無駄に費
やされることになります。
ヒント

Sched Table Rsv-State

一般的にはこの値は数 % です。この
フィールドにこれよりも大きな値が表
示される場合は、Cisco CMTS が MAP
スケジューラ タイマーを調整する必
要があるたびにスキップされるミニス
ロットの数を示す debugcablestartalloc
コマンドを使用します。

予約済みサービス フローの現在の状態（通常、
これは音声認可の数を示します）。
• Grants：許可された UGS スタイル アップ
ストリーム サービス フローの数。
• Reqpolls：許可された Real Time Polling
Service（RTPS）スタイルのアップストリー
ム サービス フローの数。

Sched Table Adm-State

許可されたサービス フローの現在の状態（通
常、これは音声認可の数を示します）。
• Grants：許可された UGS スタイル アップ
ストリーム サービス フローの数。
• Reqpolls：許可された RTPS スタイルのアッ
プストリーム サービス フローの数。
• このサービス フローに関連付けられてい
るチャネル使用率。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

（注）

フィールド

説明

UGS

UGS サービス フローに使用されるサービス ID
（SID）の数と、これらの SID により予約され
ている現在の帯域幅（ビット/秒）。

UGS-AD

UGS with Activity Detection（UGS-AD）サービ
ス フローに使用される SID の数と、これらの
SID により予約されている現在の帯域幅（ビッ
ト/秒）。

RTPS

RTPS サービス フローに使用される SID の数
と、これらの SID により予約されている現在の
帯域幅（ビット/秒）。

NRTPS

非 RTPS（NRTPS）サービス フローに使用され
る SID の数と、これらの SID により予約されて
いる現在の帯域幅（ビット/秒）。

BE

ベストエフォート（BE）サービス フローに使
用される SID の数と、これらの SID により予約
されている現在の帯域幅（ビット/秒）。

MAP TSS

MAP タイムスタンプ スナップショット。

rate-adapt が設定されている場合、Avg upstream channel utilization と Avg percent contention slots
の合計が 100% になる必要はありません。残りの競合スロットが他のユーザに割り当てられて
おり、帯域幅を使用していない場合、これらのパラメータは 1 桁の値である可能性がありま
す。
次の表に、特定のチャネル幅と変調方式の組み合わせを使用するアップストリームに対して使用
可能な最大帯域幅（合計帯域幅からヘッダーおよび MAC レイヤのオーバーヘッドを差し引いた
もの）を示します。
表 214：最大許容アップストリーム帯域幅

チャネル幅（MHz）

変調方式

理論上の速度（Mbps） 使用可能な帯域幅
（Mbps）

1.6

QPSK

2.56

2.2

1.6

16 QAM

5.12

4.4

3.2

16 QAM

10.24

8.9
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable mac-scheduler

チャネル幅（MHz）

変調方式

理論上の速度（Mbps） 使用可能な帯域幅
（Mbps）

3.2

64 QAM

15.36

13.5

6.4

16 QAM

20.48

18

6.4

64 QAM

30.72

27.2

たとえば、アップストリームで 3.2 MHz チャネル幅が設定され、16 個の QAM 変調が使用されて
いる場合、使用可能な最大帯域幅は 8.9 Mbps になります。平均チャネル使用率フィールドで、
アップストリームが約 50% であることが示される場合、これはアップストリームのケーブル モデ
ムが現在 0.5 * 8.9 Mbps（4.45 Mbps）を使用していることを示します。

ヒント

___________________
関連コマンド

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC および Cisco IOS リリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コン
フィギュレーション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイ
ムスタンプを追加できます。

Command

Description

showinterfacecable-->

ケーブル インターフェイスの設定およびステー
タス情報を表示します。

showinterfacecablesid

ネットワークの各 CM の SID 情報を表示しま
す。

showinterfacecablesignal-quality

ケーブル信号品質の情報を表示します。

showinterfacecableupstream

1 つまたはすべてのケーブル インターフェイス
アップストリームの情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

show interface cable modem
ケーブル モデム（CM）と、指定されたケーブル インターフェイスで CM の背後にある顧客宅内
機器（CPE）に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで showinterfacecablemodem コマ
ンドを使用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port} modem [sid| ipv6]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} modem [sid| ipv6]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface cable {slot/subslot/cable-interface-index} modem [sid| ipv6]
___________________
構文の説明

cableslot/subslot/cable-interface-index

ケーブル インターフェイス ライン カードの詳
細を指定します。
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。
• subslot：（Cisco uBR10012 と Cisco cBR-8）
ラインカードのセカンダリスロット番号。
• port：ライン カードのダウンストリーム
ポート番号。
• cable-interface-index：ライン カードのダウ
ンストリーム ポートまたは MAC ドメイン
のインデックス。
Cisco cBR シリーズ ルータ：
• slot：カードが装着されているスロット。
Cisco cBR-8 ルータで有効範囲は 0 ～ 3 と
6 ～ 9 です。
• subslot：カードが装着されているサブス
ロット。Cisco cBR-8 ルータで有効な値は
0 です。
• cable-interface-index：ケーブル インター
フェイス インデックス番号。Cisco cBR-8
ルータで有効範囲は 0 ～ 15 です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

sid

（任意）表示するサービス ID（SID）を指定し
ます。有効範囲は 0 ～ 8176 です。

ipv6

（任意）IPv6 ケーブル モデムと接続ホストの
状態を指定します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(11)BC2

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が変更
されました。
• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• IPv4 と IPv6 アドレッシングの両方をサポートしていることを示すため、
[Dual IP] 出力フィールドが追加されました。
• マルチキャスト情報が出力に追加されました。
• IPv6 をサポートする CM と CPE の初期化を示すため、次の新しい初期
化状態が追加されました。
◦ init6：CMTS ルータが SOLICIT メッセージを確認しました
◦ init6(a)：CMTS ルータが ADVERTISE メッセージを確認しました
◦ init6(r)：CMTS ルータが REQUEST メッセージを確認しました
◦ init6(i)：CMTS ルータが REPLY メッセージを確認しました
◦ init6(o)：CMTS ルータがバージョン 6 TFTP 要求を確認しました
◦ init6(t)：CMTS ルータがバージョン 6 TOD 要求を確認しました

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index パラ
メータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス ラ
イン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。

12.2(33)SCG

ipv6 キーワードがこのコマンドに追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
で実装されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

___________________
使用上のガイドライン showinterfacecablemodem コマンドは、指定されたケーブル インターフェイスを使用しているこ
とが判明しているケーブル モデム、または最後にこのインターフェイスを使用していたケーブル
モデムを表示します。ケーブルモデムがオフラインになると、そのケーブルモデムは最後に確認
されたケーブルインターフェイスに関連付けられたままになり、24時間にわたってコマンドの出
力に「offline」と示されます。
オフライン ケーブル モデムに関連付けられている CPE デバイスは、そのケーブル モデムがオフ
ラインである状態で 24 時間が経過するか、またはデバイスの Address Resolution Protocol（ARP）
エントリがタイムアウトになる（デフォルト値は 4 時間）か、いずれか早いほうまで、コマンド
の出力に示されたままになります。
showinterfacecablemodem コマンドの出力には、showcablemodem コマンドに類似した情報が示さ
れますが、プライバシー ビットと IP アドレッシング方式に関する情報が追加されます。
ipv6 キーワードを指定した showinterfacecablemodem コマンドでは、IPv6 またはデュアル スタッ
ク CPE が IPv4 のみのケーブル モデムの背後にある場合、出力には IPv4 CM も示されます。その
他の状況では、CM または CPE の IPv6 データだけが表示されます。
showinterfacecablemodem コマンドの IPv6 出力は、IPv4 コマンドの出力とは異なります。
showinterfacecablemodem コマンドの出力には、IPv4 コマンド出力のプライバシー ビットとデュ
アル IP フラグがありません。
表 215：インターフェイス密度情報

CMTS ルータ

ライン カード スロット

サブスロット

ポート

ケーブル イン
ターフェイス
インデックス

Cisco
uBR10012

Cisco
5～8
uBR-MC3GX60V

0 または 1

0～4

0 ～ 14

0～4

Cisco
UBR-MC20X20V
Cisco
uBR10-MC5X20
Cisco
uBR7225VXR

すべて（All） 1 または 2

—

0 または 1

—

Cisco
uBR7246VXR

すべて（All） 3 ～ 6

—

0 または 1

—
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

___________________
例

次に、Cisco 7200 シリーズ ルータで特定のケーブル インターフェイスのすべての SID を示す
showinterfacecablemodem コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 6/0 modem
SID
Priv bits Type
State
1
11
modem
online(pt)
2
11
modem
online(pt)
3
11
modem
online(pt)
4
00
modem
init(r1)
5
11
modem
online(pt)
6
11
modem
online(pt)
7
11
modem
online(pt)
8
11
modem
online(pt)
9
11
modem
online(pt)
10
11
modem
online(pt)
11
11
modem
online(pt)

IP address
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.238
1.2.3.5
1.2.3.20
1.2.3.18
1.2.3.13
1.2.3.21
1.2.3.14
1.2.3.6

method
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp

MAC address
0050.7366.1837
0010.7b6b.71fd
0010.7bb3.fc3d
0010.7b6b.71a9
0010.7bed.a731
0010.7bed.ab4b
0010.7b6b.71e3
0010.7bed.ab6f
0010.7bed.a52f
0010.7b6b.7191
0010.7bed.ab57

次に、Cisco 7200 シリーズ ルータで特定のケーブル インターフェイスの個別の SID を示す show
interface cable modem コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 6/0 modem 9
SID
Priv bits Type
State
IP address
9
11
modem
online(pt) 1.2.3.21

method
dhcp

MAC address
0010.7bed.a52f

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA での Cisco uBR10012 ルータの特定のケーブル インターフェ
イスでの show interface cable modem コマンドの出力例を示します。CM と CPE はいずれも IPv4
および IPv6 アドレッシングの両方をサポートしません。これは、[Dual IP] 出力フィールドにある
「N」で示されます。
Router# show interface cable 8/0/0 modem 0
SID
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Priv
bits
11
11
00
00
11
11
00
11
00
11
11

Type

State

IP address

method

MAC address

modem
host
modem
modem
modem
modem
modem
modem
modem
modem
modem

online(pt)
unknown
init(o)
init(i)
online(pt)
online(pt)
init6(i)
online(pt)
init(i)
online(pt)
online(pt)

10.3.134.12
10.3.134.74
10.3.225.26
10.3.225.19
10.3.134.3
10.3.134.38
unavailable
10.3.134.10
10.3.134.9
10.3.134.27
10.3.134.5

dhcp
static
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp

0008.0da6.1c47
000b.bf95.f555
0007.0e07.27d7
0007.0e06.c769
0008.0da6.3447
0011.8065.e78e
0018.6835.27dd
0011.8065.e7a6
0006.53b6.57f5
0006.53b6.581d
0007.0e04.ebfd

dhcp
dhcp
dhcp
dhcp

Dual
IP
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

次に、マルチキャスト情報を示す showinterfacecablemodem コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 6/1/0 modem
SID
Priv Type
State
IP address
bits
9
11
modem
online(pt)
101.1.0.6
9
11
host
unknown
111.1.1.45
10
10
modem
online(pt)
101.1.0.5
10
10
host
unknown
111.1.0.3
13
10
modem
online(pt)
101.1.0.3
8195 10
multicast unknown
224.1.1.51
8195 10
multicast unknown
224.1.1.49
8195 10
multicast unknown
224.1.1.50

method

MAC address

dhcp
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp
static
static
static

0006.28f9.8c79
0018.1952.a859
0006.5305.ac19
0018.1952.a85a
0014.f8c1.fd1c
0000.0000.0000
0000.0000.0000
0000.0000.0000

Dual
IP
N
N
N
N
N
N
N
N

次に、Cisco ISO リリース 12.2(33)SCG での ipv6 キーワードを指定した show interface cable modem
コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 7/0/0 modem ipv6
SID Type State
IPv6 Address

M MAC address
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

11
11

CM online
CPE unknown

2001:420:3800:809:3519:5F9C:B96A:D31
2001:420:3800:809:3DB2:8A6C:115F:41D8

D 0025.2e2d.743a
D 0011.2544.f33b

次に、Cisco cBR-8 ルータでの show interface cable modem コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 1/0/0 modem
SID
1
2
3
4
5
5
6

Priv
bits
00
00
00
00
00
00
00

Type

State

IP address

modem
modem
modem
modem
modem
host
modem

online
online
online
online
online
unknown
online

10.10.20.8
10.10.20.9
10.10.20.110
10.10.20.4
10.10.20.7
10.10.20.10
10.10.20.6

method
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp
dhcp

MAC address
0025.2eaf.82e4
0025.2eaf.82f4
0025.2e2d.74f8
0025.2e2d.75be
0025.2eaf.7f38
b8c7.5dcd.04cd
0025.2eaf.8302

D
I
P
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y

Active modems
: 6
Total active devices : 7

表 216：show interface cable modem のフィールドの説明

フィールド

説明

SID

現在定義されており、この特定のケーブル イン
ターフェイスで使用されている SID を示しま
す。

Priv bits

BPI 暗号化パケットで使用される拡張ヘッダー
（EH）の 2 つのプライバシー ビットの現在の
設定を示します。
• 1 番目のビット：Enable ビット。BPI また
は BPI+ が有効な場合は 1 に設定します。
• 2 番目のビット：Toggle ビット。EH のキー
シーケンス番号（KSN）の最下位ビット
（LSB）に一致します。
たとえば、値「00」は BPI が有効になっていな
いことを示します。値「10」は、BPI が有効で
あり、KSN が偶数であることを示します。値
「11」は、BPI が有効であり、KSN が奇数であ
ることを示します。
（注）
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これらのビットの詳細については、
『DOCSIS Baseline Privacy Interface
Plus Interface Specification』
（SP-BPI+-I08-020301 以降）を参照し
てください。

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

フィールド

説明

Type

この SID の用途を示します。
• host：SID は CPE デバイスに使用されま
す。
• modem：SID は CM に使用されます。
• multicast：SID はマルチキャスト ブロード
キャストに使用されます。

State

この SID と CM の MAC レイヤの現在の状態。
ホストまたはマルチキャスト ブロードキャスト
の場合、この状態は常に不明です。

IP address

この SID を使用する CM の IP アドレス。

IPv6 Address

CM または CPE の IPv6 アドレス。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

フィールド

説明

method または m

IP アドレスの割り当て方法を示します。
• dhcp：Cisco CMTS は、アドレスをこのデ
バイスに割り当てた DHCP パケットから
この IP アドレスを最初に学習します。し
たがってこの IP アドレスは、DHCP サー
バによりケーブル モデムまたは CPE デバ
イスに動的に割り当てられたものと想定さ
れます。（DOCSIS 仕様に基づき、DHCP
はケーブル モデムの唯一の有効な方法で
す）。
• pppoe：（CPE デバイスのみ）CPE デバイ
スの IP アドレッシング方式が、
Point-to-Point Protocol over Ethernet
（PPPoE）プロトコルにより処理されまし
た。
• static：（CPE デバイスのみ）Cisco CMTS
は最初に、この CPE デバイスとの間で送
受信された DHCP 以外のトラフィックか
らこのIPアドレスを学習します。したがっ
てこの IP アドレスは、この特定の CPE デ
バイスに静的に割り当てられたものと想定
されます。
（注）

MAC アドレス

この SID を使用する CM のハードウェア
（MAC）アドレスを示します。

Dual IP

CM または CPE で IPv4 および IPv6 アドレッシ
ングの両方がサポートされているかどうかを示
します（「Y」または「N」）。

（Cisco cBR シリーズ ルータ）DIP。
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CPE デバイスが DHCP サーバからそ
の IP アドレスを受信した後で Cisco
CMTS が再起動された場合、Cisco
CMTS はその CPE デバイスに静的 IP
アドレスが割り当てられているもの
と認識する可能性があります。

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

表 217：[MAC State] フィールドの説明：CM の [MAC state] フィールドを取得する方法として、
CISCO-DOCS-EXT-MIB の cdxCmtsCmStatusValue オブジェクトの値を取得し、SNMP を使用する方法もありま
す。

[MAC State] の値

説明

IPv4 アドレッシングを使用するデバイスの登録およびプロビジョニングのステータス
init(r1)

CM が初期の範囲設定を送信しました。

init(r2)

CM が範囲設定を実行しています。CMTS が CM
から初期範囲設定を受信し、RF 電力、タイミ
ング オフセット、および周波数調整を CM に送
信しました。

init(rc)

範囲設定が完了しました。
（注）

CMがこの状態のままになる場合、CM
の通信はケーブル ネットワーク上で
正常に行えるものの、アップストリー
ムが容量の限界に達しており、CM が
登録を完了しオンラインになるのに必
要な追加帯域幅がない可能性がありま
す。1 つ以上の CM を他のアップスト
リームに手動で移動するか、
cableload-balancegroup コマンドを使
用して、そのアップストリームのロー
ド バランシングを有効にします。

init(d)

DHCP 要求を DHCPDISCOVER として受信しま
した。これは、最初の IP ブロードキャスト パ
ケットを CM から受信したことも示します。

init(dr)

DHCP 要求がケーブル モデムに送信されまし
た。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

[MAC State] の値

説明

init(i)

ケーブル モデムが DHCP サーバから
DHCPOFFER 応答（DHCPACK）を受信しまし
た。この応答によってモデムに IP アドレスが
割り当てられましたが、モデムはまだ応答とし
てその IP アドレスを要求する DHCPREQUEST
メッセージを送信しておらず、さらにその IP
アドレスを使用して IP パケットを送信してい
ません。
（注）

この状態の CM が続く場合、CM は
DHCP サーバから DHCPOFFER の応
答を受信したものの、応答には CM
に対する正しくないオプションが 1
つ以上含まれている可能性がありま
す。

init(io)

Cisco CMTS は、DHCP サーバからケーブル モ
デムに送信された DHCP オファーを検出しまし
た。このオファーによって、モデムに IP アド
レスが割り当てられました。

init(o)

CM が DHCP 応答の指定に従い、Trivial File
Transfer Protocol（TFTP）を使用してオプション
ファイル（DOCSIS コンフィギュレーション
ファイル）のダウンロードを開始しました。CM
がこの状態のままになる場合は、ダウンロード
が失敗したことを示します。

init(t)

時刻（TOD）の交換が開始されました。

resetting

CM のリセット中です。登録プロセスが間もな
く再開されます。

IPv6 アドレッシングを使用するデバイスの登録およびプロビジョニングのステータス
init6(s)

Cisco CMTS ルータが、CM からの DHCPv6
SOLICIT メッセージを検出しました。

init6(a)

Cisco CMTS ルータが、DHCPv6 サーバから CM
へ送信される ADVERTISE メッセージを検出し
ました。

init6(r)

Cisco CMTS ルータが、CM から DHCPv6 サー
バに送信される REQUEST 応答を検出しまし
た。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

[MAC State] の値

説明

init6(i)

Cisco CMTS ルータが、DHCPv6 サーバから CM
へ送信される REPLY メッセージを検出しまし
た。

init6(o)

Cisco CMTS ルータでは、CM から TFTP サーバ
に送信された REQUEST メッセージを検出しま
した。

init6(t)

Cisco CMTS ルータが、CM から TOD サーバに
送信される REQUEST メッセージを検出しまし
た。

非エラー ステータス状態
cc(r1)

CM は登録済みでオンラインですが、CMTS か
らダウンストリーム チャネル変更（DCC）要求
メッセージかアップストリーム チャネル変更
（UCC）要求メッセージを受信しました。CM
が新しいチャネルへの移行を開始し、CMTS が
新しいダウンストリーム チャネルかアップスト
リーム チャネル上で CM の初期範囲設定を受信
しました。この MAC レイヤで、CM は新しい
チャネルにトラフィックをまだ送信していない
ためオフラインであると見なされますが、この
状態はフラップ リスト カウンタをトリガーし
ません。

cc(r2)

この状態は一般に cc(r1) に従って発生するもの
で、CM が新しいチャネル上での初期範囲設定
を完了しており、このチャネル上で継続的に範
囲設定を実行していることを示します。この
MAC レイヤで、CM は新しいチャネルにトラ
フィックをまだ送信していないためオフライン
であると見なされますが、この状態はフラップ
リスト カウンタをトリガーしません。

offline

CM はオフラインと見なされます（切断または
電源オフ）。

online

CM は登録済みで、ネットワーク上でデータを
渡すことができます。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

[MAC State] の値

説明

online(d)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。CM は CPE デバイスと
の間でトラフィックを送受信しません。ただし
CMTS は、DOCSIS メッセージと IP トラフィッ
ク（SNMP コマンドなど）を使用することで、
引き続き CM と通信できます。
（注）

online(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。さらに、BPI が有効化
され、KEK が割り当てられています。
（注）

online(ptd)
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この状態は online(d) および online(pk)
の状態に相当します。

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。さらに、BPI が有効化
され、TEK が割り当てられています。現在、
BPI 暗号化が実行されています。
（注）

online(pk)

CM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイル内で BPI が
有効化されている場合は、BPI ネゴシ
エーションとキー割り当てが失敗した
ことを示す他のメッセージが表示され
ない限り、CM は BPI 暗号化を使用し
ているものと考えられます。

この状態は online(d) および online(pt)
の状態に相当します。

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
KEK が割り当てられています。

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

[MAC State] の値

説明

online(pt)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
TEK が割り当てられています。現在、BPI 暗号
化が実行されています。
（注）

（注）

CM に送信された DOCSIS コンフィ
ギュレーションファイルでネットワー
ク アクセスが無効になっていると、
ネットワークの無効ステータスが優先
されます。そのため、BPI 暗号化が有
効で動作している場合でも、 [MAC
State] フィールドには online(pt) ではな
く online(d) が表示されます。

オンライン状態の前に感嘆符（!）が示される場合は、mark または reject オプション
を指定した cabledynamic-secret コマンドを使用した際に、ケーブル モデムがダイナ
ミック秘密認証チェックに失敗したことを示します。

expire(pk)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
KEK が割り当てられていますが、CM によって
新しい KEK 値が正常に更新される前に現在の
KEK が期限切れになりました。

expire(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、BPIが有効になっ
ており、KEK が割り当てられていますが、CM
によって新しい KEK 値が正常に更新される前
に現在の KEK が期限切れになりました。
（注）

この状態は online(d) および expire(pk)
の状態に相当します。

expire(pt)

CM は登録済みで、BPI が有効になっており、
TEK が割り当てられていますが、CM によって
新しい KEK 値が正常に更新される前に現在の
TEK が期限切れになりました。

expire(ptd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、BPIが有効になっ
ており、TEK が割り当てられていますが、CM
によって新しい KEK 値が正常に更新される前
に現在の TEK が期限切れになりました。
（注）

この状態は online(d) および expire(pt)
の状態に相当します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

[MAC State] の値

説明

エラー ステータス状態
reject(m)

CM が登録を試みましたが、メッセージ整合性
チェック（MIC）の値が正しくないため、登録
を拒否されました。これは、DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルの共有秘密が
cableshared-secret コマンドで CMTS に設定さ
れた値と一致していないことを示す場合もあり
ます。
（Cisco IOS リリース 12.1(11b)EC1 および Cisco
IOS リリース 12.2(8)BC2 以降のリリースの場
合）cabletftp-enforce--> コマンドが使用されて
おり、登録前に CM が DOCSIS コンフィギュ
レーション ファイルの TFTP ダウンロードを試
行する必要があるにもかかわらず、CM がこれ
を実行しなかったことを示す可能性もありま
す。

reject(c)

CM が登録を試みましたが、いくつかのエラー
が原因で登録を拒否されました。
• CM が cableupstreamadmission-control コ
マンドで設定された上限を超える最低保証
アップストリーム帯域幅を登録しようとし
ました。
• セキュリティ違反のために CM が無効に
なっています。
• DOCSIS コンフィギュレーション ファイル
に含まれるサービス クラス（COS）の値
が正しくありません。
• CM が新しい COS 設定を作成しようとし
ましたが、CMTS はこのような変更を許可
しない設定になっています。
• CM が DOCSIS コンフィギュレーション
ファイルのタイムスタンプ検査に失敗しま
した。（これは、サービスの窃盗が試みら
れた可能性か、CM と CMTS のクロック同
期に問題があることを示す場合がありま
す。）
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

[MAC State] の値

説明

reject(pk)

KEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。

reject(pkd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、KEK キー割り当
てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立されま
せんでした。
（注）

この状態は online(d) および reject(pk)
の状態に相当します。

reject(pt)

TEK キー割り当てが拒否されたため、BPI 暗号
化は確立されませんでした。

reject(ptd)

CM は登録済みですが、この CM を使用する
CPE デバイスのネットワーク アクセスは
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによ
り無効になっています。また、TEK キー割り当
てが拒否されたため、BPI 暗号化は確立されま
せんでした。
（注）

（注）

この状態は online(d) および reject(pt)
の状態に相当します。

Cisco IOS リリース 12.1(20)EC、および Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以前のリリー
スでは、CM に送信された DOCSIS コンフィギュレーション ファイルでネットワーク
アクセスが無効になっていると、ネットワークの無効ステータスが優先されます。そ
のため、BPI 暗号化が失敗した場合でも、[MAC State] フィールドには online(d) が表示
されます。特定のケーブル モデムで BPI が有効かどうかを確認するには、
showcablemodemmac-address コマンドを使用します。

reject(ts)

CM が登録を試みましたが、CM 登録要求に含
まれる TFTP サーバのタイムスタンプが CMTS
によって保持されているタイムスタンプと一致
しないため、登録は失敗しました。これは、CM
が以前に登録を試みた際に使用した古いDOCSIS
コンフィギュレーション ファイルを再利用して
登録を試みたことを示す可能性があります。

reject(ip)

CM が登録を試みましたが、TFTP サーバが
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを
CM に送信した際に記録した IP アドレスと CM
要求に含まれる IP アドレスが一致しないため、
登録は失敗しました。IP スプーフィングが発生
するおそれがあります。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable modem

___________________
関連コマンド

[MAC State] の値

説明

reject(na)

CM が登録を試みましたが、CMTS が送信した
登録応答（REG-RSP）メッセージに対する応答
として、CM が登録確認（REG-ACK）メッセー
ジを送信しなかったため、登録は失敗しまし
た。登録未確認（REG-NACK）と見なされま
す。

Command

Description

showcablemodem

登録済み CM と未登録 CM の情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable monitor

show interface cable monitor
（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA 以降、showinterfacecablemonitor コマンドは
showinterfacecablecable-monitor コマンドに置き換えられました。
ケーブル モニタの情報を表示するには、特権 EXEC モードで showinterfacecablemonitor コマンド
を使用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port} monitor

___________________
構文の説明

slot/port

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200
シリーズ ルータで指定されたケーブル インター
フェイスとダウンストリーム ポートのすべての
CM の情報を表示します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。
これらの引数の有効値は、ご使用の CMTS ルー
タとケーブル インターフェイス ライン カード
によって異なります。サポートされているス
ロットとポートの番号については、ルータ
シャーシおよびケーブル インターフェイス ラ
イン カードのハードウェア マニュアルを参照
してください。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable monitor

slot/subslot/port

Cisco uBR10012 ルータで指定されたケーブル イ
ンターフェイスのすべての CM の情報を表示し
ます。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号を指定し
ます。有効なスロットは 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライ
ン カードのセカンダリ スロット番号を指
定します。有効なサブスロットは 0 または
1 です。
• port：ダウンストリーム ポート番号を指定
します。有効なポートは、ケーブル イン
ターフェイス ライン カードに応じて 0 ～
4 です。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.1(3a)EC

このコマンドが導入されました。

12.2(4)XF

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのサポートが
追加されました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインにサポートが追加されました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは、showinterfacecable-monitor コマンドに置き換えら
れました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次に、showinterfacecablemonitor コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 5/0 monitor
US/ Time Outbound Flow
Flow Type
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Flow

Packet MAC

MAC

Encap

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable monitor

DS Stmp Interface Type
us
no
Et1/2
us-port
all no
Et1/2
acc-list
all yes
Et1/2
mac-addr

Identifier
0
103
0050.0000.0000

Extn.
yes
yes
yes

Type
data
data
mac

Extn. Type
no
no
no
-

Type
docsis
docsis
-

表 218：show interface cable monitor のフィールドの説明

フィールド

説明

DS

ダウンストリーム。ダウンストリーム フローだ
けがモニタされることを示します。

UP

アップストリーム。アップストリーム フローだ
けがモニタされることを示します。

ALL

すべてのフローがモニタされることを示しま
す。

Time Stmp

「Yes」は転送パケットにタイムスタンプ（4 バ
イト）が付加されていることを示します。
「No」は転送パケットにタイムスタンプが付加
されていないことを示します。

Outbound Interface

パケットの転送先インターフェイスを示します
（イーサネットまたはファスト イーサネッ
ト）。

Flow Type

選択されているフロータイプ、MACアドレス、
アクセス リスト番号、またはアップストリーム
ポート番号を示します。

Flow Type Identifier

MAC アドレス、アクセス リスト番号、または
サービス ID。

Flow Extn.

「Yes」は拡張フィルタが設定されていること
を示し、「no」は拡張フィルタが設定されてい
ないことを示します。

MAC Type

なし。

Encap

DOCSIS カプセル化。

Type

イーサネット カプセル化されている転送パケッ
ト。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable monitor

ヒント

___________________
関連コマンド

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

Command

Description

cablemonitor

ケーブル インターフェイスで選択されているパ
ケットを外部 LAN アナライザに転送できるよ
うにします。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable multicast-sessions

show interface cable multicast-sessions
特定のケーブルインターフェイスのマルチキャストセッションに関する情報を表示するには、特
権 EXEC モードで showinterfacecablemulticast-sessions コマンドを使用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port} multicast-sessions
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} multicast-sessions
[group [ipv4-MQoS-group| ipv6-MQoS-group]| latency| sid [ MQoS-sid ]]
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イス ライン カードのセカンダリ スロット。有
効なサブスロットは 0 または 1 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable multicast-sessions

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 のダウンストリーム ポー
ト、または Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。

group[ipv4-MQoS-group | ipv6-MQoS-group]

指定された IPv4 または IPv6 マルチキャスト
サービス品質（MQoS）グループに関する情報
を表示します。

latency

マルチキャスト セッション遅延に関する情報を
表示します。

sid[MQoS-sid]

MQoS サービス ID（SID）に関する情報を表示
します。SID の値の範囲は 8192 ～ 12272 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
パラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR10-MC5X20 のダウンストリーム ポート、または Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイス ライン カード
の MAC ドメイン インデックスを示します。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。latency キーワードが追加されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable multicast-sessions

___________________
例

次に、showinterfacecablemulticast-sessions コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 7/0/0 multicast-sessions
Default Multicast Service Flow 3 on Cable7/0/0
Multicast Sessions on Cable7/0/0
Group
Interface
GC SAID SFID GQC GEn RefCount GC-Interface State
224.1.1.45
Bundle1.1
1
8193 24
1
5
1
Bundle1
ACTIVE
224.1.1.46
Bundle1.1
1
8193 24
1
5
1
Bundle1
ACTIVE
224.1.1.47
Bundle1.1
1
8193 24
1
5
1
Bundle1
ACTIVE
Aggregate Multicast Sessions on Cable7/0/0
Aggregate Sessions for SAID 8193 SFID 24 GQC 1 CurrSess 3
Group
Interface
GC SAID SFID AggGQC GEn RefCount GC-Interface
224.1.1.45
Bundle1.1
1
8193 24
1
5
1
Bundle1
224.1.1.46
Bundle1.1
1
8193 24
1
5
1
Bundle1
224.1.1.47
Bundle1.1
1
8193 24
1
5
1
Bundle1

次に、showinterfacecablemulticast-sessionslatency コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 5/0/0 multicast-sessions latency
Session (S,G) : (*,230.1.2.4)
Fwd Intfc
: Ca5/0/0
MQoS Entered at
MQoS Exit at
Mar 6 23:13:14.387
Mar 6 23:13:14.387
GC
SAID
SFID
SF req
SF rsp
1
8197
17
Mar 6 23:13:14.387 Mar 6 23:13:14.391

次に、showinterfacecablemulticast-sessionsgroup コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 5/0/0 multicast-sessions group 230.1.2.4
Multicast Group
: 230.1.2.4
Source
: N/A
Act GCRs : 1
Interface : Bu1
State: A
GI: Bu1
GCR
: GC
SAID
SFID
Key
GQC
GEn
1
8197
17
0
1
0

RC: 0

次に、showinterfacecablemulticast-sessionssid コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 5/0/0 multicast-sessions sid 8197
Multicast Group
: 230.1.2.4
Source
: N/A
Act GCRs : 1
Interface : Bu1
State: A
GI: Bu1
GCR
: GC
SAID
SFID
Key
GQC
GEn
1
8197
17
0
1
0

___________________
関連コマンド

RC: 0

コマンド

説明

showinterfacecable

ケーブル インターフェイスの設定およびステー
タス情報を表示します。

show interface cable modem

特定のケーブル インターフェイスに接続してい
るケーブル モデムと、関連する顧客宅内機器
（CPE）デバイスの情報を表示します。

show interface bundle multicast-sessions

特定の仮想ケーブル バンドルのマルチキャスト
セッションに関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable multicast-sessions

コマンド

説明

showinterfacemodular-cablemulticast-sessions

特定のモジュラ ケーブル インターフェイスの
マルチキャスト セッションに関する情報を表示
します。

showinterfacewideband-cablemulticast-sessions

特定のワイドバンド ケーブル インターフェイ
スのマルチキャスト セッションに関する情報を
表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable packetcable statistics

show interface cable packetcable statistics
ケーブル インターフェイスに基づく PacketCable プロセス間通信（IPC）統計情報を表示するに
は、特権 EXEC モードで show interface cable packetcable statistics コマンドを使用します。
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} packetcable statistics
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface cable slot/subslot/cable-interface-index packetcable statistics
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6
～ 9 です。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco UBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：port の有効な値は 0
または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable packetcable statistics

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012 のみ：有効なサブスロットは 0
または 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン show interface cable packetcable statistics コマンドは、デバッグ目的で PacketCable モジュールの
IPC 統計情報を出力します。
___________________
例

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF で、Cisco uBR10012 ルータの指定されているケーブル イン
ターフェイスに基づく PacketCable IPC 統計情報を示す show interface cable packetcable statistics コ
マンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 7/1/0 packetcable statistics
Packetcable IPC Statistics on RP
Msg
create
gate
gate
gate set
dsd
gie
set
del
notify
notify
Sent 0
10
0
0
0
Rcvd 0
0
0
10
0
Packetcable IPC Statistics on LC
Msg
create
gate
gate
gate set
dsd
gie
set
del
notify
notify
Sent 0
0
0
10
0
Rcvd 0
10
0
0
0

次の表に、show interface cable packetcable statistics コマンド出力に表示される重要なフィールドに
ついて説明します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable packetcable statistics

表 219：show interface cable packetcable statistics のフィールドの説明

___________________
例

フィールド

説明

Msg

送受信された IPC メッセージ。

create gie

ゲート作成要求。

gate set

ゲート設定要求。

gate del

ゲート削除要求。

gate set notify

ゲート設定通知。

dsd notify

ダイナミック サービス削除通知。

次に、Cisco cBR ルータでの show interface cable packetcable statistics コマンドの出力例を示しま
す。
Router#show interface cable 1/0/0 packetcable statistics
Packetcable IPC Statistics on RP
Msg
create
gate
gate
gate set
dsd
gie
set
del
notify
notify
Sent 0
0
0
0
0
Rcvd 0
0
0
0
0
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacecabledynamic-qosstatistics

指定されたケーブル インターフェイスに基づく
ダイナミック サービス統計情報を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2769

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable privacy

show interface cable privacy
ベースライン プライバシー情報を表示するには、特権 EXEC モードで show interface cable privacy
コマンドを使用します。
show interface cable{slot/port| slot/subslot/port}privacy {all| eae-policy| tek| kek| hotlist}
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable{slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index}privacy {all| eae-policy|
tek| kek}
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface cable{slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index}privacy {all| eae-policy|
tek| kek}
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6
～ 9 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012 のみ：有効なサブスロットは 0
または 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable privacy

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco UBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：port の有効な値は 0
または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

all

すべてのプライバシー設定の詳細情報を表示し
ます。

eae-policy

Early Authentication and Encryption（EAE）設定
の詳細情報を表示します。

tek

トラフィック暗号キー（tek）の値を表示しま
す。

kek

キー暗号キー（kek）の値を表示します。

hotlist

クローンとして検出されたケーブル モデムのリ
ストを表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCD

クローンとして検出されたケーブル モデムを表示するための新しいキー
ワード hotlist が追加されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable privacy

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
パラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイ
ス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。hotlist キー
ワードがこのコマンドから削除され、showcableprivacy コマンドに追加
されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン show interface cable privacy コマンドは、ベースライン プライバシー インターフェイス（BPI）お
よび BPI+ の暗号化をサポートしている IOS イメージでのみ使用できます。
___________________
例

次に、tek キーワードを指定した show interface cable privacy コマンドの出力例を示します。
Router#
show interface cable 3/0 privacy tek
Configured TEK life-time value = 56000

次に、kek キーワードを指定した show interface cable privacy コマンドの出力例を示します。
Router#
show interface cable 3/0 privacy kek
Configured KEK life-time value = 750000

次に、hotlist キーワードを指定した show interface cable privacy コマンドの出力例を示します。
Router#
show interface cable 5/1/0 privacy hotlist
Last
MAC Address
Ranged On
00a0.73b0.4c43
Oct 27 21:57:39
001a.c3ff.d2d4
Oct 27 21:57:40
0018.6852.7746
Never
000e.9bb3.b946
Never

Type
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

次に、eae-policy キーワードを指定した show interface cable privacy コマンドの出力例を示します。
Router#
show interface cable 5/1/0 privacy eae-policy
EAE Configuration
Policy: EAE Ranging Enforcement

次に、all キーワードを指定した show interface cable privacy コマンドの出力例を示します。
Router#
show interface cable 5/1/0 privacy all
EAE Configuration
Policy: EAE Ranging Enforcement
KEK Configuration
KEK lifetime: 604800
Auth Infos: 0
Auth Requests: 0, Auth Replies: 0
Auth Rejects: 0, Auth Invalids: 0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable privacy

Packet Buffer Failures: 0
Unrecoverable SPA Key Failures: 0
TEK Configuration
TEK lifetime: 43200
TEK Requests: 0, TEK Replies: 0
TEK Rejects: 0, TEK Invalids: 0
SAMap Requests: 0, SAMap Replies: 0
SAMap Rejects: 0
Interface Configuration
SelfSigned Trust: Untrusted
Check Cert Validity Periods: True

表 220：show interface cable privacy コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Configured TEK life-time value =

トラフィック暗号キーの有効期間の長さを定義
する秒数。有効範囲は 1,800 ～ 6,048,000 秒で
す。デフォルト値は 43,200 秒（12 時間）です。

Configured KEK life-time value =

キー暗号キーの有効期間の長さを定義する秒
数。有効範囲は 86,400 ～ 6,048,000 秒です。デ
フォルト値は 604,800 秒（7 日間）です。

MAC Address

クローン ケーブル モデムの MAC アドレス。

Last Ranged On

そのインターフェイスでケーブル モデムが最後
に登録を試行した時点のタイムスタンプを表示
します。この値は、MAC アドレスの複製試行
頻度を判断し、これに基づいてホットリストを
管理する上で役立ちます。

Type

• Permanent：CLI から
cableprivacyhotlistcablemodem コマンドを
使用して、ケーブル モデム エントリを固
定クローンとして設定できます。固定ク
ローンとしてマークされたケーブル モデ
ムをホットリストから削除するには、
cableprivacyhotlistcablemodem コマンドの
no 形式を実行します。
• Temporary：Cisco CMTS が重複するケーブ
ル モデム MAC アドレスを検出します。こ
の重複 MAC アドレスはクローンとして
マークされ、180 秒間はオンラインになる
ことができません。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable privacy

次に、all キーワードを指定した show interface cable privacy コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 1/0/0 privacy all
EAE Configuration
Policy: EAE Enforcement disabled
KEK Configuration
KEK lifetime: 604800
Auth Infos: 0
Auth Requests: 0, Auth Replies: 0
Auth Rejects: 0, Auth Invalids: 0
Packet Buffer Failures: 0
Unrecoverable Key Failures: 0
TEK Configuration
TEK lifetime: 43200
TEK Requests: 0, TEK Replies: 0
TEK Rejects: 0, TEK Invalids: 0
SAMap Requests: 0, SAMap Replies: 0
SAMap Rejects: 0
Interface Configuration
BPI Plus Policy: disabled
Check Cert Validity Periods: True
DSx Support: True
OAEP Support: True
Privacy Mandatory: False
Retain Failed Certificate: False
SelfSigned Trust: Trusted
LC Information
Encryption Algorithm: aes128-des56-des40
Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

cableprivacy

Cisco CMTS ルータで BPI/BPI+ 暗号化の動作を
有効にします。

cableprivacyeae-exclude

Early Authentication and Encryption（EAE）ポリ
シーなしでケーブル モデムを強制的に登録しま
す。

cableprivacyeae-policy

ケーブル モデム登録のための Early Authentication
and Encryption ポリシーを有効にします。

cableprivacyhotlist

製造元の CA 証明書またはケーブル モデム証明
書を信頼できないものとしてマークし、Cisco
CMTS の無効な証明書のホットリストに追加し
ます。

cableprivacykek

ベースライン プライバシーの KEK 有効期間値
を設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2774

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable privacy

Command

Description

cableprivacytek

ベースライン プライバシーの TEK 有効期間値
を設定します。

showcableprivacy

BPI 証明書情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable qos paramset

show interface cable qos paramset
サービス フローの Quality of Service（QoS）パラメータ セットの属性を表示するには、特権 EXEC
モードで showinterfacecableqosparamset コマンドを使用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port} qos paramset [ paramset-index ] [verbose]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index} qos paramset
[paramset-index| total] [verbose]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface cable slot/subslot/cable-interface-index qos paramset [paramset-index| total] [verbose]
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6
～ 9 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012 のみ：有効なサブスロットは 0
または 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable qos paramset

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco UBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。
Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 です。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

paramset-index

（任意）サービス テンプレート インデックス
（1 ～ 255）。

total

（任意）サービス テンプレート別のサービス
フローの総数を表示します。

verbose

（任意）QoS パラメータ セットの詳細情報を表
示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.1(4)CX

DOCSIS1.1 処理のために、showcableqosprofile コマンドがこのコマンド
に置き換わりました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインにサポートが追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
パラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイ
ス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。サービス テンプレートごとのサービス
フローの総数を表示するため total キーワードが追加されました。

12.2(33)SCG

コマンド出力が変更され、すべてのダウンストリームサービスフローで
スケジュール タイプが「N/A」と表示されるようになりました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable qos paramset

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン showinterfacecableqosparamset コマンドは、特定のケーブル インターフェイスのすべてのサービ
ス フローに対応した QoS パラメータ セットを表示します。

（注）

サービス クラス名文字列を含むパラメータ セットは、「展開」されておらず、クラス ベース
のサービス フローのプロビジョニング エンベロープとして機能します。このようなパラメー
タ セットの実際の属性は、パラメータ セットの展開時に参照されるサービス クラスによって
異なります。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG 以降、showinterfacecableqosparamset コマンドの出力で、すべ
てのダウンストリーム サービス フロー（DS-SF）のスケジュール タイプが「N/A」と表示され
るようになりました。「N/A」は、DF-SF にスケジュール タイプが設定されていないことを示
します。

___________________
例
___________________
例

次に、showinterfacecableqosparamset コマンドの出力例を示します。
Router# show interface c6/0 qos paramset
Index Name
1
2
3
4
128
129

（注）

___________________
例

Dir
US
DS
US
DS
US
DS

Sched
BE
BE
BE
BE
BE
BE

Prio
0
0
7
0
7
0

MaxSusRate
64000
1000000
1000000
10000000
1000000
10000000

MinRsvRate
0
0
0
0
0
0

Cisco IOS リリース 12.2(11)BC3 以降では、Cisco CMTS は非デフォルト DOCSIS 1.0 QoS プロ
ファイルを、128 から始まるプロファイル番号にマッピングし、DOCSIS 1.1 ネットワークで簡
単に使用できるようにします。

次に、showinterfacecableqosparamset コマンドの verbose 形式の出力例を示します。
Router# show interface c6/0 qos paramset 1 verbose
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MaxBurst
0
0
1522
3044
1522
3044

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable qos paramset

Index:
Name:
Direction:
Traffic Priority:
Maximum Sustained Rate:
Max Burst:
Minimum Reserved Rate:
Minimum Packet Size
Maximum Concatenated Burst:
Scheduling Type:
Request/Transmission Policy:
Nominal Polling Interval:
Tolerated Poll Jitter:
Unsolicited Grant Size:
Nominal Grant Interval:
Tolerated Grant Jitter:
Grants per Interval:
IP ToS Overwrite [AND-mask,OR-mask]:

___________________
例

Upstream
0
64000 bits/sec
0 bytes
0 bits/sec
0 bytes
1522
Best Effort
0x0
0
0
0 bytes
0 usecs
0 usecs
0
0x0,0x0

次に、total オプションを指定した showinterfacecableqosparamset コマンドの出力例を示します。
Router# show interfaces cable 6/1/0
Index SrvClassName
Dir
Sched
1
US
BE
2
DS
BE
3
def_sclass
DS
BE
4
us_srvclass_ts1 US
BE
5
us_srvclass_ts1 US
BE
6
us_srvclass_ts2 US
BE
7
us_srvclass_ts2 US
BE
8
ds_srvclass_ts1 DS
BE
9
ds_srvclass_ts2 DS
BE

ヒント

1

qos paramset total
MaxSusRate MaxBurst
64000
0
1000000
0
10000000
3044
0
3044
0
3044
0
3044
0
3044
0
3044
0
3044

MinRsvRate
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
50669
50669
6
4
8
4
8
12
12

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

表 221：show interface cable qos paramset のフィールドの説明

フィールド

説明

Dir

ダウンストリーム（DS）またはアップストリー
ム（US）サービス フロー。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable qos paramset

フィールド

説明

Sched

このサービス フローのスケジュール タイプを
示します。
• BE：ベスト エフォート
• N/A：スケジュール タイプはサービス フ
ローに適用されません。
• NRTPS：Non Real Time Polling Service
• RTPS：Real Time Polling Service
• RSVD：予約済みだが未使用
• UGS_AD：Unsolicited Grant Service with
Activity Detection
• UGS：Unsolicited Grant Service
• UNDEF：未定義。

Prio

このサービス フローに指定されているトラ
フィック プライオリティ（0 ～ 7）。

MaxSusRate

最大維持レート値（ビット/秒）。

MaxBrst

最大バースト値（バイト単位）。

MinRsvRate

最小予約レート（ビット/秒）。

SrvClassName

このサービス フローに関連付けられているサー
ビス クラス名。

Total

サービス テンプレートごとのサービス フロー
の総数。

showcableqospermission

QoS テーブル変更権限のステータスを表示しま
す。

show cable modem qos

特定の CM の Quality of Service（QoS）および
サービス フロー情報を表示します。

___________________
例
___________________
関連コマンド
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable qos paramset

showcableqosprofile

定義されている QoS プロファイルを表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

show interface cable service-flow
ケーブル インターフェイスの DOCSIS サービス フローの属性を表示するには、特権 EXEC モード
で showinterfacecableservice-flow コマンドを使用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port} service-flow [sfid [queue| classifiers| counters| phs| qos
[ds| us]] [verbose]]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/subslot/cable-interface-index} service-flow [sfid [qos [ds| service-class| us]| [
zero-hwflow-index]]]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface cable slot/subslot/cable-interface-index service-flow [sfid [classifiers classifier-id| counters|
qos| verbose ][ qos [ds| service-class| us]]] [zero-hwflow-index]
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6
～ 9 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012 のみ：有効なサブスロットは 0
または 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco UBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。
Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 です。

sfid

（任意）サービス フロー インデックス（1 ～
65535）を指定します。

queue

（任意、Cisco 7100 および 7200 シリーズ ルー
タのみ）このインターフェイスに関連付けられ
ているダウンストリーム階層型キューイング フ
レームワーク（HQF）キュー情報を表示しま
す。このサービス フローのすべてのキューの詳
細情報を表示するには、このキューに対して
verbose オプションを使用します。
このキーワードは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。

classifiersclassifier-id]

（任意）このサービス フローに関連付けられて
いるすべての分類子を表示します。またオプ
ションで、指定された分類子 ID（clid 、1 ～
65535）の情報だけを表示します。

counters

（任意）verbose キーワードと共に使用すると、
特定の SFID のサービス フローのリアルタイム
カウンタが表示されます。これには一致の数が
含まれます。
アップストリーム サービス フローではこのカ
ウンタは初期化された状態のままになります。
アップストリームの分類子の一致数はサポート
されていないため、このような場合はヌル値に
置き換えられます。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

（任意）特定 SFID のサービス フローのパケッ
ト ヘッダー抑止ルールとパケット カウンタを
表示します。

phs

PHS パケット カウンタは Cisco uBR10-MC5X20
カードではサポートされていないため、ソフト
ウェア リリースに応じて常に 0 または N/A を
示します。
このキーワードは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

qos

（任意）すべてのサービス フローまたは特定
SFID のサービス フローの QoS 情報を表示しま
す。

ds

（任意）インターフェイスのすべてのダウンス
トリーム サービス フローの QoS 情報を表示し
ます。

service-class

（任意）インターフェイスのすべてのサービス
フローのサービス クラス名とその他の QoS 情
報を表示します。

us

（任意）インターフェイスのすべてのアップス
トリーム サービス フローの QoS 情報を表示し
ます。

verbose

（任意）特定 SFID のサービス フローに関する
詳細情報を表示します。

zero-hwflow-index

ハードウェア フロー インデックスがないサー
ビス フローを表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.1(4)CX

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

このコマンドが変更され、特定のサービス フロー インデックスに関する
情報を表示する場合に限りオプションのキーワードがサポートされるよう
になりました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

リリース

変更内容

12.2(8)BC1

このコマンドが変更され、すべてのサービスフローを表示する機能が削除
されました。このため、サービス フロー インデックスを指定する必要が
あります。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが変更され、ダウンストリーム サービス フローに割り当て
られている転送インターフェイスのダウンストリーム（DS）チャネル ID
またはボンディング グループ（BG）ID のいずれかが表示されるようにな
りました。

12.2(33)SCC

このコマンドが変更され、ボンディングされたサービス フローの情報が表
示されるようになりました。

12.2(33)SCD

このコマンドが変更されました。インターフェイスのダウンストリーム
HQF キュー情報を表示するための queue キーワードが追加されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index パ
ラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
UBR-MC20X20V、Cisco uBR-MC5X20、および Cisco uBR-MC3GX60V ケー
ブル インターフェイス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示
します。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。インターフェイスのすべてのサービス フ
ローのサービス クラス名を表示するための service-class キーワードが追加
されました。

12.2(33)SCG

コマンド出力が変更され、すべてのダウンストリーム サービス フローで
スケジュール タイプが「N/A」と表示されるようになりました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。次のキーワードが削除されました。
• queue
• phs

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.2(4)BC1 以降、オプションのキーワード classifiers、counters、phs、qos、お
よび verbose を使用できるのは、特定のサービス フロー ID の情報を要求する場合だけです。サー
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

ビス フロー ID を指定する場合、verbose キーワードだけを使用するか、またはこのキーワードと
他のオプション キーワードと組み合わせて使用することができます。

（注）

counters キーワードと verbose キーワードを使用すると、このコマンドは分類子一致カウンタ
の一致数を表示します。ただし verbose キーワードを使用する場合、アップストリーム サービ
ス フローではこのカウンタは初期化された状態のままになります。アップストリームの分類
子の一致数はサポートされていないため、このような場合はヌル値に置き換えられます。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG 以降、showinterfacecableservice-flowqos コマンドの出力で、
すべてのダウンストリーム サービス フロー（DS-SF）のスケジュール タイプが「N/A」と表示
されるようになりました。「N/A」は、DF-SF にスケジュール タイプが設定されていないこと
を示します。
次の 2 つの show コマンドの例は、verbose キーワードを指定した showinterfacecableservice-flow
コマンドを実行した場合に、アップストリームサービスフローの一致数がヌル値であるカウンタ
情報を示します。
Router# show interface cable 6/0 service-flow 30191 verbose
Sfid : 30191
Mac Address : 000a.739e.140a
Type : Secondary(Dynamic)
Direction : Upstream
Current State : Active
Current QoS Indexes [Prov, Adm, Act] : [0, 24, 24]
Active Time : 00:55
Sid : 7140
Admitted QoS Timeout : 200 seconds
Active QoS Timeout : 0 seconds
Packets : 1824
Bytes : 466944
Rate Limit Delayed Grants : 0
Rate Limit Dropped Grants : 0
Current Throughput : 68356 bits/sec, 32 packets/sec
Classifiers:
Classifier Id : 41
Service Flow Id : 30191
CM Mac Address : 000a.739e.140a
Direction : upstream
Activation State : active
Classifier Matching Priority : 128
PHSI : 1
Number of matches : IP Classification Parameters:
IP Source Address : 10.8.230.3
Source IP Address Mask : 255.255.255.255
Destination IP Address : 172.16.2.35
Destination IP Address Mask : 255.255.255.255
IP Protocol Type : 17
Source Port Low : 53456
Source Port High : 53456
Destination Port Low : 7052
Destination Port High : 7052
Router# show interface c6/0 service-flow 30191 phs verbose
Sfid : 30191
PHSI : 1
PHSS : 42
PHSV : Off
PHSM : FF FF FF FF FF C0
PHSF : 00 03 E3 31 65 A8 00 0A 73 9E 14 0C 08 00 45 A0 01 18 BE EF
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

00 00 40 11 1C 07 0A 08 E6 03 AC 10 02 23 D0 D0 1B 8C 01 04
00 00
Packet : 1844

___________________
例

次に、showinterfacecableservice-flow コマンドの出力例を示します。
Router# show interface c3/0 service-flow
Sfid

Sid

Mac Address

12
11
14
13
16
15
18
17

N/A
5
N/A
6
N/A
7
N/A
8

0014.0496.3f9e
0014.0496.3f9e
0014.0496.3f76
0014.0496.3f76
0007.0e07.24af
0007.0e07.24af
0007.0e06.e1b5
0007.0e06.e1b5

QoS Param Index Type
Prov Adm Act
4
4
4
prim
3
3
3
prim
4
4
4
prim
3
3
3
prim
4
4
4
prim
3
3
3
prim
4
4
4
prim
3
3
3
prim

Dir
DS
US
DS
US
DS
US
DS
US

Curr
State
act
act
act
act
act
act
act
act

Active
Time
3h17m
3h17m
3h17m
3h17m
3h17m
3h17m
3h17m
3h17m

BG / CH
CH 1
BG 102
CH 1
CH 3

通常の動作では、[Number of Matches] フィールドのカウンタは動作中のダイナミック サービス フ
ローに対しては初期化されません。アップストリームサービスフローの場合、アップストリーム
パケット分類子の分類子一致数が更新されず、結果が表示されません。
Router# show interface c6/0 service-flow 30191 verbose
Sfid : 30191
Mac Address : 000a.739e.140a
Type : Secondary(Dynamic)
Direction : Upstream
Current State : Active
Current QoS Indexes [Prov, Adm, Act] : [0, 24, 24]
Active Time : 00:55
Sid : 7140
Admitted QoS Timeout : 200 seconds
Active QoS Timeout : 0 seconds
Packets : 1824
Bytes : 466944
Rate Limit Delayed Grants : 0
Rate Limit Dropped Grants : 0
Current Throughput : 68356 bits/sec, 32 packets/sec
Classifiers:
Classifier Id : 41
Service Flow Id : 30191
CM Mac Address : 000a.739e.140a
Direction : upstream
Activation State : active
Classifier Matching Priority : 128
PHSI : 1
Number of matches : IP Classification Parameters:
IP Source Address : 10.8.230.3
Source IP Address Mask : 255.255.255.255
Destination IP Address : 172.16.2.35
Destination IP Address Mask : 255.255.255.255
IP Protocol Type : 17
Source Port Low : 53456
Source Port High : 53456
Destination Port Low : 7052
Destination Port High : 7052
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

（注）

___________________
例

DOCSIS 1.1 仕様に基づき、showinterfacecableservice-flow コマンドは UGS サービス フローの
スループット値の計算時に、このサービス フローに割り当てられたバイト数を使用します
（アップストリームおよびダウンストリーム サービス フローの設定の Assumed Minimum
Reserved Rate Packet Size パラメータ TLV 11 を参照）。このパラメータの値と実際のトラフィッ
クのパケット サイズに応じて、スループット値が最大持続レートを超えているように見える
ことがあります。実際のバイト数を表示するには、showinterfacecable コマンドで stats オプ
ションを使用します。

Router# show interface c4/0 service-flow 12 qos verbose
Sfid
Current
Sid
Traffic
Maximum
Maximum
Mimimum
Minimum
Maximum
Current

___________________
例

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

State
Priority
Sustained rate
Burst
Reserved rate
Packet Size
Latency
Throughput

Router# show interface c4/0 service-flow 11 qos verbose
Sfid
Current State
Sid
Traffic Priority
Maximum Sustained rate
Maximum Burst
Mimimum Reserved rate
Minimum Packet Size
Maximum Concatenated Burst
Scheduling Type
Unsolicited Grant Size
Nominal Grant Interval
Grants per interval
Tolerated Grant Jitter
Nominal Polling Interval
Tolerated Polling Jitter
Request/Transmission policy
IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]
Current Throughput

ヒント

12
Active
N/A
0
1000000 bits/sec
0 bytes
0 bits/sec
0 bytes
0 usecs
0 bits/sec, 0 packets/sec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

11
Active
5
0
64000 bits/sec
0 bytes
0 bits/sec
0 bytes
1522
Best Effort
0 bytes
20000 usecs
0
0 usecs
0 usecs
0 usecs
0x0
0x0, 0x0
0 bits/sec, 0 packets/sec

PacketCable サービスが PacketCabl ベースの Voice over IP（VoIP）トラフィックを許可できる
場合、[Nominal Grant Interval] は、VoIP コール エージェントで設定されているパケット化間隔
を反映します。
Router# show interface c4/0 service-flow counters
Sfid
12
11
14

Packets
0
8
0

Bytes
0
128
0
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PacketDrops
0
0
0

Bits/Sec
0
0
0

Packets/Sec
0
0
0

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

13
2
128
0
0
0
16
0
0
0
0
0
15
2
128
0
0
0
18
5
128
0
0
0
17
2
128
0
0
0
Router# show interface c4/0 service-flow 12 counters verbose
Sfid
Packets
Octets
RateLimit Delayed Pkts
RateLimit Dropped Pkts
Bits/sec
Packets/Sec
Router# show interface

: 12
: 154
: 51656
: 0
: 0
: 0
: 0
c4/0 service-flow 14 classifiers

CfrId SFID
cable modem Mac Address Direction State
Priority
2
14
00d0.bad3.c46b upstream
active
8
0
1
14
00d0.bad3.c46b upstream
inactive 5
0
Router# show interface c4/0 service-flow 14 classifiers verbose

Matches

Sfid
: 14
Classifier Id
: 2
Service Flow Id
: 14
cable modem Mac Address
: 00d0.bad3.c46b
Direction
: upstream
Activation State
: active
Classifier Matching Priority
: 8
PHSI
: 0
Number of matches
: 0
IP Classification Parameters:
Destination Port Low
: 1024
Destination Port High
: 65535
Router# show interface cable 3/0 service-flow 9 phs
Sfid PHSI PHSS PHSM
PHSF
20
1
22
00 00 FF
08 00 45 00 00 56 00 00
Router# show interface cable 3/0 service-flow 9 phs verbose
Sfid
PHSI
PHSS
PHSV
PHSM
PHSF

PHSV
On

Packet
N/A

20
1
22
On
00 00 FF
08 00 45 00 00 56 00 00 00 00 3C 00 67 A7 0B 00 00 01 0C 00
00 01
Packet
: N/A
Router# show interface c6/0 service-flow 30191 phs verbose
Sfid : 30191
PHSI : 1
PHSS : 42
PHSV : Off
PHSM : FF FF FF FF FF C0
PHSF : 00 03 E3 31 65 A8 00 0A 73 9E 14 0C 08 00 45 A0 01 18 BE EF
00 00 40 11 1C 07 0A 08 E6 03 AC 10 02 23 D0 D0 1B 8C 01 04
00 00
Packet : 1844

___________________
例

:
:
:
:
:
:

次に、showinterfacecableservice-flow コマンドの出力例を示します。
Router# show interface c3/0 service-flow
Sfid

Sid

Mac Address

17
18
21
22

4
N/A
6
N/A

001c.ea37.9aac
001c.ea37.9aac
001c.ea37.9b5a
001c.ea37.9b5a

QoS
Prov
3
4
3
4

Param
Adm
3
4
3
4

Index
Act
3
4
3
4

Type

Dir

P
P
P
P

US
DS
US
DS

Curr
State
act
act
act
act

Active
Time
13h21m
13h21m
13h21m
13h21m

DS-ForwIf/
US-BG/CH
CH 3
Wi3/0:0
CH 4
Wi3/0:0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

23
24

___________________
例

7
N/A

0016.925e.654c
0016.925e.654c

3
4

3
4

P
P

US
DS

act
act

13h21m
13h21m

CH 3
In3/0:0

The following example shows a sample output of the show interface cable service-flow queue
command displaying downstream HQF queue information for an interface:
Router# show interface cable 3/0 service-flow 8 queue
*

Len/Limit Deqs
pkts
pkts
0/53
0/128
0
I: Cable Interface Queue
$: Low Latency Queue
~: Low Latency Policing Queue

___________________
例

3
4

idx/gqid

Drops
pkts
0

CIR
kbps
100

MIR/PR
kbps
15000/0

The following example shows a sample output of the show interface cable service-flow queue
verbose command displaying detailed downstream HQF queue information for an interface:
Router# show interfaces c3/0 service-flow 8 queue verbose
blt (0x19FA93C0, index 6, qid 53, fast_if_number 20) layer CLASS_HIER0
scheduling policy: FIFO (110)
classification policy: NONE (120)
drop policy: TAIL (141)
packet size fixup policy: NONE (0)
no of global policers: 0
D/Traffic Shaping enabled
blt flags: 0x22A208C
scheduler: 0x1A015D80
total guarantee percent 0 total remaining perc 0 total bandwidth guarantee 9500 total
active 1
D/Traffic Shaping enabled
txcount 0 txqbytes 0 drops 0 qdrops 0 nobuffers 0 flowdrops 0
qsize 0 aggregate limit/bytes 128/375000 availbuffers 128
holdqueue_out 0 perc 0.00 remaining_ratio/perc 20
visible_bw 100 max_rate 15000 allocated_bw 100 vc_encap 0 ecn_threshold NONE
weight A 1 quantum A 1500 credit A 1500
weight B 1 quantum B 1500 credit B 1500
min-rate tokens: 1500, credit: 0, depth: 1500
backpressure_policy 0 scheduler_flags C03F
last_sortq[A/B] 0/0, remaining pak/particles 0/0
leaf_blt[P1] 0x1A015D80 burst packets/bytes[P1] 0/0
leaf_blt[P2] 0x1A015D80 burst packets/bytes[P2] 0/0
leaf_blt[NOTP] 0x1A015D80 burst packets/bytes[NOTP] 0/0
OUTPUT Shaping
Bc internal 0 Be internal 0 Time interval 4
increment 15000 increment_lower 0 increment_limit 15000
last visit 0 credit 0 outstanding_tokens 0 maxtokens 32000000
system timer delayed 0 restart timer 0
timer set 0 hqf_shape_running 562
nextexpire_system_time 0 nextexpire_time_qindex -1

show interface cable service-flow qos コマンドの例
次に、show interface cable service-flow qos コマンドの出力例を示します。
Router# show interfaces cable 6/1/0 service-flow qos
Sfid Dir Curr Sid
Sched Prio MaxSusRate MaxBrst
State
Type
5
DS act
N/A
BE
0
10000000
3044
30
DS act
N/A
BE
0
10000000
3044
31
US act
12
BE
0
64000
0
32
DS act
N/A
BE
0
1000000
0
33
US act
13
BE
0
0
3044
35
US act
14
BE
0
0
3044
34
DS act
N/A
BE
0
0
3044
36
DS act
N/A
BE
0
0
3044
37
US act
15
BE
0
0
3044
45
US act
19
BE
0
0
3044
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MinRsvRate

Throughput

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

38
46
39
47
40
48
41
43
42
44

___________________
例

DS
DS
US
US
DS
DS
US
US
DS
DS

act
act
act
act
act
act
act
act
act
act

N/A
N/A
16
20
N/A
N/A
17
18
N/A
N/A

BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3044
3044
3044
3044
3044
3044
3044
3044
3044
3044

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次に、us オプションを指定した showinterfacecableservice-flow qos コマンドの出力例を示します。
Router# show interfaces cable 6/1/0 service-flow qos us
Sfid Dir Curr Sid
Sched Prio MaxSusRate MaxBrst
State
Type
31
US act
12
BE
0
64000
0
33
US act
13
BE
0
0
3044
35
US act
14
BE
0
0
3044
37
US act
15
BE
0
0
3044
45
US act
19
BE
0
0
3044
39
US act
16
BE
0
0
3044
47
US act
20
BE
0
0
3044
41
US act
17
BE
0
0
3044
43
US act
18
BE
0
0
3044

___________________
例

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MinRsvRate

Throughput

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

次に、service-class オプションを指定した showinterfacecableservice-flow qos コマンドの出力例を
示します。
Router# show interfaces cable 6/1/0 service-flow qos
Sfid Dir Sched MaxSusRate MaxBrst
MinRsvRate
Type
5
DS BE
10000000
3044
0
30
DS BE
10000000
3044
0
31
US BE
64000
0
0
32
DS BE
1000000
0
0
33
US BE
0
3044
0
35
US BE
0
3044
0
34
DS BE
0
3044
0
36
DS BE
0
3044
0
37
US BE
0
3044
0
45
US BE
0
3044
0
38
DS BE
0
3044
0
46
DS BE
0
3044
0
39
US BE
0
3044
0
47
US BE
0
3044
0
40
DS BE
0
3044
0
48
DS BE
0
3044
0
41
US BE
0
3044
0
43
US BE
0
3044
0
42
DS BE
0
3044
0
44
DS BE
0
3044
0

service-class
SrvClassName
def_sclass
def_sclass
us_srvclass_ts1
us_srvclass_ts2
ds_srvclass_ts1
ds_srvclass_ts2
us_srvclass_ts1
us_srvclass_ts2
ds_srvclass_ts1
ds_srvclass_ts2
us_srvclass_ts1
us_srvclass_ts2
ds_srvclass_ts1
ds_srvclass_ts2
us_srvclass_ts1
us_srvclass_ts2
ds_srvclass_ts1
ds_srvclass_ts2
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

表 222：show interface cable service-flow のフィールドの説明

フィールド

説明

Sfid

サービス フロー ID 番号。
（注）

Sid

サービス ID 番号（アップストリーム サービス
フローのみ）。

Mac Address

CM の MAC アドレス。

QoS Parameter Index Prov

このフローの Provisioned 状態の QoS パラメー
タ インデックス。

QoS Parameter Index Adm

このフローの Admitted 状態の QoS パラメータ
インデックス。

QoS Parameter Index Act

このフローの Active 状態の QoS パラメータ イ
ンデックス。

Type

サービス フローがプライマリ フローとセカン
ダリ サービス フローのいずれであるかを示し
ます。セカンダリ サービス フローは「S」
（DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを
使用して登録時に静的に作成）または「D」
（CM と CMTS 間でのダイナミック サービス
メッセージの交換時に動的に作成）で示されま
す。

Dir

ダウンストリーム（DS）またはアップストリー
ム（US）サービス フロー。

Curr State

サービス フローの現在の実行時状態。

Active Time

サービス フローがアクティブになっていた期
間。

BG/CH

ダウンストリーム サービス フローに割り当て
られている転送インターフェイスの DS チャネ
ル ID または BGID。

Len/Limit Pkts

パケットの長さまたは制限。
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オフライン CM のプライマリ サービ
ス フロー ID も表示されます。これは
オフライン CM もモデム再登録に必
要であるためです。

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

フィールド

説明

Deqs Pkts

キューから取り出されたパケット。

Drops Pkts

ドロップされたパケット。

CIR Kbps

CIR を表します。

MIR/PR Kbps

最大情報レートおよびピーク レート。

Forwint

転送インターフェイス。

SFID

サービス フロー ID。

Sched Type

このサービス フローのスケジュール タイプを
示します。
• BE：ベスト エフォート
• N/A：スケジュール タイプはサービス フ
ローに適用されません。
• NRTPS：Non Real Time Polling Service
• RTPS：Real Time Polling Service
• RSVD：予約済みだが未使用
• UGS_AD：Unsolicited Grant Service with
Activity Detection
• UGS：Unsolicited Grant Service
• UNDEF：未定義。

Prio

このサービス フローに指定されているトラ
フィック プライオリティ（0 ～ 7）。

MaxSusRate

最大維持レート値（ビット/秒）。

MaxBrst

最大バースト値（バイト単位）。

MinRsvRate

最小予約レート（ビット/秒）。

Throughput

このサービス フローの現在のスループット（パ
ケット/秒）。

SrvClassName

このサービス フローに関連付けられているサー
ビス クラス名。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

（注）

PHS パケット カウンタは Cisco uBR10-MC5X20 カードではサポートされていないため、ソフ
トウェア リリースに応じて常に 0 または N/A を示します。
The following example shows upstream bonding information on a cable interface line card in
Cisco IOS Release 12.2(33)SCC:
Routeru# show interface cable 5/0/1 service-flow 3070 verbose
Sfid
Mac Address
Type
Direction
Current State
Current QoS Indexes [Prov, Adm, Act]
Active Time
Required Attributes
Forbidden Attributes
Aggregate Attributes
Sid
Traffic Priority
Maximum Sustained rate
Maximum Burst
Minimum Reserved Rate
Minimum Packet Size
Admitted QoS Timeout
Active QoS Timeout
Packets
Bytes
Rate Limit Delayed Grants
Rate Limit Dropped Grants
Current Throughput
Application Priority
US Bonded
Upstream Bonding Group
Transmit Channel Set
Sid Cluster
Segments Valid
Segments Discarded
Segments Lost
SID Cluster Switching Information
Total Bytes Requested
Total Time
Outstanding Bytes
Max Requests
Classifiers:
Classifier Id
:
Service Flow Id
:
CM Mac Address
:
Direction
:
Activation State
:
Classifier Matching Priority
:
PHSI
:
Number of matches
:
IP Classification Parameters:
Destination IP Address
:
Destination IP Address Mask :

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

3070
001a.c3ff.d59c
Secondary(Static)
Upstream
Active
[6, 6, 6]
07:48
0x00000000
0x00000000
0x00000000
720
0
1000000 bits/sec
1522 bytes
0 bits/sec
0 bytes
200 seconds
0 seconds
58381
29891072
63
29058
1108314 bits/sec, 270 packets/sec
0
YES
UBG-1
0xF
SC-0, Sid [ 720 720 720 720 ]
24201
0
0

:
:
:
:

0
0
0
1

1
3070
001a.c3ff.d59c
upstream
active
1
0
58381
192.168.24.0
255.255.255.0 Chicago10k#

次に、slot/subslot/port 7/1/0 のケーブル インターフェイスのサービス フロー カウンタを表示する
show interface cable service-flow counters コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 7/1/0 service-flow 7 counters
Sfid Packets
Bytes
PacketDrop Bits/Sec
7
16
8384
0
0
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Packet/Sec
0

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

表 223：show interface cable service-flow phs のフィールドの説明

フィールド

説明

Sfid

サービス フロー ID 番号。
（注）

___________________
例

オフライン CM のプライマリ サービ
ス フロー ID も表示されます。これは
オフライン CM もモデム再登録に必
要であるためです。

PHSI

PHS インデックス。PHS ルールを一意に示す番
号。

PHSS

PHS サイズ。抑止するヘッダー バイト数を指定
する 8 ビット値。

PHSV

PHS Verify。PHS 検証が有効になっているかど
うかを示します。

PHSM

PHS マスク。抑止する必要があるヘッダー バイ
トを定義する 5 ビット PHS マスク。

PHSF

PHS フィールド。抑止する必要があるヘッダー
バイトを定義する 8 ビット値。

次に、showinterfacecableservice-flow コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 3/0/0 service-flow
Sfid

Sid

Mac Address

15
16
35
17
18
19
21
22
27
23
24
29
25
26
36

1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

0025.2e2d.75be
0025.2e2d.75be
0025.2e2d.75be
0025.2eaf.7f38
0025.2eaf.7f38
0025.2eaf.7f38
0025.2eaf.82f4
0025.2eaf.82f4
0025.2eaf.82f4
0025.2eaf.8302
0025.2eaf.8302
0025.2eaf.8302
0025.2e2d.74f8
0025.2e2d.74f8
0025.2e2d.74f8

QoS Param Index Type
Prov Adm Act
3
3
3
P
4
4
4
P
5
5
5
S(s)
3
3
3
P
4
4
4
P
5
5
5
S(s)
3
3
3
P
4
4
4
P
5
5
5
S(s)
3
3
3
P
4
4
4
P
5
5
5
S(s)
3
3
3
P
4
4
4
P
5
5
5
S(s)

Dir Curr
State
US act
DS act
DS act
US act
DS act
DS act
US act
DS act
DS act
US act
DS act
DS act
US act
DS act
DS act

Active
Time
1h34m
1h34m
1h34m
1d1h7m
1d1h7m
1d1h7m
1d1h7m
1d1h7m
1d1h7m
1d1h7m
1d1h7m
1d1h7m
10:54
10:54
10:54

DS-ForwIf/
US-BG/CH
CH 1
In3/0/0:32
In3/0/0:32
CH 2
In3/0/0:33
In3/0/0:33
CH 2
In3/0/0:40
In3/0/0:40
CH 1
In3/0/0:33
In3/0/0:33
CH 2
In3/0/0:32
In3/0/0:32

次に、zero-hwflow-index キーワードを指定した showinterfacecableservice-flow コマンドの出力例
を示します。
Router#show interface cable 3/0/0 service-flow zero-hwflow-index
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

Sfid

Sid

Mac Address

QoS Param Index Type
Prov Adm Act

Dir Curr
State

Active
Time

DS-ForwIf/
US-BG/CH

次に、ds キーワードを指定した showinterfacecableservice-flow qos コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 3/0/0 service-flow qos ds
Sfid
16
35
18
19
22
27
24
29
26
36

Dir Curr
State
DS act
DS act
DS act
DS act
DS act
DS act
DS act
DS act
DS act
DS act

Sid
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Sched
Type
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Prio MaxSusRate

MaxBrst

MinRsvRate

Throughput

2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

3044
3044
3044
3044
3044
3044
3044
3044
3044
3044

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
62
0
0
0
0
0
0
0

2000000
3000000
2000000
3000000
2000000
3000000
2000000
3000000
2000000
3000000

次に、us キーワードを指定した showinterfacecableservice-flow qos コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 3/0/0 service-flow qos us
Sfid
15
17
21
23
25

Dir Curr
State
US act
US act
US act
US act
US act

Sid
1
2
3
4
5

Sched
Type
BE
BE
BE
BE
BE

Prio MaxSusRate

MaxBrst

MinRsvRate

Throughput

1
1
1
1
1

1566
1566
1566
1566
1566

0
0
0
0
0

0
65
261
0
0

1000000
1000000
1000000
1000000
1000000

次に、service-class キーワードを指定した showinterfacecableservice-flow qos コマンドの出力例を
示します。
Router#show interface cable 1/0/0 service-flow qos service-class
Sfid
15
16
35
17
18
19
21
22
27
23
24
29
25
26
36

___________________
関連コマンド

Dir Sched
Type
US BE
DS N/A
DS N/A
US BE
DS N/A
DS N/A
US BE
DS N/A
DS N/A
US BE
DS N/A
DS N/A
US BE
DS N/A
DS N/A

MaxSusRate

MaxBrst

MinRsvRate

1000000
2000000
3000000
1000000
2000000
3000000
1000000
2000000
3000000
1000000
2000000
3000000
1000000
2000000
3000000

1566
3044
3044
1566
3044
3044
1566
3044
3044
1566
3044
3044
1566
3044
3044

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

コマンド

説明

cableserviceclass

DOCSIS 1.1 ケーブル サービス クラスのパラメー
タを設定します。
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SrvClassName

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable service-flow

コマンド

説明

cableserviceflowinactivity-threshold

Unsolicited Grant Service with Activity Detection
（UGS-AD）を使用するサービス フローの非ア
クティブしきい値を設定します。

cableservice-flowinactivity-timeout

ダイナミック サービス フローが、アクティビ
ティがない状態でシステムに存在できる期間を
設定します。

showcableqospermission-->

QoS テーブル変更権限のステータスを表示しま
す。

showcableqosprofile-->

定義されている QoS プロファイルを表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

show interface cable sid
ケーブル モデム（CM）のサービス ID（SID）情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showinterfacecablesid コマンドを使用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port}sid id[association| connectivity| counters| qos|
secondary-ip| rate-adapt][verbose]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index}sid id[association|
connectivity| counters| qos| secondary-ip| rate-adapt][verbose]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface cable slot/subslot/cable-interface-indexsid sid[association| counters| qos][verbose]
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3、お
よび 6 ～ 9 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012 のみ：有効なサブスロットは 0
または 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ～ 4 とな
ります。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。
Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 です。

sid

サービス識別情報番号。有効範囲は 1 ～ 8176
です。

association-->

仮想インターフェイス（VRF）またはインター
フェイス記述子ブロック（IDB）を表示します。

connectivity

SID 別の接続統計情報の値を表示します。（こ
のオプションは DOCSIS 1.0 および 1.0+ リリー
スでのみ表示されます。DOCSIS 1.1 リリースで
は showcablemodemconnectivity コマンドを使用
してください。）
このキーワードは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。

counters

SID 別の使用カウンタの値を表示します。Cisco
IOS リリース 11.3(5)NA 以前で使用されていた
キーワード stats と同じです。

qos

各 SID が受信した QoS 特性を表示します。

secondary-ip

各 SID に関連付けられているセカンダリ IP ア
ドレスを表示します。
このキーワードは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

（Cisco uBR7200 シリーズおよび Cisco uBR10012
ルータのみ）ローカルまたはグローバルのアッ
プストリーム使用率最適化設定パラメータを表
示します。

rate-adapt

このキーワードは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。
counters オプションと qos オプションの詳細情
報を表示します。

verbose

（注）

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

verbose オプションだけで使用する
か、またはその他のオプションと組
み合わせて使用できますが、追加情
報が表示されるのは、counters オプ
ションと qos オプションを使用する
場合のみです。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

11.3(6)NA

キーワード stats が counters に変更されました。

12.0(4)XI

プライマリ SID の情報が追加されました。

12.0(5)T

コマンド出力が変更され、セカンダリ SID が示されるようになりまし
た。

12.0(7)XR および
12.0(7)T

counters オプションの追加情報を表示するため verbose キーワードが追
加されました。

12.1(4)CX、
12.2(1)XF、および
12.2(4)BC1

MAC スケジューラから SID が受信した QoS 値の情報を表示するため、
qos キーワードが追加されました。verbose オプションと qos キーワード
を使用して詳細情報を表示することもできます。
また、connectivity オプションが削除され、代わりに
showcablemodemconnectivity--> コマンドが導入されました。

12.1(11b)EC、
12.2(8)BC1

association キーワードが追加されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

リリース

変更内容

12.2(8)BC2

このコマンドをケーブル サブインターフェイスで使用する場合に、メイ
ン インターフェイスを代わりに使用するように指示する明示的なエラー
メッセージが追加されました。

12.1(13)EC

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ユニバーサル ブ
ロードバンド ルータ向けに secondary-ip キーワードが追加されました。

12.2(11)BC1

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータで secondary-ip キー
ワードのサポートが追加されました。

12.2(11)CY、
12.2(11)BC3

Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライン カードをサポー
トするため、3 つのコードワード フィールドが verbose カウンタの出力
に追加されました。その他のケーブル インターフェイス ライン カード
では、これらのフィールドには常に 0 が表示されます。

12.2(11)BC3

counters オプションにより、次のカウンタが表示されるようになりまし
た。
• Concatenated headers received
• Fragmentation headers received
• Fragmentation headers discarded
Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライン カー
ドでは、現在これらのカウンタはサポートされていません。
このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に組み込まれ、次の点が
変更されました。
（注）

12.2(33)SCA

• Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
• IPv4 と IPv6 アドレッシングの両方をサポートしていることを示す
ため、[Dual IP] 出力フィールドが追加されました。
12.3(23)BC2

このコマンドが変更され、このコマンドの countersverbose 形式に 2 つの
rate-adapt 出力フィールドが追加されました。

12.2(33)SCB

このコマンドでは、countersverbose 形式の 2 つの rate-adapt 出力フィー
ルドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
パラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイ
ス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2801

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。次のキーワードが削除されました。
• connectivity
• secondary-ip
• rate-adapt

___________________
使用上のガイドライン 無線周波数（RF）リンクを介したデータ送信で、イーサネット アドレスではなく登録されている
SID アドレスが使用されます。これにより、複数のホストが 1 つの CM を介してネットワークに
アクセスできます。
verbose キーワードは、その他のオプションと組み合わせるか、またはこのキーワードだけで使用
できますが、追加情報が表示されるのは、counters、qos および rate-adapt--> の各オプションと組
み合わせて使用する場合だけです。

（注）

このコマンドではメイン インターフェイスだけを指定できます。サブインターフェイスは指
定できません。

ヒント

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

___________________
例

この項では、異なる形式の showinterfacecablesid コマンドからの出力を示します。
次の例では、このコマンドをサブインターフェイスで使用を試みた際に表示されるエラー メッ
セージを示します。
Router# show interface cable 6/0.1 sid
Command not allowed on sub-interface
Please use main interface C6/0

___________________
例

Router# show interface cable 4/0 sid
Sid
5
6
7
8
9

Prim

MAC Address

IP Address

Type Age

0010.7b6b.58c1
0010.7bed.9dc9
0010.7bed.9dbb
0010.7b6b.58bb
0010.7b6b.58bb

10.20.114.34
10.20.114.37
10.20.114.38
10.20.114.112
10.20.114.112

stat
stat
stat
stat
dyna
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2d1h36m
2d1h36m
2d1h36m
2d1h34m
2d1h34m

Admin
State
enable
enable
enable
enable
enable

Sched
Type
BE
BE
BE
BE
BE

Sfid
1
13
15
17
19

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA における Cisco uBR10012 ルータの特定のケーブル インター
フェイスについて、すべての SID を示す showinterfacecablemodem コマンドの出力例を示します。
CM と CPE はどちらも IPv4 と IPv6 の各アドレス指定をサポートしていません。このことは、[Dual
IP] 出力フィールドにある「N」で示されます。
Router# show interface cable 8/0/0 sid
Sid Prim MAC Address
IP Address

Type Age

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat

0008.0da6.1c47
0008.0da5.6e48
0008.0da6.0447
0008.0da6.3447
0011.8065.e78e
0000.cab7.8620
0011.8065.e7a6
0006.53b6.57f5
0006.53b6.581d
0007.0e04.ebfd

50.3.134.12
50.3.134.2
50.3.134.13
50.3.134.3
50.3.134.38
50.3.134.8
50.3.134.10
50.3.134.9
50.3.134.27
50.3.134.5

41:58
41:58
41:55
41:56
40:52
41:25
40:52
41:34
41:08
41:04

Admin
State
enable
enable
enable
enable
enable
enable
enable
enable
enable
enable

Sched
Type
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE

Sfid
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21

Dual
IP
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

表 224：show interface cable sid のフィールドの説明

フィールド

説明

Sid

サービス ID 番号。

Prim

モデムに割り当てられているプライマリ サービ
ス ID（SID）。

MAC address

この SID を持つモデムの MAC アドレス。

IP address

この SID を持つモデムの IP アドレス。

Type

この SID が登録時に静的に作成されたか
（「stat」）、または CM と CMTS 間でのダイ
ナミック サービス メッセージの交換時に動的
に作成されたか（「dyna」）を示します。

Age

SID の有効時間。

Admin State

SID の管理状態。「Disable」は、SID がオフに
なっていることを示します。「Enable」が通常
の状態です。

Sched Type

サービス クラス スケジュール タイプ。
2：Best-Effort Schedule、3：Non-Real-Time Polling
Service Schedule Type、4：Real-Time Polling
Service Schedule Type、5：Unsolicited Grant
Service with Activity Detection Schedule Type 、
6：Unsolicited Grant Service Schedule Type

Sfid

サービス フロー ID。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

___________________
例

フィールド

説明

Dual IP

CM または CPE で IPv4 および IPv6 アドレッシ
ングの両方がサポートされているかどうかを示
します（「Y」または「N」）。

Router# show interface cable 4/0 sid qos
Sid

Pr MaxSusRate MinRsvRate Sched
Type
5
0 64000
0
BE
6
0 64000
0
BE
7
0 64000
0
BE
8
0 64000
0
BE
Router# show interface cable 4/0 sid

Grant
Size
0
0
0
0
5 qos

Grant
Intvl
0
0
0
0

GPI Poll
Intvl
0
0
0
0
0
0
0
0

Thrput

Sid

Grant Grant
Size Intvl
0
0

GPI Poll
Intvl
0
0

Thrput

5

___________________
例

Pr MaxSusRate MinRsvRate Sched
Type
0 64000
0
BE

0

Router# show interface cable 4/0 sid 5 qos verbose
Sid
Traffic Priority
Maximum Sustained Rate
Maximum Burst
Minimum Reserved Rate
Minimum Packet Size
Maximum Concatenated Burst
Scheduling Type
Nominal Grant Interval
Tolerated Grant Jitter
Nominal Polling Interval
Tolerated Polling Jitter
Unsolicited Grant Size
Grants per Interval
Request/Transmission Policy
IP ToS Overwrite [AND-mask, OR-mask]
Current Throughput

___________________
例

0
0
0
0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5
0
64000
0
0
0
1522
Best Effort
0
0
0
0
0
0
0x0
0x0, 0x0
0 bits/sec, 0 packets/sec

DOCSIS 1.1 ソフトウェア（Cisco IOS リリース 12.2 BC など）の使用時は、showinterfacesidcounter
コマンドの出力が次のようになります。
Router# show interface cable 5/0 sid counter
Sid
1
2
3

Req-polls
issued
0
0
0

BW-reqs
received
22
3
0

Grants
issued
22
3
0

Packets
received
22
2
0

Frag
complete
0
0
0

Concatpkts
received
0
0
0

DOCSIS 1.0 ソフトウェア（Cisco IOS リリース 12.1 EC など）の使用時は、showinterfacesidcounter
コマンドの出力が次のようになります。
Router# show interface cable 5/0 sid counter
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

___________________
例

Sid

Inpackets

Inoctets

Outpackets Outoctets

6
7
8
9

51
47
47
0

6559
5993
6136
0

42
40
36
0

3580
3428
3122
0

Ratelimit
BWReqDrop
0
0
0
0

Ratelimit
DSPktDrop
0
0
0
0

次に、Cisco uBR-MCxxC ケーブル インターフェイス ライン カードでの SID カウンタを示す、代
表的な詳細出力の例を示します。
Router# show interface cable 4/0 sid 3 counter verbose
Sid
:
Request polls issued
:
BW requests received
:
No grant buf BW request drops :
Rate exceeded BW request drops :
Grants issued
:
Packets received
:
Bytes received
:
Fragment reassembly completed :
Fragment reassembly incomplete :
Concatenated packets received :
Queue-indicator bit statistics :
Good Codewords rx
:
Corrected Codewords rx
:
Uncorrectable Codewords rx
:
Concatenated headers received :
Fragmentation headers received :
Fragmentation headers discarded:

3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0 set, 0 granted
0
0
0
0
0
0

次に、Cisco uBR10-MC5X20S ケーブル インターフェイス ライン カードの SID カウンタを示す、
代表的な詳細出力の例を示します。
Router# show interface cable 4/0 sid 3 counters verbose
Sid
:
Request polls issued
:
BWReqs {Cont,Pigg,RPoll,Other} :
No grant buf BW request drops :
Rate exceeded BW request drops :
Grants issued
:
Packets received
:
Bytes received
:
Fragment reassembly completed :
Fragment reassembly incomplete :
Concatenated packets received :
Queue-indicator bit statistics :
Good Codewords rx
:
Corrected Codewords rx
:
Uncorrectable Codewords rx
:
Concatenated headers received :
Fragmentation headers received :
Fragmentation headers discarded:

（注）

1
0
0, 1052, 1052, 0
0
0
1052
0
0
N/A
N/A
N/A
0 set, 0 granted
53
6110
8540896
235
0
0

Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、および Cisco uBR10-MC5X20S/U/H ケーブル イン
ターフェイス ライン カードはフラグメンテーション パケット カウンタおよび連結パケット
カウンタをサポートしていないため、これらのケーブル インターフェイス上の各カウンタは
常に0を示します。ただし上記のように、これらのインターフェイスでは連結ヘッダーの数が
正確にカウントされます。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

___________________
例

次に、association キーワードを指定した場合の一般的な出力例を示します。
Router# show interface cable 5/0 sid association
Sid
1
2
3

（注）

Prim Online
online
online
init(t)

IP Address
192.168.129.20
192.168.129.17
192.168.129.12

MAC Address
0003.e38f.e993
0003.e38f.e89d
00d0.baa2.fb93

Interface
Ca5/0.50
Ca5/0.50
Ca5/0.50

VRF Name
green
green
green

showinterfacecablesidassociation コマンドの出力では、VRF を削除しても、更新後のインター
フェイス名が削除直後に表示されることはありません。これは、CM がオンラインのインター
フェイスへ SID が自動的に再マッピングされないためです。更新後のインターフェイス名を表
示するには、ケーブル モデムをリセットしてインターフェイス名を再マッピングし、この show
コマンドを実行します。
次に、secondary-ip キーワードを指定した場合の出力例を示します。
Router# show interface cable 5/0 sid secondary-ip
For sid 1 secondary ip list contains 2 address(es)
192.168.129.20
192.168.81.123
For sid 2 secondary ip list contains 2 address(es)
192.168.129.17
10.10.11.3

ヒント

考えられる状況の 1 つでは、CM がまずセカンダリ IP アドレスを特定の CPE デバイスに割り
当てられた後、異なる CM の背後にある別の CPE デバイスに同じ IP アドレスが割り当てられ
ます。この状況が発生すると、CM がそのパブリック キーを更新するまでは、IP アドレスが元
の CM のセカンダリ IP アドレスとして表示され続けます。これは、CPE と CM のネットワー
ク接続には影響しません。ただし、clearcablesecondary-ip コマンドを使用して CMTS データ
ベースから不要なセカンダリ IP アドレスを消去できます。

表 225：show interface cable sid のフィールドの説明

フィールド

説明

Sid

サービス ID 番号。

Prim Sid

モデムに割り当てられているプライマリ サービ
ス ID（SID）。

Type

この SID が登録時に静的に作成されたか、また
は CM と CMTS 間でのダイナミック サービス
メッセージの交換時に動的に作成されたかを示
します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

フィールド

説明

Online State Offline State

「Online」は、この SID を所有するモデムがト
ラフィックを処理中であることを示します。
「Offline」は、この SID を所有するモデムがト
ラフィックを処理中でないことを示します。

Admin Status

「Disable」は、SID がオフになっていることを
示します。「Enable」が通常の状態です。

QoS

QoS（Quality Of Service）。

Create time

SID の作成時点での、システム起動からの経過
秒数。

Input octets (In octets)

この SID を使用して受信したオクテットの数。

Input packets (In packets)

この SID を使用して受信したパケットの数。

Output octets (Out octets)

この SID から送信されたオクテットの数。

Output packets (Out packets)

この SID から送信されたパケットの数。

IP address

この SID を持つモデムの IP アドレス。

MAC address

この SID を持つモデムの MAC アドレス。

BW requests received

この SID が受信した帯域幅要求の数。

Grants issued

この SID が認可した帯域幅要求の数。

Rate exceeded BW request drops

この SID が認可しなかった帯域幅要求の数。

Rate exceeded DS packet drops

この SID が失ったダウンストリーム パケットの
数。

Ratelimit BWReqDrop

この SID が認可しなかった帯域幅要求の数。

Ratelimit DSPktDrop

この SID が失ったダウンストリーム パケットの
数。

1st time online

この SID のモデムが接続された時刻。

Times online

この SID のモデムの接続回数。

% online

この SID のモデムが接続していた時間の割合。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

フィールド

説明

Online time

この SID のモデムが接続していた時間の最小時
間、平均時間、および最大時間（時間および
分）。
（注）

Offline time

CM は、登録プロセスを完了し、
DHCP サーバ、TFTP サーバ、および
TOD サーバと通信している場合にオ
ンラインとみなされます。

この SID を持つモデムが切断されていた時間の
最小時間、平均時間、および最大時間（時間お
よび分）。
（注）

CM は、16 通のステーション メンテ
ナンス メッセージを連続して受信で
きなかった場合に、オフラインとみ
なされます。

MaxSusRate

最大レート（0 ～ 4,294,967,295 bps）。

MinRsvRate

最小保証レート（0 ～ 4,294,967,295 bps）。

Sched Type

サービス クラスのスケジュール タイプ。
2：Best-Effort Schedule、3：Non-Real-Time Polling
Service Schedule Type、4：Real-Time Polling
Service Schedule Type、5：Unsolicited Grant
Service with Activity Detection Schedule Type 、
6：Unsolicited Grant Service Schedule Type

Grant Size

認可サイズ（0 ～ 65535 バイト）。

Grant Interval

認可間隔（0 ～ 4294967295 マイクロ秒）。

GPI

間隔ごとの認可数（0 ～ 127 件の認可）。

Poll Interval

ポーリング間隔（0 ～ 4294967295 マイクロ
秒）。

Throughput

この SID の全体的なスループット。

VRF Name

マルチプロトコル ラベル スイッチング
（MPLS）バーチャル プライベート ネットワー
ク（VPN）処理向けに設定されている仮想イン
ターフェイスの名前。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

フィールド

説明

Fragment reassembly completed

DOCSIS フラグメンテーション対象であり、正
常にリアセンブルされたパケットの数。
（注）

Fragment reassembly incomplete

DOCSIS フラグメンテーション対象であり、か
つ正常にリアセンブルされなかったパケットの
数。
（注）

Concatenated packets received

このカウンタは、Cisco
uBR10-MC5X20 カードではサポート
されておらず、ソフトウェア リリー
スに応じて 0 または N/A を常に示し
ます。

このカウンタは、Cisco
uBR10-MC5X20 カードではサポート
されておらず、ソフトウェア リリー
スに応じて 0 または N/A を常に示し
ます。

DOCSIS 連結対象であり、正常に受信されたパ
ケットの数。
（注）

このカウンタは、Cisco
uBR10-MC5X20 カードではサポート
されておらず、ソフトウェア リリー
スに応じて 0 または N/A を常に示し
ます。

Good Codewords rx

エラーなしで受信した FEC コードワードの数。

Corrected Codewords rx

修正可能なエラー付きで受信した FEC コード
ワードの数。

Uncorrectable Codewords rx

修正不可能なエラー付きで受信した FEC コード
ワードの数。

Concatenated packets received

アップストリーム サービス フローで受信した
連結ヘッダーの数。（このフィールドの値は、
Cisco uBR10012 ルータでは常に 0 と表示されま
すが、DOCS-QOS-MIB の
docsQosUpstreamConcatBursts 属性を使用して現
在の数を取得できます）。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2809

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

___________________
例

フィールド

説明

Fragmentation headers received

アップストリーム サービス フローで受信した
フラグメンテーション ヘッダーの数。フラグメ
ントが有効なパケットに正しくリアセンブルさ
れたかどうかは関係ありません。
（DOCS-QOS-MIB の docsQosUpstreamFragments
を参照）。

Fragmentation headers discarded

破棄され、有効なアップストリーム パケットに
アセンブルされなかったアップストリーム フラ
グメントの数。（DOCS-QOS-MIB の
docsQosUpstreamFragDiscards を参照）。

次に、Cisco cBR ルータでの show interface cable sid コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 1/0/0 sid
Sid Prim MAC Address
IP Address
1
2
3
4
5

0025.2e2d.74f8
0025.2eaf.7f38
0025.2eaf.8302
0025.2eaf.82f4
0025.2e2d.75be

10.1.2.110
10.1.2.7
10.1.2.6
10.1.2.9
10.1.2.4

Type Age
BE
BE
BE
BE
BE

Admin
State
enable
enable
enable
enable
enable

8h55m
20h26m
20h26m
20h18m
10h13m

Sched
Type
BE
BE
BE
BE
BE

Sfid Dual
IP
15
Y
17
Y
19
Y
25
Y
29
Y

Router#

次に、Cisco cBR ルータで association を指定した show interface cable sid コマンドの出力例を示し
ます。
Router#show interface cable 1/0/0 sid association
Sid Prim Online
IP Address
MAC Address
TC
1
online
10.1.2.4
0025.2e2d.75be
2
online
10.1.2.110
0025.2e2d.74f8
3
online
10.1.2.7
0025.2eaf.7f38
4
online
10.1.2.6
0025.2eaf.8302
5
online
10.1.2.9
0025.2eaf.82f4

Interface

VRF Name

Bu1
Bu1
Bu1
Bu1
Bu1

MPLS
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Router#

次に、Cisco cBR ルータで counters を指定した show interface cable sid コマンドの出力例を示しま
す。
Router#show interface cable 1/0/0 sid counters
Sid Req-polls BW-reqs
Grants
Packets
issued
received
issued
received
1
0
18
18
29
2
0
14
14
26
3
0
103
103
125
4
0
23
23
37
5
0
25
25
39
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Frag
complete
0
0
0
0
0

Concatpkts
received
1
1
11
1
0

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable sid

Router#

次に、Cisco cBR ルータで qos を指定した show interface cable sid コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 1/0/0 sid qos
Sid Pr MaxSusRate MinRsvRate Sched Grant
Type
Size
1
1 1000000
0
BE
N/A
2
1 1000000
0
BE
N/A
3
1 1000000
0
BE
N/A
4
1 1000000
0
BE
N/A
5
1 1000000
0
BE
N/A

Grant
Intvl
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

GPI Poll
Intvl
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A

Thrput
0
0
0
0
261

Router#

次に、Cisco cBR ルータで verbose を指定した show interface cable sid コマンドの出力例を示しま
す。
Router#show interface cable 1/0/0 sid verbose
Sid Prim MAC Address
IP Address
Type Age
1
2
3
4
5

0025.2e2d.75be
0025.2e2d.74f8
0025.2eaf.7f38
0025.2eaf.8302
0025.2eaf.82f4

100.1.2.4
100.1.2.110
100.1.2.7
100.1.2.6
100.1.2.9

BE
BE
BE
BE
BE

12:36
12:11
11:26
13:20
11:33

Admin
State
enable
enable
enable
enable
enable

Sched
Type
BE
BE
BE
BE
BE

Sfid Dual
IP
15
Y
17
Y
19
Y
21
Y
28
Y

Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

clearcablesecondary-ip

セカンダリ IP アドレスを、このアドレスを使
用するデバイスにリンクするルータのテーブル
をクリアします。

showcablemodemconnectivity

1 つ以上の CM の接続統計情報を表示します。

showinterfacecablesignal-quality

ケーブル信号品質の情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable signal-quality

show interface cable signal-quality
Cisco CMTS でケーブル インターフェイス ライン カードのダウンストリーム ポートの信号品質に
関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで showinterfacecablesignal-quality コマンドを使用
します。
show interface cable {slot /port| slot /subslot /port} signal-quality [ n ]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot /cable-interface-index| slot /subslot /cable-interface-index} signal-quality [ n ]
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012 のみ：有効なサブスロットは 0
または 1 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable signal-quality

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。

n

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

（任意）選択されたインターフェイスの特定の
アップストリームを指定します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

11.3 XA

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
パラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイ
ス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ ではサポートされません。

次に、showinterfacecablesignal-quality コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 6/0 signal-quality
Cable6/0: Upstream 0 is up includes contention intervals: TRUE

次の表に、showinterfacecablesignal-quality の出力で表示されるフィールドの説明を示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable signal-quality

表 226：show interface cable signal-quality のフィールドの説明

ヒント

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Cable

インターフェイス名。

Upstream is up includes contention intervals

このステートメントが正しいかどうかを示しま
す。

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。

Command

Description

showinterfacecabledownstream

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。

showinterfacecablesid

ネットワークの各ケーブル アクセス ルータの
SID による情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

show interface cable upstream
ケーブル インターフェイスのアップストリームに関する情報を表示するには、特権 EXEC モード
で show interface cable upstream コマンドを使用します。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port}upstream [n][ugs statistics| rate-adapt]
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port}upstream [bonding-group]
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index}upstream [n][ugs
statistics| rate-adapt]
show interface cable {slot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index}upstream [bonding-group]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface cable slot/subslot/cable-interface-indexupstream [n][ugs statistics]
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3、お
よび 6 ～ 9 です。

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012：有効なサブスロットは 0 また
は 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ～ 4 とな
ります。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
• Cisco uBR7225VXR および Cisco
uBR7246VXR ルータ：port の有効な値は 0
または 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC5X20
ライン カードの有効範囲は 0 ～ 4 です。
Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードの有
効範囲は 0 ～ 14 です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

n

（任意）表示する特定のアップストリーム。有
効な値は 0 以上です。0 はケーブル インター
フェイス ライン カードの 1 番目のアップスト
リーム ポートです。

ugsstatistics

（任意）アップストリームの Unsolicited Grant
Service（UGS）フローに関連する統計情報を表
示します。

rate-adapt

（任意）アップストリームの使用率を最適化す
るための、特定のアップストリームが有効に
なっているかどうか表示します。
このキーワードは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

（任意）アップストリーム ポートで設定されて
いるボンディング グループを表示します。

bonding-group

このキーワードは、Cisco cBR ルータではサポー
トされません。
index

（任意）ボンディング グループのインデックス
値。有効値は 1 ～ 65535 です。
この変数は、Cisco cBR ルータではサポートさ
れません。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

アップストリームが指定されていない場合は、特定のケーブル インターフェイスのすべてのアッ
プストリームが表示されます。

特権 EXEC（#）

BC リリース

変更内容

12.2(4)BC1

このコマンドの MAC 関連情報は、DOCSIS 1.1 処理に対応して
showinterfacecablemac-scheduler コマンドに移動されました。

12.2(15)BC1a

ugsstatistics キーワードが Cisco IOS リリース 12.2BC に追加されまし
た。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.3(23)BC2

rate-adapt キーワードが追加されました。

C リリース

変更内容

12.1(4)CX1

このコマンドの MAC 関連情報は、DOCSIS 1.1 処理に対応して
showinterfacecablemac-scheduler コマンドに移動されました。

SC リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCB

rate-adapt キーワードが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されま
した。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2817

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

___________________
例

BC リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが変更されました。bonding-group キーワードが Cisco
IOS リリース 12.2(33)SCC に追加されました。

12.2(33)SCD2

このコマンドが変更されました。コマンド出力が変更され、Transmit
Channel Set（TCS）の特定のアップストリーム チャネルを共有する
Multiple Transmit Channel（MTC）モードのケーブル モデムが表示され
るようになりました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
パラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェ
イス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。

12.2(33)SCE5

このコマンドが変更されました。show interface cable upstream コマンド
の出力が変更され、アップストリームでポートが設定されていない場
合に警告メッセージが表示されるようになりました。

12.2(33)SCG

このコマンドが変更されました。bonding-group キーワードに index 引
数が追加されました。

T リリース

変更内容

12.0(3)T

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.0(3)T に統合されました。

X リリース

変更内容

11.3XA

このコマンドが導入されました。

12.0(7)XR

出力が拡張されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。rate-adapt キーワードと bonding-group キー
ワードが削除されました。

次に、スロット 6、ポート 0 にあるアップストリーム ケーブル インターフェイスに対する show
interface cable upstream コマンド（DOCSIS 1.0 Cisco IOS ソフトウェア リリース）の出力例を示
します。
Router# show interface cable 6/0 upstream 0
Cable6/0: Upstream 0 is up
Received 855 broadcasts, 147 multicasts, 408833 unicasts
0 discards, 925 errors, 0 unknown protocol
409835 packets input, 20 uncorrectable
884 noise, 0 microreflections
Total Modems On This Upstream Channel : 51 (51 active)
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

Default MAC scheduler
Queue[Rng Polls] 0/64, fifo queueing, 0 drops
Queue[Cont Mslots] 0/52, fifo queueing, 1 drops
Queue[CIR Grants] 0/64, fair queueing, 0 drops
Queue[BE Grants] 0/64, fair queueing, 0 drops
Queue[Grant Shpr]
0/64, calendar queueing, 0 drops
Reserved slot table currently has 0 CBR entries
Req IEs 8296144, Req/Data IEs 0
Init Mtn IEs 57962, Stn Mtn IEs 14413
Long Grant IEs 133168, Short Grant IEs 67845
Avg upstream channel utilization : 6%
Avg percent contention slots : 89%
Avg percent initial ranging slots : 2%
Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%
Total channel bw reserved 0 bps
CIR admission control not enforced
Admission requests rejected 0
Current minislot count
: 6788097
Flag: 0
Scheduled minislot count : 6788190
Flag: 0

次に、スロット 6、ポート 0 にあるアップストリーム ケーブル インターフェイスに対する show
interface cable upstream コマンド（DOCSIS 1.1 Cisco IOS ソフトウェア リリース）の出力例を示
します。
Router# show interface cable 6/0 upstream 0
Upstream 0 is up
Received 38085 broadcasts, 5758 multicasts, 17257229 unicasts
0 discards, 1451132592 errors, 0 unknown protocol
17301072 packets input, 48239157 uncorrectable
1071719720 noise, 0 microreflections
Total Modems On This Upstream Channel : 147 (142 active)

次に、Cisco uBR10-MC5X20S および Cisco uBR-MC28U/X ライン カードにあるアップストリーム
ケーブル インターフェイスに対する出力例を示します。この出力には、アップストリーム イン
ターフェイスごとに、カードのオンボード MAC コントローラにより保持されているエラー カウ
ンタに関する情報が示されます。
Router# show interface cable 6/1/0 upstream 0
Cable6/1/0: Upstream 3 is up
Received 140 broadcasts, 2075 multicasts, 134502 unicasts
0 discards, 144954 errors, 0 unknown protocol
136717 packets input, 0 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total Modems On This Upstream Channel : 37 (35 active)
JIB counters for ifInErrors:
us_error_frame_drop 72477
us_crc_error 4
us_hcs_error 72473
us_cont_collision 0
us_uncorr_cw_rcvd 14

次に、ugsstatistics オプションの出力例を示します。
Router# show interface cable 6/1/0 upstream 3 ugs statistics
UGS Statistics for Upstream 3
# of Active UGS on the Upstream : 4
UGS Allocation Statistics
max
min
avg
Last 1 Hour
14
3
4
Last 5 Min
12
5
5

次に、rate-adapt オプションの出力例を示します。
Router# show interface cable 6/1/0 upstream 0 rate-adapt
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

Global:Enabled US[0]:Enabled rate-adapt_total: 0
local:maps 500 pri 6, rate 150000 bcs 10 (10) fcms Off

次に、ケーブル インターフェイス 7/0/1 のアップストリーム ポートのセグメント情報の例を示し
ます。
Router#show interface cable 7/1/0 upstream
Cable7/1/0: Upstream 0 is up
Received 1236 broadcasts, 0 multicasts, 312274 unicasts
0 discards, 37623 errors, 0 unknown protocol
313510 packets input
Codewords: 315034 good 82 corrected 1 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total NON-MTC Modems On This Upstream Channel : 3 (3 active)
Segments: 0 valid, 0 discarded
Cable7/1/0: Upstream 1 is up
Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts
0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol
0 packets input
Codewords: 0 good 0 corrected 0 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total NON-MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Segments: 0 valid, 0 discarded

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCD2 以降、show interface cable upstream コマンドの出力が変更され、
次の例に示すように TCS の特定のアップストリーム チャネルを共有する MTC モード ケーブル
モデムが表示されるようになりました。
Router# show interface cable 7/1/0 upstream 1
Cable7/1/0: Upstream 1 is up
Received 1236 broadcasts, 0 multicasts, 312274 unicasts
0 discards, 37623 errors, 0 unknown protocol
313510 packets input
Codewords: 315034 good 82 corrected 1 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total NON-MTC Modems On This Upstream Channel : 0(0 active)
Total MTC Modems On This Upstream Channel : 3 (3 active)
Segments: 0 valid, 0 discarded

次に、ケーブル インターフェイス 7/0/1 のアップストリーム ポートに対して設定されているボン
ディング グループの例を示します。
Router# show interface cable 7/1/0 upstream bonding-group
Cable7/1/0: Upstream Bonding Group 2
0 packets input, 0 octets input
Segments: 0 valid, 0 discarded, 0 lost
Reserved Bandwidth Max : 0 bits/sec
Reserved Bandwidth
: 0 bits/sec
Available Bandwidth
: 2560000 bits/sec
Total Service Flows On This Bonding Group: 0
Cable7/1/0: Upstream Bonding Group 12
0 packets input, 0 octets input
Segments: 0 valid, 0 discarded, 0 lost
Reserved Bandwidth Max : 0 bits/sec
Reserved Bandwidth
: 0 bits/sec
Available Bandwidth
: 2560000 bits/sec
Total Service Flows On This Bonding Group: 0
Cable7/1/0: Upstream Bonding Group 235
0 packets input, 0 octets input
Segments: 0 valid, 0 discarded, 0 lost
Reserved Bandwidth Max : 0 bits/sec
Reserved Bandwidth
: 0 bits/sec
Available Bandwidth
: 15360000 bits/sec
Total Service Flows On This Bonding Group: 0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

___________________
例

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE5 以降、show interface cable upstream コマンドの出力が変更され、
アップストリームでポートが設定されていない場合に警告メッセージが表示されるようになりま
した。
次に、アップストリーム 0 に対する show interface cable upstream コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 7/0/0 upstream 0
No upstream configured on mac-domain Cable7/0/0

次に、ugs statistics オプションを指定した show interface cable upstream コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show interface cable 7/0/0 upstream 0 ugs statistics
No upstream configured on mac-domain Cable7/0/0

次に、rate-adapt オプションを指定した show interface cable upstream コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 7/0/0 upstream 0 rate-adapt
No upstream configured on mac-domain Cable7/0/0

表 227：show interface cable upstream のフィールドの説明

フィールド

説明

Cable

アップストリーム インターフェイスの位置。

Upstream is up/ ...administratively down

アップストリーム インターフェイスの管理状
態。

Received broadcasts

このアップストリーム インターフェイスで受信
したブロードキャスト パケットの数。

multicasts

このアップストリーム インターフェイスで受信
したマルチキャスト パケットの数。

unicasts

このインターフェイスで受信したユニキャスト
パケットの数。

discards

このインターフェイスにより破棄されたパケッ
トの数。これは一般にバッファ オーバーランが
原因で発生します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

フィールド

説明

errors

エラーが原因でこのアップストリーム インター
フェイスを通過できなかったすべてのパケット
の総数。この数値には、次のエラー パケットが
含まれます。
• 要求および要求/データ パケットの競合
• 一般には正しくない前方誤り訂正（FEC）
ヘッダー チェックサム（HCS）があるた
めに、要求中に受信された破損フレームお
よび要求データ要求またはスロット。
• 範囲設定要求から受信した破損フレーム
• ユニーク ワードまたは衝突があるか、エ
ネルギーのないデータ パケット
• プリアンブルまたはユニーク ワードが正
しく受信されなかったアップストリーム
バーストの数。
• 1 つ以上のフレームで修正不能なエラーが
発生しているパケット
Broadband Processing Engine（BPE）ケーブル イ
ンターフェイス ライン カード（Cisco
uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、および
Cisco uBR10-MC5X20S/U ライン カードなど）
では、このカウンタは、初期範囲設定要求と帯
域幅要求で発生した HCS/CRC エラーと衝突な
どの状態もカウントします。showcablehop コマ
ンドで示される修正不能エラーのカウンタとこ
のカウンタを比較して、ノイズの問題が発生し
ているかどうか、または多数の CM が登録を試
行していることが原因でカウンタの数値が高く
なっているかどうかを確認します。

unknown protocol
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受信したパケットのうち、不明なプロトコルを
使用していたパケットの数（IP、ARP、PPPoE
パケット以外のパケット）。このカウンタに
は、ヘッダーの形式が正しくないか、または
ヘッダー オプションが無効であるために
DOCSIS フレームとして認識できなかった
DOCSIS フレームも含まれます。

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

フィールド

説明

packets input

このアップストリーム インターフェイス経由で
受信したフレームのうち、エラーのないフレー
ムの数（ブロードキャスト、マルチキャスト、
およびユニキャスト）。

corrected

このアップストリーム インターフェイス経由で
受信したフレームのうち、エラーが発生してい
たが修正されたフレームの数。

uncorrectable

このアップストリーム インターフェイス経由で
受信したフレームのうち、修正不能なエラーが
発生していたフレームの数。このようなフレー
ムには 1 つ以上の修正不能 FEC ブロックがある
ため、フレーム全体が修正不能になっていま
す。名目上、10,000 パケットあたりの修正不能
エラーの数は最大で 1 です。通常、良好な環境
では修正不能エラー率はこれよりも大幅に低く
なります。
（注）

noise

Broadband Processing Engine（BPE）
ケーブル インターフェイス ライン
カード（Cisco uBR-MC16U/X、Cisco
uBR-MC28U/X、および Cisco
uBR10-MC5X20S/U/H ライン カードな
ど）では、修正不能コードワードがカ
ウントされますが、修正不能フレーム
はカウントされないため、このカウン
タはサポートされていません。した
がってこれらのライン カードでは、
ソフトウェア リリースに応じてこの
フィールドは常に 0 または N/A にな
ります。このフィールドの代わりに、
コードワードあたりの修正不能エラー
の数を表示する showcablehop コマン
ドを使用します。

回線ノイズによって破損した任意のタイプの
アップストリーム パケットの数。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

フィールド

説明

microreflections

マイクロリフレクションによって破損したアッ
プストリーム パケットの概数。マイクロリフレ
クションは、ケーブル設備内の増幅器、カプ
ラー、ケーブル、およびその他の機器の間での
インピーダンスの不一致が原因で発生する障害
です。マイクロリフレクションにより、異なる
遅延と減衰量でレシーバに到達する信号の複製
が作成され、これによってシンボル間干渉
（ISI）が発生するため、レシーバが着信信号の
振幅とフェーズを誤って検出する可能性があり
ます。
（注）

Guaranteed-rate service queue depth

保証レート キューにキューイングされる帯域幅
要求の数。このキューは、サービス クラス
（CoS）で予約最小アップストリーム レートが
設定されている CM だけが使用できます。

Best-effort service queue depth

ベストエフォート キューにキューイングされる
帯域幅要求の数。このキューは、アップスト
リームで予約レートがないすべての CM に対し
て使用可能です。

Total Modems On This Upstream Channel

現在このアップストリーム チャネルを共有して
いる CM の数。このフィールドは、これら CM
のうちアクティブな CM の数も示します。

Total NON-MTC Modems On This Upstream
Channel

現在このアップストリーム チャネルを共有して
いる非 MTC ケーブル モデムの数。このフィー
ルドは、これら CM のうちアクティブな CM の
数も示します。

Total MTC Modems On This Upstream Channel

現在このアップストリーム チャネルを共有して
いる MTC ケーブル モデムの数。このフィール
ドは、これら CM のうちアクティブな CM の数
も示します。

Segments

論理チャネル インターフェイスで送信された有
効なセグメントと破棄セグメントが追加されま
す。
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これは正確な値ではありませんが、
受信されたマイクロリフレクション
の概算値を示します。

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

フィールド

説明

JIB counters for ifInErrors

特定のケーブル インターフェイス ライン カー
ド（Cisco uBR10-MC5X20S および Cisco
uBR-MC28U/X ライン カードなど）に搭載され
ているMACコントローラにより保持されるアッ
プストリーム インターフェイスのエラー カウ
ンタ。
• us_error_frame_drop：さまざまなエラー（巡
回冗長検査（CRC）エラー、ヘッダー
チェックサム（HCS）エラー、フラグメン
テーション エラー、連結エラー、および
未認識フレーム エラーなど）が発生して
いるパケットでアップストリーム フレー
ムキューがすでにいっぱいであるために、
このキューから破棄されたフレームの数。
• us_crc_error：アップストリームで受信され
た CRC エラーがあるパケットの数。
• us_hcs_error：アップストリームで受信さ
れた HCS エラーがあるパケットの数。
• us_cont_collision：受信したパケットのう
ち、競合送信機会で衝突が検出されたパ
ケットの数。
• us_uncorr_cw_rcvd：アップストリームで受
信された修正不可能なコードワードを持つ
パケットの数。

Rng Polls

範囲設定ポールの数を示す MAC スケジューラ
キュー。

Cont Mslots

MAP の強制競合要求スロットの数を示す MAC
スケジューラ キュー。

CIR Grants

保留中の CIR グラントの数を示す MAC スケ
ジューラ キュー。

BE Grants

保留中のベスト エフォート グラントの数を示
す MAC スケジューラ キュー。

Grant Shpr

トラフィック シェーピングのためにバッファリ
ングされたグラントの数を示すMACスケジュー
ラ キュー。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

フィールド

説明

Reserved slot table

コマンドの実行時に MAC スケジューラが予約
済みスロット テーブルに格納したスロットの
数。

Req IEs

MAP で送信された要求 IE のカウンタ。

Req/Data IEs

MAP で送信された要求/データ IE のカウンタ。

Init Mtn IEs

初期メンテナンス IE のカウンタ。

Stn Mtn IEs

ステーション メンテナンス（範囲設定ポール）
IE の数。

Long Grant IEs

ロング グラント IE の数。

ShortGrmg IEs

ショート グラント IE の数。

Avg upstream channel utilization

ユーザ（イーサネット）トラフィックに使用さ
れるアップストリーム チャネル帯域幅の平均割
合。これには、DOCSIS MAC レイヤ パケット
は含まれません。

Avg percent contention slots

競合メカニズムを使用して帯域幅を要求するた
めに CM が使用可能なスロットの平均割合。
ネットワーク内の未使用のキャパシティも示し
ます。

Avg percent initial ranging slots

初期範囲設定状態のスロットの平均割合。

Avg percent minislots lost on late MAP

MAP割り込みが遅すぎるために失われたスロッ
トの平均割合。

Current Total Bandwidth Reserved

このアップストリーム チャネルを共有し、帯域
幅予約を必要とするすべての CM により予約さ
れている帯域幅の合計。これらの CM の CoS
は、保証アップストリーム レートとして 0 以外
の値を指定します。いずれかの CM がアップス
トリームで許可されると、このフィールドの値
は、保証アップストリーム レートの値の分だけ
増加します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

フィールド

説明

CIR admission control

アップストリーム チャネルでのアドミッション
コントロールのステータス。
ENFORCED ステータスの場合、ユーザがポー
ト別にアドミッション コントロールを有効にで
きます。これにより、限られた帯域幅の割り振
り方法が制御されます。NOTENFORCEDステー
タスは、アドミッション コントロールがないこ
とを示します。実際に使用可能な集約帯域幅に
関係なく、最小アップストリーム レートを指定
しサービス クラス（COS）に登録するモデムは
すべて、CMTS により許可されます。
ユーザは、アドミッション コントロール コマ
ンドラインインターフェイス（CLI）でアドミッ
ション コントロールを有効にします。

Subscription Level

このアップストリーム チャネルで許可するオー
バーサブスクリプションの量。これは
cableupstreamadmission-control コマンドを使用
して設定されます。オーバーサブスクリプショ
ンは、チャネルの物理容量の割合として表され
ます。

Reservation Limit (with Oversubscription)

許容可能な最大累積帯域幅予約量。これを超え
ると、新しい CM は拒否されます。

Admission requests rejected

このインターフェイスで登録しようとしたが、
cableupstreamadmission-control コマンドを使用
してアドミッション コントロール ポリシーが
設定されているために拒否された CM の数。

Virtual channel bw

アドミッション コントロールが有効な場合のこ
のキャパシティの最大仮想帯域幅（ビット/秒
（b/s）単位）。

Last Minislot Stamp (current_time_base)

CMTS での現在のミニスロットの数。FLAG は
タイムベース リファレンスを示します。この
フィールドは開発者だけが使用します。

Last Minislot Stamp (scheduler_time_base)

指定された時刻に割り当てられた最後のミニス
ロット カウント。FLAG はタイムベース リファ
レンスを示します。このフィールドは開発者が
使用します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

フィールド

説明

# of Active UGS on the Upstream

アップストリームで現在アクティブなUnsolicited
Grant Service（UGS）フローの数。

UGS Allocation Statistics (max, min, avg)

直近 1 時間と直近 5 分間にアップストリームに
割り当てられた UGS サービス フローの最大数、
最小数、および平均数。

Rate-adapt

Rate-adapt は有効です。これは任意のローカル
アップストリーム（US）設定情報です。
• global：Rate-adapt はグローバルに有効で
す。
• US：Rate-adapt は特定の US でのみローカ
ルで有効です。
• pri：ローカル US のプライオリティ設定を
示します。
• rate：ローカル US の最小最大レート設定
を示します。
• bcs：ブロードキャスト競合ミニスロット
の数を示します。

表 228：show interface cable upstream bonding-group のフィールドの説明

フィールド

説明

packets input

各アップストリームでのドロップ数、エラー
数、および受信パケットの合計数。

octets input

アップストリームで受信したオクテットの数。

Segments

ボンディング グループで送信された有効なセグ
メント、破棄されたセグメント、および失われ
たセグメントの数。

Reserved Bandwidth Max

ボンディング グループ用に予約された帯域幅の
最大量。

Reserved Bandwidth

このアップストリーム チャネルを共有するすべ
ての CM により予約されている帯域幅の量。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

ヒント

フィールド

説明

Available Bandwidth

ボンディング グループで使用可能な帯域幅の
量。

Total Service Flows on this Bonding Group

特定のボンディング グループに割り当てられて
いるサービス フローの数。

Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレー
ション モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを
追加できます。
次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG でケーブル インターフェイス 7/0/1 でのボンディング グ
ループ 2 の設定を示す showinterfacecableupstreambonding-group コマンドの出力例を示します。
Router# show interface cable 7/1/0 upstream bonding-group 2
30 seconds input rate 515470 bits/sec, 1000 packets/sec.

___________________
例

次に、Cisco cBR ルータでの show interface cable upstream コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 1/0/0 upstream
MAC domain upstream impairment report: 0x0
Cable1/0/0: Upstream 0 is up
Description: UC3/0/0:U0
Received 20 broadcasts, 1710 multicasts, 10882 unicasts
0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol
12612 packets input
Codewords: 15234 good 0 corrected 0 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total NON-MTC Modems On This Upstream Channel : 3 (3 active)
Total MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Segments: 0 valid, 0 discarded
Cable1/0/0: Upstream 1 is up
Description: UC3/0/0:U1
Received 28 broadcasts, 3916 multicasts, 12806 unicasts
0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol
16750 packets input
Codewords: 30419 good 0 corrected 0 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total NON-MTC Modems On This Upstream Channel : 2 (2 active)
Total MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Segments: 0 valid, 0 discarded
Cable1/0/0: Upstream 2 is down
Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts
0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol
0 packets input
Codewords: 0 good 0 corrected 0 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total NON-MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Total MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Segments: 0 valid, 0 discarded
Cable1/0/0: Upstream 3 is down
Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts
0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol
0 packets input
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

Codewords: 0 good 0 corrected 0 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total NON-MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Total MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Segments: 0 valid, 0 discarded
Cable1/0/0: Upstream 4 is down
Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts
0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol
0 packets input
Codewords: 0 good 0 corrected 0 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total NON-MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Total MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Segments: 0 valid, 0 discarded
Cable1/0/0: Upstream 5 is down
Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts
0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol
0 packets input
Codewords: 0 good 0 corrected 0 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total NON-MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Total MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Segments: 0 valid, 0 discarded
Cable1/0/0: Upstream 6 is down
Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts
0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol
0 packets input
Codewords: 0 good 0 corrected 0 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total NON-MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Total MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Segments: 0 valid, 0 discarded
Cable1/0/0: Upstream 7 is down
Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts
0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol
0 packets input
Codewords: 0 good 0 corrected 0 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total NON-MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Total MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Segments: 0 valid, 0 discarded
Router#

次に、Cisco cBR ルータでの特定のアップストリーム ポートに対する show interface cable upstream
コマンドの出力例を示します。
Router#show interface cable 1/0/0 upstream 1
MAC domain upstream impairment report: 0x0
Cable1/0/0: Upstream 1 is up
Description: UC1/0/0:U1
Received 28 broadcasts, 3949 multicasts, 12906 unicasts
0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol
16883 packets input
Codewords: 30658 good 0 corrected 0 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total NON-MTC Modems On This Upstream Channel : 2 (2 active)
Total MTC Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)
Segments: 0 valid, 0 discarded
Router#

次の例でも、Cisco cBR ルータでの特定のアップストリーム ポートに対する show interface cable
upstream コマンドの出力を示します。
Router#show interfaces cable1/0/0 upstream 0
MAC domain upstream impairment report: 0x0
Cable1/0/0: Upstream 0 is up
Description: UC1/0/0:U0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream

Received 3807 broadcasts, 0 multicasts, 750999 unicasts
0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol
754806 packets input
Codewords: 1394549 good 0 corrected 0 uncorrectable
0 noise, 0 microreflections
Total NON-MTC Modems On This Upstream Channel : 14 (14 active)
Total MTC Modems On This Upstream Channel : 52 (52 active)
Segments: 199946 valid, 0 discarded

次に、Cisco cBR ルータで ugsstatistics キーワードを指定した show interface cable upstream コマン
ドの出力例を示します。
Router#show interface cable 1/0/0 upstream 1 ugs statistics
UGS Statistics for Upstream 1
# of Active UGS on the Upstream : 0

Last 1 Hour
Last 5 Min

UGS Allocation Statistics
max
min
avg
0
0
0
0
0
0

Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

showinterfacecable

ケーブル インターフェイスの設定およびステー
タス情報を表示します。

showinterfacecabledownstream

ダウンストリーム ケーブル インターフェイス
の情報を表示します。

showinterfacecablesid

ネットワークの各ケーブル モデムのサービス
ID（SID）による情報を表示します。

showinterfacecablesignal-quality

ケーブル信号品質の情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream debug

show interface cable upstream debug
ケーブル インターフェイスのサービス ID（SID）トラッキングに関する情報を表示するには、特
権 EXEC モードで show interface cable upstream debug コマンドを使用します。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
Cisco cBR ルータでサービス フロー（SF）トラッキング情報を表示するには、Cisco ライン カード
に対し sf-tracking キーワードを指定した show interface cable upstream debug コマンドを使用しま
す。
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port} upstream debug sid-tracking sid-value start-index
count-number{summary| verbose}
show interface cable {slot/port| slot/subslot/port} upstream debug sid-tracking sid-value clear
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show interface cable {slot/subslot/cable-interface-index} upstream debug sid-tracking sid-value start-index
count-number{summary| verbose}
show interface cable {slot/subslot/cable-interface-index} upstream debug sid-tracking sid-value clear
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface cable {slot/subslot/cable-interface-index} upstream debug sf-tracking sfid-value
start-indexcount-number[summary| verbose]
show interface cable {slot/subslot/cable-interface-index} upstream debug sid-tracking sfid-value clear
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6
～ 9 です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream debug

subslot

ケーブル インターフェイス ライン カードのセ
カンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012：有効なサブスロットは 0 また
は 1 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。
Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 です。

sid-trackingsid-value

SID トラッキング詳細情報を表示する SID 番号
を指定します。有効範囲は 1 ～ 8191 です。

sf-trackingsfid-value

Cisco cBR ルータ：トラッキング詳細情報を表
示する必要がある SFID 番号を指定します。有
効範囲は 1 ～ 65536 です。

start-index

表示する 1 番目のイベント。
Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 40000
です。
Cisco cBR ルータ：有効な値は 0 ～ 4294967295
です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream debug

count-number

表示するイベントの総数。
Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 0 ～ 40000
です。
Cisco cBR ルータ：有効な値は 0 ～ 4294967295
です。

___________________
コマンド モード

summary

（任意）イベントの要約を表示します。

verbose

（任意）帯域幅要求のキューイング情報とトー
クン バケット情報を表示します。

clear

SID トラッキング データをクリアします。

特権 EXEC（#）
ライン カード スロット（Slot-x-0#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されました。

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
パラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイ
ス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。

___________________
Cisco cBR ライン カードでは、sf-tracking キーワードを指定した show interface cable upstream
debug コマンドを使用する必要があります。ライン カード モードを開始するには、次の手順を実
行します。
特権 EXEC（#）モードで、request platform software console attach slot/subslot コマンドを使用し
ます。次に、ライン カード スロット モードに変更する例を示します。
Router#request platform software console attach 1/0
#
# Connecting to the CLC console on 1/0.

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2834

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream debug

# Enter Control-C to exit the console connection.
#
Slot-1-0> en
Slot-1-0#

ライン カード スロット モードで show interface cable upstream debug sf-tracking コマンドを使用
する方法については、次に示す例を参照してください。
___________________
例

次に、スロット 5、サブスロット 0、ポート 1 のケーブル インターフェイス ライン カードに対す
る show interface cable upstream debug コマンドの出力例を示します。
Router# show cable 5/0/1 upstream debug
4594-usecs bytes:2987
req_id:0
[63
]:BWREQ_2 2662361817 4905-usecs
[108 ]:BWREQ_2 2662450105 5190-usecs
[151 ]:BWREQ_2 2662535807 4893-usecs
[196 ]:BWREQ_2 2662624956 4043-usecs
[240 ]:BWREQ_2 2662713320 4407-usecs
[284 ]:BWREQ_2 2662801603 4682-usecs
[328 ]:BWREQ_2 2662889928 5006-usecs
[373 ]:BWREQ_2 2662978229 5304-usecs
[417 ]:BWREQ_2 2663067305 4381-usecs
[461 ]:BWREQ_2 2663155618 4694-usecs
[505 ]:BWREQ_2 2663243945 5020-usecs

___________________
例

sid-tracking 35 0 40000
sid:35
bytes:2987
bytes:2987
bytes:2987
bytes:2987
bytes:2987
bytes:2987
bytes:2987
bytes:2987
bytes:2987
bytes:2987
bytes:2987

[19

req_id:0
req_id:0
req_id:0
req_id:0
req_id:0
req_id:0
req_id:0
req_id:0
req_id:0
req_id:0
req_id:0

]:BWREQ_2

2662273505

sid:35
sid:35
sid:35
sid:35
sid:35
sid:35
sid:35
sid:35
sid:35
sid:35
sid:35

次に、Cisco cBR ライン カードで summary キーワードを指定した show interface cable upstream
debug sf-tracking コマンドの出力例を示します。
Slot-1-0#show interface cable 1/0/0 upstream debug sf-tracking 1 1 10 summary
Show tracking (1 .. 11) for SFID 1 in Cable1/0/0
cmts_mac_sched_sfid_track_show: md 0 sfid 1 start 1 count 10, tx-status 1
Slot-1-0#

次に、Cisco cBR ライン カードで verbose キーワードを指定した show interface cable upstream
debug sf-tracking コマンドの出力例を示します。
Slot-1-0#show interface cable 1/0/0 upstream debug sf-tracking 1 1 10 verbose
Show tracking (1 .. 11) for SFID 1 in Cable1/0/0
cmts_mac_sched_sfid_track_show: md 0 sfid 1 start 1 count 10, tx-status 1
Slot-1-0#

___________________
関連コマンド

Command

Description

debugcableinterface

特定のケーブル インターフェイスのデバッグ
メッセージ、またはそのケーブル インターフェ
イスの特定の MAC アドレスまたはサービス ID
に関連するトラフィックのデバッグ メッセージ
を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface cable upstream debug

Command

Description

showinterfacecable

ケーブル インターフェイスの設定およびステー
タス情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface gigabitethernet

show interface gigabitethernet
ギガビット イーサネット インターフェイスのステータス、その MAC アドレスと IP アドレスの詳
細、および Downstream External PHY Interface（DEPI）トラフィックの情報を表示するには、特権
EXEC モードで showinterfacegigabitethernet コマンドを使用します。
show interface gigabitethernet slot/subslot/{bay| port}
___________________
構文の説明

slot

SIP またはケーブル ライン カードが装着されて
いるスロット。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効範囲は 1
～ 2 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は次のと
おりです。
◦ ケーブル ライン カード：5 ～ 8
◦ SIP：1 および 3

subslot

SIP またはケーブル ライン カードが装着されて
いるサブスロット。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な値は次のと
おりです。
◦ スロット 5 ～ 8 に装着されているケー
ブル ライン カード：0 または 1
◦ スロット 1 または 3 の SIP の SPA
（Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB 以
前）：0 または 1Cisco IOS リリース
12.2(33)SCB 以降では、subslot は指定
されません。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface gigabitethernet

port

ポート番号を指定します。
• Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco
uBR7225VXR ルータ：有効範囲は 0 ～ 1
です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効な値は次のと
おりです。
◦ スロット 1 および 3：0
◦ スロット 5～ 8：0 ～ 4

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCG

このコマンドが変更されました。出力での出力フロー制御と入力
フロー制御のステータスは on または off として示されます。

___________________
例

次に、showinterfacegigabitethernet コマンドの出力例を示します。
Router# show interface gigabitethernet 6/1/0
GigabitEthernet6/1/0 is up, line protocol is up
Hardware is Gigabit Ethernet MAC Controller, address is 0013.5f06.7f74 (bia 0013.5f06.7f74)
Internet address is 56.1.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is SX
output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 8
Interface GigabitEthernet6/1/0 queueing strategy: PXF Class-based
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
2557 packets input, 541995 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface gigabitethernet

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
723 packets output, 52113 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router#

Cisco IOS リリース 12.2(33) SCG 以降、showinterfacegigabitethernet コマンドが変更され、出力フ
ロー制御パラメータと入力フロー制御パラメータの正しいステータス（on または off）が表示され
るようになりました。この変更は、Cisco SPA-5X1G および Cisco SPA-1X10G 共有ポート アダプ
タにのみ適用されます。
次に、showinterfacegigabitethernet コマンドの変更後の出力例を示します。
Router# show interface gigabitethernet1/2/3
Load for five secs: 5%/0%; one minute: 8%; five minutes: 8%
Time source is NTP, 14:25:51.761 CST Wed Feb 20 2013
GigabitEthernet1/2/3 is down, line protocol is down
Hardware is GigEther SPA, address is 649e.f366.b71d (bia 649e.f366.b71d)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is LX
output flow-control is on, input flow-control is on
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Interface GigabitEthernet1/2/3 queueing strategy: PXF Class-based
30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showcontrollergigabitethernet

DEPI により使用されるギガビット イーサネッ
ト インターフェイスに関する情報を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface integrated-cable

show interface integrated-cable
統合チャネルの現在の設定とステータスを表示するには、特権 EXEC モードで
showinterfaceintegrated-cable コマンドを使用します。
Cisco uBR10012 ルータ
show integrated interface-cable slot/subslot/port: interface-number[options]
Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR7225VXR ルータ
show integrated interface-cable slot/port: interface-number[options]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show integrated interface-cable slot/subslot/port: integrated-Cable-interface-number[options]
___________________
構文の説明

slot/subslot/port

• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。有効範囲は 5 ～ 8 です。
• subslot：ライン カードが装着されているサ
ブスロット。使用可能なスロットは 0 また
は 1 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号。port の有効な値は 0 ～
4 です。
Cisco cBR ルータ：
• slot：有効範囲は 0 ～ 3 と 6 ～ 9 です。
• subslot：ライン カードが装着されているサ
ブスロット。有効な値は 0 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号。有効範囲は 0 ～ 7 で
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface integrated-cable

slot/port

Cisco uBR7225VXR または Cisco uBR7246VXR
ルータ：
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。
◦ Cisco uBR7225VXR ルータ：有効範囲
は 1 ～ 2 です。
◦ Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲
は 3 ～ 6 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号。有効な値は 0 または 1
です。

integrated-Cable-interface-number

統合ケーブル インターフェイス番号。有効範囲
は 0 ～ 3 です。
Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 162 です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface integrated-cable

options
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface integrated-cable

次に、統合ケーブル インターフェイスに関する
情報を生成する非ケーブル固有オプションを示
します。
• accounting：インターフェイスを介して送
信された各プロトコル タイプのパケット
数を表示します。
• controller：インターフェイス、設定、お
よびコントローラのステータスを表示しま
す。
• counters：統合ケーブル インターフェイス
のカウンタを表示します。
• crb：インターフェイスのルーティングと
ブリッジングに関する情報を表示します。
• dbs：動的帯域幅共有（DBS）スケジュー
ラ情報を表示します。
• description：インターフェイスについて入
力された説明を表示します。
• dlm：DEPI 遅延測定（DLM）の統計情報
を表示します。このキーワードは、Cisco
cBR ルータではサポートされません。
• downstream：ダウンストリーム情報を表
示します。
• history：Cisco cBR ルータ上のインターフェ
イス履歴を表示します。
• human-readable：Cisco cBR ルータで、大
きな数値をカンマで区切って示すインター
フェイス出力を表示します。
• fair-queue：統合ケーブル インターフェイ
スの重み付け均等化キューイング（WFQ）
情報を表示します。このキーワードは、
CiscocBRルータではサポートされません。
• irb：インターフェイスのルーティングと
ブリッジングに関する情報を表示します。
• mac-accounting：インターフェイス MAC
アカウンティング情報を表示します。
• monitor：インターフェイスのステータス
を継続的に表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface integrated-cable

• mpls-exp：インターフェイスのマルチプロ
トコル ラベル スイッチング（MPLS）
Experimental アカウンティング情報を表示
します。
• multicast-gcr：マルチキャスト QoS
（MQoS）GCR の詳細を表示します。
• multicast-sessions：統合ケーブル インター
フェイスのマルチキャスト セッションに
関する情報を表示します。
• precedence：インターフェイスの優先アカ
ウンティング情報を表示します。
• privacy：プライバシー グループ情報を表
示します。このキーワードは、Cisco cBR
ルータではサポートされません。
• random-detect：インターフェイスの重み
付けランダム早期検出（WRED）情報を表
示します。このキーワードは、Cisco cBR
ルータではサポートされません。
• stats—スイッチングされたパケットを表示
します。
• summary：インターフェイスの要約情報を
表示します。
• switching：インターフェイスのスイッチン
グ情報を表示します。このキーワードは、
CiscocBRルータではサポートされません。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCD

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR7225VXR ルータに
統合されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。downstream キーワードが拡張され、
DOCSIS インターフェイス関連情報における均等性が確保されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface integrated-cable

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。
次のキーワードが削除されました。
• dlm
• fair-queue
• privacy
• random-detect
• switching
次のキーワードが追加されました。
• history
• human-readable

___________________
使用上のガイドライン その他の非ケーブル固有オプションの中には、統合ケーブル インターフェイスに関する有用な情
報を生成しないものがあります。非ケーブル固有オプションについては、Cisco.com の Cisco IOS
リリース 12.3 のドキュメントを参照してください。
Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレーショ
ン モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを追加で
きます。
___________________
例

次に、showinterfaceintegrated-cableaccounting コマンドの出力例を示します。
Router# showshow interface integrated-cable 7/0/0:0 accounting
Protocol
Pkts In
Chars In
Pkts Out Chars Out
IP
0
0
280
41606

次に、showinterfaceintegrated-cabledbs コマンドの出力例を示します。
Router# show interface integrated-cable 3/0:0 dbs
Dynamic Bandwidth Sharing is enabled
active 0
RF 0: tokens 23342, active 0, policer 4687 KB/s, max_tokens 23435
deficit counter 0, quantum 6000
ticks_limit: 62500, max_ticks:625000, policer(ticks): 312

次に、showinterfaceintegrated-cabledescription--> コマンドの出力例を示します。
Router# show interface integrated-cable 7/0/0:0 description
Interface
Status
Protocol Description
In7/0/0:0
up
up
tfchan_ubr10k_1#show interface integrated-cable 7/0/0:0 downstream
In7/0/0:0: Downstream is up
Total Modems 5 (5 active), Total Flows 6
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface integrated-cable

Total downstream bandwidth: 18750 Kbps
Total downstream reserved/reservable bandwidth: 2002/15000 Kbps

次に、showinterfaceintegrated-cabledownstream--> コマンドの出力例を示します。
Router# show interface integrated-cable 7/0/0:0 downstream
In7/0/0:0: Downstream is up
Total Modems 5 (5 active), Total Flows 6
Total downstream bandwidth: 18750 Kbps
Total downstream reserved/reservable bandwidth: 2002/15000 Kbps

次に、showinterfaceintegrated-cableirb--> コマンドの出力例を示します。
Router# show interface integrated-cable 7/0/0:0 irb
Integrated-Cable7/0/0:0
tfchan_ubr10k_1#show interface integrated-cable 7/0/0:0 multicast-gcr
Group Classifier Rules on Integrated-Cable7/0/0:0:
Classifier_id Group_id Group_Qos_id Sid
SFID
ref_count Key
1
1
1
8196 16
1
0

次に、showinterfaceintegrated-cablemulticast-gcr コマンドの出力例を示します。
Router# show interface integrated-cable 5/1/2:0 multicast-gcr
Group Classifier Rules on Integrated-Cable7/0/0:0:
Classifier_id Group_id Group_Qos_id Sid
SFID
ref_count
1
1
1
8196 16
1

Key
0

次に、showinterfaceintegrated-cablemulticast-sessions コマンドの出力例を示します。
Router# show interface integrated-cable 5/1/2:0 multicast-sessions
Default Multicast Service Flow 53 on Integrated-Cable 5/1/2:0
Multicast Group
: 230.1.2.3
Source
: N/A
Act GCRs : 2
Interface : Bu123
State: A
GI: Bu123
GCR
: GC
SAID
SFID
Key
GQC
GEn
2
8252
64
31
2
1
1
8253
65
32
1
1

___________________
例

RC: 0

次に、showinterfaceintegrated-cabledownstream コマンドの出力例を示します。
Router# show interface integrated-cable 6/1/0:0 downstream
In6/1/0:0: Downstream is up
Total Modems 1 (1 active), Total Flows 2
Total downstream bandwidth: 375 Kbps
Total downstream reserved/reservable bandwidth: 0/300 Kbps
Total downstream guaranteed/non-guaranteed bonus bandwidth: 20025/10012 Kbps

___________________
例

次に、show interface integrated-cable accounting コマンドの出力例を示します。
Router#show interface integrated-Cable 1/0/0:0 accounting
Integrated-Cable1/0/0:0
Protocol
Pkts In
Chars In
Pkts Out
No traffic sent or received on this interface.
Router#

Chars Out

次に、show interface integrated-cable controller コマンドの出力例を示します。
Router#show interface integrated-Cable 1/0/0:0 controller
Integrated-Cable1/0/0:0 is down, line protocol is down
Hardware is CMTS IC interface, address is c414.3c17.1dcb (bia c414.3c17.1dcb)
MTU 1500 bytes, BW 37500 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface integrated-cable

Encapsulation MCNS, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 28125 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
IC controller details
In1/0/0:0 RFID: 12288
Inject header:
DOCSIS DATA HDR Byte dump:
00 00 00 03
00 14 64 00
00 00 00 00
00 00 00 00
-------------------------------------DOCSIS DATA HDR Decode, hdr Size: 16
-------------------------------------HEADER FIELDS
-------------------------------------Pkt-Len
: 0 (0x0)
Jib-hdr-ver
: 0 (0x0)
pkt-type
: 0 (0x0)
pkt-subtype
: 0 (0x0)
Dest
: 3 (0x3)
Src
: 0 (0x0)
ilk
: 0 (0x0)
sf-idx
: 1305 (0x519)
Qos
: 0 (0x0)
Control
: 0 (0x0)
dbg_control
: 0 (0x0)
bpi_idx
: 0 (0x0)
timestamp
: 0 (0x0)
-------------------------------------Flow control Id: 0x3000 [slot: 3 (0x3), JIB chan no: 0 (0x0)]
---------------------------------------------State info (DSNB if and its underlying states)
---------------------------------------------DSNB IF state
: DOWN
RF Chan state
: UP
RF Chan Mod Type
: SC-QAM
RF Chan frequency
: 93000000
Bandwidth configured on DSNB IF
: YES
Inject Header/HW flow creation status : DSNB_IF_SM_UP
MD state
: DSNB i/f is NOT part of a MD
*DSNB i/f Line State
: DOWN
---------------------------------------------Router#

次に、show interface integrated-cable counters protocol status コマンドの出力例を示します。
Router#show interface integrated-Cable 1/0/0:0 counters protocol status
Protocols allocated:
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface integrated-cable

Integrated-Cable1/0/0:0: Other, IP
Router#

次に、show interface integrated-cable crb コマンドの出力例を示します。
Router#show interface integrated-Cable 1/0/0:0 crb
Integrated-Cable1/0/0:0
Routed protocols on Integrated-Cable1/0/0:0:
ipv6
Router#

次に、show interface integrated-cable human-readable コマンドの出力例を示します。
Router#show interface integrated-Cable 1/0/0:0 human-readable
Integrated-Cable1/0/0:0 is down, line protocol is down
Hardware is CMTS IC interface, address is c414.3c17.1dcb (bia c414.3c17.1dcb)
MTU 1500 bytes, BW 37500 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation MCNS, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 28125 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

showinterfaceintegrated-cablequeue

統合ケーブル インターフェイスのダウンスト
リーム階層型キューイング フレームワーク
（HQF）キュー情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface integrated-cable queue

show interface integrated-cable queue
統合ケーブルインターフェイスのダウンストリームの階層型キューイングフレームワーク（HQF）
キューに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで showinterfaceintegrated-cablequeue コ
マンドを使用します。
show interface integrated-cable slot/port:sub-interfacequeue [verbose| cblt [cblt_index| priority]| pblt]
___________________
構文の説明

slot/port

• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。
◦ Cisco uBR7225VXR ルータ：有効範囲
は 1 ～ 2 です。
◦ Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲
は 3 ～ 6 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号。port の有効な値は 0 ま
たは 1 です。

___________________
コマンド モード

verbose

（任意）すべてのキューの詳細情報を表示しま
す。

cblt

（任意）通常のダウンストリーム HQF キュー
の詳細なクラス レイヤ帯域幅制限トラフィック
（CBLT）ストリーム情報を表示します。

cblt_index

CBLT インデックス情報。

priority

プライオリティ HQF キューの CBLT 情報を表
示します。プライオリティ キューにインデック
スはありません。

pblt

（任意）このインターフェイスの詳細な物理層
帯域幅制限トラフィック（PBLT）ストリーム
情報を表示します。

特権 EXEC（#）

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2849

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface integrated-cable queue

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCD

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR7225VXR ルー
タで導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

次に、showinterfaceintegrated-cablequeue コマンドの出力例を示します。
Router> show interface integrated-cable 3/0:0 queue
*

idx/gqid

BE Queues:
I
0/1
In5/0:0
1/44
In5/0:0
CIR Queues:
33/97
In5/0:0

Len/Limit
pkts

Deqs

0/128
0/128

0/128

Drops
pkts
700

Low Latency Queues:
~
51/124
0/128
1
In5/0:0
$
0/0
0/128
1
In5/0:0
I: Cable Interface Queue
$: Low Latency Queue
~: Low Latency Policing Queue
Router>

MIR/PR
kbps

0

0

1

CIR
pkts

SFID
kbps

0
0

ForwInt

0/0
0

C5/0:11

10000/0

C5/0:11

14374

0

100

15000/0

C5/0:15

14374

0

100

100/0

C5/0:15

14374

0

100

100/0

-

次に、showinterfaceintegrated-cablequeueverbose コマンドの出力例を示します。
Router> show interface integrated-cable 3/0:0 queue verbose
Interface Number 5 (type 25) Integrated Cable 3/0:0
OUTPUT FEATURES
blt (0x63D90FA0, index 0, qid 0, fast_if_number 5) layer PHYSICAL
scheduling policy: WFQ (111)
classification policy: CLASS_BASED (122)
drop policy: TAIL (141)
packet size fixup policy: NONE (0)
no of global policers: 0
blt flags: 0x220000
scheduler: 0x63DFDBE0
total guarantee percent 0 total remaining perc 0 total bandwidth guarantee 0 total active
0
txcount 26131 txqbytes 2030784 drops 0 qdrops 0 nobuffers 0 flowdrops 0
qsize 0 aggregate limit/bytes 1000/0 availbuffers 1000
holdqueue_out 1000 perc 0.00 remaining_ratio/perc 0
visible_bw 37500 max_rate 37500 allocated_bw 37500 vc_encap 0 ecn_threshold NONE
weight A 1 quantum A 1500 credit A 1500
weight B 1 quantum B 1500 credit B 1500
min-rate tokens: 13000, credit: 0, depth: 13000
backpressure_policy 0 scheduler_flags C03B
last_sortq[A/B] 0/0, remaining pak/particles 0/0
leaf_blt[P1] 0x63DFDBE0 burst packets/bytes[P1] 0/0
leaf_blt[P2] 0x63DFDBE0 burst packets/bytes[P2] 0/0
leaf_blt[NOTP] 0x63DFDBE0 burst packets/bytes[NOTP] 0/0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface integrated-cable queue

(max entries 1000)
next layer HQFLAYER_CLASS_HIER0 (max entries 1000)
blt (0x63D90EE0, index 0, qid 1, fast_if_number 5) layer CLASS_HIER0
scheduling policy: FIFO (110)
classification policy: NONE (120)
drop policy: TAIL (141)
packet size fixup policy: NONE (0)
no of global policers: 0
blt flags: 0x220000
scheduler: 0x63DFDB20
total guarantee percent 0 total remaining perc 0 total bandwidth guarantee 0 total
active 1
txcount 167 txqbytes 12912 drops 0 qdrops 0 nobuffers 0 flowdrops 0
qsize 0 aggregate limit/bytes 1000/0 availbuffers 1000
holdqueue_out 0 perc 100.00 remaining_ratio/perc 0
visible_bw 37500 max_rate 37500 allocated_bw 37500 vc_encap 0 ecn_threshold NONE
weight A 1 quantum A 1500 credit A 1500
weight B 1 quantum B 1500 credit B 1500
min-rate tokens: 18750, credit: 0, depth: 18750
backpressure_policy 0 scheduler_flags C03B
last_sortq[A/B] 55/11, remaining pak/particles 0/0
leaf_blt[P1] 0x63DFDB20 burst packets/bytes[P1] 0/0
leaf_blt[P2] 0x63DFDB20 burst packets/bytes[P2] 0/0
leaf_blt[NOTP] 0x63DFDB20 burst packets/bytes[NOTP] 1/80
Router>

次に、showinterfaceintegrated-cablequeuecbltcblt_index コマンドの出力例を示します。
Router> show interface integrated-cable 3/0:0 queue cblt 1
blt (0x65CE3EA0, index 1, qid 45, fast_if_number 19) layer CLASS_HIER0
scheduling policy: FIFO (110)
classification policy: NONE (120)
drop policy: TAIL (141)
packet size fixup policy: NONE (0)
no of global policers: 0
D/Traffic Shaping enabled
blt flags: 0x22A208C
scheduler: 0x65D504C0
total guarantee percent 0 total remaining perc 0 total bandwidth guarantee 1000 total
active 1
D/Traffic Shaping enabled
txcount 890 txqbytes 63900 drops 0 qdrops 0 nobuffers 0 flowdrops 0
qsize 0 aggregate limit/bytes 128/100000 availbuffers 128
holdqueue_out 0 perc 0.00 remaining_ratio/perc 11
visible_bw 0 max_rate 4000 allocated_bw 0 vc_encap 0 ecn_threshold NONE
weight A 1 quantum A 1500 credit A 1500
weight B 1 quantum B 1500 credit B 1500
min-rate tokens: 1500, credit: 0, depth: 1500
backpressure_policy 0 scheduler_flags C03F
last_sortq[A/B] 0/0, remaining pak/particles 0/0
leaf_blt[P1] 0x65D504C0 burst packets/bytes[P1] 0/0
leaf_blt[P2] 0x65D504C0 burst packets/bytes[P2] 0/0
leaf_blt[NOTP] 0x65D504C0 burst packets/bytes[NOTP] 0/0
OUTPUT Shaping
Bc internal 0 Be internal 0 Time interval 4
increment 4000 increment_lower 0 increment_limit 4000
last visit 87456736 credit 0 outstanding_tokens 23760 maxtokens 24352
peak_rate_credit 0 peak_rate_tokens 0 peak_rate_increment 0
system timer delayed 0 restart timer 0
timer set 0 hqf_shape_running 17254
nextexpire_system_time 0 nextexpire_time_qindex -1
Router>

次に、showinterfaceintegrated-cablequeuecbltpriority--> コマンドの出力例を示します。
Router# show interface integrated-cable 3/0:0 queue cblt priority
blt (0x19FA9300, index 0, qid 52, fast_if_number 20) layer CLASS_HIER0
scheduling policy: FIFO (110)
classification policy: NONE (120)
drop policy: TAIL (141)
packet size fixup policy: NONE (0)
no of global policers: 0
blt flags: 0x200800
scheduler: 0x1A015CC0
total guarantee percent 0 total remaining perc 0 total bandwidth guarantee 9500 total
active 1
txcount 114 txqbytes 12864 drops 0 qdrops 0 nobuffers 0 flowdrops 0
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show interface integrated-cable queue

qsize 0 aggregate limit/bytes 128/0 availbuffers 128
holdqueue_out 0 perc 0.00 remaining_ratio/perc 0
visible_bw 0 max_rate 37500 allocated_bw 0 vc_encap 0 ecn_threshold NONE
weight A 1 quantum A 1500 credit A 1500
weight B 1 quantum B 1500 credit B 1500
min-rate tokens: 1500, credit: 0, depth: 1500
backpressure_policy 0 scheduler_flags C83F
last_sortq[A/B] 0/0, remaining pak/particles 0/0
leaf_blt[P1] 0x1A015CC0 burst packets/bytes[P1] 0/0
leaf_blt[P2] 0x1A015CC0 burst packets/bytes[P2] 0/0
leaf_blt[NOTP] 0x1A015CC0 burst packets/bytes[NOTP] 0/0
PRIORITY LEVEL 1: total bandwidth 500 kbps, total percent 0%
Router#

次に、showinterfaceintegrated-cablequeuepblt--> コマンドの出力例を示します。
Router# show interface integrated-cable 3/0:0 queue pblt
blt (0x19FB4700, index 0, qid 0, fast_if_number 20) layer PHYSICAL
scheduling policy: WFQ (111)
classification policy: CLASS_BASED (122)
drop policy: TAIL (141)
packet size fixup policy: NONE (0)
no of global policers: 0
blt flags: 0x220000
scheduler: 0x1A0210C0
total guarantee percent 0 total remaining perc 0 total bandwidth guarantee 0 total active
0
txcount 67743 txqbytes 6281007 drops 2 qdrops 0 nobuffers 0 flowdrops 0
qsize 0 aggregate limit/bytes 8000/0 availbuffers 8000
holdqueue_out 1000 perc 0.00 remaining_ratio/perc 0
visible_bw 37500 max_rate 37500 allocated_bw 18000 vc_encap 0 ecn_threshold NONE
weight A 1 quantum A 1500 credit A 1500
weight B 1 quantum B 1500 credit B 1500
min-rate tokens: 13000, credit: 0, depth: 13000
backpressure_policy 1 scheduler_flags C03F
last_sortq[A/B] 0/0, remaining pak/particles 0/0
leaf_blt[P1] 0x1A0210C0 burst packets/bytes[P1] 0/0
leaf_blt[P2] 0x1A0210C0 burst packets/bytes[P2] 0/0
leaf_blt[NOTP] 0x1A0210C0 burst packets/bytes[NOTP] 0/0
Router#

表 229：show interface integrated-cable：フィールドの説明

フィールド

説明

Len/Limit Pkts

キューの長さと制限（パケット単位）。

Deqs Pkts

キューから取り出されたパケット。

Drops Pkts

ドロップされたパケット。

CIR Kbps

認定情報レート（KB/秒）。

MIR/PR Kbps

最大情報およびピーク レート（KB/秒）。

Forwint

転送インターフェイス。

BE Queues

ベスト エフォート キュー。

CIR Queues

認定情報レート キュー。

Low Latency Queues

低遅延キュー。
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show interface integrated-cable queue

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

sfid

サービス フロー ID 番号。

Command

Description

showinterfacecabledownstream-->

ケーブル インターフェイスのダウンストリーム
の情報を表示します。

showinterfacecablesid

ネットワークの各 CM のサービス ID（SID）情
報を表示します。

showinterfacecablesignal-quality-->

ケーブル信号品質の情報を表示します。

showinterfacecableupstream

ケーブル インターフェイスの 1 つまたはすべて
のアップストリームの情報を表示します。

showinterfacewideband-cable

ワイドバンド チャネルに関する情報を表示しま
す。
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show interface modular-cable

show interface modular-cable
モジュラ ケーブル インターフェイスの現在の設定とステータスを表示するには、特権 EXEC モー
ドで showinterfacemodular-cable コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCA
show interface modular-cable slot/subslot/bay:nb-channel-number
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
show interface modular-cable slot/bay/port:nb-channel-number
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF
show interface modular-cable slot/subslot/port:nb-channel-number
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

slot

SIP が装着されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

subslot

SIP が装着されているサブスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、常にサブスロット 0 が
指定されます。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号。

unit

コントローラ ユニット番号。

nb-channel-number

ナローバンド チャネル番号。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが導入されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。こ
のコマンドが変更され、モジュラ ケーブル インターフェイスの指定形
式が slot/subslot/bay から slot/bay/port に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。downstream キーワードが拡張され、
DOCSIS インターフェイス関連情報における均等性が確保されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次に、showinterfacemodular-cable コマンドの出力例を示します。
Router# show interface modular-cable 1/0/0:0
Modular-Cable3/0/0:0 is up, line protocol is up
Hardware is CMTS MC interface, address is 0011.9221.84be (bia 0011.9221.84be)
MTU 1500 bytes, BW 539 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation MCNS, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:09:57, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: PXF First-In-First-Out
Output queue 0/64, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
107 packets output, 16302 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次に、downstream キーワードを指定した showinterfacemodular-cable コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show interface modular-cable 1/0/0:1 downstream
Mo1/0/0:1: Downstream is up
Total Modems 0 (0 active), Total Flows 1
Total downstream bandwidth: 3750 Kbps
Total downstream reserved/reservable bandwidth: 0/3000 Kbps
Total downstream guaranteed/non-guaranteed bonus bandwidth: 10644/10643 Kbps

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacemodular-cableaccounting

インターフェイス アカウンティング情報を表示
します。

showinterfacemodular-cabledescription

インターフェイスの説明を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable

コマンド

説明

showinterfacemodular-cabledownstream

ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

showinterfacemodular-cabledsg

インターフェイスごとに DOCSIS セットトップ
ゲートウェイ（DSG）情報を表示します。

showinterfacemodular-cableintercept

インターセプト ストリーム情報を表示します。

showinterfacemodular-cablestats

スイッチングされたインターフェイス パケット
およびオクテットを表示します。

showinterfacemodular-cablesummary

インターフェイスの要約情報を表示します。

showinterfacemodular-cableswitching

インターフェイスのスイッチング情報を表示し
ます。
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show interface modular-cable accounting

show interface modular-cable accounting
インターフェイスのアカウンティング情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showinterfacemodular-cableaccounting コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCA
show interface modular-cable {slot/subslot/bay:nb-channel-number} accounting
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
show interface modular-cable {slot/bay/port:nb-channel-number} accounting
___________________
構文の説明

slot

SIP が装着されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

subslot

SIP が装着されているサブスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、常にサブスロット 0 が
指定されます。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。

nb-channel-number

ナローバンド チャネル番号を表します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの値または動作はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。こ
のコマンドが変更され、モジュラ ケーブル インターフェイスの指定形
式が slot/subslot/bay から slot/bay/port に変更されました。
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show interface modular-cable accounting

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、およびナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケー
ブル インターフェイスに対する showinterfacemodular-cableaccounting コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 accounting
Modular-Cable1/0/0:0
Protocol
Pkts In
Chars In
Pkts Out
IP
0
0
1286

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacemodular-cabledescription

インターフェイスの説明を表示します。

showinterfacemodular-cabledownstream

ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

showinterfacemodular-cabledsgdownstream

DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）情
報を表示します。

showinterfacemodular-cableintercept

インターセプト ストリーム情報を表示します。

showinterfacemodular-cablestats

スイッチングされたインターフェイス パケット
およびオクテットを表示します。

showinterfacemodular-cablesummary

インターフェイスの要約情報を表示します。

showinterfacemodular-cableswitching

インターフェイスのスイッチング情報を表示し
ます。
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Chars Out
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable description

show interface modular-cable description
インターフェイスの説明を表示するには、特権 EXEC モードで showinterfacemodular-cabledescription
コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCA
show interface modular-cable slot/subslot/bay:nb-channel-number description
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
show interface modular-cable slot/subslot/port:nb-channel-number description
___________________
構文の説明

slot

SIP が装着されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

subslot

SIP が装着されているサブスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、常にサブスロット 0 が
指定されます。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。

nb-channel-number

ナローバンド チャネル番号を表します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。こ
のコマンドが変更され、モジュラ ケーブル インターフェイスの指定形
式が slot/subslot/bay から slot/bay/port に変更されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable description

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、およびナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケー
ブル インターフェイスに対する showinterfacemodular-cabledescription コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 description
Interface
Status
Protocol Description
Mo1/0/0:0
up
up

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacemodular-cableaccounting

インターフェイス アカウンティング情報を表示
します。

showinterfacemodular-cabledownstream

ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

showinterfacemodular-cabledsgdownstream

DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）情
報を表示します。

showinterfacemodular-cableintercept

インターセプト ストリーム情報を表示します。

showinterfacemodular-cablesummary

インターフェイスの要約情報を表示します。

showinterfacemodular-cablestats

スイッチングされたインターフェイス パケット
およびオクテットを表示します。

showinterfacemodular-cableswitching

インターフェイスのスイッチング情報を表示し
ます。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable dlm

show interface modular-cable dlm
DEPI 遅延測定（DLM）情報を表示するには、特権 EXEC モードで showinterfacemodular-cabledlm
コマンドを使用します。
show interface modular-cable slot/bay/port:interface-numberdlm
___________________
構文の説明

slot

SIP が装着されているスロット。Cisco uBR10012
ユニバーサル ブロードバンド ルータでは、ス
ロット 1 および 3 を SIP に使用できます。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号。

interface-number

モジュラ ケーブル インターフェイス番号。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

次に、スロット 1、ベイ 0、ポート 0、およびモジュラ ケーブル インターフェイス番号 6 のモジュ
ラ ケーブル インターフェイスに対する showinterfacemodular-cabledlm コマンドの出力例を示し
ます。
Router# show interface Modular-Cable 1/0/0:6 dlm
DEPI Latency Measurements for Modular-Cable1/0/0:6
Current CIN Delay: 146 usecs
Current DLM: 4566
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable dlm

Average DLM (last 10): 1514
Max DLM: 5115
Min DLM: 913
Ingress DLM
#
SysUpTime
Delay (Ticks)
x-----------x-------------------x-----------0
831149
949
1
831159
1168
2
831170
4566
3
831076
1005
4
831087
983
5
831097
1185
6
831108
1139
7
831118
1144
8
831128
2013
9
831139
996

表 230：show interface modular-cable のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Current CIN Delay

現在の CIN 遅延値。

Current DLM

現在の DLM 値。

Average DLM (last 10)

平均 DLM 値。

Max DLM

最大 DLM。

Min DLM

最小 DLM。

SysUpTime

システムが稼働している（アクティブである）
時間

Delay (Ticks)

測定される遅延（ティック数）。

コマンド

説明

showinterfacemodular-cabledownstream

ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

showinterfacemodular-cablesummary

インターフェイスの要約情報を表示します。

rf-channelnetwork-delay

ワイドバンド SPA 上の RF チャネルのネット
ワーク遅延を設定します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable downstream

show interface modular-cable downstream
ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報を表示するには、特権 EXEC モードで show interface
modular-cable downstream コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCA
show interface modular-cable slot/subslot/bay:nb-channel-number downstream
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
show interface modular-cable slot/subslot/port:nb-channel-number downstream
___________________
構文の説明

slot

SIP が装着されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

subslot

SIP が装着されているサブスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、常にサブスロット 0 が
指定されます。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。

nb-channel-number

ナローバンド チャネル番号を表します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。こ
のコマンドが変更され、モジュラ ケーブル インターフェイスの指定形
式が slot/subslot/bay から slot/bay/port に変更されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable downstream

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、およびナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケー
ブル インターフェイスに対する showinterfacemodular-cabledownstream コマンドの出力例を示し
ます。
Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 downstream
Mo1/0/0:0: Downstream is up
Total Modems 5 (5 active), Total Flows 6
Total downstream bandwidth: 1940 Kbps
Total downstream reserved bandwidth: 200 Kbps

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacemodular-cableaccounting

インターフェイス アカウンティング情報を表示
します。

showinterfacemodular-cabledescription

インターフェイスの説明を表示します。

showinterfacemodular-cabledsgdownstream

DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）情
報を表示します。

showinterfacemodular-cableintercept

インターセプト ストリーム情報を表示します。

showinterfacemodular-cablestats

スイッチングされたインターフェイス パケット
およびオクテットを表示します。

showinterfacemodular-cablesummary

インターフェイスの要約情報を表示します。

showinterfacemodular-cableswitching

インターフェイスのスイッチング情報を表示し
ます。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable intercept

show interface modular-cable intercept
インターセプト ストリーム情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showinterfacemodular-cableintercept コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCA
show interface modular-cable slot/subslot/bay:nb-channel-number intercept
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
show interface modular-cable slot/subslot/port:nb-channel-number intercept
___________________
構文の説明

slot

SIP が装着されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

subslot

SIP が装着されているサブスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、常にサブスロット 0 が
指定されます。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。

nb-channel-number

ナローバンド チャネル番号を表します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。こ
のコマンドが変更され、モジュラ ケーブル インターフェイスの指定形
式が slot/subslot/bay から slot/bay/port に変更されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable intercept

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、およびナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケー
ブル インターフェイスに対する showinterfacemodular-cableintercept コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 intercept
Interface Modular-Cable1/0/0:0 is a member of bundle 2. Reenter the command on t
he virtual bundle interface.

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacemodular-cableaccounting

インターフェイス アカウンティング情報を表示
します。

show interface modular-cable description

インターフェイスの説明を表示します。

showinterfacemodular-cabledownstream

ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

showinterfacemodular-cabledsgdownstream

DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）情
報を表示します。

showinterfacemodular-cablestats

スイッチングされたインターフェイス パケット
およびオクテットを表示します。

showinterfacemodular-cablesummary

インターフェイスの要約情報を表示します。

showinterfacemodular-cableswitching

インターフェイスのスイッチング情報を表示し
ます。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable multicast-sessions

show interface modular-cable multicast-sessions
特定のモジュラ ケーブル インターフェイスのマルチキャスト セッションに関する情報を表示す
るには、特権 EXEC モードで showinterfacemodular-cablemulticast-sessions コマンドを使用しま
す。
show interface modular-cable slot/{subslot| bay}/port:wideband-channel [group | [ipv4-MQoS-group|
ipv6-MQoS-group]| latency| sid [MQoS-sid]]
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イス ライン カードのセカンダリ スロット。有
効なサブスロットは 0 または 1 です。

bay

Cisco Wideband SPA が装着されているベイ。有
効範囲は 0 ～ 3 です。

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。

interface-number

モジュラ ケーブル インターフェイス番号。有
効範囲は 0 ～ 23 です。

group[ipv4-MQoS-group | ipv6-MQoS-group]

指定された IPv4 または IPv6 マルチキャスト
サービス品質（MQoS）グループに関する情報
を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable multicast-sessions

latency

マルチキャスト セッション遅延に関する情報を
表示します。

sid[MQoS-sid]

MQoS サービス ID（SID）に関する情報を表示
します。SID の値の範囲は 8192 ～ 12272 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。こ
のコマンドが変更され、モジュラケーブルインターフェイスの指定形
式が slot/subslot/bay から slot/bay/port. に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。latency キーワードが追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次に、showinterfacemodular-cablemulticast-sessions コマンドの出力例を示します。
Router# show interface modular-cable 1/1/0:0 multicast-sessions
Default Multicast Service Flow 7 on Modular-Cable1/1/0:0
Multicast Group
: 230.1.2.5
Source
: N/A
Act GCRs : 1
Interface : Bu1
State: A
GI: Bu1
GCR
: GC
SAID
SFID
Key
GQC
GEn
1
8198
18
0
1
0

RC: 0

次に、showinterfacemodular-cablemulticast-sessionsgroup コマンドの出力例を示します。
Router# show interface modular-cable 1/1/0:0 multicast-sessions group 230.1.2.5
Multicast Group
: 230.1.2.5
Source
: N/A
Act GCRs : 1
Interface : Bu1
State: A
GI: Bu1
RC: 0
GCR
: GC
SAID
SFID
Key
GQC
GEn
1
8198
18
0
1
0

次に、showinterfacemodular-cablemulticast-sessionslatency コマンドの出力例を示します。
Router# show interface modular-cable 1/1/0:0 multicast-sessions latency
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable multicast-sessions

Session (S,G) : (*,230.1.2.5)
Fwd Intfc
: Mo1/1/0:0
MQoS Entered at
MQoS Exit at
Mar 6 23:13:16.223
Mar 6 23:13:16.223
GC
SAID
SFID
SF req
SF rsp
1
8198
18
Mar 6 23:13:16.223 Mar 6 23:13:16.283

次に、showinterfacemodular-cablemulticast-sessionssid コマンドの出力例を示します。
Router# show interface modular-cable 1/1/0:0 multicast-sessions sid 8198
Multicast Group
: 230.1.2.5
Source
: N/A
Act GCRs : 1
Interface : Bu1
State: A
GI: Bu1
RC: 0
GCR
: GC
SAID
SFID
Key
GQC
GEn
1
8198
18
0
1
0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacemodular-cableaccounting

インターフェイス モジュラ ケーブル アカウン
ティング情報を表示します。

showinterfacemodular-cabledescription

モジュラ ケーブル インターフェイスの説明を
表示します。

showinterfacemodular-cabledownstream

ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

showinterfacemodular-cabledsg

モジュラ ケーブル インターフェイスごとの
DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）情
報を表示します。

showinterfacemodular-cableintercept

インターフェイス モジュラ ケーブルのインター
セプト ストリーム情報を表示します。

showinterfacemodular-cablestats

スイッチングされたインターフェイス モジュラ
ケーブル パケットおよびオクテットを表示しま
す。

showinterfacemodular-cablesummary

インターフェイス モジュラ ケーブルの要約情
報を表示します。

showinterfacemodular-cableswitching

インターフェイス モジュラ ケーブルのスイッ
チング情報を表示します。

showinterfacewideband-cablemulticast-sessions

特定のワイドバンド ケーブル インターフェイ
スのマルチキャスト セッションに関する情報を
表示します。

showinterfacecablemulticast-sessions

特定のケーブル インターフェイスのマルチキャ
スト セッションに関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable multicast-sessions
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable stats

show interface modular-cable stats
スイッチングされたインターフェイス パケットおよびオクテットを表示するには、特権 EXEC
モードで showinterfacemodular-cablestats コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCA
show interface modular-cableslot/subslot/bay:nb-channel-numberstats
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
show interface modular-cableslot/bay/port:nb-channel-numberstats
___________________
構文の説明

slot

SIP が装着されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

subslot

SIP が装着されているサブスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、常にサブスロット 0 が
指定されます。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。

nb-channel-number

ナローバンド チャネル番号を表します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。こ
のコマンドが変更され、モジュラ ケーブル インターフェイスの指定形
式が slot/subslot/bay から slot/bay/port に変更されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable stats

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、およびナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケー
ブル インターフェイスに対する showinterfacemodular-cablestats コマンドの出力例を示します。
Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 stats
Modular-Cable1/0/0:0
Switching path
Pkts In
Chars In
Pkts Out
Processor
0
0
0
Route cache
0
0
509
Total
0
0
509

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacemodular-cableaccounting

インターフェイス アカウンティング情報を表示
します。

showinterfacemodular-cabledescription

インターフェイスの説明を表示します。

showinterfacemodular-cabledownstream

ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

showinterfacemodular-cabledsgdownstream

DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）情
報を表示します。

showinterfacemodular-cableintercept

インターセプト ストリーム情報を表示します。

showinterfacemodular-cableswitching

インターフェイスのスイッチング情報を表示し
ます。

showinterfacemodular-cablesummary

インターフェイスの要約情報を表示します。
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Chars Out
0
41582
41582

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable summary

show interface modular-cable summary
インターフェイスの要約情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showinterfacemodular-cablesummary コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCA
show interface modular-cable slot/subslot/bay:nb-channel-number summary
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
show interface modular-cable slot/subslot/port:nb-channel-number summary
___________________
構文の説明

slot

SIP が装着されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

subslot

SIP が装着されているサブスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、常にサブスロット 0 が
指定されます。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。

nb-channel-number

ナローバンド チャネル番号を表します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの値または動作はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。こ
のコマンドが変更され、モジュラ ケーブル インターフェイスの指定形
式が slot/subslot/bay から slot/bay/port に変更されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable summary

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、およびナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケー
ブル インターフェイスに対する showinterfacemodular-cablesummary コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 summary
*: interface is up
IHQ: pkts in input hold queue
IQD: pkts dropped from input queue
OHQ: pkts in output hold queue
OQD: pkts dropped from output queue
RXBS: rx rate (bits/sec)
RXPS: rx rate (pkts/sec)
TXBS: tx rate (bits/sec)
TXPS: tx rate (pkts/sec)
TRTL: throttle count
Interface
IHQ
IQD OHQ
OQD RXBS RXPS TXBS TXPS TRTL
-----------------------------------------------------------------------* Modular-Cable1/0/0:0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
Hence Details of subinterface are not shown

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacemodular-cableaccounting

インターフェイス アカウンティング情報を表示
します。

showinterfacemodular-cabledescription

インターフェイスの説明を表示します。

showinterfacemodular-cabledownstream

ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

showinterfacemodular-cabledsgdownstream

DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）情
報を表示します。

showinterfacemodular-cableintercept

インターセプト ストリーム情報を表示します。

showinterfacemodular-cablestats

スイッチングされたインターフェイス パケット
およびオクテットを表示します。

showinterfacemodular-cableswitching

インターフェイスのスイッチング情報を表示し
ます。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable switching

show interface modular-cable switching
インターフェイス スイッチング情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showinterfacemodular-cableswitching コマンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.3(23)BC および 12.2(33)SCA
show interface modular-cable slot/subslot/bay:nb-channel-number switching
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB
show interface modular-cable slot/subslot/port:nb-channel-number switching
___________________
構文の説明

slot

SIP が装着されているスロット。Cisco uBR10012
ルータでは、スロット 1 および 3 を SIP に使用
できます。

subslot

SIP が装着されているサブスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、常にサブスロット 0 が
指定されます。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

SPA のインターフェイス番号を指定します。

nb-channel-number

ナローバンド チャネル番号を表します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。こ
のコマンドが変更され、モジュラ ケーブル インターフェイスの指定形
式が slot/subslot/bay から slot/bay/port に変更されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface modular-cable switching

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ ではサポートされません。

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、およびナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケー
ブル インターフェイスに対する showinterfacemodular-cableswitching コマンドの出力例を示しま
す。
Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 switching
Modular-Cable1/0/0:0
Protocol IP
Switching path
Pkts In
Chars In
Pkts Out Chars Out
Process
0
0
0
0
Cache misses
0
Fast
0
0
457
37670
Auton/SSE
0
0
0
0
NOTE: all counts are cumulative and reset only after a reload.

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacemodular-cableaccounting

インターフェイス アカウンティング情報を表示
します。

showinterfacemodular-cabledescription

インターフェイスの説明を表示します。

showinterfacemodular-cabledownstream

ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

showinterfacemodular-cabledsgdownstream

DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）情
報を表示します。

showinterfacemodular-cableintercept

インターセプト ストリーム情報を表示します。

showinterfacemodular-cablestats

スイッチングされたインターフェイス パケット
およびオクテットを表示します。

showinterfacemodular-cablesummary

インターフェイスの要約情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface multicast-gcr

show interface multicast-gcr
グループ分類子ルールの詳細を表示するには、特権 EXEC モードで showinterfacemulticast-gcr コ
マンドを使用します。
show interface {cable slot/subslot/port| modular-cable slot/bay/port:channel| wideband-cable
slot/bay/port:channel} multicast-gcr
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface {cable slot/subslot/cable-interface-index| wideband-cable slot/bay/port:channel} multicast-gcr
___________________
構文の説明

cable slot/subslot/port

情報を表示するケーブル インターフェイスを指
定します。
• slot：0 ～ 8
• subslot：0 または 1
• port：0 ～ 4

cable slot/subslot/cable-interface-index

Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの場合：
• slot：0 ～ 3 および 6 ～ 9。
• subslot：0
• cable-interface-index：0 ～ 15

modular-cable slot/bay/port:channel

情報を表示するケーブル インターフェイスを指
定します。
• slot：0 ～ 8
• bay：0 または 1
• port：0
• channel：0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface multicast-gcr

wideband-cable slot/bay/port:channel

情報を表示するワイドバンド ケーブル インター
フェイスを指定します。
• slot：0 ～ 8
• bay：0 または 1
• port：0
• channel：0

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ で実装されました。modular-cable キーワードが削除さ
れました。

___________________
使用上のガイドライン グループ分類子ルールの詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
___________________
例

次に、showinterfacemulticast-gcr コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 1/1/0:0 multicast-gcr
Group Classifier Rules on Wideband-Cable1/1/0:0:
Classifier_id Group_id Group_Qos_id Sid
SFID
ref_count
7
1
1
8196 10
1
8
2
1
8197 11
1

表 231：show interface multicast-gcr のフィールドの説明

フィールド

説明

Classifier_id

グループ分類子 ID を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface multicast-gcr

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Group_id

グループ分類子ルールのグループ ID 番号を表
示します。

Group_Qos_id

グループ分類子ルールのグループ QoS ID 番号
を表示します。

Sid

ケーブル インターフェイスのサービス ID の情
報を表示します。

SFID

サービス フロー ID（SFID）を表示します。

ref_count

参照数を表示します。

コマンド

説明

showinterfacecableservice-flow

特定のケーブル インターフェイスの DOCSIS
サービス フローの属性を表示します。

showcablemulticastdb

マルチキャストの明示的トラッキング データ
ベースの内容を表示します。

showcablemulticastqos

MQoS の設定情報（Group-Config、
Group-QoS-Config、および
Group-Encryption-Config）を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface port-channel

show interface port-channel
EtherChannel インターフェイスとチャネル ID、およびそのモードと動作ステータスを表示するに
は、特権 EXEC モードで showinterfaceport-channel コマンドを使用します。
show interface port-channel number
___________________
構文の説明

number

オプションの値。この値を指定すると、1 つの
ポート チャネル インターフェイス番号に関す
る情報を表示できるようになります。範囲は 1
～ 64 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(11)BC3

このコマンドが Cisco uBR7246VXR ルータで導入されました。

12.2(9a)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ で実装されました。

___________________
例

次に、PRE2 パフォーマンス ルーティング エンジン モデルの Cisco uBR10012 ルータで設定されて
いるポート チャネル インターフェイス 2 の Gigabit EtherChannel（GEC）情報の例を示します。
この設定は、次のように 3 つの GEC ポート チャネルで構成されています。
メンバー 0 は GEC インターフェイス バンドル マスターです。
メンバー 2 はこの GEC グループの最終スレーブ インターフェイスです。
この 3 つのポート チャネル インターフェイス（メンバー）が、ネットワークの GEC ピアでセッ
トアップされた 1 つの GEC グループを構成しています。
Router# show interface port-channel 2
Port-channel2 is up, line protocol is up
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface port-channel

Hardware is GEChannel, address is 8888.8888.8888 (bia 0000.0000.0000)
Internet address is 101.101.101.1/16
MTU 1500 bytes, BW 3000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
No. of members in this channel: 3
No. of configured members in this channel: 3
No. of passive members in this channel: 0
No. of active members in this channel: 3
Member 0 : GigabitEthernet1/0/0 , Full-duplex, 1000Mb/s
Member 1 : GigabitEthernet3/0/0 , Full-duplex, 1000Mb/s
Member 2 : GigabitEthernet2/0/0 , Full-duplex, 1000Mb/s
No. of Non-active members in this channel: 0
Last input 00:00:02, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/225/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/120 (size/max)
30 second input rate 17292000 bits/sec, 9948 packets/sec
30 second output rate 17315000 bits/sec, 9935 packets/sec
866398790 packets input, 3324942446 bytes, 0 no buffer
Received 2 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
866394055 packets output, 3323914794 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次に、Cisco uBR7246VXR ルータで設定されているポート チャネル インターフェイス 2 の GEC
情報の例を示します。
この設定は、次のように 3 つのポート チャネル インターフェイス（メンバー）で構成されていま
す。
メンバー 0 は GEC インターフェイス バンドル マスターです。
メンバー 2 はこの GEC グループの最終スレーブ インターフェイスです。
この 3 つのポート チャネル インターフェイス（メンバー）が、ネットワークの GEC ピアでセッ
トアップされた 1 つの GEC グループを構成しています。
Router# show interfaces port-channel 2
Port-channel2 is up, line protocol is up
Hardware is GEChannel, address is 000b.bf7d.9c01 (bia 000b.bf7d.9c00)
Internet address is 101.101.101.2/16
MTU 1500 bytes, BW 3000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
No. of members in this channel: 3
No. of configured members in this channel: 3
No. of passive members in this channel: 0
No. of active members in this channel: 3
Member 0 : GigabitEthernet0/3 , Full-duplex, 1000Mb/s
Member 1 : GigabitEthernet0/2 , Full-duplex, 1000Mb/s
Member 2 : GigabitEthernet0/1 , Full-duplex, 1000Mb/s
No. of Non-active members in this channel: 0
Last input 00:13:48, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/225/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/120 (size/max)
30 second input rate 17358000 bits/sec, 9999 packets/sec
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface port-channel

30 second output rate 17359000 bits/sec, 10000 packets/sec
868633935 packets input, 3809968911 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
868642883 packets output, 3811242413 bytes, 0 underruns
2 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
2 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次に、Cisco uBR7246VXR ルータで設定されている指定のポート チャネル インターフェイスの
FastEtherChannel（FEC）情報の例を示します。
この設定は、次のように 4 つのポート チャネル インターフェイス（メンバー）で構成されていま
す。
メンバー 0
メンバー 0 は GEC インターフェイス バンドル マスターです。
メンバー 3 はこの FEC グループの最終スレーブ インターフェイスです。
この 4 つのポート チャネル インターフェイス（メンバー）が、ネットワークの FEC ピアでセッ
トアップされた 1 つの FEC グループを構成しています。
Router# show interfaces port-channel 1
Port-channel1 is up, line protocol is up
Hardware is FEChannel, address is 000b.bf7d.9c1c (bia 000b.bf7d.9c00)
Description: test
Internet address is 100.100.100.1/24
MTU 1500 bytes, BW 400000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 11/255, rxload 11/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
No. of members in this channel: 4
No. of configured members in this channel: 4
No. of passive members in this channel: 0
No. of active members in this channel: 4
Member 0 : FastEthernet2/1 , Full-duplex, 100Mb/s
Member 1 : FastEthernet2/0 , Full-duplex, 100Mb/s
Member 2 : FastEthernet1/1 , Full-duplex, 100Mb/s
Member 3 : FastEthernet1/0 , Full-duplex, 100Mb/s
No. of Non-active members in this channel: 0
Last input 00:14:48, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/300/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/160 (size/max)
30 second input rate 17358000 bits/sec, 9998 packets/sec
30 second output rate 17357000 bits/sec, 9998 packets/sec
869366601 packets input, 3968956491 bytes
Received 3 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog
0 input packets with dribble condition detected
868944538 packets output, 3876736548 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface rf-status

show interface rf-status
ワイドバンド インターフェイスに対して設定されている各 RF チャネルの論理 UP または DOWN
状態を表示するには、特権 EXEC モードで -->showinterfacerf-status コマンドを使用します。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ
show interface wideband-cable slot/port:wideband-channel rf-status
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ
show interface wideband-cable slot/bay/port:wideband-channel rf-status
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3 ～ 6
です。
Cisco uBR7225VXR ルータ：有効範囲は 1 ～ 2
です。
Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8 で
す。スロット 1 と 3 を SIP に使用できます。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

ダウンストリーム ポート番号を指定します。

wideband-channel

ワイドバンド チャネル番号を表します。

___________________
コマンド デフォルト

各チャネルのデフォルトの論理状態は UP です。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCD

このコマンドが変更されました。Cisco uBR7225VXR ルータおよび
Cisco uBR7246VXR ルータのサポートが追加されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface rf-status

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で show interfaces resil-rf-status コマンドに置き換えられまし
た。

___________________
使用上のガイドライン 各チャネルのデフォルトの論理状態は UP です。-->cablerf-change-trigger コマンドを使用して設
定したしきい値に達すると、状態が DOWN に設定されます。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータでのワイドバンド ケーブル インターフェイスに対する
-->showinterfacerf-status コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 1/0/0:3 rf-status
Logical
RF Status
-- -----17 UP
18 UP
19 UP

次に、Cisco uBR7225VXR ルータでのワイドバンド ケーブル インターフェイスに対する
-->showinterfacerf-status コマンドの出力例を示します。
Router# show interface Wideband-Cable 5/1:0 rf-status
Logical
Resource
RF Status
----------------------5/1
0
UP
1
UP
2
UP

表 232：show interface rf-status のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Resource

インターフェイス情報。

RF

ケーブル インターフェイス ライン カードまた
は SPA ダウンストリーム チャネル番号。

Logical Status

RF チャネルの論理状態。デフォルトは UP で
す。

コマンド

説明

showcablerf-status

すべてのRFチャネルの論理状態を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface rf-status
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface resil-rf-status

show interface resil-rf-status
ワイドバンド インターフェイスに対して設定されている各 RF チャネルの論理 UP または DOWN
状態を表示するには、特権 EXEC モードで -->showinterfaceresil-rf-status コマンドを使用します。
show interface wideband-cable slot/bay/port:wideband-channel resil-rf-status
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
有効範囲は 0 ～ 3 または 6 ～ 9 です。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0 です。

port

ダウンストリーム ポート番号を指定します。有
効範囲は 0 ～ 7 です。

wideband-channel

ワイドバンド チャネル番号を表します。有効範
囲は 0 ～ 63 です。

___________________
コマンド デフォルト

各チャネルのデフォルトの論理状態は UP です。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに追加されました。このコマンドは -->showinterfacerf-status
コマンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン 各チャネルのデフォルトの論理状態は UP です。-->cablerf-change-trigger コマンドを使用して設
定したしきい値に達すると、状態が DOWN に設定されます。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2886

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface resil-rf-status

___________________
例

次に、Cisco cBR-8 ルータでのワイドバンド ケーブル インターフェイスに対する
-->showinterfacerf-status コマンドの出力例を示します。
Router# show interfaces Wideband-Cable 1/0/0:0 resil-rf-status
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 3%; five minutes: 2%
Time source is user configuration, 04:21:17.800 EDT Wed May 20 2015
Logical
Resource
RF Resil Status
----------------------3/0/0
0
UP
1
UP
2
UP
3
UP
4
UP
5
UP
6
UP
7
UP

表 233：show interface rf-status のフィールドの説明

フィールド

説明

Resource

インターフェイス情報。

RF

ケーブル インターフェイス ライン カードまた
は SPA ダウンストリーム チャネル番号。

Logical Status

RF チャネルの論理状態。デフォルトは UP で
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable

show interface wideband-cable
ワイドバンド チャネルの現在の設定とステータスを表示するには、特権 EXEC モードで
showinterfacewideband-cable コマンドを使用します。
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ
Cisco IOS リリース 12.3(23) BC と 12.2(33) SCA
show interface wideband-cable slot/subslot/bay:wideband_channel[options]
Cisco IOS リリース 12.2(33) SCB
show interface wideband-cable slot/bay/port:wideband_channel[options]
Cisco IOS リリース 12.2(33) SCC
show interface wideband-cable slot/subslot/port:wideband_channel[options]
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ
Cisco IOS リリース 12.2(33) SCD
show interface wideband-cable slot/port:wideband_channel[options]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show integrated wideband-cable slot/subslot/port: wideband-Cable-interface-number[options]
___________________
構文の説明

slot

SIP またはライン カードが装着されているス
ロット。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効範囲は 1
～ 2 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。スロット 1 と 3 は SIP に使用できま
す。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6
～ 9 です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable

subslot

SIP またはケーブル インターフェイス ライン
カードのセカンダリ スロット番号。
Cisco uBR10012：有効なサブスロットは 0 です。
Cisco cBR ルータ：有効値は 0 です。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。

port

ポート番号を指定します。
• Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco
uBR7225VXR ルータ：有効範囲は 0 ～ 1
です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 15 で
す。

wideband-channel

ワイドバンド チャネル番号を表します。有効値
は 0 ～ 31 です。Cisco uBR7246VXR ルータおよ
び Cisco uBR7225VXR ルータでは、有効値は 0
～ 5 です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable

options
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable

次に、ワイドバンド ケーブル インターフェイ
スに関する情報を生成する非ケーブル固有オプ
ションを示します。
• accounting：インターフェイスを介して送
信された各プロトコル タイプのパケット
数を表示します。
• description：インターフェイスについて入
力された説明を表示します。
• dbs：DBS スケジューラの情報を表示しま
す。dbs オプションは Cisco uBR7225VXR
および Cisco uBR7246VXR ルータでのみ使
用できます。
• downstream：ダウンストリーム情報を表
示します。
• multicast-sessions：特定のワイドバンド
ケーブル インターフェイスのマルチキャ
スト セッションに関する情報を表示しま
す。
• privacy：プライバシー グループ情報を表
示します。
• service-flow：ケーブル インターフェイス
のサービス フローの属性ベースの割り当
てを表示します。
• stats：スイッチングされたパケットを表示
します。
• summary：インターフェイスの要約情報を
表示します。
次に、Cisco cBR ルータでワイドバンド ケーブ
ル インターフェイスに関する情報を生成する追
加の非ケーブル固有オプションを示します。
• controller：インターフェイス、設定、お
よびコントローラのステータスを表示しま
す。
• counters：ワイドバンド ケーブル インター
フェイスのカウンタを表示します。
• crb：インターフェイスのルーティングと
ブリッジングに関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable

• dbs：動的帯域幅共有（DBS）スケジュー
ラ情報を表示します。
• history：Cisco cBR ルータ上のインターフェ
イス履歴を表示します。
• human-readable：Cisco cBR ルータで、大
きな数値をカンマで区切って示すインター
フェイス出力を表示します。
• irb：インターフェイスのルーティングと
ブリッジングに関する情報を表示します。
• mac-accounting：インターフェイス MAC
アカウンティング情報を表示します。
• monitor：インターフェイスのステータス
を継続的に表示します。
• mpls-exp：インターフェイスのマルチプロ
トコル ラベル スイッチング（MPLS）
Experimental アカウンティング情報を表示
します。
• multicast-gcr：マルチキャスト QoS
（MQoS）GCR の詳細を表示します。
• precedence：インターフェイスの優先アカ
ウンティング情報を表示します。
• stats—スイッチングされたパケットを表示
します。
• summary：インターフェイスの要約情報を
表示します。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが変更され、ワイドバンド ケーブル インターフェイスの指
定形式が slot/subslot/bay から slot/bay/port. に変更されました。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable

リリース

変更内容

12.2(33)SCD

このコマンドが変更されました。Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータのサポートが追加されました。dbs および service-flow
キーワードが追加されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。downstream キーワードが拡張され、
DOCSIS インターフェイス関連情報における均等性が確保されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。
次のキーワードが追加されました。
• controller
• counters
• crb
• history
• human-readable
• irb
• mac-accounting
• monitor
• mpls-exp
• multicast-gcr
• precedence
• stats—
• summary

___________________
使用上のガイドライン 非ケーブル固有オプションの中には、ワイドバンドケーブルインターフェイスに関する有用な情
報を生成しないものがあります。非ケーブル固有オプションについては、Cisco.com の Cisco IOS
リリース 12.3 のドキュメントを参照してください。
Cisco IOS リリース 12.1(12)EC およびリリース 12.2(8)BC1 以降では、ライン コンフィギュレーショ
ン モードで execprompttimestamp コマンドを使用して show コマンドにタイムスタンプを追加で
きます。
___________________
例

次に、showinterfacewideband-cable コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 1/0/0:1
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable

Wideband-Cable1/0/0:1 is up, line protocol is up
Hardware is Wideband CMTS Cable interface, address is 0012.001a.8897 (bia 0012.001a.8897)
MTU 1500 bytes, BW 74730 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation MCNS, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:09, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
24224 packets output, 1222002 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次に、showinterfacewideband-cableaccounting コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 1/0/0:0 accounting
Wideband-Cable1/0/0:1
Protocol
Pkts In
Chars In
Pkts Out Chars Out
IP
0
0
56493807 7909133546

次に、showinterfacewideband-cabledescription コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 1/0/0:0 description
Interface
Status
Protocol Description
Wi1/0/0:1
up
up

次に、showinterfacewideband-cabledbs コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 3/0:0 dbs
Dynamic Bandwith Sharing is enabled
bg_rf_channel_bitmap_local B, active 0
RF 0: tokens 23254, active 0, policer 4687 KB/s, max_tokens
deficit counter 0, quantum 2000
ticks_limit: 62500, max_ticks:625000, policer(ticks):
RF 1: tokens 23249, active 0, policer 4687 KB/s, max_tokens
deficit counter 0, quantum 5000
ticks_limit: 62500, max_ticks:625000, policer(ticks):
RF 3: tokens 23249, active 0, policer 4687 KB/s, max_tokens
deficit counter 0, quantum 10000

23435
312
23435
312
23435

次に、showinterfacewideband-cabledownstream コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 1/0/0:1 downstream
Total downstream bandwidth 3235 Kbps
Total downstream reserved/reservable bandwidth 0/200 Kbps
Total downstream guaranteed/non-guaranteed bonus bandwidth 66618/9972 Kbps

次に、showinterfacewideband-cableservice-flow コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 3/0:0 service-flow
Sfid Sid
Mac Address
QoS Param Index Type Dir Curr
Prov Adm Act
State
3
8193 ffff.ffff.ffff
3
3
3
S(s) DS act

Active
Time
2h06m

DS-ForwIf/
US-BG/CH
Wi5/1:0

次に、showinterfacewideband-cableprivacy コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 1/0/0:1 privacy all
EAE Configuration
Policy: EAE Enforcement disabled
KEK Configuration
KEK lifetime: 604800
Auth Infos: 0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable

Auth Requests: 0, Auth Replies: 0
Auth Rejects: 0, Auth Invalids: 0
Packet Buffer Failures: 0
TEK Configuration
TEK lifetime: 43200
TEK Requests: 0, TEK Replies: 0
TEK Rejects: 0, TEK Invalids: 0
SAMap Requests: 0, SAMap Replies: 0
SAMap Rejects: 0
Interface Configuration
SelfSigned Trust: Untrusted
Check Cert Validity Periods: True

次に、showinterfacewideband-cablestats コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 1/0/0:1 stats
Wideband-Cable1/0/0:1
Switching path
Pkts In
Chars In
Pkts Out Chars Out
Processor
0
0
0
0
Route cache
0
0
56493807 7909133546
Total
0
0
56493807 7909133546

次に、showinterfacewideband-cablesummary コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 1/0/0:1 summary
*: interface is up
IHQ: pkts in input hold queue
IQD: pkts dropped from input queue
OHQ: pkts in output hold queue
OQD: pkts dropped from output queue
RXBS: rx rate (bits/sec)
RXPS: rx rate (pkts/sec)
TXBS: tx rate (bits/sec)
TXPS: tx rate (pkts/sec)
TRTL: throttle count
Interface
IHQ
IQD
OHQ
OQD
RXBS
R
XPS
TXBS
TXPS
TRTL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Wideband-Cable1/0/0:1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次に、showinterfacewideband-cablemulticast-sessions コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 7/0/0:0 multicast-sessions
Default Multicast Service Flow 3 on Wideband-Cable7/0/0:0
Multicast Group
: 230.1.1.1
Source
: N/A
Act GCRs : 1
Interface : Bu1
State: A
GI: Bu1
GCR
: GC
SAID
SFID
Key
GQC
GEn
1
8200
4
30
1
1

RC: 0

表 234：show interface wideband-cable のフィールドの説明

フィールド

説明

Wideband-Cable slot/subslot/bay:wb-channel is
up/...administratively down

インターフェイス ハードウェアが現在アクティ
ブであるか、または管理者によってシャットダ
ウンされているかどうかを示します。

line protocol is up/...administratively down

ライン プロトコルを処理するソフトウェア プ
ロセスが、インターフェイスが使用可能である
と認識しているかどうか、またはインターフェ
イスが管理者によってシャットダウンされてい
るかどうかを示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable

フィールド

説明

ハードウェア

ハードウェア タイプとアドレス。

インターネット アドレス

インターネット アドレスとその後に続くサブ
ネット マスク。

MTU

インターフェイスの最大伝送ユニット
（MTU）。

BW

インターフェイスの帯域幅（kbps）

DLY

インターフェイスの遅延（マイクロ秒）

rely

255 を分母とする分数で表したインターフェイ
スの信頼性。5 分間の指数平均から算出されま
す。（たとえば 255/255 は 100% の信頼性で
す。）

負荷

255 を分母とする分数で表したインターフェイ
スの負荷。5分間の指数平均から算出されます。
（たとえば、255/255 は完全に飽和した状態で
す。）

カプセル化

このインターフェイスに割り当てられているカ
プセル化方式。

Keepalive not set

キープアライブ タイム インターバル。

ARP type

割り当てられているアドレス解決プロトコル
（ARP）のタイプとタイムアウト値。

Last input

インターフェイスによって最終パケットが正常
に受信された時点からの経過時間（時間、分、
秒）。

output

インターフェイスによって最終パケットが正常
に送信された時点からの経過時間（時間、分、
秒）

Last clearing of “show interface” counters

累積統計情報（送受信バイト数など）を計測し
ているカウンタが前回 0 にリセットされた時
刻。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable

フィールド

説明

Queueing strategy

このインターフェイスに設定されたキューイン
グ タイプを表示します。次に示す出力例では、
キューイング タイプがファーストイン ファー
ストアウト（FIFO）に設定されています。

Output queue

出力キュー内のパケット数。この数値の形式は
A/B です。A はキュー内のパケットの数、B は
キューに格納可能なパケットの最大数を示しま
す。

drops

キューがいっぱいであるためにドロップされた
パケットの数を示します。

input queue/drops

入力キュー内のパケット数。この数値の形式は
A/B です。A はキュー内のパケットの数、B は
キューに格納可能なパケットの最大数を示しま
す。

drops

キューがいっぱいであるためにドロップされた
パケットの数を示します。

Five minute input rate Five minute output rate

最後の 5 分間で 1 秒あたりに送信したビットお
よびパケットの平均数。5 分間の間隔は、統計
情報収集のデフォルト期間であり、ケーブル イ
ンターフェイスごとに変更できます。変更する
には、インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードで load-interval コマンドを使用しま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable

フィールド

説明

これらの統計情報は、減衰平均方式を
使用して算出されます。この平均方式
では、個々のサンプルではなく平均だ
けが一定期間にわたって保存されま
す。サンプル平均を算出するたびに、
サンプルの割合と平均の割合が加算さ
れ、新しい平均が算出されます。トラ
フィックが一定期間にわたり停止する
と、これらの統計は即時に 0 にはなら
ず、期間あたり約 70% の減衰率で減
少します。たとえば、1,000 パケット/
秒（pps）を超えるとトラフィックが
停止するインターフェイスでは、
showinterfacecable コマンドを実行す
ると、1 番目の間隔の終わりにはレー
トが 300 pps と示されます。このレー
トは 2 番目の間隔の終了時点では 90
pps に減少します。
packets input
システムが受信したエラーのないパケットの総
数。
（注）

bytes input

システムが受信したエラーのないパケットの合
計バイト数（データおよび MAC（メディア ア
クセス コントロール）カプセル化など）。

no buffer

メイン システムにバッファ スペースがないた
めにドロップされた受信パケット数。

Received broadcast

インターフェイスが受信したブロードキャスト
またはマルチキャスト パケットの総数

runts

メディアの最小パケット サイズよりも小さいた
めに破棄されたパケットの数。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable

フィールド

説明

giants

標準のイーサネット最大伝送ユニット（MTU）
サイズよりも大きいために破棄されたパケット
の数。イーサネット パケットの場合、RFC 1757
では、giants は 1518 オクテットより長く（フ
レーミング ビットは除くが、FCS オクテットは
含む）、それ以外は適切な形式の受信パケット
数の合計として定義されています。
（注）

また、ネットワーク上の異なるイー
サネットおよびその他のパケット カ
プセル化に対応するため、設定され
ている MTU サイズに 114 バイトを加
算したサイズを超えるパケットは
giants と見なされます。

input errors

インターフェイスで受信したエラーの合計数。
この数には、前述の runts と giants、およびその
他のエラー（no buffers、CRC、frame、overrun、
ignored など）の数も含まれます。この数には、
DOCSIS プロトコル エラー（DOCSIS フレーム
の無効な SID、正しくない拡張ヘッダー長、破
損した連結パケット、無効な帯域幅要求など）
も含まれることがあります。

CRC

送信元の LAN ステーションまたは遠端デバイ
スで生成された巡回冗長検査（CRC）が、受信
データから算出されたチェックサムと一致しな
かった回数を示します。

frame

CRC エラーおよび整数以外のオクテット数を含
む、不正な受信パケット数。

overrun

入力レートがレシーバの受信データ処理能力を
超えたために、レシーバ ハードウェアが受信
データをハードウェア バッファに転送できな
かった回数。

ignored

インターフェイス ハードウェアの内部バッファ
の容量が少ないために、インターフェイスに
よって無視された受信パケット数。

packets output

システムが送信したメッセージの総数

bytes

データおよび MAC カプセル化など、システム
が送信したバイトの総数
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show interface wideband-cable

フィールド

説明

underruns

受信デバイスの処理能力を超えた速度で送信側
が稼働した回数。

output errors

検査するインターフェイスから発信されるパ
ケットの最終的な送信を妨げたエラーの総数。

collisions

なし。

interface resets

インターフェイスが完全にリセットされた回
数。

output buffer failures

出力バッファの失敗回数。

output buffer swapped out

出力バッファの交換回数。

sfid

サービス フロー ID 番号。

sid

サービス ID 番号（アップストリーム サービス
フローのみ）。

QoS Prov

このフローの Provisioned 状態の QoS パラメー
タ インデックス。

Param Adm

このフローの Admitted 状態の QoS パラメータ
インデックス。

Index Act

このフローの Active 状態の QoS パラメータ イ
ンデックス。

Type

サービス フローがプライマリ フローとセカン
ダリ サービス フローのいずれであるかを示し
ます。セカンダリ サービス フローは「S」
（DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを
使用して登録時に静的に作成）または「D」
（CM と CMTS 間でのダイナミック サービス
メッセージの交換時に動的に作成）で示されま
す。

Dir

サービス フローがダウンストリーム（DS）ま
たはアップストリーム（US）のいずれであるか
を示します。

Curr State

サービス フローの現在の実行時状態。
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show interface wideband-cable

___________________
例

フィールド

説明

Active Time

サービス フローがアクティブになっていた期
間。

DS-ForwIf/US-BG/CH

ダウンストリーム サービス フローに割り当て
られている転送インターフェイスのダウンスト
リーム RFID またはボンディング グループ ID。

次に、showinterfacewideband-cablehuman-readable コマンドの出力例を示します。
Router#show interface wideband-cable 3/0/0:0 human-readable
Wideband-Cable3/0/0:0 is up, line protocol is up
Hardware is CMTS WB interface, address is c414.3c17.1dcb (bia c414.3c17.1dcb)
MTU 1500 bytes, BW 150000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation MCNS, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 112500 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router#

___________________
関連コマンド

Command

Description

showinterfacecabledownstream-->

ケーブル インターフェイスのダウンストリーム
の情報を表示します。

showinterfacecablesid

ネットワークの各 CM のサービス ID（SID）ご
との情報を表示します。

showinterfacecablesignal-quality-->

ケーブル信号品質の情報を表示します。

showinterfacecableupstream

ケーブル インターフェイスの 1 つまたはすべて
のアップストリームの情報を表示します。
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show interface wideband-cable
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable multicast-sessions

show interface wideband-cable multicast-sessions
特定のワイドバンド ケーブル インターフェイスのマルチキャスト セッションに関する情報を表
示するには、特権 EXEC モードで showinterfacewideband-cablemulticast-sessions コマンドを使用
します。
show interface wideband-cable slot/{subslot| bay}/port:wideband-channel [group | [ipv4-MQoS-group|
ipv6-MQoS-group]| latency| sid [MQoS-sid]]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show interface wideband-cable slot/{subslot| bay}/port:wideband-channel
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6
～ 9 です。

subslot

SIP が装着されているサブスロット。Cisco
uBR10012 ルータでは、常にサブスロット 0 が
指定されます。
Cisco cBR ルータでは、サブスロットは常に 0
です。

bay

SPA が装着されている SIP のベイ。有効な値は
0（上部ベイ）および 1（下部ベイ）です。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable multicast-sessions

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco
uBR7225VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。
• Cisco cBR ルータ：有効な範囲は 0 ～ 7 で
す。

wideband-channel

ワイドバンド チャネル番号。有効な範囲は 0 ～
11 です。Cisco uBR7246VXR ルータおよび Cisco
uBR7225VXR ルータでは、有効な範囲は 0 ～ 5
です。

wideband-cable-interface

ワイドバンドケーブルインターフェイス。Cisco
cBR ルータの場合、有効な範囲は 0 ～ 63 です。

group[ipv4-MQoS-group | ipv6-MQoS-group]

指定された IPv4 または IPv6 マルチキャスト
サービス品質（MQoS）グループに関する情報
を表示します。

latency

マルチキャスト セッション遅延に関する情報を
表示します。

sid[MQoS-sid]

MQoS サービス ID（SID）に関する情報を表示
します。SID の値の範囲は 8192 ～ 12272 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。この
コマンドが変更され、ワイドバンド ケーブル インターフェイスの指定形
式が slot/subslot/bay から slot/bay/port. に変更されました。

12.2(33)SCF

このコマンドが変更されました。latency キーワードが追加されました。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2904

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable multicast-sessions

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。wideband-channel 変数が削除され、
wideband-cable-interface が追加されました。group、latency、および sid
キーワードも削除されました。

次に、showinterfacewideband-cablemulticast-sessions コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 1/0/0:0 multicast-sessions
Default Multicast Service Flow 3 on Wideband-Cable1/1/0:0
Multicast Group
: 230.1.2.3
Source
: N/A
Act GCRs : 1
Interface : Bu1
State: A
GI: Bu1
GCR
: GC
SAID
SFID
Key
GQC
GEn
1
8196
4
0
1
0

RC: 0

次に、showinterfacewideband-cablemulticast-sessionsgroup コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 1/0/0:0 multicast-sessions group 230.1.2.3
Multicast Group
: 230.1.2.3
Source
: N/A
Act GCRs : 1
Interface : Bu1
State: A
GI: Bu1
RC: 0
GCR
: GC
SAID
SFID
Key
GQC
GEn
1
8196
4
0
1
0

次に、showinterfacewideband-cablemulticast-sessionslatency コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 1/0/0:0 multicast-sessions latency
Session (S,G) : (*,230.1.2.3)
Fwd Intfc
: Wi1/1/0:0
MQoS Entered at
MQoS Exit at
Mar 6 23:13:12.383
Mar 6 23:13:12.383
GC
SAID
SFID
SF req
SF rsp
1
8196
4
Mar 6 23:13:12.383 Mar 6 23:13:12.387

次に、showinterfacewideband-cablemulticast-sessionssid コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 1/0/0:0 multicast-sessions sid 8196
Multicast Group
: 230.1.2.3
Source
: N/A
Act GCRs : 1
Interface : Bu1
State: A
GI: Bu1
RC: 0
GCR
: GC
SAID
SFID
Key
GQC
GEn
1
8196
4
0
1
0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showinterfacemodular-cablemulticast-sessions

特定のモジュラ ケーブル インターフェイスの
マルチキャスト セッションに関する情報を表示
します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable multicast-sessions

コマンド

説明

showinterfacecablemulticast-sessions

特定のケーブル インターフェイスのマルチキャ
スト セッションに関する情報を表示します。

showinterfacewideband-cable

ワイドバンド チャネルの現在の設定とステータ
スを表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable queue

show interface wideband-cable queue
ワイドバンドチャネルのダウンストリーム階層型キューイングフレームワーク（HQF）キュー情
報を表示するには、特権 EXEC モードで showinterfacewideband-cablequeue コマンドを使用しま
す。
show interface wideband-cable slot/port:wideband-channel [queue | [cblt | {cblt-index| priority }| pblt |
verbose]]
___________________
構文の説明

slot/port

• Cisco uBR7246VXR ルータのスロット。有
効な値は次のとおりです。
◦ slot：3 ～ 6
◦ port：0 または 1（ケーブル インター
フェイスよって異なる）
• Cisco uBR7225VXR ルータのスロット。有
効な値は次のとおりです。
◦ slot：1 および 2
◦ port：0 または 1（ケーブル インター
フェイスよって異なる）

wideband-channel

ワイドバンド チャネル番号。有効値の範囲は 0
～ 7 です。

queue

（任意）ダウンストリーム HQF キュー情報を
表示します。

cblt

（任意）通常のダウンストリーム HQF キュー
の詳細なクラス レイヤ帯域幅制限トラフィック
（CBLT）ストリーム情報を表示します。

cblt-index

CBLT インデックス情報。

priority

プライオリティ HQF キューの CBLT 情報を表
示します。プライオリティ キューにインデック
スはありません。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable queue

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

pblt

（任意）通常の HQF キューの詳細な物理層帯
域幅制限トラフィック（PBLT）ストリーム情
報を表示します。

verbose

（任意）すべてのキューの詳細情報を表示しま
す。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCD

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR7225VXR ルー
タで導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ ではサポートされません。

次に、showinterfacewideband-cablequeue コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 3/0:0 queue
*
idx/gqid
Len/Limit
Deqs
Drops
CIR
pkts
pkts
pkts
kbps
BE Queues:
I
0/1
0/128
700
0
0
1/44
0/128
0
0
0
CIR Queues:
33/97

MIR/PR
kbps

SFID

ForwInt

0/0
10000/0

C5/0:11
C5/0:11

In5/0:0
In5/0:0

0/128

1

14374

0

100

15000/0

C5/0:15

In5/0:0

Low Latency Queues:
~
51/124
0/128
$
0/0
0/128

1
1

14374
14374

0
0

100
100

100/0
100/0

C5/0:15
-

In5/0:0
In5/0:0

次に、showinterfacewideband-cablequeueverbose コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 3/0:0 queue verbose
Interface Number 5 (type 25) Integrated Cable 3/0:0
OUTPUT FEATURES
blt (0x63D90FA0, index 0, qid 0, fast_if_number 5) layer PHYSICAL
scheduling policy: WFQ (111)
classification policy: CLASS_BASED (122)
drop policy: TAIL (141)
packet size fixup policy: NONE (0)
no of global policers: 0
blt flags: 0x220000
scheduler: 0x63DFDBE0
total guarantee percent 0 total remaining perc 0 total bandwidth guarantee 0 total active
0
txcount 26131 txqbytes 2030784 drops 0 qdrops 0 nobuffers 0 flowdrops 0
qsize 0 aggregate limit/bytes 1000/0 availbuffers 1000
holdqueue_out 1000 perc 0.00 remaining_ratio/perc 0
visible_bw 37500 max_rate 37500 allocated_bw 37500 vc_encap 0 ecn_threshold NONE
weight A 1 quantum A 1500 credit A 1500
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable queue

weight B 1 quantum B 1500 credit B 1500
min-rate tokens: 13000, credit: 0, depth: 13000
backpressure_policy 0 scheduler_flags C03B
last_sortq[A/B] 0/0, remaining pak/particles 0/0
leaf_blt[P1] 0x63DFDBE0 burst packets/bytes[P1] 0/0
leaf_blt[P2] 0x63DFDBE0 burst packets/bytes[P2] 0/0
leaf_blt[NOTP] 0x63DFDBE0 burst packets/bytes[NOTP] 0/0
(max entries 1000)
next layer HQFLAYER_CLASS_HIER0 (max entries 1000)
blt (0x63D90EE0, index 0, qid 1, fast_if_number 5) layer CLASS_HIER0
scheduling policy: FIFO (110)
classification policy: NONE (120)
drop policy: TAIL (141)
packet size fixup policy: NONE (0)
no of global policers: 0
blt flags: 0x220000
scheduler: 0x63DFDB20
total guarantee percent 0 total remaining perc 0 total bandwidth guarantee 0 total
active 1
txcount 167 txqbytes 12912 drops 0 qdrops 0 nobuffers 0 flowdrops 0
qsize 0 aggregate limit/bytes 1000/0 availbuffers 1000
holdqueue_out 0 perc 100.00 remaining_ratio/perc 0
visible_bw 37500 max_rate 37500 allocated_bw 37500 vc_encap 0 ecn_threshold NONE
weight A 1 quantum A 1500 credit A 1500
weight B 1 quantum B 1500 credit B 1500
min-rate tokens: 18750, credit: 0, depth: 18750
backpressure_policy 0 scheduler_flags C03B
last_sortq[A/B] 55/11, remaining pak/particles 0/0
leaf_blt[P1] 0x63DFDB20 burst packets/bytes[P1] 0/0
leaf_blt[P2] 0x63DFDB20 burst packets/bytes[P2] 0/0
leaf_blt[NOTP] 0x63DFDB20 burst packets/bytes[NOTP] 1/80

次に、showinterfacewideband-cablequeuecbltcblt-index コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 3/0:0 queue cblt 1
blt (0x65CE3EA0, index 1, qid 45, fast_if_number 19) layer CLASS_HIER0
scheduling policy: FIFO (110)
classification policy: NONE (120)
drop policy: TAIL (141)
packet size fixup policy: NONE (0)
no of global policers: 0
D/Traffic Shaping enabled
blt flags: 0x22A208C
scheduler: 0x65D504C0
total guarantee percent 0 total remaining perc 0 total bandwidth guarantee 1000 total
active 1
D/Traffic Shaping enabled
txcount 890 txqbytes 63900 drops 0 qdrops 0 nobuffers 0 flowdrops 0
qsize 0 aggregate limit/bytes 128/100000 availbuffers 128
holdqueue_out 0 perc 0.00 remaining_ratio/perc 11
visible_bw 0 max_rate 4000 allocated_bw 0 vc_encap 0 ecn_threshold NONE
weight A 1 quantum A 1500 credit A 1500
weight B 1 quantum B 1500 credit B 1500
min-rate tokens: 1500, credit: 0, depth: 1500
backpressure_policy 0 scheduler_flags C03F
last_sortq[A/B] 0/0, remaining pak/particles 0/0
leaf_blt[P1] 0x65D504C0 burst packets/bytes[P1] 0/0
leaf_blt[P2] 0x65D504C0 burst packets/bytes[P2] 0/0
leaf_blt[NOTP] 0x65D504C0 burst packets/bytes[NOTP] 0/0
OUTPUT Shaping
Bc internal 0 Be internal 0 Time interval 4
increment 4000 increment_lower 0 increment_limit 4000
last visit 87456736 credit 0 outstanding_tokens 23760 maxtokens 24352
peak_rate_credit 0 peak_rate_tokens 0 peak_rate_increment 0
system timer delayed 0 restart timer 0
timer set 0 hqf_shape_running 17254
nextexpire_system_time 0 nextexpire_time_qindex -1

次に、showinterfacewideband-cablequeuecbltpriority コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 3/0:0 queue cblt priority
blt (0x19FA9300, index 0, qid 52, fast_if_number 20) layer CLASS_HIER0
scheduling policy: FIFO (110)
classification policy: NONE (120)
drop policy: TAIL (141)
packet size fixup policy: NONE (0)
no of global policers: 0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable queue

blt flags: 0x200800
scheduler: 0x1A015CC0
total guarantee percent 0 total remaining perc 0 total bandwidth guarantee 9500 total
active 1
txcount 114 txqbytes 12864 drops 0 qdrops 0 nobuffers 0 flowdrops 0
qsize 0 aggregate limit/bytes 128/0 availbuffers 128
holdqueue_out 0 perc 0.00 remaining_ratio/perc 0
visible_bw 0 max_rate 37500 allocated_bw 0 vc_encap 0 ecn_threshold NONE
weight A 1 quantum A 1500 credit A 1500
weight B 1 quantum B 1500 credit B 1500
min-rate tokens: 1500, credit: 0, depth: 1500
backpressure_policy 0 scheduler_flags C83F
last_sortq[A/B] 0/0, remaining pak/particles 0/0
leaf_blt[P1] 0x1A015CC0 burst packets/bytes[P1] 0/0
leaf_blt[P2] 0x1A015CC0 burst packets/bytes[P2] 0/0
leaf_blt[NOTP] 0x1A015CC0 burst packets/bytes[NOTP] 0/0
PRIORITY LEVEL 1: total bandwidth 500 kbps, total percent 0%

次に、showinterfacewideband-cablequeuepblt コマンドの出力例を示します。
Router# show interface wideband-cable 3/0:0 queue pblt
blt (0x19FB4700, index 0, qid 0, fast_if_number 20) layer PHYSICAL
scheduling policy: WFQ (111)
classification policy: CLASS_BASED (122)
drop policy: TAIL (141)
packet size fixup policy: NONE (0)
no of global policers: 0
blt flags: 0x220000
scheduler: 0x1A0210C0
total guarantee percent 0 total remaining perc 0 total bandwidth guarantee 0 total active
0
txcount 67743 txqbytes 6281007 drops 2 qdrops 0 nobuffers 0 flowdrops 0
qsize 0 aggregate limit/bytes 8000/0 availbuffers 8000
holdqueue_out 1000 perc 0.00 remaining_ratio/perc 0
visible_bw 37500 max_rate 37500 allocated_bw 18000 vc_encap 0 ecn_threshold NONE
weight A 1 quantum A 1500 credit A 1500
weight B 1 quantum B 1500 credit B 1500
min-rate tokens: 13000, credit: 0, depth: 13000
backpressure_policy 1 scheduler_flags C03F
last_sortq[A/B] 0/0, remaining pak/particles 0/0
leaf_blt[P1] 0x1A0210C0 burst packets/bytes[P1] 0/0
leaf_blt[P2] 0x1A0210C0 burst packets/bytes[P2] 0/0
leaf_blt[NOTP] 0x1A0210C0 burst packets/bytes[NOTP] 0/0

次の表に、showinterfacewideband-cablequeuecommand 出力で表示されるフィールドについて説明
します。
表 235：show interface wideband-cable queue のフィールドの説明

フィールド

説明

Len/Limit Pkts

キューの長さと制限（パケット単位）。

Deqs Pkts

キューから取り出されたパケット。

Drops Pkts

ドロップされたパケット。

CIR Kbps

CIR を表します。

MIR/PR Kbps

最大情報レートおよびピーク レート。

Forwint

転送インターフェイス。

BE Queues

ベスト エフォート キュー。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show interface wideband-cable queue

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

CIR Queues

認定情報レート キュー。

Low Latency Queues

低遅延キュー。

Command

Description

showinterfacecable

ケーブル インターフェイスの設定とステータス
を表示します。

showinterfacemodular-cable

モジュラ ケーブル インターフェイスの設定と
ステータスを表示します。

showinterfacewideband-cable

ワイドバンド チャネルの設定とステータスを表
示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ip arp vrf

show ip arp vrf
Address Resolution Protocol（ARP）キャッシュ テーブルに特定のケーブル モデムが含まれている
Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスを表示するには、特権 EXEC モードで show ip
arp vrf コマンドを使用します。
show ip arp vrf WORD
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

WORD

VRF 名。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

次に、show ip arp vrf コマンドの出力例を示します。
Router # show ip arp vrf vrfa
Protocol
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet

Address
203.0.113.1
203.0.113.2
198.51.100.1
198.51.100.2
198.51.100.3
198.51.100.5
198.51.100.6
198.51.100.7

Age (min)
0
0
0
0
0
0

Hardware Addr
0018.742c.6e00
0014.f1e4.fb58
0014.f1e4.fc31
001e.6bfb.34e8
0007.0e07.9f1f
0025.2eaf.6bea
001a.c3ff.d1a4
001e.6bfb.1c7e

Type
ARPA
ARPA
ARPA
ARPA
ARPA
ARPA
ARPA
ARPA

Interface
FastEthernet0/0/0
FastEthernet0/0/0
Bundle1.2
Bundle1.2
Bundle1.2
Bundle1.2
Bundle1.2
Bundle1.2

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 236：show ip arp vrf フィールドの説明

フィールド

説明

Protocol

[Address] フィールドのネットワーク アドレス
のプロトコルを入力します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ip arp vrf

フィールド

説明

Address

IPv4 アドレスに対応するネットワーク アドレ
ス。

Age (min)

キャッシュ エントリの経過時間（分単位）。ハ
イフン（-）は、アドレスがローカルであること
を意味します。

Hardware Addr

ネットワーク アドレスに対応している MAC ア
ドレスの LAN ハードウェア アドレス。

タイプ

ネットワーク アドレスのカプセル化タイプ。有
効な値は次のとおりです。
• ARPA
• SNAP
• SAP

インターフェイス

指定されたネットワーク アドレスに関連付けら
れているインターフェイス。

次に、Cisco cBR ルータでの show ip arp vrf コマンドの出力例を示します。
Router#show ip arp vrf Tennis 112.59.130.96
Load for five secs: 13%/3%; one minute: 18%; five minutes: 18%
Time source is NTP, 13:42:16.864 CST Tue May 12 2015
Protocol
Internet

Address
112.59.130.96

Age (min)
1

Hardware Addr
c0c6.872f.a512

Type
ARPA

Interface
Bundle255.5

interface Bundle255.5
vrf forwarding Tennis
ip dhcp relay information option-insert
ip address 112.61.0.1 255.255.0.0 secondary
ip address 112.60.0.1 255.255.0.0 secondary
ip address 112.59.0.1 255.255.0.0
ip pim sparse-mode
ip rip authentication mode md5
ip rip authentication key-chain ubr-rip
ip verify unicast reverse-path allow-self-ping
ip access-group HSI-RCM-OUT in
ip access-group HSI-RCM-OUT out
ip policy route-map RouteISP
no cable nd
no cable arp
cable ipv6 source-verify dhcp
cable source-verify dhcp
cable dhcp-insert hostname
cable dhcp-insert upstream-description
cable dhcp-insert downstream-description
cable dhcp-giaddr policy
cable dhcp-giaddr policy mta 112.61.0.1
cable helper-address 20.11.0.62 cable-modem
cable helper-address 20.11.0.62 host
cable helper-address 20.11.0.62 stb
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ip arp vrf

cable helper-address 20.11.0.62 ps
cable helper-address 20.1.0.5 mta
cable helper-address 20.11.0.162
ipv6 address 2001:100:112:B009::1/64

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable source-route

サブインターフェイス コンフィギュレーション
モードでケーブル モデムの VRF ソース ルート
を設定します。

cable vrf-steering cable-modem

ケーブル モデムを指定されている VRF にステ
アリングまたはダイレクトします。

ip vrf

VRF インスタンスを定義し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ip interface brief

show ip interface brief
仮想インターフェイス バンドル情報を含めるためにインターフェイスの IP 情報とステータスの概
要を表示するには、特権 EXEC モードで showipinterfacebrief コマンドを使用します。
showipinterfacebrief
___________________
構文の説明
___________________
コマンド デフォルト

このコマンドには、追加のキーワードや引数はありません。

Cisco IOS リリース 12.3(21)BC 以降では、デフォルトで仮想インターフェイス バンドリングが有
効になっています。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

Cisco IOS リリース 12.3(21)BC 以降へのアップグレードで、設定され
る仮想インターフェイス バンドリングのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS でのケーブル インターフェイスのバンドルと仮想インターフェイスのバンドルの追
加情報については、Cisco.com の次のドキュメントを参照してください:
• 『Cable Interface Bundling and Virtual Interface Bundling on the Cisco CMTS』

___________________
例

次に、showipinterfacebrief コマンドにより示される仮想インターフェイス バンドルの例を示しま
す。
Router# show ip interface brief
Interface
IP-Address
FastEthernet0/0/0
209.165.200.225
POS1/0/0
unassigned
GigabitEthernet2/0/0
209.165.201.1
GigabitEthernet1/0/0
209.165.201.2
GigabitEthernet4/0/0
209.165.201.6
Cable8/1/0
unassigned
Cable8/1/1
unassigned
Cable8/1/2
unassigned
Cable8/1/3
unassigned

OK?
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Method
NVRAM
NVRAM
NVRAM
NVRAM
NVRAM
NVRAM
NVRAM
NVRAM
NVRAM

Status
up
up
up
up
down
up
up
up
up

Protocol
up
up
up
up
down
up
up
up
up
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ip interface brief

Cable8/1/4
Bundle1
Router#

unassigned
209.165.202.129

YES NVRAM
YES TFTP

up
up

up
up

次に、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ での showipinterfacebrief コマン
ドの出力例を示します。
Router#show ip interface brief
Interface
IP-Address
Cable1/0/0
unassigned
Video1/0/0
unassigned
Cable1/0/1
unassigned
Cable1/0/2
unassigned
Cable1/0/3
unassigned
Cable1/0/4
unassigned
Cable1/0/5
unassigned
Cable1/0/6
unassigned
Cable1/0/7
unassigned
Cable1/0/8
unassigned
Cable1/0/9
unassigned
Cable1/0/10
unassigned
Cable1/0/11
unassigned
Cable1/0/12
unassigned
Cable1/0/13
unassigned
Cable1/0/14
unassigned
Cable1/0/15
unassigned
Te4/1/0
209.165.202.129
Te4/1/1
unassigned
Te4/1/2
unassigned
Te4/1/3
unassigned
Te4/1/4
unassigned
Te4/1/5
unassigned
Te4/1/6
unassigned
Te4/1/7
unassigned
Te5/1/0
unassigned
Te5/1/1
unassigned

___________________
関連コマンド

Method
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset
NVRAM
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset
unset

Status
initializing
up
initializing
initializing
initializing
initializing
initializing
initializing
initializing
initializing
initializing
initializing
initializing
initializing
initializing
initializing
initializing
up
administratively
administratively
administratively
administratively
administratively
administratively
administratively
administratively
administratively

down
down
down
down
down
down
down
down
down

Protocol
down
up
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
down
up
down
down
down
down
down
down
down
down
down

コマンド

説明

cablebundle

インターフェイス バンドルまたは仮想インター
フェイス バンドルに属すようにケーブル イン
ターフェイスを設定します。

showarp

ルータの ARP テーブルのエントリを表示しま
す。

showcablebundlenumber-->forwarding-table

指定されたバンドルの MAC 転送テーブルを表
示します。このテーブルでは、バンドル内の各
ケーブル モデムの MAC アドレスと、各ケーブ
ル モデムが現在使用している物理ケーブル イ
ンターフェイスが示されます。

showcablemodem

ケーブル インターフェイス バンドリングの設
定前後でオンラインであるケーブル モデムを表
示します。
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OK?
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ip interface brief

コマンド

説明

showrunning-configinterfacecable

指定されたケーブル インターフェイスの設定を
表示します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ipdr collector

show ipdr collector
コレクタが関連付けられているセッションのリストを表示するには、特権 EXEC モードで show
ipdr collector コマンドを使用します。
show ipdr collector collector_name
___________________
構文の説明

collector_name

コレクタの名前。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC モード

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン show ipdr collector コマンドは、コレクタの情報、メッセージ統計情報、およびコレクタに関連付
けられているすべてのセッションのイベントを表示します。
___________________
例

次に、show ipdr collector コマンドの出力例を示します。
Router#show ipdr collector federal
Collector Name: federal, IP: 192.0.2.0, Port: 0
2001-07-05T19:28:22 Collector in session 1 Statistics:
Transmitted 12658 Acknowledged 12658 Enqueued 12658 Lost 0
Last Event: Event Id 1 IPDR_EVENT_SERVER_CONNECTED - INCOMING
Router(config)#

次に、Cisco cBR ルータでの show ipdr collector コマンドの出力例を示します。
Router#show ipdr collector doc_test
Collector Name: doc_test, IP: 209.165.202.129, Port: 1
2012-01-13T21:08:27 Collector in session 1 Statistics:
Transmitted 0 Acknowledged 0 Enqueued 0 Lost 0
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ipdr collector

Last Event: N/A
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showipdrexporter

IPDR Exporter の状態に関する情報を表示しま
す。

ipdrcollector

Internet Protocol Detail Record（IPDR）コレクタ
の詳細を設定します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ipdr exporter

show ipdr exporter
IPDR Exporter の状態に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで showipdrexporter コマン
ドを使用します。
show ipdr exporter
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC モード

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン showipdrexporter コマンドは、IDPR Exporter の状態に関する情報を表示します。表示される情報
は、次に示す Explorer の状態を示します。
• started（開始）
• not started（未開始）
• not initialized（未初期化）

___________________
例

次に、showipdrexporter コマンドの出力例を示します。
Router#show ipdr exporter
IPDR exporter is started.

次に、Cisco cBR ルータでの showipdrexporter コマンドの出力例を示します。
Router#show ipdr exporter
IPDR exporter is not started.
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ipdr exporter

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showipdrcollector

コレクタに関連付けられているすべてのセッ
ションのコレクタ情報、メッセージ統計情報、
およびイベントを表示します。

ipdrexporterstart

IPDR Exporter を開始し、コレクタに接続しま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ipdr session

show ipdr session
セッションとセッション詳細のリストを表示するには、特権 EXEC モードで show ipdr sessions コ
マンドを使用します。
show ipdr session {all| session_id}
___________________
構文の説明

all

関連付けられているすべてのセッションと、
セッションの詳細（セッション ID、説明、セッ
ション状態など）を表示します。

session_id

特定のセッション ID のセッション詳細を表示
します。有効な指定範囲は 1 ～ 255 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC モード

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン show ipdr session コマンドは、すべてのセッションまたは特定のセッションのセッション詳細（セッ
ション ID、説明、セッション状態など）を表示します。
___________________
例

次に、all オプションを指定した show ipdr session コマンドの出力例を示します。
Router#show ipdr session all
Session ID: 1, Name: utilsta, Descr: test, Started: False

次に、session_id オプションを指定した show ipdr session コマンドの出力例を示します。
Router#show ipdr session 1
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ipdr session

Session ID: 1, Name: utilsta, Descr: test, Started: False
2001-07-05T19:36:28 Statistics:
Transmitted 0 Acknowledged 0 Enqueued 0 Lost 0
queuedOutstanding 0 queuedUnacknowledged 0
1 Collectors in the session:
Name: federal, IPAddr: 192.0.2.0, Port: 0, Priority: 1

次に、Cisco cBR ルータでの show ipdr session コマンドの出力例を示します。
Router#show ipdr session 1
Session ID: 1, Name: doc_test, Descr: DOC TEST, Started: False
Session Type: Ad-hoc.
Session Wrapper PID: N/A. Exporting not started.
2012-01-13T21:13:34 Statistics:
Transmitted 0 Acknowledged 0 Enqueued 0 Lost 0
queuedOutstanding 0 queuedUnacknowledged 0
1 Collectors in the session:
Name: doc_test, IPAddr: 10.12.0.210, Port: 1, Priority: 1[DISCONNECTED]
Router#show ipdr session all
Session ID: 1, Name: doc_test, Descr: DOC TEST, Started: False
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show ipdr exporter

IPDR Exporter の状態に関する情報を表示しま
す。

ipdr collector

Internet Protocol Detail Record（IPDR）コレクタ
の詳細を設定します。

ipdr session

IPDR Exporter にセッションを追加します。

ipdr exporter start

IPDR Exporter を開始し、コレクタに接続しま
す。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ipdr session collector

show ipdr session collector
特定のセッションに関連付けられているコレクタの詳細を表示するには、特権 EXEC モードで
show ipdr session collector コマンドを使用します。
show ipdr session session_id collector collector_name
___________________
構文の説明

session_id

IPDR セッション ID。有効な指定範囲は 1 ～ 255
です。

collector_name

コレクタの名前。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC モード

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン show ipdr session collector コマンドは、特定のセッションに関連付けられているコレクタの詳細を
表示します。複数のコレクタが 1 つのセッションに関連付けられている可能性があるため、特定
のセッション/コレクタのペアを表示する場合にこのコマンドを使用します。
___________________
例

次に、 show ipdr session collector コマンドの出力例を示します。
Router#show ipdr session 1 collector federal
Session ID: 1, Name: utilsta, Descr: test, Started: False
Collecotr Name: federal, IP: 192.0.2.0, Port: 0
2001-07-05T19:38:02 Collector in session 1 Statistics:
Transmitted 0 Acknowledged 0 Enqueued 0 Lost 0
Last Event: Event Id 0 WRONG_EVENT_ID
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ipdr session collector

次に、Cisco cBR ルータでの show ipdr session collector コマンドの出力例を示します。
Router#show ipdr session 1 collector collector 1
Session ID: 1, Name: TI-CM-STATUS, Descr: TI-CM-STATUS, Started: True
Collector Name: collector1, IP: 20.1.0.6, Port: 4737
2015-05-23T01:22:38 Collector in session 1 Statistics:
Transmitted 0 Acknowledged 0 Enqueued 0 Lost 0
Last Event: N/A

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show ipdr session

セッションとセッションの詳細のリストを表示
します。

show ipdr collector

コレクタが関連付けられているセッションのリ
ストを表示します。

ipdr session

IPDR Exporter にセッションを追加します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ipdr session template

show ipdr session template
特定のセッションでサポートされるすべてのアクティブ テンプレートのリストを表示するには、
特権 EXEC モードで showipdrsessiontemplate コマンドを使用します。
show ipdr session session_id template
___________________
構文の説明

session_id

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC モード

___________________
コマンド履歴

IPDR セッション ID。有効な指定範囲は 1 ～ 255
です。

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン showipdrsessiontemplate コマンドは、特定のセッションでサポートされるすべてのアクティブ テ
ンプレートのリストを表示します。
___________________
例

次に、show ipdr session template コマンドの出力例を示します。
Router#show ipdr session 1 template
Template ID: 2, Name: , Type: DOCSIS-Type, KeyNumber: 22
Session 1 has totally 1 templates.

次に、Cisco cBR ルータでの show ipdr session template コマンドの出力例を示します。
Router#show ipdr session 1 template
Template ID: 8, Name:
http://www.cablelabs.com/namespaces/DOCSIS/3.0/xsd/ipdr/DOCSIS-CMTS-CM-REG-STATUS-TYPE/DOCSIS-CMTS-CM-REG-STATUS-TYPE_3.5.1-A.1.xsd,
Type: CMTS-CM-REG-STATUS-TYPE, KeyNumber: 18
Session 1 has a total of 1 templates.
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ipdr session template

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showipdrsession

セッションとセッションの詳細のリストを表示
します。

ipdrtemplate

IPDR セッションに IPDR テンプレートを追加し
ます。

ipdrsession

IPDR Exporter にセッションを追加します。
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ケーブル コマンド：show d ～ show i
show ipdr session template
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
• show lacp, 2931 ページ
• show lcha logging , 2938 ページ
• show lcha rfsw , 2940 ページ
• show logging slot onboard , 2941 ページ
• show nls, 2943 ページ
• show nls ag-id, 2945 ページ
• show nls flow, 2946 ページ
• show packetcable cms, 2947 ページ
• show packetcable event, 2951 ページ
• show packetcable gate, 2954 ページ
• show packetcable gate counter commit, 2960 ページ
• show packetcable gate ipv6, 2962 ページ
• show packetcable gate multimedia, 2966 ページ
• show packetcable global, 2973 ページ
• show platform hardware qfp active cable us-mpls-tc, 2978 ページ
• show platform hardware qfp active feature docsis bf , 2980 ページ
• show platform hardware qfp active feature docsis cbl-vrf-steering, 2982 ページ
• show platform hardware qfp active feature docsis mpls_tc-precfy db, 2984 ページ
• show platform hardware qfp active infrastructure punt sbrl, 2985 ページ
• show platform hardware qfp active infrastructure punt summary , 2988 ページ
• show platform software ios/cdman ipccl , 2990 ページ
• show platform software ios ipccl , 2994 ページ
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ケーブル コマンド：show l ～ show z

• show platform software patch, 2997 ページ
• show platform software punt-policer, 2998 ページ
• show pxf cable, 3002 ページ
• show pxf cable controller, 3011 ページ
• show pxf cable feature, 3014 ページ
• show pxf cable interface, 3016 ページ
• show pxf cable multicast, 3020 ページ
• show pxf cpu, 3022 ページ
• show pxf cpu drl-trusted-sites, 3042 ページ
• show pxf cpu queue wb-spa, 3044 ページ
• show pxf cpu statistics drl ipv4, 3047 ページ
• show pxf cpu statistics drl ipv6, 3049 ページ
• show pxf cpu statistics drl max-rate us-cable, 3051 ページ
• show pxf cpu statistics drl max-rate wan , 3052 ページ
• show pxf cpu statistics drl us-cable, 3054 ページ
• show redundancy, 3056 ページ
• show redundancy config-sync, 3067 ページ
• show redundancy linecard , 3070 ページ
• show redundancy platform, 3073 ページ
• show running-config interface cable, 3075 ページ
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show lacp

show lacp
Link Aggregation Control Protocol（LACP）情報を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権
EXEC モードで showlacp コマンドを使用します。
show lacp {channel-group-number {counters| internal [detail]| neighbor [detail]| sys-id}}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

channel-group- number

チャネル グループの番号有効な範囲は 1 ～ 128
です。

counters

LACP トラフィック統計情報に関する情報を表
示します。

internal

LACP 内部情報を表示します。

neighbor

LACP ネイバーに関する情報を表示します。

detail

（任意）internal キーワードを指定すると詳細
な内部情報が表示され、neighbor キーワードを
指定すると詳細な LACP ネイバー情報が表示さ
れます。

sys-id

LACP システム ID を表示します。ID は、ポー
ト プライオリティとデバイスの MAC アドレス
が組み合わされています。

ユーザ EXEC（>）特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

Cisco IOS 12.2(33)SCJ

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン ネットワークの LACP に関連する問題のトラブルシューティングを行うには、show lacp コマンド
を使用します。
引数 channel-group-number に値を指定しない場合、すべてのチャネル グループが表示されます。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show lacp

___________________
例

次に、show lacp sys-id コマンドを使用して LACP システム ID を表示する例を示します。
Device> show lacp sys-id
8000,AC-12-34-56-78-90

システム ID は、システム プライオリティおよびシステム MAC アドレスで構成されています。最
初の 2 バイトはシステム プライオリティ、最後の 6 バイトはグローバルに管理されているシステ
ム関連の個々の MAC アドレスです。
___________________
例

次に、特定のチャネル グループの LACP 統計情報を表示する例を示します。
Device# show lacp 1 counters
LACPDUs
Marker
LACPDUs
Port
Sent
Recv
Sent
Recv
Pkts Err
--------------------------------------------------Channel group: 1
Fa4/1
8
15
0
0
3
0
Fa4/2
14
18
0
0
3
0
Fa4/3
14
18
0
0
0
Fa4/4
13
18
0
0
0

出力には、次の情報が表示されます。
• [LACPDUs Sent] および [Recv] カラムは、特定のインターフェイスで送受信された LACPDU
数を表示します。
• [LACPDUs Pkts] および [Err] カラムは、マーカー プロトコル パケットを表示します。
次に、showlacpchannel-group-number-->counters コマンドの出力例を示します。
Device1# show lacp 5 counters
LACPDUs
Marker
Marker Response
LACPDUs
Port
Sent
Recv
Sent
Recv
Sent
Recv
Pkts Err
--------------------------------------------------------------------Channel group: 5
Gi5/0/0
21
18
0
0
0
0
0

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。
表 237：show lacp channel-group-number counters フィールドの説明

フィールド

説明

LACPDUs Sent Recv

送受信された LACP PDU の数。

Marker Sent Recv

メンバー リンクが LACP バンドルから削除され
る際のデータ損失の防止を試行します。

Marker Response Sent Recv

Marker プロトコルへの Cisco IOS の応答。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show lacp

フィールド

説明

LACPDUs Pkts Err

送信された LACP PDU パケットの数とパケット
エラーの数。

次に、show lacp internal コマンドの出力例を示します。
Device1# show lacp 5 internal
Flags:

S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode
Channel group 5
LACP port
Admin
Oper
Port
Port
Port
Flags
State
Priority
Key
Key
Number
State
Gi5/0/0
SA
bndl
32768
0x5
0x5
0x42
0x3D

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。
表 238：show lacp internal のフィールドの説明

フィールド

説明

Flags

デバイス アクティビティを示す各フラグ値の意
味。

Port

リンク バンドリングが設定されたポート。

Flags

デバイス アクティビティを示すインジケータ。

State

ポートのアクティビティ状態。状態は次のいず
れかです。
• [Bndl]：ポートがアグリゲータに接続さ
れ、他のポートとバンドルされています。
• [Susp]：ポートが中断されている状態で、
アグリゲータには接続されていません。
• [Indep]：ポートは独立状態です。バンドル
されていませんが、データ トラフィック
を切り替えることができます。この場合、
LACP は相手側ポートで実行されていない
ため、この状態は以前の状態とは異なりま
す。
• [Hot-sby]：ポートがホットスタンバイの状
態です。
• [Down]：ポートがダウンしています。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show lacp

フィールド

説明

LACP port Priority

ポートに割り当てられたプライオリティ。

Admin Key

ポートの他のポートとの集約機能を定義しま
す。

Oper Key

リンクの集約機能を指定します。

Port Number

ポート番号。

Port State

ポートの状態変数。単一オクテット内の個々の
ビットとしてエンコードされています。各ビッ
トの意味は次のとおりです。
• bit0：LACP のアクティビティ
• bit1：LACP のタイムアウト
• bit2：集約
• bit3：同期
• bit4：収集
• bit5：配信
• bit6：デフォルト
• bit7：期限切れ

___________________
例

次に、特定のチャネルに属するインターフェイスの内部情報を表示する例を示します。
Device# show lacp 1 internal
Flags:

S - Device sends PDUs at slow rate. F - Device sends
A - Device is in Active mode.
P - Device is in
Channel group 1
LACPDUs
LACP Port
Admin
Port
Flags
State
Interval
Priority
Key
Fa4/1
saC
bndl
30s
32768
100
Fa4/2
saC
bndl
30s
32768
100
Fa4/3
saC
bndl
30s
32768
100
Fa4/4
saC
bndl
30s
32768
100
Device#

PDUs at fast rate.
Passive mode.
Oper
Key
100
100
100
100

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。
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Port
Number
0xc1
0xc2
0xc3
0xc4

Port
State
0x75
0x75
0x75
0x75

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show lacp

表 239： show lacp internal のフィールドの説明

フィールド

説明

State

ポートの現在の状態。有効な値は次のとおりで
す。
• [bndl]：ポートがアグリゲータに接続され、
他のポートとバンドルされています。
• [susp]：ポートが中断されている状態で、
アグリゲータには接続されていません。
• [indep]：ポートは独立状態です。バンドル
されていませんが、データ トラフィック
を切り替えることができます。この場合、
LACP は相手側ポートで実行されていませ
ん。
• [hot-sby]：ポートがホットスタンバイの状
態です。
• [down]：ポートがダウンしています。

LACPDUs Interval

内部設定。

LACP Port Priority

ポート プライオリティ設定。

Admin Key

ポートの他のポートとの集約機能を定義しま
す。

Oper Key

リンクの集約機能を指定します。

Port Number

ポート番号。

Port State

ポートのアクティビティ状態。
• 状態変数については、「show lacp internal
のフィールドの説明」の表の Port State の
説明を参照してください。

___________________
例

次に、特定のポート チャネルの LACP ネイバーに関する情報を表示する例を示します。
Device# show lacp 1 neighbors
Flags:

S - Device sends PDUs at slow rate. F - Device sends PDUs at fast rate.
A - Device is in Active mode.
P - Device is in Passive mode.
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show lacp

Channel group 1 neighbors
Partner
Port
System ID
Fa4/1
8000,00b0.c23e.d84e
Fa4/2
8000,00b0.c23e.d84e
Fa4/3
8000,00b0.c23e.d84e
Fa4/4
8000,00b0.c23e.d84e
Port
Admin
Priority
Key
Fa4/1
32768
200
Fa4/2
32768
200
Fa4/3
32768
200
Fa4/4
32768
200
Device#

Partner
Port Number
0x81
0x82
0x83
0x84
Oper
Port
Key
State
200
0x81
200
0x81
200
0x81
200
0x81

Age
29s
0s
0s
0s

Flags
P
P
P
P

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。
表 240： show lacp neighbors のフィールドの説明

フィールド

説明

Port

リンク バンドリングが設定されたポート。

Partner System ID

ピアの LACP システム ID（sys-id）。この ID
は、システム プライオリティとピア デバイス
の MAC アドレスの組み合わせです。

Partner Port Number

ピア デバイスのポート番号

Age

ポートで最終 LACP PDU を受信した時点以降の
経過秒数。

Flags

デバイス アクティビティを示すインジケータ。

Port Priority

ポートのプライオリティ設定。

Admin Key

ポートの他のポートとの集約機能を定義しま
す。

Oper Key

リンクの集約機能を指定します。

Port State

ポートのアクティビティ状態。
状態変数については、「show lacp internal の
フィールドの説明」の表の Port State の説明を
参照してください。

PDU が受信されていない場合は、デフォルトの管理情報がカッコ内に表示されます。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show lacp

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearlacpcounters

特定のチャネル グループに属するすべてのイン
ターフェイスの統計情報をクリアします。

lacpport-priority

物理インターフェイスのプライオリティを設定
します。

lacpsystem-priority

システムのプライオリティを設定します。
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show lcha logging

show lcha logging
ケーブル ライン カードのスイッチオーバー イベントと状態ログに関する情報を表示するには、
特権 EXEC モードで show lcha logging コマンドを使用します。
show lcha logging level { error [ { sort using { { slot slot number} | {transaction transaction number} }
} ] } | {info [ { sort using { { slot slot number} | {transaction transaction number} } } ] } | {noise [ { sort
using { { slot slot number} | {transaction transaction number} } } ] } | {notice [ { sort using { { slot slot
number} | {transaction transaction number} } } ] } | {warning [ { sort using { { slot slot number} |
{transaction transaction number} } } ] }
___________________
構文の説明

error

すべてのエラー ログを表示します。

sort using

レコードをソートします。

slot slot number

ライン カードのスロット番号。有効な範囲は 0
～ 13 です。

transaction transaction number

ライン カードのトランザクション番号。有効値
の範囲は 0 ～ 65535 です。

info

情報、通知、警告、エラーのログを表示しま
す。

noise

通知およびその他の関連エラー ログを表示しま
す。

notice

通知およびその他の関連エラー ログを表示しま
す。

warning

すべての警告ログとエラー ログを表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show lcha logging

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE リリース 3.16.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータで導入されました。

次に、ケーブル モデム ライン カードのログを表示する例を示します。
Router# show lcha logging level noise
11:02:03.313 CST Tue Nov 18 2014 [error] [slot=3] [txn=229] Peer-Up Message [tag=1011]
to slot 3 complete [36144 ms]; status=nak response
11:02:03.313 CST Tue Nov 18 2014 [error] [slot=0] [txn=229] Slot 0 downloaded
configuration for slot 3; result=peer-up notification failed
11:02:03.316 CST Tue Nov 18 2014 [noise] [slot=0] [txn=none]
lcha_plfm_get_max_port_count_for_slot: slot 0 maximum port count is 1794
11:02:03.316 CST Tue Nov 18 2014 [noise] [slot=0] [txn=none]
lcha_plfm_get_starting_port_index: slot 0 starting port count is 0
11:02:03.331 CST Tue Nov 18 2014 [note] [slot=0] [txn=none] Slot 0 is being reset
11:02:04.352 CST Tue Nov 18 2014 [note] [slot=0] [txn=none] slot 0 removed

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show lcha rfsw

内部 RF スイッチの PIC 状態情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show lcha rfsw

show lcha rfsw
内部 RF スイッチの PIC 状態情報を表示するには、特権 EXEC モードで show lcha rfsw コマンド
を使用します。
show lcha rfsw
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE リリース 3.16.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータで導入されました。

次に、内部 RF スイッチの PIC 状態情報を表示する例を示します。
Router# show lcha rfsw
Slot 0 ====================================
Type : Secondary PIC State: normal
Slot 1 ====================================
Type : Primary PIC State: normal

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show lcha logging

ケーブル ライン カードのスイッチオーバー イ
ベントと状態ログに関する情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show logging slot onboard

show logging slot onboard
ロギング バッファのオンボード スロット情報を表示するには、特権 EXEC モードで show logging
onboard slot slotmessage コマンドを使用します。
show logging onboard slot slotmessage
___________________
構文の説明

message

OBFL エラー メッセージを表示します。

slot

スロット情報を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで導入されました。

___________________
使用上のガイドライン OBFL メッセージをチェックするには、show logging onboard slot slotmessage コマンドを使用しま
す。ハードウェアまたはソフトウェアに関連する障害を特定するには、このコマンドを使用しま
す。
___________________
例

次に、show logging onboard slot slotmessage コマンドの出力例を示します。
Router# show logging onboard slot 8 message
timestamp message
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/09/15 18:35:29
pulse 0x4a900046,
03/09/15 18:35:29
pulse 0x4a900046,
03/09/15 18:35:29
pulse 0x4a900046,
03/09/15 18:35:29
pulse 0x4a900046,

US-PHY
520 times
US-PHY
520 times
US-PHY
520 times
US-PHY
520 times

1

SN Unknown Mg0 TGC-verify not sampled at frame-sync

1

SN Unknown Mg1 TGC-verify not sampled at frame-sync

1

SN Unknown Mg3 TGC-verify not sampled at frame-sync

1

SN Unknown Mg2 TGC-verify not sampled at frame-sync

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2941

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show logging slot onboard

03/09/15 18:41:59
US-PHY
pulse 0x389a0047, 540 times
03/09/15 18:41:59
US-PHY
pulse 0x389a0047, 540 times

___________________
関連コマンド

SN Unknown Mg2 TGC-verify not sampled at frame-sync

1

SN Unknown Mg1 TGC-verify not sampled at frame-sync

コマンド

説明

clear logging onboard slot

OBFL メッセージをクリアします。
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1

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show nls

show nls
Network Layer Signalling（NLS）機能の状態を表示するには、特権 EXEC モードで shownls コマン
ドを使用します。
show nls[ag-id| flow]
___________________
コマンド デフォルト

NLS 状態の情報が表示されます。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21a)BC3

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
例

次に、show nls コマンドの出力例を示します。
Router# show nls
NLS enabled
NLS Authentication enabled
NLS resp-timeout 45

___________________
例

次に、shownls ag-id コマンドの出力例を示します。
Router# show nls ag-id
Auth Group Id
12345

次に、shownlsflow コマンドの出力例を示します。
Router# show nls flow
NLS flowid CPE IP CR Type CR ID NLS State
4294967295 16.16.1.1 1 1 PEND_B_RESP

___________________
例

次に、show nls コマンドの出力例を示します。
Router# show nls
NLS Enabled
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show nls

NLS Authentication Enabled
NLS resp-timeout 20

次に、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータでの show nls ag-id コマンドの出
力例を示します。
Router#show nls ag-id
Auth Group Id
100
Router#

次に、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータでの show nls flow コマンドの出
力例を示します。
Router# show nls flow
NLS flowid CPE IP CR Type CR ID NLS State
4294967295 16.16.1.1 1 1 PEND_B_RESP

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cpd

CPD を有効にします。

nls

NLS を有効にします。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show nls ag-id

show nls ag-id
認証グループ ID 情報を表示するには、特権 EXEC モードで shownlsag-id コマンドを使用します。
show nls ag-id
___________________
コマンド デフォルト

認証グループ ID 情報が表示されます。認証キーは暗号化された状態で保存され、表示されませ
ん。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21a)BC3

このコマンドが導入されました。

___________________
例

次に、shownls-sg-id コマンドの出力例を示します。
Router# show nls ag-id
Auth Group Id
12345

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cpd

CPD を有効にします。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show nls flow

show nls flow
NLS アクティブ フロー情報を表示するには、特権 EXEC モードで shownlsflow コマンドを使用し
ます。
show nls flow
___________________
コマンド デフォルト

NLS アクティブ フローに関する情報が表示されます。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21a)BC3

このコマンドが導入されました。

___________________
例

次に、show cpd コマンドの出力例を示します。
Router# show nls flow
NLS flowid CPE IP CR Type CR ID NLS State
4294967295 16.16.1.1 1 1 PEND_B_RESP

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cpd

CPD を有効にします。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable cms

show packetcable cms
PacketCable クライアントに接続しているすべてのゲート コントローラを表示するには、特権 EXEC
モードで showpacketcablecms コマンドを使用します。
show packetcable cms [all| verbose]
___________________
構文の説明

all

（任意）PacketCable 接続がダウンしている
Common Open Policy Service（COPS）サーバを
含む、すべてのゲート コントローラを指定しま
す。

verbose

（任意）PacketCable クライアントに接続してい
るすべてのゲート コントローラの統計情報を含
む詳細な出力を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

PacketCable クライアントに現在接続しているすべてのゲート コントローラが表示されます。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン showpacketcablecms コマンドは、PacketCable エラーの検出に役立つさまざまな PacketCable カウ
ンタ（メッセージ交換やエラー発生頻度の詳細など）を表示します。このコマンドの出力を定期
的にモニタすることで、PacketCable ソリューション全体の状態を確認できます。
通常の状況では、showpacketcablecmsall コマンドの出力は showpacketcablecms コマンド（コマン
ドのデフォルト形式）の出力と同一です。ただし all キーワードを指定して showpacketcablecms
コマンドを使用すると、PacketCable 接続がダウンしているサーバを含めたすべての COPS サーバ
がキャプチャされます。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable cms

___________________
例

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF で PacketCable クライアントに現在接続しているすべての
ゲート コントローラを示す showpacketcablecms コマンドの出力例を示します。
Router# show packetcable cms
GC-Addr
GC-Port Client-Addr
1.100.30.2
47236
2.39.34.1
2.39.26.19
55390
2.39.34.1

COPS-handle Version PSID Key PDD-Cfg
0x2FF9E268/1
4.0
0
0
0
0x2FF9D890/1
1.0
0
0
2

Cisco IOS リリース 12.2(33)SCF で、all キーワードを指定した showpacketcablecms コマンドの出
力例を示します。
Router# show packetcable cms all
GC-Addr
GC-Port Client-Addr
1.100.30.2
47236
2.39.34.1
2.39.26.19
55390
2.39.34.1
1.10.30.22
42307
2.39.34.1

COPS-handle Version PSID Key PDD-Cfg
0x2FF9E268/1
4.0
0
0
0
0x2FF9D890/1
1.0
0
0
2
0x0
/0
4.0
0
0
0

次に、verbose キーワードを指定した showpacketcablecms コマンドの出力例を示します。この出
力には、PacketCable クライアントに接続しているすべてのゲート コントローラの統計情報を含む
追加情報が表示されます。
Router# show packetcable cms verbose
Gate Controller
Addr
:
1.100.30.2
Port
:
47236
Client Addr :
2.39.34.1
COPS Handle :
0x2FF9E268
Version
:
4.0
Statistics
:
gate del = 0 gate del ack = 0
gate del err = 0
gate info = 0 gate info ack = 0 gate info err = 0
gate open = 0 gate report state = 0
gate set = 0 gate set ack = 0
gate set err = 0
gate alloc = 0 gate alloc ack = 0 gate alloc err = 0
gate close = 0
Gate Controller
Addr
:
2.39.26.19
Port
:
55390
Client Addr :
2.39.34.1
COPS Handle :
0x2FF9D890
Version
:
1.0
Statistics
:
gate del = 0 gate del ack = 0
gate del err = 0
gate info = 0 gate info ack = 0 gate info err = 0
gate open = 0 gate report state = 0
gate set = 2 gate set ack = 2
gate set err = 0
PCMM Timers Expired
Timer T1 = 0 Timer T2 = 0 Timer T3 = 0 Timer T4 = 0
GC-Addr
GC-Port Client-Addr
COPS-handle Version PSID Key PDD-Cfg
1.100.30.2
47236
2.39.34.1
0x2FF9E268/1
4.0
0
0
0
2.39.26.19
55390
2.39.34.1
0x2FF9D890/1
1.0
0
0
2

次の表で、showpacketcable cms コマンドの出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 241：showpacketcable cms フィールドの説明

フィールド

説明

GC-Addr

ゲート コントローラの IP アドレス。

GC-Port

ゲート コントローラのポート番号。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable cms

___________________
例

フィールド

説明

Client-Addr

PacketCable クライアント IP アドレス。

COPS-handle

Common Open Policy Service（COPS）接続を識
別する固有の値。

PSID

ポリシー サーバ ID。

次に、all キーワードを指定した showpacketcable cms コマンドの出力例を示します。
Router#show packetcable cms all
GC-Addr
GC-Port Client-Addr
1.100.30.2
45140
2.39.23.23
1.100.30.2
45143
2.38.40.14
2.39.26.19
34934
2.39.23.23
2.39.23.117
44902
2.38.40.14

COPS-handle
0x7F07E87170D0/1
0x7F07E8717000/1
0x7F079F594380/1
0x7F079F594318/1

Version
4.0
4.0
4.0
4.0

PSID
0
0
0
0

Key
0
0
0
0

PDD-Cfg
0
0
0
2

次に、verbose キーワードを指定した showpacketcable cms コマンドの出力例を示します。
Router#show packetcable cms verbose
Gate Controller
Addr
:
1.100.30.2
Port
:
50406
Client Addr :
2.38.40.14
COPS Handle :
0x7FD926EEAC08
Version
:
4.0
Statistics
:
gate del = 0 gate del ack = 0 gate del err = 0
gate info = 0 gate info ack = 0 gate info err = 0
gate open = 0 gate report state = 0
gate set = 0 gate set ack = 0 gate set err = 0
gate alloc = 0 gate alloc ack = 0 gate alloc err = 0
gate close = 0
Gate Controller
Addr
:
1.100.30.2
Port
:
50408
Client Addr :
2.39.23.23
COPS Handle :
0x7FD926EEABA0
Version
:
4.0
Statistics
:
gate del = 4 gate del ack = 0 gate del err = 4
gate info = 0 gate info ack = 0 gate info err = 0
gate open = 0 gate report state = 0
gate set = 0 gate set ack = 0 gate set err = 0
gate alloc = 0 gate alloc ack = 0 gate alloc err = 0
gate close = 0
Gate Controller
Addr
:
Port
:
Client Addr :
COPS Handle :
Version
:
Statistics
:
gate del = 0
gate info = 0
gate open = 0

2.39.23.117
50874
2.38.40.14
0x7FD92801E148
4.0
gate del ack = 0 gate del err = 0
gate info ack = 0 gate info err = 0
gate report state = 0
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable cms

gate set = 6 gate set ack = 0 gate set err = 6
gate error statistics:
Invalid subscriber = 6
PCMM Timers Expired
Timer T1 = 0 Timer T2 = 0 Timer T3 = 0 Timer T4 = 0
Gate Controller
Addr
:
Port
:
Client Addr :
COPS Handle :
Version
:
Statistics
:
gate del =
gate info =
gate open =
gate set =
PCMM Timers
Timer T1 =

___________________
関連コマンド

2.39.26.19
33525
2.39.23.23
0x7FD92801DB30
4.0
0 gate del ack = 0 gate del err = 0
0 gate info ack = 0 gate info err = 0
0 gate report state = 0
0 gate set ack = 0 gate set err = 0
Expired
0 Timer T2 = 0 Timer T3 = 0 Timer T4 = 0

コマンド

説明

cabledynamic-qostrace

Cisco CMTS ルータでの PacketCable ゲートまた
は PacketCable MultiMedia ゲートのコール トレー
ス機能を有効にします。

debugcabledynamic-qossubscriber

Cisco CMTS ルータで特定のサブスクライバの
コール トレース機能のデバッグを有効にしま
す。

debugcabledynamic-qostrace

コール トレースが設定されているすべてのサブ
スクライバに対し、Cisco CMTS ルータでコー
ル トレース デバッグを有効にします。

showcabledynamic-qostrace

Cisco CMTS ルータでコール トレースが設定さ
れているサブスクライバの数を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable event

show packetcable event
PacketCable イベント メッセージ（EM）サーバに関する情報を表示するには、ユーザ EXEC モー
ドまたは特権 EXEC モードで showpacketcableevent コマンドを使用します。
show packetcable event {df-group| radius-server| rks-group}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

df-group

ルータで設定されている Communications
Assistance for Law Enforcement Act（CALEA）
Delivery Function（DF）サーバ グループに関す
る情報を表示します。

radius-server-->

ルータで設定されている EM Remote
Authentication Dial In User Service（RADIUS）
サーバに関する情報を表示します。

rks-group

ルータで設定されている Record Keeping Server
（RKS）グループに関する情報を表示します。

ユーザ EXEC、特権 EXEC

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ユニバー
サル ブロードバンド ルータで導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco CMTS ルータで PacketCable 処理のために設定された認証、認可、および
アカウンティング（AAA）サーバに関する情報を表示します。これには、DF サーバ（イベント
メッセージとトラフィックの CALEA リダイレクションに使用）、RADIUS サーバ（認証に使
用）、および RKS サーバ（課金に使用）などがあります。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable event

___________________
例

次に、showpacketcableeventdf-group コマンドの一般的な出力例を示します。この出力には、CALEA
電子サーベイランスのためにイベント メッセージが転送される転送先の DF サーバ の IP アドレス
と UDP ポートが表示されます。
Router# show packetcable event df-group
CDC-address
CDC-port
1.9.62.12
1816
Router#

次に、showpacketcableeventradius-server コマンドの一般的な出力例を示します。この出力には、
PacketCable 処理のためにルータで設定されている各 RADIUS サーバの IP アドレスと、使用され
る UDP ポート番号が示されます。
Router# show packetcable event radius-server
‘
Server-address Port
10.9.62.12
1816
10.9.62.20
1813
10.9.62.12
1813
Router#

次に、showpacketcableeventrks-group コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show packetcable event rks-group
Pri-addr
Pri-port Sec-addr
Sec-port Ref-cnt Batch-cnt
1.9.62.12
1813
1.9.62.20
1813
2
0
Router#

次の表に、showpacketcableeventrks-group の出力で表示される主なフィールドについて説明しま
す。
表 242：show packetcable event rks-group のフィールドの説明

フィールド

説明

Pri-addr

プライマリ RKS サーバの IP アドレス。

Pri-port

プライマリ RKS サーバの UDP ポート。

Sec-addr

セカンダリ RKS サーバの IP アドレス。

Sec-port

セカンダリ RKS サーバの UDP ポート。

Ref-cnt

ルータが単一イベント メッセージを RKS サー
バに送信した回数。

Batch-cnt

ルータがバッチ メッセージ（複数のイベント
メッセージが含まれている単一 RADIUS メッ
セージ）を RKS サーバに送信した回数。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable event

ヒント

___________________
例

PacketCable イベント メッセージの詳細については、PacketCable Web サイト（URL：http://
www.packetcable.com）にある「PacketCableEventMessagesSpecification,」を参照してください。

次に、showpacketcable event コマンドの出力例を示します。
Router# show packetcable event df-group
CDC-address
CDC-port
1.9.62.12
1816
Router#

Router# show packetcable event radius-server
Server-address Port
10.9.62.12
1816
10.9.62.20
1813
10.9.62.12
1813
Router#

Router# show packetcable event rks-group
Pri-addr
Pri-port Sec-addr
Sec-port Ref-cnt Batch-cnt
1.9.62.12
1813
1.9.62.20
1813
2
0
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearpacketcablegatecountercommit

コミット済みゲートの総数を追跡するカウンタ
をリセットします。

packetcable

Cisco CMTS での PacketCable 処理を有効にしま
す。

showpacketcablegatecountercommit

システム リセットまたはカウンタの最終クリア
以降のコミット済みゲートの総数を表示しま
す。

showpacketcableglobal

現在の PacketCable 設定を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate

show packetcable gate
ゲート データベースの 1 つ以上のゲートに関する情報を表示するには、ユーザ EXEC モードまた
は特権 EXEC モードで showpacketcablegate コマンドを使用します。
show packetcable gate [downstream| upstream] {summary| gate-id}
show packetcable gate [downstream| upstream| dqos| ipv6 | multimedia] {summary| gate-id}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

downstream-->

（任意）ダウンストリーム方向のゲートの情報
だけを表示します。

upstream

（任意）アップストリーム方向のゲートの情報
だけを表示します。

summary

要約（ゲート ID、サブスクライバ ID、サブス
クライバの IP アドレス、現在の状態情報など）
を表示します。

gate-id

特定のゲート ID の情報を表示します。有効な
範囲は 0 ～ 4294967295 です。

upstream または downstream が指定されていない場合、アップストリームおよびダウンストリー
ムの両方のゲートに関する情報は表示されません。

ユーザ EXEC、特権 EXEC

リリース

変更内容

12.2(8)BC2

このコマンドが Cisco uBR7200 Series Universal Broadband Router で導
入されました。

12.2(11)BC3

summary オプションの出力が拡張され、各 PacketCable ゲートに関連
付けられているケーブル インターフェイスとサービス フロー ID
（SFID）が表示されるようになりました。

12.2(15)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco CMTS のゲート データベースの 1 つ以上のゲートに関する情報を表示し
ます。すべてのダウンストリームゲートまたはアップストリームゲートのうち、現在アクティブ
なすべてのゲートの要約を表示するか、または特定のゲートの詳細情報を表示することができま
す。
___________________
例

次の例に、CMTS のすべての現行ゲートを表示する showpacketcablegatesummary コマンドの一般
的な出力例を示します。
Router# show packetcable gate summary
GateID
Slot SubscriberID
GC-Addr

State

SFID
(us)
9
7

2566
2/0 3.18.1.4
172.22.87.45
COMMIT
18950
2/0 3.18.1.5
172.22.87.45
COMMIT
Total number of gates = 2
Total Gates committed(since bootup or clear counter) = 2

SFID
(ds)
10
8

次に、特定のゲートの場合の一般的な出力例を示します。downstream または upstream オプショ
ンを指定しない場合、ダウンストリーム ゲートとアップストリーム ゲートの両方が表示されま
す。
Router# show packetcable gate 196
GateID
: 196
Subscriber ID
: 4.4.1.22
GC Address
: 192.168.80.15
State
: COMMITTED
Gate specs [UPSTREAM]
Gate classifier : [protocol 17,
src addr/port 4.4.1.22/0,
dest addr/port 3.3.1.3/3456
diffserv dscp
: 0x6000000
timer t1(ms)
: 180000
timer t2(ms)
: 2000
commit flags
: 0x0
session class
: 0x1
flowspec # 1
: [r/b/p/m/M 1176256512/1128792064/1176256512/200/200]
[R/S: 1176256512/0]
Gate specs [DOWNSTREAM]
Gate classifier : [protocol 17,
src addr/port 3.3.1.3/0,
dest addr/port 4.4.1.22/0
diffserv dscp
: 0x9000000
timer t1(ms)
: 180000
timer t2(ms)
: 2000
commit flags
: 0x0
session class
: 0x1
flowspec # 1
: [r/b/p/m/M 1176256512/1128792064/1176256512/200/200]
[R/S: 1176256512/0]
Remote Gate
address/port
: 172.22.79.22/1812
gate coord flag : 2
algo
: 100
security key[16] : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate

Billing Info
primary RKS
secondary RKS
flags
billing corr ID

: [addr/port 1.9.62.12/1813]
: [addr/port 255.255.255.255/65535]
: 0
: [3D 38 96 CC 20 20 20 20 31 30 20 30 00 00 00 41 ]

次の表に、showpacketcablegate の出力で表示される主なフィールドについて説明します。
表 243：show packetcable gate のフィールドの説明

フィールド

説明

GateID

ローカル ゲートを示す一意の番号。

Slot

Cisco CMTS のケーブル インターフェイス。

Subscriber ID

このサービス リクエストのサブスクライバの
IP アドレス。

GC-Addr

このゲートを制御するゲート コントローラの
IP アドレス。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate

フィールド

説明

State

アップストリーム方向とダウンストリーム方向
の両方でのゲートの現在の状態を示します。設
定可能な状態値は次のとおりです。
• ALLOC：CMTS はゲート コントローラか
ら Gate-Alloc コマンドを受信し、これに対
応してゲートを作成しました。CMTS は、
要求が承認されるまで待機する必要があり
ます。
• AUTH：CMTS は、ゲート コントローラか
ら、ゲート要求に必要なリソースを承認す
る Gate-Set コマンドを受信しました。
CMTS は、実際のリソースが予約されるま
で待機する必要があります。
• RSVD：ゲートに必要なすべてのリソース
が予約されています。
• COMMIT：ローカル CMTS とリモート
CMTS の両方ですべてのリソースがコミッ
トされています。ローカル CMTS は、ロー
カル MTA からコミット通知を受信してお
り、リモート エンドとのすべてのゲート
調整が完了しています。ゲートをトラ
フィックが通過できるようになっていま
す。
• INVLD：ゲートが無効です。これは一般
に、エラー状況またはリソース不足が原因
で発生します。CMTS は最終的にゲートを
削除します。
• UNKWN：ゲートは不明な状態です。

SFID (us)

PacketCable ゲートに関連付けられているアップ
ストリームの SFID。

SFID (ds)

PacketCable ゲートに関連付けられているダウン
ストリームの SFID。

Total number of gates

現在割り当て、承認、予約、またはコミットさ
れているゲートの総数を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate

ヒント

___________________
例

フィールド

説明

Total Gates committed

CMTS の最終リセットまたはカウンタの最終ク
リア以降に CMTS がコミットしたゲートの総数
を表示します。

State フィールドの詳細情報については、『PacketCableDynamicQuality-of-ServiceSpecification』
（PKT-SP-DQOS-I03-020116）のセクション 5.4「Gate Control Protocol Operation」を参照してく
ださい。

次に、showpacketcable gate コマンドの出力例を示します。
Router#show packetcable gate summary
GateID
i/f
SubscriberID
16383
Ca3/0/1
45.45.0.145

GC-Addr
2.39.23.117

State
COMMIT

Type
MM

SFID(us) SFID(ds)
815

Total number of gates = 1
Total Gates committed(since bootup or clear counter) = 1

次に、特定のゲート ID に対する showpacketcable gate コマンドの出力例を示します。
Router#show packetcable gate 16383
GateID : 16383
Subscriber ID : 192.0.2.199
COPS connection :
server handle : 0x7F76F046D988
server address : 1.100.30.2
server port : 57437
client address : 2.39.23.23
State : COMMIT
CALEA Version : Gate specs [UPSTREAM]
Gate classifier : protocol 17,
src addr/port 192.0.2.199/0,
dest addr/port 192.0.2.208/53456
diffserv dscp : 0xC0
timer t1(s) : 200
timer t7(s) : 300
timer t8(s) : 10
commit flags : 0x0
session class : 0x1
flowspec # 1 : [r/b/p/m/M 10000/200/10000/200/200] [R/S: 10000/800]
Gate specs [DOWNSTREAM]
Gate classifier : protocol 17,
src addr/port 192.0.2.208/0,
dest addr/port 192.0.2.199/53456
diffserv dscp : 0xC0
timer t1(s) : 200
timer t7(s) : 300
timer t8(s) : 10
commit flags : 0x0
session class : 0x1
flowspec # 1 : [r/b/p/m/M 10000/200/10000/200/200] [R/S: 10000/0]
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearpacketcablegatecountercommit

コミット済みゲートの総数を追跡するカウンタ
をリセットします。

packetcable

Cisco CMTS での PacketCable 処理を有効にしま
す。

showpacketcablegatecountercommit

システム リセットまたはカウンタの最終クリア
以降のコミット済みゲートの総数を表示しま
す。

showpacketcableglobal

現在の PacketCable 設定を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate counter commit

show packetcable gate counter commit
CMTS の最終リセット以降またはカウンタの最終クリア以降に CMTS により COMMITTED 状態
に変更されたゲートの総数を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで
showpacketcablegatecountercommit コマンドを使用します。
show packetcable gate counter commit
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC、特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(8)BC2

このコマンドが Cisco uBR7200 Series Universal Broadband Router で
導入されました。

12.2(15)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco uBR7200 シリーズ ルータの再起動以降または
clearpacketcablegatecountercommit コマンドによるカウンタの最終クリア以降にコミットされた
ゲートの総数を示します。

（注）

___________________
例

このコマンドは、コミットされたゲートの数だけを表示します。割り当て、承認、および予約
されたが、COMMITTED 状態になっていないゲートは含まれません。

次に、Cisco CMTS の最終リセット以降またはカウンタの最終クリア以降に 132 個のゲートがコ
ミットされている例を示します。
Router# show packetcable gate counter commit
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate counter commit

Total Gates committed (since bootup or clear counter) = 132
Router#

___________________
例

次に、showpacketcable gate counter commit コマンドの出力例を示します。
Router#show packetcable gate counter commit
Total gates committed(since bootup or clear counter) = 4

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearpacketcablegatecountercommit

コミット済みゲートの総数を追跡するカウンタ
をリセットします。

packetcable

Cisco CMTS での PacketCable 処理を有効にしま
す。

showpacketcablegate

ゲート データベースの 1 つ以上のゲートに関す
る情報を表示します。

showpacketcableglobal

現在の PacketCable 設定を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate ipv6

show packetcable gate ipv6
ゲート データベースで IPv6 サブスクライバ ID に関連付けられている 1 つ以上の PacketCable ゲー
トに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで showpacketcablegateipv6 コマンドを使用し
ます。
show packetcable gate ipv6 summary [downstream {gate-id| ipv6 summary}] [upstream {gate-id| ipv6
summary}]
___________________
構文の説明

ipv6

IPv6 サブスクライバ ID を指定します。

summary

ゲートの要約（ゲート ID、サブスクライバ ID、
サブスクライバの IPv6 アドレス、状態情報な
ど）を表示します。

downstream-->gate-id

（任意）ダウンストリーム方向での指定された
ゲート ID に関する情報を表示します。有効な
範囲は 0 ～ 4294967295 です。

upstreamgate-id

（任意）アップストリーム方向での指定された
ゲート ID に関する情報を表示します。有効な
範囲は 0 ～ 4294967295 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、IPv6 サブスクライバのすべてのアクティブ ゲート（ダウンストリーム ゲートお
よびアップストリーム ゲート）の要約を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate ipv6

___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータでの IPv6 サブスクライバのダウンストリーム ゲートとアップストリー
ム ゲートすべての要約を示す show packetcable gate ipv6 コマンドの出力例を示します。
Router# show packetcable gate ipv6 summary
GateID
i/f
SubscriberID
13582
Ca8/1/0
2001:40:1:42:C0B4:84E5:5081:9B5C
29962
Ca8/1/0
2001:40:1:42:C0B4:84E5:5081:9B5C
46354
Ca8/1/0
2001:40:1:42:C0B4:84E5:5081:9B5C
62738
Ca8/1/0
2001:40:1:42:C0B4:84E5:5081:9B5C

State
COMMIT
COMMIT
COMMIT
COMMIT

SFID(us) SFID(ds)
74
73
72
69

TTotal number of gates = 4
Total Gates committed(since bootup or clear counter) = 8

次に、Cisco CMTS ルータでの IPv6 サブスクライバのすべてのダウンストリーム ゲートの要約を
示す show packetcable gate ipv6 コマンドの出力例を示します。
Router# show packetcable gate downstream ipv6 summary
GateID
i/f
SubscriberID
62738
Ca8/1/0
2001:40:1:42:C0B4:84E5:5081:9B5C

State
COMMIT

SFID(us) SFID(ds)
69

Total number of DS gates = 1
Total Gates committed(since bootup or clear counter) = 8

次に、Cisco CMTS ルータでの IPv6 サブスクライバのすべてのアップストリーム ゲートの要約を
示す show packetcable gate ipv6 コマンドの出力例を示します。
Router# show packetcable gate upstream ipv6 summary
GateID
i/f
SubscriberID
13582
Ca8/1/0
2001:40:1:42:C0B4:84E5:5081:9B5C
29962
Ca8/1/0
2001:40:1:42:C0B4:84E5:5081:9B5C
46354
Ca8/1/0
2001:40:1:42:C0B4:84E5:5081:9B5C
Total number of US gates = 3
Total Gates committed(since bootup or clear counter) = 8

State
COMMIT
COMMIT
COMMIT

SFID(us) SFID(ds)
74
73
72

次の表で、command の出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 244：show packetcable gate のフィールドの説明

フィールド

説明

GateID

ローカル ゲートを示す一意の番号。

i/f

Cisco CMTS のケーブル インターフェイス。

Subscriber ID

このサービス リクエストのサブスクライバの
IPv6 アドレス。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate ipv6

フィールド

説明

State

アップストリーム方向とダウンストリーム方向
の両方でのゲートの状態を示します。設定可能
な状態値は次のとおりです。
• ALLOC：CMTS はゲート コントローラか
ら Gate-Alloc コマンドを受信し、これに対
応してゲートを作成しました。CMTS は、
要求が承認されるまで待機する必要があり
ます。
• AUTH：CMTS は、ゲート コントローラか
ら、ゲート要求に必要なリソースを承認す
る Gate-Set コマンドを受信しました。
CMTS は、実際のリソースが予約されるま
で待機する必要があります。
• RSVD：ゲートに必要なすべてのリソース
が予約されています。
• COMMIT：ローカル CMTS とリモート
CMTS の両方ですべてのリソースがコミッ
トされています。ローカル CMTS は、ロー
カル MTA からコミット通知を受信してお
り、リモート エンドとのすべてのゲート
調整が完了しています。ゲートをトラ
フィックが通過できるようになっていま
す。
• INVLD：ゲートが無効です。これは一般
に、エラー状況またはリソース不足が原因
で発生します。CMTS は最終的にゲートを
削除します。
• UNKWN：ポートは不明な状態です。

SFID (us)

PacketCable ゲートに関連付けられているアップ
ストリームの SFID。

SFID (ds)

PacketCable ゲートに関連付けられているダウン
ストリームの SFID。

Total number of gates

割り当て、承認、予約、またはコミットされて
いる PCMM ゲートの総数を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate ipv6

フィールド

説明

Total Gates committed (since bootup or clear counter) CMTS の最終リセット以降またはカウンタの最
終クリア以降に CMTS がコミットした PCMM
ゲートの総数を表示します。

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

packetcable

Cisco CMTS ルータで PacketCable 処理を有効に
します。

showpacketcablegate

ゲート データベースの 1 つ以上の PacketCable
ゲートに関する情報を表示します。

showpacketcablegatecountercommit

システム リセット以降またはカウンタの最終ク
リア以降のコミット済み PacketCable ゲートの
総数を表示します。

showpacketcableglobal

PacketCable 設定を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate multimedia

show packetcable gate multimedia
Cisco uBR10012 ルータで、PacketCable MultiMedia（PCMM）マルチキャスト ゲートの総数に関す
る情報を表示するには、特権 EXEC モードで showpacketcablegatemultimedia コマンドを使用しま
す。
Cisco cBR-8 ルータで、PacketCable MultiMedia（PCMM）ゲートの総数に関する情報を表示するに
は、特権 EXEC モードで showpacketcablegatemultimedia コマンドを使用します。
show packetcable gate multimedia [summary]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show packetcable gate multimedia[downstream | upstream]summary
___________________
構文の説明

downstream

（任意）PacketCable MultiMedia ダウンストリー
ム ゲートの情報だけを表示します。

upstream

（任意）PacketCable MultiMedia アップストリー
ム ゲートの情報だけを表示します。

multicast

（Cisco uBR10012 ルータでのオプション）
PCMM 情報を表示します。

summary

Cisco uBR10012 ルータ：PCMM マルチキャスト
ゲート ID、サブスクライバ ID、ゲート コント
ローラのアドレス、現在の状態情報の要約を表
示します。
Cisco cBR-8 ルータ：PCMM ゲート ID、サブス
クライバ ID、ゲート コントローラのアドレス、
現在の状態情報の要約を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate multimedia

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。
downstream キーワードと upstream キーワードが追加されました。
PCMM マルチキャスト オプションは Cisco cBR シリーズ コンバージド
ブロードバンド ルータ ではサポートされません。

___________________
例

次に、Cisco CMTS ルータでの showpacketcablegatemultimedia コマンドの出力例を示します。
Router# show packetcable gate multimedia multicast summary
GateID
i/f
SubscriberID
GC-Addr
State
134
Ca5/0/0
60.1.1.202
2.39.26.19
COMMIT
Total number of Multimedia-MCAST gates = 1
Total Gates committed(since bootup or clear counter) = 1

Type
MM

SFID(us) SFID(ds)
4

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 245：show packetcable gate multimedia のフィールドの説明

フィールド

説明

GateID

ローカル PCMM マルチキャスト ゲートを示す
一意の番号。

i/f

Cisco CMTS ルータのケーブル インターフェイ
ス。

Subscriber ID

このサービス リクエストのサブスクライバの
IP アドレス。

GC-Addr

このゲートを制御するゲート コントローラの
IP アドレス。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate multimedia

フィールド

説明

State

ダウンストリーム方向でのゲートの現在の状態
を示します。設定可能な状態値は次のとおりで
す。
• ALLOC：CMTS はゲート コントローラか
ら Gate-Alloc コマンドを受信し、これに対
応してゲートを作成しました。CMTS は、
要求が承認されるまで待機する必要があり
ます。
• AUTH：CMTS は、ゲート コントローラか
ら、ゲート要求に必要なリソースを承認す
る Gate-Set コマンドを受信しました。
CMTS は、実際のリソースが予約されるま
で待機する必要があります。
• RSVD：ゲートに必要なすべてのリソース
が予約されています。
• COMMIT：ローカル CMTS とリモート
CMTS の両方ですべてのリソースがコミッ
トされています。ローカル CMTS は、ロー
カル MTA からコミット通知を受信してお
り、リモート エンドとのすべてのゲート
調整が完了しています。ゲートをトラ
フィックが通過できるようになっていま
す。
• INVLD：ゲートが無効です。これは一般
に、エラー状況またはリソース不足が原因
で発生します。CMTS は最終的にゲートを
削除します。
• UNKWN：ポートは不明な状態です。

SFID (us)

この PCMM マルチキャスト ゲートに関連付け
られているアップストリームのサービス フロー
ID（SFID）。

SFID (ds)

この PCMM マルチキャスト ゲートに関連付け
られているダウンストリームの SFID。

Total number of Multimedia-MCAST gates

現在割り当て、承認、予約、またはコミットさ
れている PCMMマルチキャスト ゲートの総数。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate multimedia

フィールド

説明

Total Gates committed (since bootup or clear counter) Cisco CMTS ルータの最終リセット以降または
カウンタの最終クリア以降にコミットされた
PCMM マルチキャスト ゲートの総数。

___________________
例

次に、summary オプションを指定した showpacketcable gate multimedia コマンドの出力例を示し
ます。
Router#show packetcable gate
GateID i/f
SubscriberID
81919 Ca1/0/4 24.232.100.16
98303 Ca1/0/4 24.232.100.16
114687 Ca1/0/0 24.232.100.46
131071 Ca1/0/0 24.232.100.46
147455 Ca1/0/4 24.232.100.17
163839 Ca1/0/4 24.232.100.17
180223 Ca1/0/4 24.232.100.32
196607 Ca1/0/4 24.232.100.32
212991 Ca1/0/0 24.232.100.47
229375 Ca1/0/0 24.232.100.47
245759 Ca1/0/0 24.232.100.48
262143 Ca1/0/0 24.232.100.48

multimedia summary
GC-Addr
State Type SFID(us) SFID(ds)
1.2.0.101 COMMIT MM
363
1.2.0.101 COMMIT MM
364
1.2.0.101 COMMIT MM
301
1.2.0.101 COMMIT MM
302
1.2.0.101 COMMIT MM
365
1.2.0.101 COMMIT MM
366
1.2.0.101 COMMIT MM
367
1.2.0.101 COMMIT MM
368
1.2.0.101 COMMIT MM
303
1.2.0.101 COMMIT MM
304
1.2.0.101 COMMIT MM
305
1.2.0.101 COMMIT MM
306

Total number of Multimedia gates = 12
Total Gates committed(since bootup or clear counter) = 12

次に、upstream summary オプションを指定した showpacketcable gate multimedia コマンドの出力
例を示します。
Router#show packetcable gate
GateID i/f
SubscriberID
81919 Ca1/0/4 24.232.100.16
131071 Ca1/0/0 24.232.100.46
147455 Ca1/0/4 24.232.100.17
180223 Ca1/0/4 24.232.100.32
229375 Ca1/0/0 24.232.100.47
245759 Ca1/0/0 24.232.100.48

multimedia upstream summary
GC-Addr
State Type SFID(us)
1.2.0.101 COMMIT MM
1.2.0.101 COMMIT MM
1.2.0.101 COMMIT MM
1.2.0.101 COMMIT MM
1.2.0.101 COMMIT MM
1.2.0.101 COMMIT MM

SFID(ds)
363
302
365
367
304
305

Total number of Multimedia-US gates = 6
Total Gates committed(since bootup or clear counter) = 12

次に、downstream summary オプションを指定した showpacketcable gate multimedia コマンドの
出力例を示します。
Router#show packetcable gate
GateID i/f
SubscriberID
98303 Ca1/0/4 24.232.100.16
114687 Ca1/0/0 24.232.100.46
163839 Ca1/0/4 24.232.100.17
196607 Ca1/0/4 24.232.100.32
212991 Ca1/0/0 24.232.100.47
262143 Ca1/0/0 24.232.100.48

multimedia downstream summary
GC-Addr
State Type SFID(us)
1.2.0.101 COMMIT MM
1.2.0.101 COMMIT MM
1.2.0.101 COMMIT MM
1.2.0.101 COMMIT MM
1.2.0.101 COMMIT MM
1.2.0.101 COMMIT MM

SFID(ds)
364
301
366
368
303
306

Total number of Multimedia-DS gates = 6
Total Gates committed(since bootup or clear counter) = 12
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate multimedia

表 246：show packetcable gate multimedia のフィールドの説明： Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ

フィールド

説明

GateID

ローカル PCMM ゲートを示す一意の番号。

i/f

Cisco CMTS ルータのケーブル インターフェイ
ス。

Subscriber ID

このサービス リクエストのサブスクライバの
IP アドレス。

GC-Addr

このゲートを制御するゲート コントローラの
IP アドレス。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate multimedia

フィールド

説明

State

ダウンストリーム方向でのゲートの現在の状態
を示します。設定可能な状態値は次のとおりで
す。
• ALLOC：CMTS はゲート コントローラか
ら Gate-Alloc コマンドを受信し、これに対
応してゲートを作成しました。CMTS は、
要求が承認されるまで待機する必要があり
ます。
• AUTH：CMTS は、ゲート コントローラか
ら、ゲート要求に必要なリソースを承認す
る Gate-Set コマンドを受信しました。
CMTS は、実際のリソースが予約されるま
で待機する必要があります。
• RSVD：ゲートに必要なすべてのリソース
が予約されています。
• COMMIT：ローカル CMTS とリモート
CMTS の両方ですべてのリソースがコミッ
トされています。ローカル CMTS は、ロー
カル MTA からコミット通知を受信してお
り、リモート エンドとのすべてのゲート
調整が完了しています。ゲートをトラ
フィックが通過できるようになっていま
す。
• INVLD：ゲートが無効です。これは一般
に、エラー状況またはリソース不足が原因
で発生します。CMTS は最終的にゲートを
削除します。
• UNKWN：ポートは不明な状態です。

SFID (us)

この PCMM ゲートに関連付けられているアッ
プストリームのサービス フロー ID（SFID）。

SFID (ds)

この PCMM ゲートに関連付けられているダウ
ンストリームの SFID。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
2971

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable gate multimedia

フィールド

説明

Total number of Multimedia-xx gates

現在割り当て、承認、予約、またはコミットさ
れている PCMM ゲートの総数。
「Total number of Multimedia-xx gates」は、使用
するオプションに応じて異なります。示される
フィールドは次のとおりです。
• オプションを使用しない場合：「Total
number of Multimedia gates」
• multicast オプション：「Total number of
Multimedia-MCAST gates」
• downstream オプション：「Total number of
Multimedia-DS gates」
• upstream オプション：「Total number of
Multimedia-US gates」

Total Gates committed (since bootup or clear counter) Cisco CMTS ルータの最終リセット以降または
カウンタの最終クリア以降にコミットされた
PCMM ゲートの総数。

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemulticastsource

Cisco CMTS ルータで PCMM マルチキャスト グ
ループのマルチキャスト セッション範囲を設定
します。

showcablemulticastdb

マルチキャストの明示的トラッキング データ
ベースの内容を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable global

show packetcable global
現在の PacketCable 設定（ゲートの最大数、要素 ID、DQoS タイマー値など）を表示するには、
ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで showpacketcableglobal コマンドを使用します。
show packetcable global
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC、特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(8)BC2

このコマンドが Cisco uBR7200 Series Universal Broadband Router で導入
されました。

12.2(11)BC1

CMTS の要素 ID を表示するためのサポートが追加されました。

12.2(11)BC2

非 PacketCable UGS サービス フローが承認されているかどうかを示す
ためのサポートが追加されました。PacketCable DQoS Engineering Change
Notice（ECN）02148 の要件に準拠するため、T2 および T5 タイマーが
出力から削除されました。

12.2(15)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。

次に、Element ID を除く設定可能なすべてのパラメータが有効でデフォルト値が設定されている
一般的な PacketCable 設定の例を示します。
Router# show packetcable global
Packet Cable Global configuration:
Enabled
: Yes
Element ID: 12456
Max Gates : 1048576
Allow non-PacketCable UGS
Default Timer value -
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable global

T0
T1
Router#

: 30000 msec
: 300000 msec

次の表に、showpacketcableglobal の出力で表示されるフィールドについて説明します。
表 247：show packetcable global のフィールドの説明

フィールド

説明

Enabled

PacketCable 処理が有効になっているか、無効に
なっているかを表示します。（packetcable コマ
ンドを参照）。

Element ID

CMTS の要素 ID を表示します。PacketCable 処
理が有効になっていると、packetcableelement-id
コマンドを使用してこのパラメータを手動で設
定しない場合、デフォルトで 0 ～ 99,999 の範囲
内のランダムな値が設定されます。

Max Gates

CMTS でサポートされるゲートの最大数を表示
します。（packetcablegatemaxcount コマンドを
参照）。

Allow non-PacketCable UGS or Not Allow
non-PacketCable UGS

PacketCable 処理が有効な場合に、非 PacketCable
DOCSIS スタイル UGS サービス フローが許可
されるかどうかを表示します。
（packetcableauthorizevanilla-docsis-mta コマン
ドを参照）。

Default Timer value

CMTS が維持する次の DQoS タイマーの現在値
を表示します。（packetcabletimer コマンドを
参照）。

T0-->

T0 は、ゲート パラメータを指定せずにゲート
ID を割り当てたままにできる時間の長さを指定
します。Gate-Alloc コマンドでゲートが割り当
てられると、タイマーが計測を開始します。
Gate-Set コマンドでゲートが Authorized として
マークされると、タイマーが停止します。
Gate-Set コマンドを受信していない状態でタイ
マーが期限切れになると、ゲートは削除されま
す。
有効範囲は 1 ～ 1,000,000,000 ミリ秒、デフォル
ト値は 30000 ミリ秒（30 秒）です。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable global

フィールド

説明

T1

T1 は、ゲートの承認が有効である期間を指定し
ます。CMTS が Gate-Set コマンドを使用して
ゲートを作成し、ゲートを Authorized 状態にす
ると、このタイマーが計測を開始します。ゲー
トがコミット済み状態になると、このタイマー
は停止します。ゲートがコミットされていない
状態でタイマーが期限切れになると、CMTS は
ゲートを閉じ、すべての関連リソースを解放す
る必要があります。
有効範囲は 1 ～ 1,000,000,000 ミリ秒、デフォル
ト値は 200000 ミリ秒（200 秒）です。

___________________
例

次に、showpacketcable gate counter commit コマンドの出力例を示します。
Router#show packetcable global
Packet Cable Global configuration:
Packetcable DQOS Enabled : Yes
Packetcable Multimedia Enabled : Yes
Element ID: 49137
Max Gates : 512000
Not Allow non-PacketCable UGS
Default Multimedia Timer value T1 : 200000 msec
Persistent gate : 0 hour
Volume Limit : RUNNING
Default DQoS Timer value T0 : 30000 msec
T1 : 300000 msec
Client Accept Timer: Disabled
Client Accept Timer Expired: 0
Packetcable DQOS Gate Send SubscriberID Enabled: No

表 248：show packetcable global のフィールドの説明

フィールド

説明

Packetcable DQOS Enabled

Cisco cBR ルータ：PacketCable DQOS 処理が有
効になっているか、無効になっているかを表示
します。（packetcable コマンドを参照）。

Packetcable Multimedia Enabled

Cisco cBR ルータ：PacketCable マルチメディア
処理が有効になっているか、無効になっている
かを表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable global

フィールド

説明

Element ID

CMTS の要素 ID を表示します。PacketCable 処
理が有効になっていると、packetcableelement-id
コマンドを使用してこのパラメータを手動で設
定しない場合、デフォルトで 0 ～ 99,999 の範囲
内のランダムな値が設定されます。

Max Gates

CMTS でサポートされるゲートの最大数を表示
します。（packetcablegatemaxcount コマンドを
参照）。

Allow non-PacketCable UGS or Not Allow
non-PacketCable UGS

PacketCable 処理が有効な場合に、非 PacketCable
DOCSIS スタイル UGS サービス フローが許可
されるかどうかを表示します。
（packetcableauthorizevanilla-docsis-mta コマン
ドを参照）。

Default Timer value

CMTS が維持する次の DQoS タイマーの現在値
を表示します。（packetcabletimer コマンドを
参照）。

T0-->

T0 は、ゲート パラメータを指定せずにゲート
ID を割り当てたままにできる時間の長さを指定
します。Gate-Alloc コマンドでゲートが割り当
てられると、タイマーが計測を開始します。
Gate-Set コマンドでゲートが Authorized として
マークされると、タイマーが停止します。
Gate-Set コマンドを受信していない状態でタイ
マーが期限切れになると、ゲートは削除されま
す。
有効範囲は 1 ～ 1,000,000,000 ミリ秒、デフォル
ト値は 30000 ミリ秒（30 秒）です。

T1

T1 は、ゲートの承認が有効である期間を指定し
ます。CMTS が Gate-Set コマンドを使用して
ゲートを作成し、ゲートを Authorized 状態にす
ると、このタイマーが計測を開始します。ゲー
トがコミット済み状態になると、このタイマー
は停止します。ゲートがコミットされていない
状態でタイマーが期限切れになると、CMTS は
ゲートを閉じ、すべての関連リソースを解放す
る必要があります。
有効範囲は 1 ～ 1,000,000,000 ミリ秒、デフォル
ト値は 200000 ミリ秒（200 秒）です。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show packetcable global

フィールド

説明

Client Accept Timer

Cisco cBR ルータ：Client Accept Timer が有効で
あるかどうかを示します。

Client Accept Timer Expired

Cisco cBR ルータ：Client Accept Timer が期限切
れになっていることを示します。

Packetcable DQOS Gate Send SubscriberID Enabled Cisco cBR ルータ：Packetcable DQOS Gate Send
SubscriberID 処理が有効であるかどうかを示し
ます。

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

packetcable

Cisco CMTS での PacketCable 処理を有効にしま
す。

packetcableauthorizevanilla-docsis-mta

Cisco CMTS で PacketCable 処理が有効になって
いる場合に、適切な PacketCable ゲート ID のな
い Unsolicited Grant Service（UGS）サービス フ
ローを許可します。

packetcableelement-id

Cisco CMTS で PacketCable Event Message Element
ID を設定します。

packetcablegatemaxcount

Cisco CMTS のゲート データベース内の
PacketCable ゲート ID の最大数を変更します。

packetcabletimer

各種 PacketCable DQoS タイマーの値を変更しま
す。

showpacketcablegate

ゲート データベースの 1 つ以上のゲートに関す
る情報を表示します。

showpacketcablegatecountercommit

システム リセットまたはカウンタの最終クリア
以降のコミット済みゲートの総数を表示しま
す。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform hardware qfp active cable us-mpls-tc

show platform hardware qfp active cable us-mpls-tc
MPLS TC ビット マーキング情報を表示するには、特権 EXEC モードで show platform hardware
qfp active cable us-mpls-tc コマンドを使用します。
show platform hardware qfp active cable us-mpls-tc vslot vslot_numbermd md_numberuflow-idx
uflow_index
___________________
構文の説明

vslot vslot_number

ライン カードが挿入されている仮想スロットを
指定します。

md md_number

MAC ドメインを指定します。

uflow-idx uflow_index

アップストリーム サービス フローの SID を指
定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで導入されました。

___________________
使用上のガイドライン show platform hardware qfp active cable us-mpls-tc コマンドは、MPLS TC ビット マーキング情報
を表示します。
___________________
例

次に、show platform hardware qfp active cable us-mpls-tc コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show cable modem
c8fb.26a5.5402 31.89.0.9
c8fb.26a5.5730 31.89.0.29
c8fb.26a5.530c 31.89.0.14

C3/0/0/U2
C3/0/0/U0
C3/0/0/U3

w-online(pt)
w-online(pt)
w-online(pt)

19
20
21

-4.50
1.50
-0.50

1781
1781
1782

0
0
0

Router# show platform hardware qfp active cable us-mpls-tc vslot 3 md 0 uflow-idx 19
vslot
md
SF_ID mpls_tc_se... mpls_tc (hex)
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Y
Y
Y

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform hardware qfp active cable us-mpls-tc

-----------------------------------------------------3
0
19
0x1
0x5
Router# show platform hardware qfp active cable us-mpls-tc vslot 3 md 0 uflow-idx 20
vslot
md
SF_ID mpls_tc_se... mpls_tc (hex)
-----------------------------------------------------3
0
20
0x1
0x5
Router# show platform hardware qfp active cable us-mpls-tc vslot 3 md 0 uflow-idx 21
vslot
md
SF_ID mpls_tc_se... mpls_tc (hex)
-----------------------------------------------------3
0
21
0x1
0x5

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show platform hardware qfp active feature docsis MPLS TC ビット分類情報を表示します。
mpls_tc-precfy db
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform hardware qfp active feature docsis bf

show platform hardware qfp active feature docsis bf
DOCSIS バンドルフラッド機能の情報を表示するには、特権 EXEC モードで show platform hardware
qfp active feature docsis bf コマンドを使用します。
show platform hardware qfp active feature docsis bf bundle-interface-handle{ replist | subblock detail}
___________________
構文の説明

bf

DOCSIS バンドルフラッド機能を指定します。

bundle-interface-handle

バンドル インターフェイス ハンドルを指定し
ます。1 ～ 2147483647 の範囲の値を指定できま
す。

replist

バンドルフラッド複製リストを指定します。

subblock

バンドルフラッド サブブロックを指定します。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで導入されました。

___________________
使用上のガイドライン show platform hardware qfp active feature docsis bf コマンドは、DOCSIS バンドルフラッド情報を
表示します。
___________________
例

次に、show platform hardware qfp active feature docsis bf コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# platform hardware qfp active interface if-name Bundle1
General interface information
Interface Name: Bundle1
Interface state: VALID
Platform interface handle: 3689
QFP interface handle: 7
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform hardware qfp active feature docsis bf

. . .
Router# show platform hardware qfp active feature docsis bf ?
<1-2147483647> Vbundle Intf handle
Router# show platform hardware qfp active feature docsis bf 7 ?
replist
Cable Bundle Flood Replication List
subblock Cable Bundle Flood Subblock
Router# show platform hardware qfp active feature docsis bf 7
cbl fwd uidx (dec)
replica entry ppe-address (hex)
-----------------------------------------------------1839
3d9c5000
1840
3d9c5008
1841
3d9c5010
1842
3d9c5018

replist

Router# show platform hardware qfp active feature docsis bf 7 subblock
Bundle Flood Tx Subblock
Subblock PPE Address: 0x3bd00000
Recycle Queue Info:
Object ID: 84
Queue Info PPE Address: 0x711453c0
Replica Info:
Depth Encoding: 0x01000004
List Head PPE Address: 0x3d9c5000

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show platform hardware qfp active interface

QFP インターフェイス情報を表示します。この
コマンドを使用してバンドル インターフェイ
ハンドルを取得できます。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform hardware qfp active feature docsis cbl-vrf-steering

show platform hardware qfp active feature docsis
cbl-vrf-steering
ケーブル VRF ステアリング機能の情報を表示するには、特権 EXEC モードで show platform
hardware qfp active feature docsis cbl-vrf-steering コマンドを使用します。
show platform hardware qfp active feature docsis cbl-vrf-steering CM-bundle-handle
___________________
構文の説明

cbl-vrf-steering

バンドル インターフェイス ハンドルを指定し
ます。1 ～ 2147483647 の範囲の値を指定できま
す。

CM-bundle-handle

バンドル インターフェイス ハンドルを指定し
ます。1 ～ 2147483647 の範囲の値を指定できま
す。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで導入されました。

___________________
使用上のガイドライン show platform hardware qfp active feature docsis cbl-vrf-steering コマンドは、ケーブル VRF ステ
アリング情報を表示します。
___________________
例

次に、show platform hardware qfp active feature docsis cbl-vrf-steering コマンドの一般的な出力例
を示します。
Router#
show platform hardware qfp active interface if-name Bundle1
General interface information
Interface Name: Bundle1
Interface state: VALID
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform hardware qfp active feature docsis cbl-vrf-steering

Platform interface handle: 3689
QFP interface handle: 7
. . .
Router#
show platform hardware qfp active feature docsis cbl-vrf-steering ?
<1-2147483647> CM Bundle handle
Router#
show platform hardware qfp active feature docsis cbl-vrf-steering 10
cpe bundle uidx (dec)
-------------------245751
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show platform hardware qfp active interface

QFP インターフェイス情報を表示します。この
コマンドを使用して CM バンドル ハンドルを取
得できます。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform hardware qfp active feature docsis mpls_tc-precfy db

show platform hardware qfp active feature docsis
mpls_tc-precfy db
MPLS TC ビット分類情報を表示するには、特権 EXEC モードで show platform hardware qfp active
feature docsis mpls_tc-precfy db コマンドを使用します。
show platform hardware qfp active feature docsis mpls_tc-precfy db
___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで導入されました。

___________________
使用上のガイドライン show platform hardware qfp active feature docsis mpls_tc-precfy db コマンドは、MPLS TC ビット
分類情報を表示します。
___________________
例

次に、show platform hardware qfp active feature docsis mpls_tc-precfy db コマンドの一般的な出力
例を示します。
Router# show platform hardware qfp active feature docsis mpls_tc-precfy db
mpls_tc pre classification database
CM IF HDL
Subblk RSRC HDL
Subblk PPE Addr
VPNTbl RSRC HDL
VPNTbl PPE Addr
-------------------------------------------------------------------------------------------0x00000740
0x0018fd4009280003
0x498fd400
0x005b3c0009280003
0x4db3c000
0x00000751
0x0018fd4049280003
0x498fd404
0x005b3c0109280003
0x4db3c010
0x0000074e
0x0018fd4089280003
0x498fd408
0x005b3c0209280003
0x4db3c020

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show platform hardware qfp active cable
us-mpls-tc

MPLS TC ビット マーキング情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform hardware qfp active infrastructure punt sbrl

show platform hardware qfp active infrastructure punt sbrl
Source-Based Rate Limiting（SBRL）統計情報を表示およびクリアするには、特権 EXEC モードで
show platform hardware qfp active infrastructure punt sbrl コマンドを使用します。
show platform hardware qfp active infrastructure punt sbrl [sub-mac-addr | sub-cm | wan-ipv4 |
wan-ipv6] [threshold threshold_value] [clear]
___________________
構文の説明

sub-mac-addr

（任意）SBRL サブスクライバ側の MAC アド
レス統計情報だけを表示します。

sub-cm

（任意）SBRL サブスクライバ側のケーブル モ
デム統計情報だけを表示します。

wan-ipv4

（任意）SBRL WAN 側の IPv4 統計情報だけを
表示します。

wan-ipv6

（任意）SBRL WAN 側の IPv6 統計情報だけを
表示します。

threshold threshold_value

（任意）SBRL 統計情報を表示するためのしき
い値を指定します。drop-cnt がしきい値以上で
ある行が表示されます。デフォルトのしきい値
は 1 です。

clear

（任意）SBRL 統計情報をクリアします。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タで導入されました。このコマンドは clearpxfstatisticsdrlcable-wan-ip
コマンドを置き換えます。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform hardware qfp active infrastructure punt sbrl

___________________
使用上のガイドライン SBRL 統計アルゴリズムにより、最悪の違反者に関するデータが保存されます。[drop-cnt] が継続
的に増加しない場合は、ドロップ数が小さいソースが上書きされることがあります。[evict-cnt] は
[drop-cnt] に並行して増加し、ソースがアクティブではなくなると減少します。[evict-cnt] が 10 未
満の場合、レコードが上書きされることがあります。
WAN-IPv4 および WAN-IPv6 統計情報では、[quar] の値が 1 または 0 になります。1 は、ソースが
検疫されていることを示します。[quar] の値は、ソースからパケットがドロップされる場合にのみ
更新されます。したがってソースが検疫に入れられ、その後パケットの送信を停止する場合、ソー
スが検疫から出ても [quar] 値は 1 のままになります。ただし [drop-cnt] は増加しません。
統計情報は一括で表示するか、個別に表示することができます。threshold および clear キーワー
ドは、任意の順番で入力できます。 0 以外の統計情報だけが表示されます。
___________________
例

次に、show platform hardware qfp active infrastructure punt sbrl コマンドの一般的な出力例を示
します。
Router# show platform hardware qfp active infrastructure punt sbrl
SBRL statistics
Subscriber CM
drop-cnt evict-cnt
SID Interface
-----------------------------------------------1
1
5 Cable3/0/0
982
982
5 Cable3/0/0
Subscriber MAC-addr
nothing to report
WAN-IPv4
drop-cnt evict-cnt quar VRF cause IP-address
-----------------------------------------------------456788
456788
0
0
050 1.2.0.66
WAN-IPv6
drop-cnt evict-cnt quar VRF cause IP-address
---------------------------------------------------------------------------129334
129334
1
0
011 3046:1829:fefb::ddd1
965
965
0
0
011 2001:420:2c7f:fc01::3

表 249：show platform hardware qfp active infrastructure punt sbrl のフィールドの説明

フィールド

説明

drop-cnt

ドロップされたパケットのカウンタ。

SID

サービス ID。

Interface

ケーブル インターフェイス。

quar

検疫ステータス。値は 1 または 0 です。1 は、
ソースが検疫中であることを示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform hardware qfp active infrastructure punt sbrl

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

cause

パントの理由。

IP-address

WAN-IPv4 および WAN-IPv6 IP アドレス。

コマンド

説明

show platform hardware qfp active infrastructure パントパス レート制限統計情報の要約を表示し
punt summary
ます。
platform punt-sbrl

Source-Based Rate-Limit（SBRL）により識別さ
れるパケット ストリームにレート制限を適用し
ます。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform hardware qfp active infrastructure punt summary

show platform hardware qfp active infrastructure punt summary
パントパス レート制限統計情報の要約を表示およびクリアするには、特権 EXEC モードで show
platform hardware qfp active infrastructure punt summary コマンドを使用します。
show platform hardware qfp active infrastructure punt summary [threshold threshold_value] [clear]
___________________
構文の説明

threshold threshold_value

（任意）要約統計情報を表示するためのしきい
値を指定します。CPP パント値がしきい値以上
である行が表示されます。デフォルトのしきい
値は 1 です。

clear

（任意）要約統計情報をクリアします。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで導入されました。

___________________
使用上のガイドライン 要約統計情報から、パントパス レート制限のステータスを容易に判別できます。スーパバイザが
受信するパント済みパケットの数が多すぎる場合は、clear および show を指定して要約統計情報
をクリアおよび表示し、SBRL とパント ポリシングのいずれかまたは両方を設定する方法を決定
します。threshold および clear キーワードは、任意の順番で入力できます。デフォルトの動作は、
0 以外の統計情報のみの表示です。
___________________
例

次に、show platform hardware qfp active infrastructure punt summary コマンドの一般的な出力例
を示します。
Router# show platform hardware qfp active infrastructure punt summary threshold 10
Punt Path Rate-Limiting summary statistics
Subscriber-side
ID
punt cause
CPP punt
CoPP ARPfilt/SBRL
per-cause
global
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform hardware qfp active infrastructure punt summary

---------------------------------------------------------------------------------------017 IPv6 Bad hop limit
22
0
0
0
0
050 IPv6 packet
13
0
0
0
0
080 CM not online
335
0
0
0
0
WAN-side
ID
punt cause
CPP punt
CoPP
SBRL
per-cause
global
-------------------------------------------------------------------------------------017 IPv6 Bad hop limit
471
0
0
0
0
018 IPV6 Hop-by-hop Options
29901
0
0
1430
0
024 Glean adjacency
450911
0
308912
0
0
025 Mcast PIM signaling
19
0
0
0
0
050 IPv6 packet
11
0
0
0
0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show platform hardware active qfp infrastructure Source-Based Rate Limiting（SBRL）統計情報を
punt sbrl
表示およびクリアします。
platform punt-sbrl

Source-Based Rate-Limit（SBRL）により識別さ
れるパケット ストリームにレート制限を適用し
ます。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform software ios/cdman ipccl

show platform software ios/cdman ipccl
ケーブル デバイス マネージャの IPC クライアント ライブラリ（IPCCL）に関する情報を表示する
には、特権 EXEC モードで show platform software コマンドを使用します。ライン カードに関す
るケーブル デバイス マネージャの IPPCL 統計情報を表示するには cdman キーワードを使用し、
ルータ プロセッサまたはライン カードに関する IOS IPCCL 統計情報を表示するには ios キーワー
ドを使用します。
show platform software {ios | cdman } slot-idipccl { log-history { port-id} |outstanding { client
{port-idclient-id} | port {port-id} } | statistics {client { port-idclient-id} | {port { port-id[rx-msg-stat] } }
| { service {port-id[svc-idapps] } } }
___________________
構文の説明

cdman slot-id

ケーブル ライン カードのスロット番号を指定します。
有効なライン カードのスロット番号の範囲は 0 ～ 3 お
よび 6 ～ 9 です。

ios slot-id

ケーブル ライン カードのスロット番号を指定します。
有効なライン カードのスロット番号の範囲は 0 ～ 3、6
～9、R0、R1、および RP active\standby です。

log-history

ログ履歴を指定します。

port-id

IPC メッセージの送受信ポート レイヤを指定します。
IOS での [port-id] の値は次のとおりです:
• 1：CABLE_IPCCL_PORT_DOCSIS
IOS-CLC での port-id の値は次のとおりです:
• 1：CABLE_IPCCL_PORT_DOCSIS
• 2：CABLE_IPCCL_PORT_CDMAN_NORMAL
• 3：CABLE_IPCCL_PORT_VIDMAN
• 4：CABLE_IPCCL_PORT_IDB_SYNC
ケーブル デバイス マネージャの port-id の値は次のとお
りです。
• 2：CABLE_IPCCL_PORT_CDMAN_NORMAL

outstanding

未処理メッセージの統計情報を指定します。

client

クライアント統計情報を指定します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform software ios/cdman ipccl

port

ポート統計情報を指定します。

client-id

クライアント統計情報を指定します。使用するサービス
とポートはクライアントによって異なります。
• CABLE_IPCCL_TEST_CLIENT = 1
• CABLE_IPCCL_APP_CLIENT_DUMMY = 2
• CABLE_IPCCL_DOCSIS_APP_CLIENT = 3
• CABLE_IPCCL_DOC_CDM_APP_CLIENT = 4
• CABLE_IPCCL_CDMAN_BINOS_APP_CLIENT = 5
• CABLE_IPCCL_UMP_APP_CLIENT = 6
• CABLE_IPCCL_DMP_APP_CLIENT = 7
• CABLE_IPCCL_MD_APP_CLIENT = 8
• CABLE_IPCCL_MD_CDMAN_APP_CLIENT = 9
• CABLE_IPCCL_DSBG_APP_CLIENT = 10
• CABLE_IPCCL_UCM_APP_CLIENT = 11
• CABLE_IPCCL_DCM_APP_CLIENT = 12
• CABLE_IPCCL_DCM_CDMAN_APP_CLIENT = 13
• CABLE_IPCCL_DSNB_APP_CLIENT = 14
• CABLE_IPCCL_PLAT_CLI_CLIENT = 15
• CABLE_IPCCL_STATS_APP_CLIENT = 16
• CABLE_IPCCL_SNMP_APP_CLIENT = 17
• CABLE_IPCCL_CMTS_IPC_APP_CLIENT = 18
• CABLE_IPCCL_SPECMGMT_APP_CLIENT = 19
• CABLE_IPCCL_SPECSVL_APP_CLIENT = 20
• CABLE_IPCCL_SPECSVL_CDMAN_APP_CLIENT
= 21
• CABLE_IPCCL_RFCE_APP_CLIENT = 22
ケーブル デバイス マネージャの有効な [client-id] の値は
次のとおりです。
• 2：CABLE_IPCCL_PORT_CDMAN_NORMAL

statistics

ルート プロセッサの統計情報を指定します。

rx-msg-stat

（任意）TDL メッセージ タイプに基づいて RX メッセー
ジの統計情報を指定します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform software ios/cdman ipccl

service

サービス統計情報を指定します。

svc-id

サービス レイヤでグループ化されているクライアント
が使用するサービス ID を指定します。有効な値は次の
とおりです。
• 0：Normal
• 1：High
• 4：SNMP_NORMAL

apps

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

このサービスが使用するアプリケーションのリストを指
定します。

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで導入されました。

___________________
使用上のガイドライン show platform software ios slotipccl コマンドは、ケーブル デバイス マネージャの IPC クライアン
ト ライブラリ（IPCCL）に関する情報を表示します。
___________________
例

次に、show platform software cdman ipccl コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show platform software cdman 2 ipccl ?
log-history log history
outstanding statistics of outstanding messages
statistics
statistics on Route Processor

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show platform software infrastructure bipc
summary

IOS XE BIPC の要約を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform software ios/cdman ipccl

コマンド

説明

show platform software infrastructure bipc
identifier

BIPC ID に関する詳細情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform software ios ipccl

show platform software ios ipccl
IPC クライアント ライブラリ（IPCCL）相対統計情報に関する情報を表示するには、特権 EXEC
モードで show platform software ios ipccl コマンドを使用します。
show platform software ios slotipccl { {outstanding {port [port_number] [peer_slot_number] } | {client
port_numberclient_idpeer_slot_number} } | {statistics {port [port_number] [peer_slot_number] [rx-msg-stat]
} | {client port_numberpeer_slot_number} | {service port_numberservice_idpeer_slot_number} } | {log-history
port port_numberpeer_slot_number} }
___________________
構文の説明

slot

ケーブルラインカードのスーパーバイザスロッ
ト番号。

outstanding

未処理メッセージの統計情報を表示します。

port

ポート統計情報を表示します。

port_number

IPCCL 事前定義内部ポート ID。

peer_slot_number

IPCCL ピア セッションのスロット番号。

client

クライアント統計情報を表示します。

client_id

IPCCL 登録済み内部クライアント ID。

statistics

ルート プロセッサの統計情報を表示します。

rx-msg-stat

（任意）TDL メッセージ タイプに基づいて RX
メッセージの統計情報を指定します。

service

サービス統計情報を表示します。

service_id

IPCCL 事前定義内部サービス ID。

log-history

ログ履歴を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform software ios ipccl

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで導入されました。

___________________
使用上のガイドライン show platform software ios slotipccl コマンドは、スーパバイザまたはライン カードの IPCCL 統計
情報を表示します。

（注）

___________________
例

ログ履歴機能を有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで platform ipccl
log-history コマンドを使用します。rx-msg-stat 機能を有効にするには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで platform ipccl rx-stat コマンドを使用します。

次に、すべてのケーブル インターフェイスに対する show platform software ios slotipccl コマンド
の一般的な出力例を示します。
Router# show platform software ios R0 ipccl statistics ?
client
client statistics
port
port statistics
service service statistics
Router# show platform software ios R0 ipccl statistics por
Router# show platform software ios R0 ipccl statistics port ?
1 CABLE_IPCCL_PORT_DOCSIS
| Output modifiers
<cr>
Router# show platform software ios R0 ipccl statistics port 1 ?
0 Cable-Linecard slot 0
1 Cable-Linecard slot 1
2 Cable-Linecard slot 2
3 Cable-Linecard slot 3
4 SUP-PIC slot 4
5 SUP-PIC slot 5
6 Cable-Linecard slot 6
7 Cable-Linecard slot 7
8 Cable-Linecard slot 8
9 Cable-Linecard slot 9
Router# show platform software ios R0 ipccl statistics port 1 7
--------------------------------------------IPCCL Port 1 Dest CC7 Session 3604558
Session is up
: True
Session Up Cnt
: 1
Session Down Cnt
: 0
Message Flushed Cnt: 0
TX:
Message Send
:
Message Send Success
:
Current Outstanding Message
:
Outstanding High Watermark
:
Port Config MAX Outstanding Msg:

2964
2964
0
0
10000
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform software ios ipccl

Port Current Pending message
: 0
Port MAX Pending message
: 0
Port Configured High Watermark : 3000
Port Configured Low Watermark : 1000
Port High Watermark Hit Count : 0
Port Low Watermark Hit Count : 0
Outstanding MAX Hit Count
: 0
Ack Received
: 2
Overdue Ack Received
: 0
Message Send Error
: 0
Port Driver Error Counter
: 0
TX Msg Drop Counter-Invalid Sess
: 0
TX Msg Drop Counter-Invalid App
: 0
TX Msg Drop Counter-Invalid SVC
: 0
RX:
Message Received
: 894889
Total Ack Send Counter
: 1
RX Msg Drop Counter-Invalid Sess
: 0
RX Msg Drop Counter-Invalid App
: 0
RX Msg Drop Counter-Invalid SVC
: 0
RX Msg Drop Counter-Invalid Field : 0
RX ACK Drop Counter-Invalid Sess
: 0
RX ACK Drop Counter-Invalid App
: 0
RX ACK Drop Counter-Invalid Field : 0
ERR:
EAGAIN
: 0
ETIMEOUT
: 0
ENOMEM
: 0
EFAULT
: 0
ECANCELED
: 0
Other Error
: 0
Average Latencies in Microseconds:
Round Trip
: 28659
Send
: 7537
Onwire
: 5442
Total Ctx Switch
: 14275
Peer Ctx Switch
: 345
Local Ctx Switch
: 13930
Router#show platform software ios R1 ipccl log-history 1 3
IPCCL Port 1 Dest CC3
: 2015-04-16 16:32:50.090 Msg 191 seq 1113408 NBK MsgRx port
: 2015-04-16 16:32:50.091 Msg 191 seq 1113409 NBK MsgRx port
: 2015-04-16 16:32:50.092 Msg 191 seq 1113410 NBK MsgRx port
: 2015-04-16 16:32:50.093 Msg 191 seq 1113411 NBK MsgRx port
: 2015-04-16 16:32:50.093 Msg 191 seq 1113412 NBK MsgRx port
: 2015-04-16 16:32:50.094 Msg 191 seq 1113413 NBK MsgRx port
: 2015-04-16 16:32:50.095 Msg 191 seq 1113414 NBK MsgRx port
: 2015-04-16 16:32:50.095 Msg 191 seq 1113415 NBK MsgRx port
: 2015-04-16 16:32:50.096 Msg 191 seq 1113416 NBK MsgRx port
: 2015-04-16 16:32:50.096 Msg 191 seq 1113417 NBK MsgRx port

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

clnt
clnt
clnt
clnt
clnt
clnt
clnt
clnt
clnt
clnt

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

slot
slot
slot
slot
slot
slot
slot
slot
slot
slot

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0

Router# show platform software ios R1 ipccl statistics port 1 3 rx-msg-stat
client_id
tdl_msg_type
total_msg_count
last_msg_handle_usec
aver_msg_handle_usec
max_msg_handle_used
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

2

1603

33

39

1618

44

36

6

163

429

2

30

24

64395

37

39

1040

51

41

3518
3
3
3
16
17

6
2758
216
1821
243
30
191
408
219
108
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform software patch

show platform software patch
各サブ パッケージのパッチ バージョンを表示するには、特権 EXEC モードで show platform software
patch コマンドを使用します。
show platform software patch slotinfo
___________________
構文の説明

slot

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

ケーブル ライン カードのスロット番号。

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで導入されました。

___________________
使用上のガイドライン show platform software patch コマンドは、特定のスロットの各サブ パッケージのパッチに関する
情報を判別するために使用します。
___________________
例

次に、すべてのケーブル インターフェイスに対する show platform software patchslotinfo コマン
ドの一般的な出力例を示します。
Router# show platform software patch 3 info
cbrsup-clciosdb: 3.15 (0.0)
cbrsup-clc-firmware: 3.15 (0.0)
cbrsup-clcvideo: 3.15 (0.0)
cbrsup-clcios: 3.15 (0.0)
cbrsup-clccontrol: 3.15 (0.0)
cbrsup-clcdocsis: 3.15 (0.0)
cbrsup-clcmipsbase: 3.15 (0.0)
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform software punt-policer

show platform software punt-policer
パント ポリサーの設定と統計情報を表示し、統計情報をクリアするには、特権 EXEC モードで
show platform software punt-policer コマンドを使用します。
show platform software punt-policer [clear | drop-only ]
___________________
構文の説明

clear

（任意）パント ポリサーの設定と統計情報を表示し、統計情報をクリアし
ます。

drop-only

（任意）パント ポリサーと非ゼロのドロップ カウンタを表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で導入されました。show platform software punt-policer clear コマンド
は clear pxf statistics drl max-rate および clear pxf statistics drl wan-non-ip
コマンドを置き換えます。

次に、show platform software punt-policer コマンドの出力例を示します。
Router# show platform software punt-policer
Per Punt-Cause Policer Configuration and Packet Counters
Punt
Cause

Description

Configured (pps)
Normal
High

Conform Packets
Normal
High

Dropped Packets
Normal
High

---------------------------------------------------------------------------------------------2

IPv4 Options

4000

3000

0

0

0

0

3

Layer2 control and legacy

40000

10000

890

0

0

0

4

PPP Control

2000

1000

0

0

0

0

5

CLNS IS-IS Control

2000

1000

0

0

0

0
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform software punt-policer

6

HDLC keepalives

2000

1000

0

0

0

0

7

ARP request or response

2000

1000

0

123

0

0

8

Reverse ARP request or re...

2000

1000

0

0

0

0

9

Frame-relay LMI Control

2000

1000

0

0

0

0

10

Incomplete adjacency

2000

1000

0

5

0

0

11

For-us data

40000

5000

1523592

0

211

0

12

Mcast Directly Connected ...

2000

1000

0

0

0

0

13

Mcast IPv4 Options data p...

2000

1000

0

0

0

0

15

MPLS TTL expired

5120

2000

0

0

0

0

16

MPLS Reserved label (ie: ...

5120

2000

0

0

0

0

18

IPV6 Hop-by-hop Options

2000

1000

0

0

0

0

19

Mcast Internal Copy

2000

1000

0

0

0

0

23

Mcast IGMP Unroutable

2000

1000

0

0

0

0

24

Glean adjacency

2000

5000

0

1525432

0

0

25

Mcast PIM signaling

2000

1000

0

0

0

0

27

Subscriber session control

10000

40000

0

0

0

0

. . .
98
cable arp filter

2000

1000

0

0

0

0

99

Cable L3 mobility

2000

1000

0

0

0

0

100

Source Verify inconclusive

2000

1000

0

0

0

0

101

cable modem pre reg

2000

1000

49

0

0

0

102

mpls receive adj

2000

2000

0

0

0

0

103

MKA EAPoL packet

2000

1000

0

0

0

0

104

ICMP Unreachable

1048

1000

0

0

0

0

105

Cable DHCP

2000

1000

697

0

0

0

次に、show platform software punt-policer clear コマンドの出力例を示します。
Router# show platform software punt-policer clear
Per Punt-Cause Policer Configuration and Packet Counters
Punt
Cause

Description

Configured (pps)
Normal
High

Conform Packets
Normal
High

Dropped Packets
Normal
High

---------------------------------------------------------------------------------------------2

IPv4 Options

4000

3000

0

0

0

0

3

Layer2 control and legacy

40000

10000

890

0

0

0

4

PPP Control

2000

1000

0

0

0

0

5

CLNS IS-IS Control

2000

1000

0

0

0

0

6

HDLC keepalives

2000

1000

0

0

0

0

7

ARP request or response

2000

1000

0

123

0

0
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8

Reverse ARP request or re...

2000

1000

0

0

0

0

9

Frame-relay LMI Control

2000

1000

0

0

0

0

10

Incomplete adjacency

2000

1000

0

5

0

0

11

For-us data

40000

5000

1523592

0

211

0

12

Mcast Directly Connected ...

2000

1000

0

0

0

0

13

Mcast IPv4 Options data p...

2000

1000

0

0

0

0

15

MPLS TTL expired

5120

2000

0

0

0

0

16

MPLS Reserved label (ie: ...

5120

2000

0

0

0

0

18

IPV6 Hop-by-hop Options

2000

1000

0

0

0

0

19

Mcast Internal Copy

2000

1000

0

0

0

0

23

Mcast IGMP Unroutable

2000

1000

0

0

0

0

24

Glean adjacency

2000

5000

0

1525432

0

0

25

Mcast PIM signaling

2000

1000

0

0

0

0

27

Subscriber session control

10000

40000

0

0

0

0

. . .
98
cable arp filter

2000

1000

0

0

0

0

99

Cable L3 mobility

2000

1000

0

0

0

0

100

Source Verify inconclusive

2000

1000

0

0

0

0

101

cable modem pre reg

2000

1000

49

0

0

0

102

mpls receive adj

2000

2000

0

0

0

0

103

MKA EAPoL packet

2000

1000

0

0

0

0

104

ICMP Unreachable

1048

1000

0

0

0

0

105

Cable DHCP

2000

1000

697

0

0

0

次に、show platform software punt-policer drop-only コマンドの出力例を示します。
Router# show platform software punt-policer drop-only
Per Punt-Cause Policer Configuration and Packet Counters
Punt
Configured (pps) Conform Packets
Dropped Packets
Cause Description
Normal
High
Normal
High
Normal High
--------------------------------------------------------------------------11
For-us data
40000
5000
1523592
0
211
0

表 250：show platform software punt-policer のフィールドの説明

フィールド

説明

Punt Cause

パント原因の番号。

説明

パント原因の説明。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show platform software punt-policer

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

Configured (pps) Normal

設定されている標準プライオリティ パントのパ
ント ポリシング レート制限（パケット/秒）。
platform punt-policerpunt-cause punt-rate コマン
ドに対応しています。

Configured (pps) High

設定されている高プライオリティ パントのパン
ト ポリシング レート制限（パケット/秒）。
platform punt-policerpunt-cause punt-ratehigh コ
マンドに対応しています。

Conform Packets Normal

標準プライオリティ パントに対して設定されて
いるレート制限に適合するパケットの数。

Conform Packets High

高プライオリティ パントに対して設定されてい
るレート制限に適合するパケットの数。

Dropped Packets Normal

標準プライオリティ パントのドロップ パケッ
トの数。

Dropped Packets High

高プライオリティ パントのドロップ パケット
の数。

コマンド

説明

platform punt-policer

このコマンドはパント ポリシングを設定しま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable

show pxf cable
1 つまたはすべてのケーブル インターフェイスのマルチキャスト エコー、パケット インターセプ
ト、またはソース検証機能に関する情報を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC
モードで showpxfcable コマンドを使用します。
show pxf cable{feature-table [cx/y/z]| maptable cx/y/z [sid]| multicast-echo ds-group| multicast-echo
mcast-addr| source-verify [ip address]}
___________________
構文の説明

___________________
コマンド モード
デフォルト

feature-table [cx/y/z ]

PXF プロセッサのマルチキャスト エコーとパ
ケット インターセプトのステータスを表示しま
す。どのオプションも指定されていない場合
は、すべてのケーブル インターフェイスとサブ
インターフェイスのステータスが表示されま
す。オプションのケーブル インターフェイスが
指定されている場合は、その特定のインター
フェイスのステータスが表示されます。

maptablecx/y/z [sid ]

特定のケーブル インターフェイスのメモリと
サービス ID（SID）の情報を表示します。オプ
ションの sid パラメータが指定されている場合
は、その特定の SID の情報が表示されます。

multicast-echods-group

各ダウンストリーム グループに関連付けられて
いるケーブル インターフェイスを表示します。
この場合、各ダウンストリーム グループは固有
の DOCSIS MAC ドメインです。（バンドルに
まとめられているインターフェイスは、1 つの
MAC ドメインとして見なされます。）

multicast-echomcast-addr

指定されたマルチキャスト IP アドレスと同じ
インデックスにハッシュするすべてのマルチ
キャスト アドレスのサービス フロー ID
（SFID）情報を表示します。

source-verify [ip-address ]

ソース検証機能により維持されるインターフェ
イスと SFID のマッピング テーブルを表示しま
す。オプションの ip-address パラメータが指定
されている場合は、その特定 IP アドレスのみ
の情報が表示されます。

なし EXEC (>)
ユーザ
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable

特権 EXEC（#）
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(11)CY、12.2(11)BC2

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータで showhardwarepxfcable と
して導入されました。

12.2(15)BC2

このコマンドの名前が、showhardwarepxfcable から showpxfcable
に変更されました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されまし
た。

12.2(33)SCB

このコマンドが変更され、verbose オプションが削除されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン showpxfcable コマンドは、ケーブル インターフェイスでマルチキャスト エコーとパケット イン
ターセプトが有効であるかどうかに関する情報を表示します。このコマンドを使用して、ルータ
により処理される各マルチキャスト アドレスに使用されるサービス フロー ID（SFID）を表示す
ることもできます。

（注）

___________________
例

source-verify オプションは、PRE-2 モジュールではサポートされていません。PRE-2 モジュー
ルのプライマリ SID 情報を表示するには、代わりに showpxfcpucefverbose コマンドを使用し
ます。

次に、すべてのケーブル インターフェイスを示す showpxfcablefeature-table コマンドの一般的な
出力例を示します。
Router# show pxf cable feature-table
Interface
Cable5/0/0
Cable5/0/0.1
Cable5/0/1
Cable6/0/0
Cable6/0/1
Cable7/0/0
Cable7/0/1

SWInterface
Cable5/0/0
Cable5/0/0
Cable5/0/1
Cable6/0/0
Cable6/0/1
Cable7/0/0
Cable7/0/1

VCCI
3
9
4
5
6
7
8

McastEcho
On
On
On
On
On
On
On

Intercept
On
On
Off
Off
Off
Off
Off

DSGroup
0
0
255
255
255
1
2

InterceptGroup
0
0
-
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable

次に、特定のケーブル インターフェイスを示す showpxfcablefeature-table コマンドの一般的な出
力例を示します。
Router# show pxf cable feature-table c5/0/0
Interface
Cable5/0/0
Cable5/0/0.1

SWInterface
Cable5/0/0
Cable5/0/0

VCCI
3
9

McastEcho
On
On

Intercept
On
On

DSGroup
0
0

InterceptGroup
0
0

次に、ケーブルインターフェイスでバンドルインターフェイスが設定されているが、対応するマ
スター インターフェイスがない場合の、showpxfcablefeature-table コマンドの一般的な出力例を
示します。
Router# show pxf cable feature-table
Interface
Cable5/0/0
Cable5/0/1
Cable5/1/0
Cable5/1/1
Cable6/0/0
Cable6/0/1
Cable6/1/0
Cable6/1/1
Cable7/0/0
Cable7/0/1
Cable7/1/0
Cable7/1/1
Cable8/0/0
Cable8/0/1
Cable8/1/0
Cable8/1/1

SWInterface
VCCI
McastEcho Intercept
<No Cable Bundle Master Configured>
Cable5/0/1
4
On
Off
<No Cable Bundle Master Configured>
Cable5/1/1
6
On
Off
Cable6/0/0
7
On
Off
Cable6/0/1
8
On
Off
Cable6/1/0
9
On
Off
Cable6/1/1
10
On
Off
Cable7/0/0
11
On
Off
Cable7/0/1
12
On
Off
Cable7/1/0
13
On
Off
Cable7/1/1
14
On
Off
Cable8/0/0
15
On
Off
Cable8/0/1
16
On
Off
Cable8/1/0
17
On
Off
Cable8/1/1
18
On
Off

DSGrp

InterceptGrp

11

-

15
0
1
6
7
8
9
4
5
255
3
12
13

-

次の表に、showpxfcablefeature-table コマンドの両方の形式で表示されるフィールドの説明を示し
ます。
表 251：show pxf cable feature-table のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

ケーブル インターフェイスまたはサブインター
フェイスを示します。

SWInterface

バンドル インターフェイスのマスター ケーブ
ル インターフェイスを示します。

McastEcho

マルチキャストエコーが有効であるか（On）、
無効であるか（Off）を表示します。

VCCI

このケーブル インターフェイスまたはサブイン
ターフェイスの Virtually Cool Common Index
（VCCI）を表示します。VCCI は、PXF プロ
セッサのすべてのインターフェイスとサブイン
ターフェイスを一意に識別し、そのインター
フェイスを適切なサービスと機能のセットに迅
速にマッピングするインデックスです。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable

フィールド

説明

Intercept

Communications Assistance of Law Enforcement Act
（CALEA）に基づいてパケット インターセプ
トが有効であるか（On）、無効であるか（Off）
を示します。

DSGroup

このインターフェイスまたはサブインターフェ
イスに関連付けられているダウンストリーム グ
ループ（固有のMACドメイン）を表示します。
バンドルにまとめられているインターフェイス
は、1 つの MAC ドメインとして見なされます。
（注）

InterceptGroup

ダウンストリーム グループ番号 255
は、CMTS がインターフェイスを
MAC ドメインに関連付けていないこ
とを示します。これは通常、インター
フェイスがシャットダウンしている
ことが原因で発生します。

このケーブル インターフェイスに割り当てられ
たインターセプト パケット グループを表示し
ます。

次に、特定のケーブル インターフェイスを示す showpxfcablemaptable コマンドの一般的な出力例
を示します。
Router# show pxf cable maptable c5/1/0
SID
VCCI
FIB Index
SrcVfy
Pri SID
1
3
0
On
1
2
3
0
On
2

CM IP Address
10.10.11.31
10.10.11.129

次の表に、showpxfcablemaptable コマンドにより表示されるフィールドの説明を示します。
表 252：show pxf cable maptable のフィールドの説明

フィールド

説明

SID

サービス ID（SID）を示します。

VCCI

このケーブル インターフェイスまたはサブイン
ターフェイスの Virtually Cool Common Index
（VCCI）を表示します。VCCI は、PXF プロ
セッサのすべてのインターフェイスとサブイン
ターフェイスを一意に識別し、そのインター
フェイスを適切なサービスと機能のセットに迅
速にマッピングするインデックスです。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable

フィールド

説明

FIB Index

使用されている転送情報ベース（FIB）を示し
ます。

SrcVfy

ソース検証機能（cablesource-verify コマンドで
有効化）がこの SID とインターフェイスに対し
て On または Off のいずれであるかを示します。

Pri SID

この SID がセカンダリ SID またはダイナミック
SID の場合、この SID に関連付けられているプ
ライマリ SID を示します。

CM IP Address

この SID に関連付けられている CM の IP アド
レスを表示します。

次に、各ダウンストリーム マルチキャスト グループとその関連ケーブル インターフェイスを示
す showpxfcablemulticast-echods-group コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show pxf cable multicast-echo ds-group
DS Group
0
1
2

Interface
Cable5/0/0
Cable7/0/0
Cable7/0/1

次に、特定のマルチキャスト アドレスに対する showpxfcablemulticast-echo コマンドの一般的な
出力例を示します。
Router# show pxf cable multicast-echo 230.1.1.1
Src
230.1.1.1

I/f
Cable7/0/1

SFID
16385

DS Jib Header
0x0000 0000 1000 0001 1000

Packets
321

Bytes
2160

次の表に、showpxfcablemulticast-echo コマンドにより表示されるフィールドの説明を示します。
表 253：show pxf cable multicast-echo のフィールドの説明

フィールド

説明

Src

表示されるマルチキャスト アドレス。

I/F

このマルチキャスト アドレスに使用されるケー
ブル インターフェイス。

SFID

この特定のマルチキャスト アドレスのサービス
フロー ID（SFID）を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable

フィールド

説明

DS Jib Header

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable

フィールド

説明
PRE の MAC レイヤ プロセッサでこのマルチ
キャスト アドレスに使用されているビットマス
クを示します。ビットマスクは、10 桁の 16 進
数バイトからなり、左から右へ（最上位ビット
から最下位ビットへ）読み取ります。
• バイト 9:8 = ダウンストリームのキー イン
デックスを指定します。
• バイト 7:6 = パケット ヘッダー抑止（有効
な場合）に使用されるルール番号を示しま
す。
• バイト 5 = 送信パケット タイプを定義する
ビットマスク。
◦ ビット 4 = データ パケットに CRC を
埋め込んでいる場合は 1、CRC を埋
め込んでいない場合は 0 です。
◦ ビット 3 = PHS 処理のための拡張ヘッ
ダー（EH）を挿入する場合は 1。
◦ ビット 2 = BPI+ 処理のための拡張ヘッ
ダー（EH）を挿入する場合は 1。
◦ ビット 1:0 = パケット タイプを指定し
ます。パケット タイプは、00（デー
タ パケット）、01（送信済みパケッ
トの MAC 管理メッセージ）、10
（アップストリームでの内部 MAP
メッセージ）、11（特殊パケット）
です。
• バイト 4 = パケットのマップ コントロール
タイプとキー シーケンスを示すビットマ
スク。
◦ ビット 6:4 = MAP メッセージの宛先
アップストリーム
◦ ビット 3:0 = BPI キー シーケンス番号
• バイト 3:2 = ダウンストリーム モデム統計
情報を取得するためのインデックス。
• バイト 1 = パケット データ単位の推定最小
サイズを指定します。これに 4 を掛ける
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable

フィールド

説明
と、実際の最小サイズが算出されます（バ
イト単位）。
• バイト 0 = DOCSIS ヘッダーのサイズを指
定します。最大値は 0xE0(10 進数では
248）です。

Packets

このアドレスに送信されたパケットの数。

Bytes

このアドレスに送信されたバイト数。

次に、showpxfcablesource-verify コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show pxf cable source-verify
IP Address
Interface
Fib Index
50.1.1.3
Cable5/0/0
0
50.1.1.29
Cable5/0/0
0
50.1.1.32
Cable5/0/0
0
50.1.2.6
Cable8/0/0
0
50.1.2.19
Cable8/0/0
0

Mac-Domain
0
0
0
6
6

SID
1
2
2
1
1

次の表に、showpxfcablesource-verify コマンドにより表示されるフィールドの説明を示します。
表 254：show pxf cable source-verify のフィールドの説明

フィールド

説明

IP Address

ソース検証機能により検証されている IP アド
レスを示します。

Interface

この IP アドレスに使用されるケーブル インター
フェイスまたはサブインターフェイスを示しま
す。

FIB Index

使用されている転送情報ベース（FIB）を示し
ます。

Mac-Domain

この IP アドレスの MAC DOCSIS ダウンスト
リーム ドメインを示します。

SID

サービス ID（SID）を示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablesource-verify

アップストリームの CM および CPE デバイス
の IP アドレスの検証を有効にします。

clearpxf

PXF プロセッサのダイレクト メモリ アクセス
（DMA）とエラーチェックおよび修正（ECC）
エラー カウンタをクリアします。

debugpxf

Cisco uBR10012 ルータのアクティブな PRE1 モ
ジュールの PXF サブシステムのデバッグを有効
にします。

showpxfcableinterface

特定のケーブル インターフェイスでの特定の
サービス ID（SID）に関する DOCSIS 関連情報
を表示します。

showpxfcpu

PXF 処理中の CPU プロセッサの動作に関する
各種統計情報を表示します。

showpxfmicrocode

プロセッサに使用されるマイクロコードに関す
る識別情報を表示します。

showpxfxcm

PXF プロセッサの External Column Memory
（XCM）のエラー チェックおよび修正（ECC）
の現在の状態を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable controller

show pxf cable controller
無線周波数（RF）チャネルの Versatile Traffic Management System（VTMS）リンクとリンク キュー
に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで showpxfcablecontroller コマンドを使用しま
す。
show pxf cable controller modular-cable slot /subslot/unit rf-channel channellink queues
___________________
構文の説明

modular-cable

コントローラ モジュラ ケーブル インターフェ
イスを指定します。

slot/subslot/unit

Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェ
イスを指定します。有効な値を次に示します。
• slot：1 または 3
• subslot：0 または 1
• unit：0

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

rf-channel

ワイドバンド SPA Field-Programmable Gate Array
（FPGA）の RF チャネル物理ポートを指定しま
す。

channel

RF チャネルの番号を指定します。指定できる
範囲は 0 ～ 23 です。

linkqueues

（任意）指定した RF チャネルのリンク キュー
情報を表示します。

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.3(23)BC1

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable controller

___________________
使用上のガイドライン showpxfcablecontroller コマンドは、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータの VTMS
リンク キューに関する情報を表示します。
___________________
例

次に、linkqueues オプションを指定せずに showpxfcablecontroller コマンドを実行し、VTMS 関連
の出力だけが表示される例を示します。
Router# show pxf cable controller modular-cable 1/0/0 rf-channel 3
Link ID is 32259
link next_send:
0x00000000
channel number:
0
temporary bgbw:
0x00000000
reserved bgbw:
0x00000000
col.6 link bandwidth mult:
55778
shift:
18
col.7 link bandwidth mult:
55778
shift:
18
link aggregate cir:
0x00000000
aggregate eir:
0x00000000
bw reclaimed/trunc eir:
0/0
link cir_max:
0xFFFF
link cir_sum:
70
link eir_sum:
2
link bw_sum:
0
act. link q num:
0

次に、linkqueues オプションを指定して showpxfcablecontroller コマンドを実行し、VTMS 関連の
出力とリンク キュー関連の出力が表示される例を示します。
Router# show pxf cable controller modular-cable 1/0/0 rf-channel 3 link-queues
Link ID is 32259
link next_send:
0x00000000
channel number:
0
temporary bgbw:
0x00000000
reserved bgbw:
0x00000000
col.6 link bandwidth mult:
55778
shift:
18
col.7 link bandwidth mult:
55778
shift:
18
link aggregate cir:
0x00000000
aggregate eir:
0x00000000
bw reclaimed/trunc eir:
0/0
link cir_max:
0xFFFF
link cir_sum:
70
link eir_sum:
2
link bw_sum:
0
act. link q num:
0
Link Queues :
QID
CIR(act/conf)
420
13107/13107
423
32768/32768

EIR
1/1
1/1

MIR
65535/65535
65535/65535

WB Chan.
0
2

Status
Inactive
Inactive

リンク キューのフィールドについては次の表を参照してください。
表 255：show pxf cable controller のリンク キュー フィールドの説明

フィールド

説明

QID

リンク キューの ID 番号を表示します。

CIR (act/conf)

この RF チャネルのリンク キューの設定情報
レート（CIR）の情報を表示します。
• 1 番目の番号 act は、リンク キューが実際
に使用するパラメータを示します。
• 2 番目の番号 conf は、リンク キューに対
して設定されているパラメータを示しま
す。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable controller

フィールド

説明

EIR

この RF チャネルのリンク キューの超過情報
レート（EIR）の情報を表示します。
• 出力の 1 番目の番号は、リンク キューが
実際に使用するパラメータを示します。
• 出力の 2 番目の番号は、リンク キューに
対して設定されているパラメータを示しま
す。

MIR

この RF チャネルのリンク キューの最大情報
レート（MIR）の情報を表示します。
• 出力の 1 番目の番号は、リンク キューが
実際に使用するパラメータを示します。
• 出力の 2 番目の番号は、リンク キューに
対して設定されているパラメータを示しま
す。

___________________
関連コマンド

WB Chan

ワイドバンド ケーブル チャネルの番号。

Status

リンク キューの状態を表示します。

コマンド

説明

debugcr10k-rpdbs-queue

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド
ルータの動的帯域幅共有（DBS）の情報を表示
します。

showpxfcpuqueue

Parallel Express Forwarding（PXF）キューとリン
ク キュー統計情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable feature

show pxf cable feature
仮想インターフェイス バンドルの情報を含めるために 1 つまたはすべてのケーブル インターフェ
イスのマルチキャスト エコー、パケット インターセプト、またはソース検証機能を表示するに
は、特権 EXEC モードで showpxfcablefeature コマンドを使用します。
showpxfcablefeature
___________________
構文の説明

このコマンドには、追加の引数もキーワードもありません。

___________________
コマンド デフォルト

出力をページ区切りなしで表示し、パスワードやその他のセキュリティ情報を削除します。

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC、特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドは、Cisco CMTS で仮想インターフェイス バンドルのマ
ルチキャストをサポートする目的で導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS でのケーブル インターフェイスのバンドルと仮想インターフェイスのバンドルの追
加情報については、Cisco.com の次のドキュメントを参照してください:
• 『Cable Interface Bundling and Virtual Interface Bundling on the Cisco CMTS』

___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータでのマルチキャスト エコーと仮想インターフェイス バンドリング情
報の例を示します。
Router# show pxf cable feature
Interface
SWInterface
VCCI
Cable5/0/0 Bundle1
36
Cable5/0/1 Cable5/0/1
15
Cable5/1/0 Bundle1
36
Cable5/1/1 Cable5/1/1
17
Cable6/0/0 Bundle1
36
Cable6/0/1 Cable6/0/1
19
Cable6/1/0 Cable6/1/0
20
Cable6/1/1 Cable6/1/1
21
Cable7/0/0 Cable7/0/0
22
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McastEcho
On
On
On
On
On
On
On
On
On

Intercept
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

SrcVfy
On
Off
On
Off
On
Off
Off
Off
Off

DHCP

DSGrp
On
Off
On
Off
On
Off
Off
Off
Off

InterceptGrp
0
11
0
9
0
12
7
8
255

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable feature

Cable7/0/0
Cable7/0/1

___________________
関連コマンド

Cable7/0/0.1
Bundle200

42
38

On
On

Off
Off

Off
Off

Off
Off

255
3

コマンド

説明

cablebundle

インターフェイス バンドルまたは仮想インター
フェイス バンドルに属すようにケーブル イン
ターフェイスを設定します。

showarp

ルータの ARP テーブルのエントリを表示しま
す。

showcablebundleforwarding-table

指定されたバンドルの MAC 転送テーブルを表
示します。このテーブルでは、バンドル内の各
ケーブル モデムの MAC アドレスと、各ケーブ
ル モデムが現在使用している物理ケーブル イ
ンターフェイスが示されます。

showcablemodem

ケーブル インターフェイス バンドリングの設
定前後でオンラインであるケーブル モデムを表
示します。

showrunning-configinterfacecable

指定されたケーブル インターフェイスの設定を
表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
3015

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable interface

show pxf cable interface
特定のケーブル インターフェイスの特定のサービス ID（SID）に関する情報を表示するには、ユー
ザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで showpxfcable コマンドを使用します。
show pxf cable interface cable x/y/z sid classifiers| mac-rewrite| queue| service-flow ds| service-flow us
___________________
構文の説明

cablex/y/z

情報を表示するケーブル インターフェイスを指
定します。

sid

情報を表示するサービス ID（SID）を指定しま
す。有効な範囲は 1 ～ 8191 です。

classifiers

この SID に使用されるパケット分類子を表示し
ます。

mac-rewrite

この SID の CPE MAC 情報を表示します。

queue

この SID が使用しているキューのステータスを
表示します。

service-flowds

特定ケーブル インターフェイスのダウンスト
リームで特定の SID に関連付けられているサー
ビス フロー ID（SFID）を表示します。

service-flowus

特定ケーブル インターフェイスのアップスト
リームで特定の SID に関連付けられている SFID
を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC、特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(11)BC2

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータで showhardwarepxfcable と
して導入されました。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable interface

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドの名前が、showhardwarepxfcableinterface から
showpxfcableinterface に変更されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン showpxfcableinterface コマンドは、特定のケーブル インターフェイスでの特定のサービス ID（SID）
に関する DOCSIS 関連情報を表示します。
___________________
例

次に、ケーブル インターフェイス c8/0/0 での SID 1 に対する showpxfcableinterfaceclassifiers コマ
ンドの一般的な出力例を示します。
Router# show pxf cable interface c8/0/0 1 classifiers
CM Classifiers:
Mac Rw Index: 18
CCB Index: 47
id=1, sfid=91 CFR Index 16461 RP sfindex 16461,
prio=7, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=0.0.0.0, dip mask=0.0.0.0, prot=17, tos=0,FF
sport = 0,65535, dport = 0,65535 matches = 0
id=2, sfid=92 CFR Index 16462 RP sfindex 16462,
prio=6, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=1.11.22.2, dip mask=255.255.255.255, prot=256, tos=0,FF
sport = 0,65535, dport = 0,65535 matches = 0
id=0, sfid=0 CFR Index 0 RP sfindex 0,
prio=0, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=0.0.0.0, dip mask=0.0.0.0, prot=0, tos=2,1
sport = 1000,500, dport = 1000,500 matches = 0
id=0, sfid=0 CFR Index 0 RP sfindex 0,
prio=0, sip=0.0.0.0, sip mask=0.0.0.0
dip=0.0.0.0, dip mask=0.0.0.0, prot=0, tos=2,1
sport = 1000,500, dport = 1000,500 matches = 0
--------------------------------------------------------Router#

（注）

このコマンドで表示されるフィールドの説明については、DOCSIS 1.1 仕様（『Data-Over-Cable
Service Interface Specifications Radio Frequency Interface Specification』、SP-RFIv1.1-I08-020301）
の付録 C のセクション C.2.1「Packet Classification Encoding」を参照してください。
次に、ケーブル インターフェイス c8/0/0 での SID 1 に対する showpxfcableinterfacemac-rewrite コ
マンドの一般的な出力例を示します。
Router# show pxf cable interface c8/0/0 1 mac-rewrite
CPE Information for Interface Cable8/0/0 SID 1:
Link Table Slot: 18 Mac-rw-index: 18
Router#
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable interface

次に、ケーブル インターフェイス c8/0/0 での SID 1 に対する showpxfcableinterfacequeue コマン
ドの一般的な出力例を示します。
Router# show pxf cable interface c8/0/0 1 queue
RP SFID 16460 LC SFID 4
Queue Index: 281
QID 281 VCCI 6161
Priority: Lo
Rates:(Act/Conf) CIR
Statistics: Length 0 Pkts 0 Octets 0
RP SFID 16461 LC SFID 91
Queue Index: 282
QID 282 VCCI 6161
Priority: Lo
Rates:(Act/Conf) CIR
Statistics: Length 0 Pkts 0 Octets 0
RP SFID 16462 LC SFID 92
Queue Index: 283
QID 283 VCCI 6161
Priority: Lo
Rates:(Act/Conf) CIR
Statistics: Length 0 Pkts 0 Octets 0
RP SFID 16463 LC SFID 93
Queue Index: 284
QID 284 VCCI 6161
Priority: Lo
Rates:(Act/Conf) CIR
Statistics: Length 0 Pkts 0 Octets 0
RP SFID 16464 LC SFID 94
Queue Index: 285
QID 285 VCCI 6161
Priority: Lo
Rates:(Act/Conf) CIR
Statistics: Length 0 Pkts 0 Octets 0
Router#

ClassID 9
Refcount 1
0/0 MIR 0/16383 EIR 0/431
TailDrops 0 BufferDrops 0
ClassID 10
Refcount 1
0/0 MIR 0/16383 EIR 0/431
TailDrops 0 BufferDrops 0
ClassID 11
Refcount 1
0/0 MIR 0/16383 EIR 0/431
TailDrops 0 BufferDrops 0
ClassID 12
Refcount 1
0/0 MIR 0/16383 EIR 0/431
TailDrops 0 BufferDrops 0
ClassID 13
Refcount 1
0/0 MIR 0/16383 EIR 0/431
TailDrops 0 BufferDrops 0

次に、ケーブル インターフェイス c8/0/0 での SID 1 に対する showpxfcableinterfaceservice-flowds
コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show pxf cable interface c8/0/0 1 service-flow ds
RP SFID
16460
16461
16462
16463
16464
Router#

LC SFID
4
91
92
93
94

Bytes
0
0
0
0
0

Packets
0
0
0
0
0

QID
281
282
283
284
285

次に、ケーブル インターフェイス c8/0/0 での SID 1 に対する showpxfcableinterfaceservice-flowus
コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show pxf cable interface c8/0/0 1 service-flow us
SFID
SID
3
1
90
21
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearpxf

PXF プロセッサのダイレクト メモリ アクセス
（DMA）とエラーチェックおよび修正（ECC）
エラー カウンタをクリアします。

debugpxf

Cisco uBR10012 ルータのアクティブな PRE1 モ
ジュールの PXF サブシステムのデバッグを有効
にします。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable interface

コマンド

説明

showpxfcable

1 つまたはすべてのケーブル インターフェイス
でのマルチキャスト エコー機能とパケット イ
ンターセプト機能に関する情報を表示します。

showpxfcpu

PXF 処理中の CPU プロセッサの動作に関する
各種統計情報を表示します。

showpxfmicrocode

プロセッサに使用されるマイクロコードに関す
る識別情報を表示します。

showpxfxcm

PXF プロセッサの External Column Memory
（XCM）のエラー チェックおよび修正（ECC）
の現在の状態を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
3019

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable multicast

show pxf cable multicast
指定したグループの PXF プロセッサのマルチキャスト ルート（mroute）に関する情報を表示する
には、特権 EXEC モードで showpxfcablemulticast コマンドを使用します。
show pxf cable multicast [ multicast-group ]
___________________
構文の説明

multicast-group

（任意）マルチキャスト グループの名前を表示
します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン showpxfcablemulticast コマンドは、ケーブル インターフェイスでルートが有効であるかどうかに
関する情報を表示します。
___________________
例

次に、すべてのケーブル インターフェイスを示す showpxfcablemulticast コマンドの一般的な出力
例を示します。
Router# show pxf cable multicast multicast-group
MDB Flags: L - Local, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT
Z - Multicast Tunnel, N- No FastSwitching
OIF Flags: P - Prune Flag, A - Assert Flag
PXF multicast switching for vrf default is enabled.
Mdb at index= 3 hash= 0xE9F7:
next_mdb_idx: 0, fib_root: 0x0001, source_addr: 0.0.0.0, group_addr: 230.1.1.1
uses: 0, bytes: 0, vcci_in: 0, oif: 0x000002
rpf_failed: 0, drop_others: 0
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cable multicast

rp_bit_mask:0x00, flags: [0xA0]
Ref Count=0, MDB Flags=0x0082, MDB FastFlags=0x10

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showpxfcableinterface

特定のケーブル インターフェイスでの特定の
サービス ID（SID）に関する DOCSIS 関連情報
を表示します。

showpxfcpu

PXF 処理中の CPU プロセッサの動作に関する
各種統計情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

show pxf cpu
Parallel eXpress Forwarding（PXF）処理時に Performance Routing Engine（PRE1）モジュールの CPU
の動作に関する各種統計情報を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで
showpxfcpu コマンドを使用します。
show pxf cpu {access-lists {qos| security}| buffers| cef [mem| verbose| vrf ip-address mask]| context|
mroute [ ipaddress1 ] [ ipaddress2 ]| queue [ interface ]| schedule [interface| summary]| statistics [diversion|
drop [ interface ]| ip| mlp]| subblocks [ interface ]}
___________________
構文の説明

access-lists {qos | security}

Quality of Service（QoS）アクセス リスト
（ACL）またはセキュリティ アクセス リスト
のいずれかの情報を表示します。
（注）

buffers

プロセッサのバッファ使用率に関する情報を表
示します。

cef [mem | verbose | vrfip-address mask ]

Cisco Express Forwarding（CEF）処理のための
PXF プロセッサのメモリ使用率テーブルとルー
ティング テーブルに関する情報を表示します。
オプションで、メモリ使用率と、バーチャル プ
ライベート ネットワーク（VPN）ルーティン
グ/転送（VRF）テーブルの特定のエントリに関
する詳細情報を表示できます。

context

プロセッサでのコンテキスト処理のパフォーマ
ンス統計情報を表示します。（コンテキストと
は、PXF プロセッサでのパケット処理時間の単
位です。）
（注）
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PRE モジュールは自動的にすべてのア
クセス リストをターボ ACL 形式にコ
ンパイルするため、これらのアクセス
リストは PXF プロセッサにより効率
的に処理できます。唯一の例外は、非
常にシンプルなアクセス リストの場
合、実行よりもコンパイルに多くの処
理時間が必要となる点です。

showpxfcpucontext コマンドは、その
他のプラットフォームで使用される
showprocessorcpucommand コマンド
よりも有用な PXF プロセッサのパ
フォーマンスに関する情報を表示し
ます。

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

mroute [ipaddress1 ] [ipaddress2 ]

すべてのグループ、1 つの特定のグループ、ま
たは一連の範囲のグループのマルチキャスト ス
タティック ルート（mroute）情報を表示しま
す。
指定された IP プレフィックスの PXF プロセッ
サの IP マルチキャスト ルートに関する情報を
表示します。同じ情報をよりわかりやすい形式
で表示するには、showipmroute コマンドを使用
します。

queue [interface ]

すべてのインターフェイス、またはオプション
で選択された 1 つのインターフェイスのキュー
ドロップ カウンタを表示します。これは、正し
いインターフェイス間でトラフィックが適切に
分散されているかどうかを判断するときに役立
ちます。

schedule [interface |summary]

すべてのインターフェイス、またはオプション
で選択した 1 つのインターフェイスのタイミン
グホイールキュー解除スケジュールカウンタ、
またはオプションですべてのインターフェイス
の要約を表示します。

statistics [diversion | drop [interface ] | ip| mlp]

PXF が処理したパケットの統計情報を表示しま
す。デフォルトでは、すべてのパケット統計情
報が表示されます。またオプションで、特定の
統計情報タイプを表示するために次の 1 つ以上
のキーワードを指定できます。
• diversion：（任意）特殊処理のために PXF
がメイン ルート プロセッサに転送したパ
ケットを表示します。
• drop [interface ]：（任意）ドロップされた
パケットの数またはバイト数を表示しま
す。オプションで、特定のインターフェイ
スのドロップパケット数を表示できます。
• ip：（任意）IP パケットおよび ICMP パ
ケットの処理の統計情報を表示します。
• mlp：（任意）マルチリンク PPP
（MLPPP）パケットの統計情報を表示し
ます。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

すべてのインターフェイスのサブブロック情
報、またはオプションで 1 つのインターフェイ
スのサブブロック情報を表示します。

subblocks [interface ]

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC、特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

___________________
例

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(1)XF1

このコマンドは Cisco uBR10012 ルータで showhardwarepxfcpu として導
入されました。

12.2(11)BC2

特定のケーブル インターフェイスに対する showpxfcpusubblocks コマン
ドの出力に MAC ドメインが追加されました。

12.2(15)BC2

このコマンドの名前が、showhardwarepxfcpu から showpxfcpu に変更さ
れました。また、cef オプションが拡張され、CEF タグ隣接関係情報が表
示されるようになりました。verbose オプションが cef オプションに追加
され、CEF サブシステムにより維持される転送情報ベース（FIB）テーブ
ルに関する詳細情報が表示されるようになりました。

12.2(15)BC2

showpxfcpustatisticsdiversion コマンドに detail オプションといくつかのカ
ウンタが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タではサポートされていません。

さまざまな形式の showpxfcpu コマンドの一般的な出力例については、以降の項を参照してくださ
い。

次に、access-listqos オプションを指定した場合の一般的な出力例を示します。このオプションは、
Quality of Service（QoS）アクセス リストの処理に関する情報を表示します。
Router# show pxf cpu access qos
PXF QoS ACL statistics:
ACL
State
Tables
101
Operational
1
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Entries
9

Config
1

Fragment
0

Redundant
0

Memory
1Kb

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

First level lookup tables:
Block
Use
Rows
0
TOS/Protocol
1/128
1
IP Source (MS)
1/128
2
IP Source (LS)
1/128
3
IP Dest (MS)
1/128
4
IP Dest (LS)
1/128
5
TCP/UDP Src Port
1/128
6
TCP/UDP Dest Port
1/128
7
TCP Flags/Fragment
1/128
Banknum
Heapsize
Freesize %Free
0
4172800
4172800
100
1
4128768
4128768
100
2
2818048
2818048
100
3
4194304
4194304
100
4
3342336
3309568
99
5
3670016
3637248
99
6
3342336
3309568
99
7
3342336
3309568
99
Router#

Columns
0/32
0/32
0/32
0/32
0/32
0/32
0/32
0/32

Memory used
16384
16384
16384
16384
16384
16384
16384
16384

次に、access-listsecurity オプションを指定した場合の一般的な出力例を示します。
Router# show pxf cpu access security
PXF Security ACL statistics:
ACL
State
Tables Entries Config
104
Operational
5
536
514
105
Operational
1
4
6
190
Operational
1
27
26
cit01
Operational
1
26
24
130
Unneeded
131
Unneeded
First level lookup tables:
Block
Use
Rows
Columns
0
TOS/Protocol
18/128
5/32
1
IP Source (MS)
27/128
5/32
2
IP Source (LS)
36/128
5/32
3
IP Dest (MS)
29/128
5/32
4
IP Dest (LS)
37/128
5/32
5
TCP/UDP Src Port
12/128
5/32
6
TCP/UDP Dest Port
10/128
5/32
7
TCP Flags/Fragment
13/128
5/32
Banknum
Heapsize
Freesize %Free
0
4156416
3451904
83
1
4194304
4180992
99
2
4194304
4161536
99
3
4194304
4107264
97
4
3670016
3637248
99
5
3670016
3637248
99
6
3670016
3637248
99
7
3670016
3637248
99
Router#

Fragment
46
0
0
12

Redundant
29
3
0
11

Memory
818Kb
7Kb
8Kb
9Kb

Memory used
16384
16384
16384
16384
16384
16384
16384
16384

次の表に、showpxfcpuaccess-list コマンドにより表示されるフィールドの説明を示します。
表 256：show pxf cpu access-list コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

ACL

使用されているアクセス リスト（ACL）をその
名前または番号で示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

フィールド

説明

State

アクセス リストの現在の状態を表示します。
• Copying：ACL の作成中またはコンパイル
中です。
• Operational：ACL はアクティブでありパ
ケットをフィルタリングしています。
• Out of acl private mem：ACL は、専用で割
り当てられているプライベート メモリを
すべて使い果たしました。
• Out of shared mem：ACL は、他の ACL と
共有しているメモリをすべて使い果たしま
した。
• Unknown Failure：未分類の理由が原因で
ACLを利用できない状態になっています。
• Unneeded：ACL が割り当てられています
が、現在使用されていません。

Tables

ACL が現在使用しているテーブルの数を表示し
ます。

Entries

ACL がパケットの照合に現在使用している
フィールドまたは値のテーブル エントリ スロッ
トの数を表示します。

Config

この ACL の単純エントリまたは拡張エントリ
の数を表示します。

Fragment

fragments キーワードを使用して設定されたエ
ントリの数を表示します。

Redundant

この ACL の重複エントリの数を表示します。

Memory

ACL が現在使用しているメモリの合計量を KB
単位で最も近い数値に切り上げて表示します。

First level lookup tables

アクセス リスト処理のためのパケット照合に使
用されている IP フィールドが格納されている
メモリ ブロックの説明を示します。

Block

この特定のルックアップ テーブルに使用されて
いるメモリ ブロックを示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

___________________
例

フィールド

説明

Use

照合する IP パケット フィールドの説明を示し
ます。

Rows

テーブルで現在使用中の行の数と合計行数を示
します。

Columns

テーブルで現在使用中の列の数と合計列数を示
します。

Memory used

メモリ ブロックにより現在使用されているメモ
リの総量（バイト単位）を示します。

Banknum

この特定のルックアップ テーブルに使用されて
いるメモリ ブロックを示します。

Heapsize

このメモリ ブロックに割り当てられているメモ
リの総量（バイト単位）を示します。

Freesize

このメモリ ブロックに対して現在使用可能なメ
モリの総量（バイト単位）を示します。

%Free

このメモリ ブロックに対して現在使用可能な空
きメモリの割合を示します。

次に、buffers オプションを指定した場合の一般的な出力例を示します。
Router# show pxf cpu buffers
FP buffers
pool
size
# buffer
available
allocate failures
--------------------------------------------------------0
9216
3203
3203
0
1
1536
6406
6406
0
2
640
89432
89432
0
3
256
76872
76872
0
4
64
128120
128120
0
Router#

次の表に、showpxfcpubuffers コマンドにより表示されるフィールドの説明を示します。
表 257：show pxf cpu buffers コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

プール

バッファ プールを示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

___________________
例

フィールド

説明

size

この特定のプールの各バッファのサイズ（バイ
ト単位）を表示します。

# buffer

この特定のプール内のバッファの総数を表示し
ます。

available

現在使用可能なバッファの数を表示します。

allocate failures

最終リセット以降にバッファの割り当てが失敗
した回数を表示します。

次に、cef オプションを指定した場合の一般的な出力例を示します。
Router# show pxf cpu cef
Shadow 10-9-5-8 Toaster Mtrie:
97 leaves, 3104 leaf bytes, 40 nodes, 41056 node bytes
141 invalidations
233 prefix updates
refcounts: 10293 leaf, 10144 node
Prefix/Length
Refcount
Parent
0.0.0.0/0
4512
1.10.0.0/16
1665
0.0.0.0/0
1.10.0.2/32
4
1.10.0.0/16
1.10.0.3/32
4
1.10.0.0/16
1.10.37.22/32
4
1.10.0.0/16
1.10.45.16/32
4
1.10.0.0/16
1.10.85.0/24
259
1.10.0.0/16
1.10.85.0/32
4
1.10.85.0/24
1.11.0.0/16
42
0.0.0.0/0
1.11.37.0/24
4
1.11.0.0/16
127.0.0.0/8
1601
0.0.0.0/0
127.0.0.0/32
4
127.0.0.0/8
144.205.188.0/24
259
0.0.0.0/0
144.205.188.0/32
4
144.205.188.0/24
144.205.188.1/32
4
144.205.188.0/24
144.205.188.2/32
4
144.205.188.0/24
144.205.188.255/32 4
144.205.188.0/24
164.120.151.128/25 131
0.0.0.0/0
164.120.151.128/32 4
164.120.151.128/25
164.120.151.129/32 4
164.120.151.128/25
166.135.216.255/32 4
166.135.216.128/25
221.222.140.0/22
772
0.0.0.0/0
221.222.140.0/32
4
221.222.140.0/22
221.222.141.1/32
4
221.222.140.0/22
221.222.143.255/32 4
221.222.140.0/22
223.255.254.0/24
4
0.0.0.0/0
========================================
26 routes with less specific overlapping parent route
FP CEF/MFIB/TFIB XCM Type usage:
Type Name Col Total Alloc Size
Start
End
BitMap0
0 Root 1
1000
1000
4096
50003100 503EB100 713AC814
1 Node 1
2048
2009
2048
53000000 53400000 713AC8C0
2 Node 1
32768 2013
128
50864000 50C64000 713AC9F0
3 Node 1
4096
1021
1024
53864000 53C64000 713ADA20
4 Leaf 1
524288 8107
8
51064000 51464000 713ADC50
5 Adj 1
524288 3046
8
51820000 51C20000 713BDC80
6 Mac 5
524288 2040
8
58400000 58800000 713D12C4
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BitMap1
61DFB48C
61DFB538
61DFB668
61DFC698
61DFC8C8
61E0C8F8
61E1FF3C

Error
0
0
0
0
0
0
0

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

7 Load 1
8 Mdb 1
9 Midb 1
10 TagI 1
11 TagR 1
FP CEF state:

（注）

110376
65536
262144
51200
102400
2

4052
1
1
1008
2010

76
4
4
68
4

52000000
53440000
51C20000
53480000
50800000

527FFFE0
53480000
51D20000
537D2000
50864000

713CDCB0
61E66AAC
61E68ADC
714012EC
61E51894

61E1C928
714168CC
714188FC
61E4FF64
71412C18

0
0
0
0
0

[Alloc] 列の値が [Total] 列の値と等しい場合、PXF はそのレベルで割り当てられているメモリ
を使い果たしており、その特定のレベルの CEF エントリがすべて使用されています。
次の表に、showpxfcpucef コマンドにより表示されるフィールドの説明を示します。
表 258：show pxf cpu cef コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Shadow 10-9-5-8 Toaster Mtrie

CEF スイッチング テーブルにより使用されてい
るメモリのヘッダー。このヘッダーは、最適化
マルチウェイ ツリー（Mtrie）データ構造形式
を使用します。

leaves

CEF Mtrie テーブルのリーフの数。

leaf bytes

Mtrie テーブルのリーフにより使用されている
バイト数。

nodes

Mtrie テーブルのノードの数。

node bytes

Mtrie テーブルのノードにより使用されている
バイト数。

invalidations

更新後の情報が原因で隣接関係テーブルの既存
のエントリが無効化された回数。

prefix updates

隣接関係テーブルに対して行われた更新の数。

refcounts

隣接関係テーブルに現在保存されている隣接関
係への参照（リーフとノード）の数。CEF テー
ブルの対応するエントリごとに 1 つの参照と、
メンテナンスおよびシステムの目的でさらにい
くつかの参照があります。

Prefix/Length

CEF 隣接関係テーブルにある IP プレフィック
スと長さ（IP ネットワークまたはホスト番号と
サブネット）。

Refcount

このプレフィックスが隣接関係テーブルで参照
された回数。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

フィールド

説明

Parent

隣接関係テーブルでのこのプレフィックスの
リーフまたはノード エントリの親。

FP CEF/MFIB/TFIB XCM タイプの使用：次のフィールドには、シャドー転送情報ベース（FIB）
のメモリ使用状況が示されます。

___________________
例

Type

この特定のメモリ ブロックのレベル番号。

Name

この特定のメモリ ブロックの ID。

Total

各レベルで使用可能なノードと、その他のデー
タ構造に対する変更の総数。

Alloc

現在割り当てられているノードの数。

Start, End

メモリ ブロックの開始アドレスと終了アドレ
ス。

Error

メモリ ブロックで検出されたエラーの数。

次に、context オプションを指定した場合の一般的な出力例を示します。このオプションは、直近
1 分、5 分、および 60 分の PXF プロセッサのパフォーマンス統計情報を表示します。
Router# show pxf cpu context
FP context statistics count
rate
--------------------- ---------- ---------feed_back
2002946946 645161
new_work
3992307360 1293715
null
2261726736 708206
---------2647082
FP average context/sec
--------------------feed_back
new_work
null
--------------------Total

1min
---------679377
1358758
587560
---------2625695

5min
---------707217
1414842
520274
---------2642333

60min
---------191844
391367
2171829
---------2755040

FP context utilization
--------------------Actual
Theoretical
Maximum
Router#

1min
---------77 %
65 %
84 %

5min
---------80 %
67 %
84 %

60min
---------21 %
18 %
88 %
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cps
cps
cps
cps

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

（注）

showpxfcpucontext コマンドは、その他のプラットフォームで使用される
showprocessorcpucommand コマンドよりも有用なプロセッサのパフォーマンスに関する情報
を表示します。
この出力には、PXF プロセッサの 3 つのカウンタに基づく統計情報が示されています。
• feed_back：プロセッサで、別のプロセッサ サイクルによるパケットの処理が必要となるたび
に増加します。各 PXF プロセッサには、さまざまなパケット ヘッダー処理タスク（ACL 処
理や QoS 処理など）を実行する 8 つのカラムが含まれています。一般的な IP パケットはこ
の 8 つのカラムを 1 回だけパススルーしますが、これらのカラムを複数回パススルーする必
要があるタイプのパケットがあります。PXF プロセッサの追加のパススルーはフィードバッ
クと呼ばれます。このカウンタは、最適な方法で処理できないトラフィックの量を表しま
す。
• new_work：新しいパケットが PXF パイプラインに入るたびに増加します。このカウンタは、
プロセッサで処理される着信トラフィックの量のスナップショットを表します。
• null：PXF パイプがトラフィックを処理しないコンテキストごとに増分します。このカウン
タは、プロセッサが追加のトラフィックを処理できる能力を表します。プロセッサの使用率
が高くなると、null の値が減少し最終的には 0 になります。0 に達した場合、プロセッサの
最大使用率に達しています。
次の表に、showpxfcpucontext コマンドにより表示されるフィールドの説明を示します。
表 259：show pxf cpu context コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

FP context statistics
feed_back

feed_back カウンタの現行値と、このカウンタの
1 秒あたりの増加レート（現行値と以前の値の
間の差を、この 2 つの値の間の期間によって
割った値）を表示します。

new_work

new_work カウンタの現行値と、このカウンタ
の 1 秒あたりの増加レート（現行値と以前の値
の間の差を、この 2 つの値の間の期間によって
割った値）を表示します。

null

null カウンタの現行値と、このカウンタの 1 秒
あたりの増加レート（現行値と以前の値の間の
差を、この 2 つの値の間の期間によって割った
値）を表示します。

FP average context/sec
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

フィールド

説明

feed_back

直近 1 分、5 分、および 60 分の feed_back カウ
ンタのレートを示します。このレートはコンテ
キスト数/秒（cps）で表されます。

new_work

直近 1 分、5 分、および 60 分の new_work カウ
ンタのレートを示します。このレートはコンテ
キスト数/秒（cps）で表されます。

null

直近 1 分、5 分、および 60 分の null カウンタの
レートを示します。このレートはコンテキスト
数/秒（cps）で表されます。

FP context utilization

___________________
例

Actual

理論上の最大値と比較した、直近 1 分、5 分、
および 60 分の実際のプロセッサ使用率/秒を表
示します。実際の値 =（new_work+feed_back）
*100/（new_work+feed_back+null）。

Theoretical

直近 1 分、5 分、および 60 分の、最適な理論上
のキャパシティと比較したプロセッサ使用率を
表示します。理論上の値 =
（new_work+feed_back）*100/3125000。（PXF
プロセッサの理論上の最大値は 3,125,000 コン
テキスト/秒です）。

Maximum

直近 1 分、5 分、および 60 分で発生した実際の
プロセッサ最大使用率を表示します。実際の値
=（new_work+feed_back+null）*100/3125000。

次に、mroute オプションを指定した場合の一般的な出力例を示します。
Router# show pxf cpu mroute
Shadow G/SG[5624]: s: 0.0.0.0 g:
Interface
vcci
In :
0
Shadow G/SG[3195]: s: 0.0.0.0 g:
Interface
vcci
In :
0
Out: Cable5/1/0
5
Out: Cable6/1/1
9
Out: Cable6/0/0
6
Out: Cable5/0/0
3
Out: Cable7/0/0
A
Out: Cable7/1/1
C
Out: Cable7/1/0
B
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224.0.1.40 uses: 0 bytes 0 flags: [D ] LNJ
offset
rw_index mac_header
0x000004
234.5.6.7 uses: 0 bytes 0 flags: [5 ] NJ
offset
rw_index mac_header
0x000008
0x00002C 1B
00000026800001005E05060700010
0x000028 1A
00000026800001005E05060700010
0x000024 19
00000026800001005E05060700010
0x000020 18
00000026800001005E05060700010
0x00001C 17
00000026800001005E05060700010
0x000018 16
00000026800001005E05060700010
0x000014 15
00000026800001005E05060700010

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

Out: Cable6/1/0
Out: Cable6/0/1
Out: Cable5/0/1
Router#

8
7
4

0x000010 14
0x00000C 13
0x000008 12

00000026800001005E05060700010
00000026800001005E05060700010
00000026800001005E05060700010

次の表に、showpxfcpumroute コマンドにより表示されるフィールドの説明を示します。
表 260：show pxf cpu mroute コマンドのフィールドの説明

___________________
例

フィールド

説明

Interface

ケーブル インターフェイスまたはサブインター
フェイス。

vcci

このケーブル インターフェイスまたはサブイン
ターフェイスの Virtually Cool Common Index
（VCCI）。VCCI は、PXF プロセッサのすべて
のインターフェイスとサブインターフェイスを
一意に識別し、そのインターフェイスを適切な
サービスと機能のセットに迅速にマッピングす
るインデックスです。

rw index

マルチキャスト テーブルで、このエントリの読
み取りと書き込みに使用されるインデックス。

mac_header

パケットを出力用に書き換えするときに使用さ
れる MAC ヘッダー。

次に、queue オプションを指定した場合の一般的な出力例を示します。このオプションは、プロ
セッサの出力側のドロップを示す PXF パイプライン カウンタに対するシャーシ全体のカウンタを
示します。
Router# show pxf cpu queue
FP queue statistics for RP
Queue number 0
Shared
wq_avg_qlen
wq_drop_factor
wq_buffer_drop
wq_invalid_enq_wqb_drop
wq_rnd_pkt_drop
wq_static_qlen_drop
wq_len
Packet xmit
Queue number 15
Shared
wq_avg_qlen
wq_drop_factor
wq_buffer_drop
wq_invalid_enq_wqb_drop
wq_rnd_pkt_drop
wq_static_qlen_drop
wq_len
Packet xmit
Router#

0
wq_flags_pd_offset
74
0
wq_limit_drop
0
wq_invalid_deq_wqb_drop
0
wq_rnd_byte_drop
0
0
804833
Byte xmit
High priority
0
wq_flags_pd_offset
174
0
wq_limit_drop
0
wq_invalid_deq_wqb_drop
0
wq_rnd_byte_drop
0
0
69647
Byte xmit

1B48001
0
0
0
487438911
1BC8001
0
0
0
41230926
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

次に、特定のケーブル インターフェイスを示す queue オプションを指定した場合の一般的な出力
例を示します。
Router# show pxf cpu queue c6/0/0
FP queue statistics for Cable5/0/0
FP queue statistics for Cable6/0/0
Queue algorithm 0x0
Queue number 0
Shared
wq_avg_qlen
0
wq_flags_pd_offset
wq_drop_factor
40
wq_buffer_drop
0
wq_limit_drop
wq_invalid_enq_wqb_drop 0
wq_invalid_deq_wqb_drop
wq_rnd_pkt_drop
0
wq_rnd_byte_drop
wq_static_qlen_drop
0
wq_len
0
Packet xmit
56414
Byte xmit
Queue number 15
Shared High priority
wq_avg_qlen
0
wq_flags_pd_offset
wq_drop_factor
1000
wq_buffer_drop
0
wq_limit_drop
wq_invalid_enq_wqb_drop 0
wq_invalid_deq_wqb_drop
wq_rnd_pkt_drop
0
wq_rnd_byte_drop
wq_static_qlen_drop
0
wq_len
0
Packet xmit
0
Byte xmit
Router#

___________________
例

18A0001
0
0
0
14322357
18A8001
0
0
0
0

次に、schedulesummary オプションを指定した場合の一般的な出力例を示します。
Router# show pxf cpu schedule summary
FP average dequeue schedule rate
Interface
Level 1
-------------------- ---------Total
32 / 32
Router#

in pps
Level 2
---------1
/ 1

maximum
-------3125000

1min
-------0
%

5min
-------0
%

60min
----0
%

次に、特定のインターフェイスを示す schedule オプションを指定した場合の一般的な出力例を示
します。
Router# show pxf cpu schedule c5/0/0
FP average dequeue schedule rate
Interface
Level 1
-------------------- ---------Cable5/0/0
1
/ 32
Router#

in pps
Level 2
---------1
/ 1

maximum
-------97656

1min
-------0
%

5min
-------0
%

60min
----0
%

次の表に、showpxfcpuschedule コマンドにより表示されるフィールドの説明を示します。
表 261：show pxf cpu schedule コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

ケーブル インターフェイスまたはサブインター
フェイスを示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

___________________
例

フィールド

説明

Level 1

占有レベル 1（ポート）ホイール スロットの数
と、このインターフェイスまたはサブインター
フェイスのホイール スロットの総数を表示しま
す。

Level 2

占有レベル 2（チャネル）ホイール スロットの
数と、このインターフェイスまたはサブイン
ターフェイスのホイール スロットの総数を表示
します。

maximum

最大パケット キュー解除数/秒を表示します。

1 min

直近 1 分間のキュー解除レートを表示します。

5 min

直近 5 分間のキュー解除レートを表示します。

60 min

直近 60 分間のキュー解除レートを表示します。

次に、statisticsdiversion オプションを指定した場合の一般的な出力例を示します。このオプショ
ンは、シャーシ全体での PXF 転送の統計情報を表示します。この転送は、PXF プロセッサがパ
ケットを特殊処理のためにメインルートプロセッサに送信するときに常に発生します（エラーパ
ケット、Address Resolution Protocol（ARP）パケット、Point-to-Point Protocol（PPP）制御パケッ
ト、サポートされていないレイヤ 2 パケット ヘッダーなど）。
Router#

show pxf cpu statistics diversion

Diversion Cause Stats:
local
= 263171
dest
= 0
option
= 0
protocol = 0
encap
= 541943
oam f5 seg= 0
oam f5 ete= 0
oam f4 seg= 0
oam f4 ete= 0
atm ilmi = 0
fr_term
= 0
comp
= 0
ip_sanity = 0
ip_bcast = 0
ip_dest
= 0
fib_punt = 0
mtu
= 0
arp
= 127
rarp
= 0
icmp
= 0
dsap_ssap = 0
acl
= 0
divert
= 0
no_group = 0
direct
= 0
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

local_mem
p2p_prune
assert
dat_prune
join_spt
null_out
igmp
register
no_fast
ipc_resp
keepalive
min_mtu
icmp_frag
icmp_bad
mpls_ttl
tfib
multicast
clns_isis
fr_lmi
ppp_cntrl
Router#

（注）

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
0
0
0
0
0
69
0
136
0
0
0
0
0
0
0
69656
0
0
0

この出力に示されているように、ドロップされたパケットのほとんどは通常 local（ルーティン
グのためにルータに送信）、encap（別のプロトコルのためにカプセル化）、または multicast
（IP マルチキャスト トラフィック）のいずれかになります。
次に、statisticsdrop オプションを指定した場合の一般的な出力例を示します。このオプションは、
シャーシ全体の PXF ドロップ統計情報を表示します。
Router# show pxf cpu statistics drop
FP drop statistics
icmp_on_icmp
ipc_cmd_invalid
icmp_unrch_interval
bad_tag_opcode
bad_ch_handle
no_touch_from_rp
dst_ip_is_mcast
ib_re_bit
encap_too_big
no_tfib_route
mc_disabled
mc_rpf_failed
mc_prune_rate_limit
mc_null_oif
bad_drop_code
cobalt_re[00]
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
null_config[00]
[01]

packets
0
0
294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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bytes
0
0
31164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
inval_ib_resource[00]
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
master drop count
Router#

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
794

0
0
0
0
0
362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次に、特定のケーブル インターフェイスについて statisticsdrop オプションを指定した場合の一般
的な出力例を示します。このオプションは、特定のインターフェイスの入力側ドロップ統計情報
を示します。
Router# show pxf cpu statistics drop c7/1/0
FP drop statistics for Cable7/1/0
packets
vcci undefined
0
vcci B
bad hdlc addr
0
mac length mismatch
0
bad ip checksum
0
ip length mismatch
0
ip length short
0
ip length long
0
ip version mismatch
0
bad rpf
0
acl failure
0
police
0

bytes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

ttl
unreachable
mlp_frag_received
mlp_unexpected_pkt
df_multicast
encap_not_supported
mtu_too_wee
mtu_too_big
atm_fp_rx_cell_size_err
Data Received
Router#

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次に、statisticsip オプションを指定した場合の一般的な出力例を示します。このオプションは、IP
パケット、マルチキャスト パケット、フラグメント化パケット、および ICMP パケットのシャー
シ全体の PXF 転送統計情報を表示します。
ROuter# show pxf cpu statistics ip
FP ip statistics
dropped
0
forwarded
1291
punted
11393
input_packets 14049
icmps_created 1365
noadjacency
0
noroute
300
unicast_rpf
0
unresolved
0
FP ip multicast statistics
mcast total
69665
mcast drops
0
mcast rpf
0
mcast inputacl 0
mcast outptacl 0
mcast punts
69665
mcast switched 0
mcast failed
0
FP ip frag statistics
packets
0
fragments
0
fragfail
0
dontfrag
0
mcdontfrag
0
FP icmp statistics
unreachsent
0
ttlsent
0
echorepsent
0
echorcv
0
checksumerr
0
Router#

（注）

___________________
例

noroute カウンタは、宛先 IP アドレスが 0.0.0.0 であるためにルータがパケットをドロップする
たびに増加します。また、Cisco Express Forwarding（CEF）隣接関係テーブルで、null、discard、
または drop 隣接関係があるためにパケットがドロップされるときにも、このカウンタが増加
します。

次に、すべてのインターフェイスを示す subblocks オプションを指定した場合の一般的な出力例
を示します。
Router# show pxf cpu subblocks
Interface

Status
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ICB

WQB_ID Fwding

Encap

VCCI map

VCCI

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

POS1/0/0
GigabitEthernet3/0/0
GigabitEthernet4/0/0
Cable5/0/0
Cable5/0/1
Cable5/1/0
Cable6/0/0
Cable6/0/1
Cable6/1/0
Cable6/1/1
Cable7/0/0
Cable7/1/0
Cable7/1/1
Cable7/1/1.1
Router#

initiali
reset
up
down
down
up
up
up
up
up
up
up
up
up

6000
E000
12000
14000
14100
16000
18000
18100
1A000
1A100
1C000
1E000
1E100
1E100

6146
6148
6150
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4105

disable
disable
PXF
disable
disable
PXF
PXF
PXF
PXF
PXF
PXF
PXF
PXF
PXF

5
1
1
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

81800000
81800004
81800008
81805400
81805C00
81806400
81806C00
81807400
81807C00
81808400
81808C00
81809400
81809C00
8180A400

E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D

次に、特定のケーブル インターフェイスを示す subblocks オプションを指定した場合の一般的な
出力例を示します。
Router# show pxf cpu subblocks c7/1/1
Cable7/1/1 is up
ICB = 1E100, WQB_ID = 4105, interface PXF, enabled
MAC Domain = 2
IOS encapsulation type 59 MCNS
Min mtu: 18
Max mtu: 1538
VCCI maptable location = 81809C00
VCCI C
icmp ipaddress 0.0.0.0
timestamp 0
Router#

次の表に、showpxfcpusubblocks コマンドの出力で表示されるフィールドについて説明します。
表 262：show pxf cpu subblocks のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

インターフェイスまたはサブインターフェイス
を示します。

Status

インターフェイスのステータスを表示します。
• Administ：インターフェイスはシャットダ
ウンされ、管理ダウン状態にあります。
• Deleted：ルータの設定からサブインター
フェイスが削除されています。
• Down：ケーブル接続またはその他の接続
の問題が発生したため、インターフェイス
がダウンしています。
• Initiali：インターフェイスは初期化中で
す。
• Reset：インターフェイスは現在リセット
中です。
• Up：インターフェイスは稼働しておりト
ラフィックが通過しています。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

フィールド

説明

ICB

このインターフェイスにマッピングされた
Interface Control Block（ICB）を表示します。

MAC Domain

このインターフェイスまたはサブインターフェ
イスの DOCSIS レイヤ ドメインを表示します。

WQB_ID

このインターフェイスの Work Queue Block
（WQB）ID を表示します。

Fwding

トラフィックが転送中（PXF）であるかまたは
転送中ではないか（disable）を示します。

Encap

インターフェイスで使用されているカプセル化
タイプを示します。最も一般的なカプセル化タ
イプは次のとおりです。
0 = None 1 = Ethernet ARPA 2 = Ethernet SAP 3 =
802.2 SNAP 5 = Serial, raw HDLC 8 = Serial, LAPB
9 = Serial, X.25 20 = Frame Relay 21 = SMDS 22 =
MAC level packets 27 = LLC 2 28 = Serial, SDLC
(primary) 30 = Async SLIP encapsulation 33 = ATM
interface 35 = Frame Relay with IETF encapsulation
42 = Dialer encapsulation 46 = Loopback interface
51 = ISDN Q.921 59 = DOCSIS（以前は MCNS）
61 = Transparent Mode 62 = TDM clear channel 64
= PPP over Frame Relay 65 = IEEE 802.1Q 67 =
LAPB terminal adapter 68 = DOCSIS Cable Modem

VCCI map

この特定の VCCI の Virtually Cool Common Index
（VCCI）マップ テーブルのメモリ アドレスを
表示します。VCCI は、PXF プロセッサのすべ
てのインターフェイスとサブインターフェイス
を一意に識別し、そのインターフェイスを適切
なサービスと機能のセットに迅速にマッピング
するインデックスです。

VCCI

インターフェイスまたはサブインターフェイス
に割り当てられている VCCI（16 進数）を示し
ます。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearpxf

PXF プロセッサのダイレクト メモリ アクセス
（DMA）とエラーチェックおよび修正（ECC）
エラー カウンタをクリアします。

debugpxf

Cisco uBR10012 ルータのアクティブな PRE1 モ
ジュールの PXF サブシステムのデバッグを有効
にします。

showpxfcable

1 つまたはすべてのケーブル インターフェイス
でのマルチキャスト エコー機能とパケット イ
ンターセプト機能に関する情報を表示します。

showpxfcableinterface

特定のケーブル インターフェイスでの特定の
サービス ID（SID）に関する情報を表示しま
す。

showpxfdma

PXF DMA バッファ、エラー カウンタ、および
レジスタの現在の状態に関する情報を表示しま
す。

showpxfmicrocode

プロセッサに使用されるマイクロコードに関す
る識別情報を表示します。

showpxfxcm

PXF プロセッサの External Column Memory
（XCM）の ECC の現在の状態を表示します。

showipmroute

IP マルチキャスト ルーティング テーブルの内
容を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu drl-trusted-sites

show pxf cpu drl-trusted-sites
設定されている Divert-Rate-Limit（DRL）信頼サイトを表示するには、特権 EXEC モードで
showpxfcpudrl-trusted-sites コマンドを使用します。
show pxf cpu drl-trusted-sites
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン 設定された DRL 信頼サイトを表示するには、このコマンドを使用します。
___________________
例

次に、showpxfcpudrl-trusted-sites コマンドの出力例を示します。
Router# show pxf cpu drl-trusted-sites
Divert-Rate-Limit Trusted-Site list
IP-addr
IP-addr mask
ToS
50.0.0.0
255.255.255.0
0x18
50.0.1.0
255.255.0.0
0x01
60.0.1.0
255.255.255.0
0x18

ToS mask
0xF8
0xFF
0xF8

VRF
global internet
all
blue

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 263：show pxf cpu drl-trusted-sites のフィールドの説明

フィールド

説明

IP-addr

ホストまたは CM の IP アドレス。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu drl-trusted-sites

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

IP-addr mask

ホストまたは CM の IP アドレス マスク。

ToS

フィルタに一致するタイプ オブ サービスの値。

ToS Mask

フィルタに一致するタイプ オブ サービス マス
ク。

VRF

DRL 信頼サイトに対して設定されている仮想イ
ンターフェイスの名前。

コマンド

説明

showpxfcpustatisticsdrlcable-wan-ip

このコマンドは、PXF DRL cable/wan-ip 統計情
報テーブルを表示します。

showpxfcpustatisticsdrlwan-non-ip

このコマンドは、PXF DRL wan-non-ip 統計情報
を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu queue wb-spa

show pxf cpu queue wb-spa
uBR10 MC 5x20 ライン カードとの間でキューおよびサービス フロー情報を送受信するには、特権
EXEC モードで showpxfcpuqueuewb-spa コマンドを使用します。
show pxf cpu queue wb-spa
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが uBR10012 ルータで導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン ワイドバンド SPA ごとに 1 つの仮想時間管理システム（VTMS）リンクと 2 つのキューがセット
アップされるため、MAC 管理メッセージ（MMM）を uBR10-MC 5x20 ライン カードからワイド
バンド SPA に送信できます。ワイドバンド SPA はその後、このメッセージを該当する RF チャネ
ルに送信します。
また、uBR10-MC 5x20 ライン カードごとにさらに別の VTMS リンクと 2 つのキューがセットアッ
プされており、SIP が統計 IPC メッセージとケーブル モニタ パケットを uBR10-MC 5x20 ライン
カードに送信できます。このデータ パスのキューおよびサービス フロー情報を表示するには、
showpxfcpuqueuewb-spa コマンドを使用します。
このコマンドの出力には、各 SPA の 2 つの RP サービス フロー（RP サービス フロー インデック
スと関連付けられているキュー ID を含む）が示されます。詳細については、showpxfcpuqueueqid
コマンドを参照してください。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu queue wb-spa

___________________
例

次に、Cisco ワイドバンド SPA ポート 1、スロット 1、ベイ 0 に対する showpxfcpuqueuewb-spa コ
マンドの出力例を示します。
Router# show pxf cpu queue wb-spa
SPA 1/0/0
MAP/UCD Service Flow Index: 32926
Ironbus Channel: 0x8000 Queue ID: 266
LP-MMM Service Flow Index: 32768
Ironbus Channel: 0x8000 Queue ID: 264
CableInternal5/1
Statistics Service Flow Index: 32887
Ironbus Channel: 0x500 Queue ID: 504
Cable Monitor Service Flow Index: 129
Ironbus Channel: 0x500 Queue ID: 505
CableInternal6/0
Statistics Service Flow Index: 32893
Ironbus Channel: 0x500 Queue ID: 516
Cable Monitor Service Flow Index: 135
Ironbus Channel: 0x500 Queue ID: 517

Queue Flags: 0x2
Queue Flags: 0x0
Queue Flags: 0x0
Queue Flags: 0x0
Queue Flags: 0x0
Queue Flags: 0x0

次に、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG で、Cisco uBR-MC3GX60V ライン カードとダウンストリー
ムを共有する Cisco ワイドバンド SPA に対する showpxfcpuqueuewb-spa コマンドの出力例を示し
ます。
Router# show pxf cpu queue wb-spa
SPA 1/1/0
MAP/UCD and LP-MMM Flow (IronBus Channel: 0xC020):
QID
Len/Max Dequeues
TailDrops
MinRt Wt/Quantum ShapeRt
(Kbps)
(Kbps)
8
0/255 251121646 0
0
1/10000 0
131100
0/255 9634685
0
0
1/10000 0
SPA 1/3/0
MAP/UCD and LP-MMM Flow (IronBus Channel: 0xC030):
QID
Len/Max Dequeues
TailDrops
MinRt Wt/Quantum ShapeRt
(Kbps)
(Kbps)
66
0/255 0
0
0
1/10000 0
131216
0/255 4596528
0
0
1/10000 0
Fauna6/0
Statistics and Cable Monitor Flow (IronBus Channel: 0x1FFF):
QID
Len/Max Dequeues
TailDrops
MinRt Wt/Quantum ShapeRt
(Kbps)
(Kbps)
131441
0/255 0
0
0
1/240
0
CableInternal6/0
Statistics and Cable Monitor Flow (IronBus Channel: 0x7000):
QID
Len/Max Dequeues
TailDrops
MinRt Wt/Quantum ShapeRt
(Kbps)
(Kbps)
178
0/255 0
0
0
1/10000 0
131440
0/255 2303963
0
0
1/10000 0
131439
0/255 0
0
0
1/240
0
CableInternal6/1
Statistics and Cable Monitor Flow (IronBus Channel: 0x0500):
QID
Len/Max Dequeues
TailDrops
MinRt Wt/Quantum ShapeRt
(Kbps)
(Kbps)
185
0/255 0
0
0
1/10000 0
131454
0/255 2394164
0
0
1/10000 0
131453
0/255 0
0
0
1/240
0
Fauna7/0
Statistics and Cable Monitor Flow (IronBus Channel: 0x1FFF):
QID
Len/Max Dequeues
TailDrops
MinRt Wt/Quantum ShapeRt
(Kbps)
(Kbps)
131557
0/255 0
0
0
1/240
0

FlowId
32771
32770

hi-pri
lo-pri

FlowId
32775
32774

hi-pri
lo-pri

FlowId
205

def

FlowId
32789
32788
20

hi-pri
lo-pri
def

FlowId
32791
32790
21

hi-pri
lo-pri
def

FlowId
266

def

CableInternal7/0
Statistics and Cable Monitor Flow (IronBus Channel: 0x7000):
QID
Len/Max Dequeues
TailDrops
MinRt Wt/Quantum ShapeRt FlowId
(Kbps)
(Kbps)
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu queue wb-spa

236
131556
131555

0/255
0/255
0/255

4596556
2377280
0

0
0
0

0
0
0

1/10000
1/10000
1/240

0
0
0

32793
32792
22

hi-pri
lo-pri
def

Fauna8/0
Statistics and Cable Monitor Flow (IronBus Channel: 0x1FFF):
QID
Len/Max Dequeues
TailDrops
MinRt Wt/Quantum ShapeRt FlowId
(Kbps)
(Kbps)
131903
0/255 0
0
0
1/240
0
453
def
CableInternal8/0
Statistics and Cable Monitor Flow (IronBus Channel: 0x7000):
QID
Len/Max Dequeues
TailDrops
MinRt Wt/Quantum ShapeRt
(Kbps)
(Kbps)
409
0/255 0
0
0
1/10000 0
131902
0/255 3350878
0
0
1/10000 0
131901
0/255 0
0
0
1/240
0

FlowId
32797
32796
24

hi-pri
lo-pri
def

Fauna8/1
Statistics and Cable Monitor Flow (IronBus Channel: 0x1FFF):
QID
Len/Max Dequeues
TailDrops
MinRt Wt/Quantum ShapeRt FlowId
(Kbps)
(Kbps)
132261
0/255 0
0
0
1/240
0
697
def
CableInternal8/1
Statistics and Cable Monitor Flow (IronBus Channel: 0x7000):
QID
Len/Max Dequeues
TailDrops
MinRt Wt/Quantum ShapeRt
(Kbps)
(Kbps)
582
0/255 0
0
0
1/10000 0
132260
0/255 0
0
0
1/10000 0
132259
0/255 0
0
0
1/240
0

FlowId
32799
32798
25

hi-pri
lo-pri
def

次の表で、showpxfcpuqueuewb-spa コマンド出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 264：show pxf cpu queue WB-SPA のフィールドの説明

___________________
関連コマンド

フィールド

説明

QID

CPU キュー ID。

Len/Max

現在の CPU キュー長/CPU の最大キュー長。

TailDrops

CPU キュー パケット ドロップ数。

ShapeRt (Kbps)

キュー パケット レート シェーピング。

FlowId

サービス フロー ID。

コマンド

説明

showpxfcpuqueueqid

Parallel Express Forwarding キュー統計情報を表
示します。
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3046

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu statistics drl ipv4

show pxf cpu statistics drl ipv4
WAN-IPv4 パケットのドロップ カウンタを検証するには、特権 EXEC モードで
showpxfcpustatisticsdrlipv4 コマンドを使用します。
show pxf cpu statistics drl ipv4 [threshold| output modifiers]
___________________
構文の説明

threshold

パケットしきい値。有効な範囲は 0 ～
4294967295 です。

output modifiers

次の出力修飾子が使用されます。
• append：URL（アペンド動作をサポートし
ている URL のみ）にリダイレクト出力を
追加します。
• begin：一致する行から開始します。
• exclude：一致する行を除外します。
• include：一致する行を含めます。
• redirect：出力を URL にリダイレクトしま
す。
• section：出力の特定のセクションをフィル
タリングします。
• tee：出力を URL にコピーします。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu statistics drl ipv4

___________________
例

次に、WAN-IPv4 パケットのドロップ カウンタの例を示します。
Router# show pxf cpu statistics drl ipv4
Divert-Rate-Limit WAN-IPv4 statistics
dropped
identifier
460
11.12.13.10 VRF: global divert_code: fib_rp_dest
150
11.12.13.10 VRF: global divert_code: fib_limited_broadcast
Router#
Router# show pxf cpu statistics drl ipv4 threshold 400
Divert-Rate-Limit WAN-IPv4 statistics :: threshold = 400
dropped
identifier
460
11.12.13.10 VRF: global divert_code: fib_rp_dest

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearpxfstatistics drl ipv4

WAN IPv4 統計情報テーブルのエントリをすべ
てクリアします。

servicedivert-rate-limittrusted-site-ipv6

信頼サイト リストに IPv6 固有エントリを追加
します。

showpxfcpu statistics drl us-cable

CMTS からドロップされたアップストリーム
ケーブル パケットの数を表示します。

showpxfcpu statistics drlipv6

WAN-IPv4 パケットのドロップ カウンタを検証
します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu statistics drl ipv6

show pxf cpu statistics drl ipv6
WAN-IPv6 パケットのドロップ カウンタを検証するには、特権 EXEC モードで
showpxfcpustatisticsdrlipv6 コマンドを使用します。
show pxf cpu statistics drl ipv6 [threshold| output modifiers]
___________________
構文の説明

threshold

パケットしきい値。有効な範囲は 0 ～
4294967295 です。

output modifiers

次の出力修飾子が使用されます。
• append：URL（アペンド動作をサポートし
ている URL のみ）にリダイレクト出力を
追加します。
• begin：一致する行から開始します。
• exclude：一致する行を除外します。
• include：一致する行を含めます。
• redirect：出力を URL にリダイレクトしま
す。
• section：出力の特定のセクションをフィル
タリングします。
• tee：出力を URL にコピーします。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu statistics drl ipv6

___________________
例

次に、WAN-IPv6 パケットのドロップ カウンタの例を示します。
Router# show pxf cpu statistics drl ipv6
Divert-Rate-Limit WAN-IPv6 statistics
dropped
identifier
460
10FA:6604:8136:6502::/64 VRF: global divert_code: ipv6_rp_dest
150
10FA:6604:8136:6502::/64 VRF: global divert_code: ipv6_rp_punt
Router#
Router# show pxf cpu statistics drl ipv6 threshold 400
Divert-Rate-Limit Cable/WAN-IP statistics :: threshold = 400
dropped
identifier
460
10FA:6604:8136:6502::/64 VRF: global divert_code: ipv6_rp_dest
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearpxfstatistics drlipv6

WAN IPv6 統計情報テーブルのエントリをすべ
てクリアします。

servicedivert-rate-limittrusted-site-ipv6

信頼サイト リストに IPv6 固有エントリを追加
します。

showpxfcpu statisticsdrlus-cable

CMTS からドロップされたアップストリーム
ケーブル パケットの数を表示します。

showpxfcpu statisticsdrl ipv4

WAN-IPv4 パケットのドロップ カウンタを検証
します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu statistics drl max-rate us-cable

show pxf cpu statistics drl max-rate us-cable
アップストリーム ケーブル インターフェイスの DRL 最大レートのドロップ カウンタを検証する
には、特権 EXEC モードで showpxfcpustatisticsdrlmax-rateus-cable コマンドを使用します。
show pxf cpu statistics drl max-rate us-cable
___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCJ

このコマンドが導入されました。

次に、アップストリーム ケーブル インターフェイスの最大レートのドロップ カウンタの例を示
します。
Router#show pxf cpu statistics drl max-rate us-cable
Load for five secs: 44%/4%; one minute: 45%; five minutes: 28%
Time source is hardware calendar, 16:52:36.953 CST Thu Dec 17 2015
Divert-Rate-Limit max-rate US-cable statistics
dropped divert_code
No max-rate US-cable drops.

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

service divert-rate-limit max-rateus-cable

アップストリーム ケーブル インターフェイス
で per-divert-code レート制限を設定します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu statistics drl max-rate wan

show pxf cpu statistics drl max-rate wan
WAN インターフェイスの DRL 最大レートのドロップ カウンタを検証するには、特権 EXEC モー
ドで showpxfcpustatisticsdrlmax-ratewan コマンドを使用します。
show pxf cpu statistics drl max-rate wan threshold [threshold-value| output modifiers]
___________________
構文の説明

threshold

パケットしきい値。有効な範囲は 0 ～ 4294967295 です。

output modifiers

次の出力修飾子が使用されます。
• begin：一致する行から開始します。
• exclude：一致する行を除外します。
• include：一致する行を含めます。
• redirect：出力を URL にリダイレクトします。
• section：出力の特定のセクションをフィルタリングします。
• tee：出力を URL にコピーします。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

特権 EXEC（#）

リリース

変更内容

12.2(33)SCH3

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

次に、WAN インターフェイスの最大レートのドロップ カウンタの例を示します。
Router#show pxf cpu statistics drl max-rate wan threshold 10
dropped
divert_code
18
fib_rp_dest
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu statistics drl max-rate wan

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

service divert-rate-limit max-ratewan

WAN インターフェイスで per-divert-code レート
制限を設定します。

clear pxf statistics drl max-rate

WAN インターフェイスで DRL 最大レートの統
計情報をクリアします。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu statistics drl us-cable

show pxf cpu statistics drl us-cable
CMTS からドロップされたアップストリーム ケーブル パケットの数を表示して確認するには、特
権 EXEC モードで showpxfcpustatistics drl us-cable コマンドを使用します。
show pxf cpu statistics drl us-cable [threshold| output modifiers ]
___________________
構文の説明

threshold

パケットしきい値。有効な範囲は 0 ～
4294967295 です。

output modifiers

次の出力修飾子が使用されます。
• append：URL（アペンド動作をサポートし
ている URL のみ）にリダイレクト出力を
追加します。
• begin：一致する行から開始します。
• exclude：一致する行を除外します。
• include：一致する行を含めます。
• redirect：出力を URL にリダイレクトしま
す。
• section：出力の特定のセクションをフィル
タリングします。
• tee：出力を URL にコピーします。

___________________
コマンド デフォルト

ディセーブル

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show pxf cpu statistics drl us-cable

___________________
例

次に、CMTS からドロップされたアップストリーム ケーブル パケットの統計情報の例を表示しま
す。
Router# show pxf cpu statistics drl us-cable
Divert-Rate-Limit US-cable statistics
dropped
identifier
361
interface: Cable6/0/1
SID: 28
2457
interface: Cable6/0/0
SID: 1
Router# show pxf cpu statistics drl us-cable threshold 400
Divert-Rate-Limit US-cable statistics :: threshold = 400
dropped
identifier
2457
interface: Cable6/0/0
SID: 1
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

clearpxfstatisticsdrl us-cable

US ケーブル統計情報テーブルのすべてのエン
トリをクリアします。

servicedivert-rate-limittrusted-site-ipv6

信頼サイト リストに IPv6 固有エントリを追加
します。

showpxfcpu statisticsdrl ipv6

WAN-IPv6 パケットのドロップ カウンタを検証
します。

showpxfcpu statisticsdrl ipv4

WAN-IPv4 パケットのドロップ カウンタを検証
します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show redundancy

show redundancy
現在の冗長性ステータスを表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで
showredundancy コマンドを使用します。
Cisco uBR10012 ルータ
show redundancy [clients| counters| history| states]
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show redundancy [application| clients| config-sync| counters| domain| history| ibd-sync-history| lincecard|
rii| states| switchover history| trace history]
___________________
構文の説明

application

（Cisco cBR ルータでは任意）ボックスツーボッ
クス アプリケーション情報を表示します。

clients

（任意）冗長ファシリティ（RF）クライアント
のリストを表示します。

counters

（任意）RF 動作カウンタを表示します。

domain

（Cisco cBR ルータでは任意）RF ドメインを指
定します。

history

（任意）RF の履歴の要約を示します。

idb-sync-history

（Cisco cBR ルータでは任意）冗長ファシリティ
（RF）IDB 同期履歴を表示します

states

（任意）アクティブ モジュールおよびスタンバ
イ モジュールの RF ステータスを表示します。

switchover history

（Cisco cBR ルータでは任意）冗長ファシリティ
（RF）スイッチオーバー履歴を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC (>)
特権 EXEC（#）
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show redundancy

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(4)XF1

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(11)BC3

clients、counters、history、および states オプションが追加されました。
また、デフォルトの出力が拡張され、スタンバイ PRE モジュールで稼働
している Cisco IOS ソフトウェアのバージョンが表示されるようになりま
した。

12.2(15)BC2

デフォルトの出力に、スイッチオーバーの履歴に関する追加情報と、セカ
ンダリ PRE モジュールがこれまでにクラッシュしている場合は、最終ク
ラッシュ時のこのモジュールの ROMMON からのスタック トレースが含
まれます。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。

12.2(44)SQ

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(44)SQ に統合されました。Cisco
RF Gateway 10 のサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。application、domain、idb-sync-history、および
switchover キーワードが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン showredundancy コマンドは、PRE A スロットまたは PRE B スロットに、アクティブ（プライマ
リ）Performance Routing Engine（PRE1）モジュールが装着されているかどうか、スタンバイ（セ
カンダリ）PRE1 モジュールのステータス、およびスタンバイ PRE1 モジュールのブート変数とコ
ンフィギュレーション レジスタの値を表示します。Cisco IOS リリース 12.2(13)BC1 以降では、ス
タンバイ PRE モジュールで稼働している Cisco IOS ソフトウェアのバージョンも表示されるよう
になりました。

（注）

showredundancy コマンドは、常にアクティブ PRE1 モジュールの正しい位置を示します。ス
タンバイ PRE1 モジュールが装着されていない場合でも、他の PRE スロットは常に Secondary
としてマークされます。
Cisco RF ゲートウェイ 10
showredundancy コマンドは、スーパバイザ A スロットまたはスーパバイザ B スロットにアクティ
ブ（プライマリ）スーパバイザ カードが装着されているかどうか、スタンバイ（セカンダリ）
スーパバイザカードのステータス、およびスーパバイザカードのブート変数とコンフィギュレー
ション レジスタの値を表示します。
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（注）

showredundancy コマンドは、常にアクティブ スーパバイザ カードの正しい位置を示します。
スタンバイ スーパバイザ カードが装着されていない場合でも、他のスーパバイザ スロットは
常に secondary としてマークされます。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ では スーパーバイザ カードとライン
カードの冗長性がサポートされています。showredundancy コマンドは、スーパーバイザ A スロッ
トまたは スーパーバイザ B スロットにアクティブ（プライマリ）スーパーバイザ カードが装着さ
れているかどうか、スタンバイ（セカンダリ）スーパーバイザ カードのステータス、およびスタ
ンバイ スーパーバイザ カードのパラメータの値を表示します。

___________________
例
___________________
例

この項では、showredundancy コマンドで使用できる各オプションの一般的な出力例を示します。

次に、Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2T 以降での show redundancy コマンドの一般的な出力例を
示します。
PRE A
: Secondary
PRE B (This PRE)
: Primary
Uptime since this PRE switched to active : 5 minutes
Total system uptime from reload
: 37 minutes
Switchovers this system has experienced : 5
Secondary failures since this PRE active : 0
The secondary PRE has been up for
: 1 minute
The reason for last switchover: ACTIVE RP CRASHED
Secondary PRE information....
Secondary is up.
Secondary has 524288K bytes of memory.
Secondary BOOT variable = slot0:ubr10k-k8p6-mz.122-11.CY,12;
Secondary CONFIG_FILE variable = bootflash:030227.config
Secondary BOOTLDR variable =
Secondary Configuration register is 0x0
Secondary version:
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 10000 Software (UBR10K-K8P6-M), Experimental Version 12.2(15)BC2
Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 01-Mar-04 12:01 by anxrana
Primary version:
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 10000 Software (UBR10K-K8P6-M), Released Version 12.2(15)BC2
Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 01-Mar-04 12:01 by anxrana
Redundant RP last failure info as reported by Standby:
bus error at PC 0x605C8B24, address 0xFF012345
10000 Software (UBR10K-K8P6-M), Experimental Version 12.3(20040211:230003) [narana-geo_cable
123]
Compiled Mon 01-Mar-04 12:01 by anxrana
Image text-base: 0x60008CB8, data-base: 0x61F80000
Stack trace from system failure:
FP: 0x7234C8C8, RA: 0x605C8B24
FP: 0x7234CA30, RA: 0x604940F4
FP: 0x7234CA90, RA: 0x60151FF0
FP: 0x7234CAB0, RA: 0x604A5554
FP: 0x7234CB40, RA: 0x6051F638
FP: 0x7234CB58, RA: 0x6051F61C
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次に、Cisco IOS リリース 12.2(15)BC1 以降での showredundancy コマンドの一般的な出力例を示
します。アクティブ PRE1 モジュールは PRE スロット A に、スタンバイ PRE1 モジュールはス
ロット B に装着されています。
Router# show redundancy
PRE A (This PRE)
PRE B

: Primary
: Secondary

Redundancy state is REDUNDANCY_PEERSECONDARY_INITED
Secondary PRE information....
Secondary is up.
Secondary has 524288K bytes of memory.
Secondary BOOT variable = bootflash:ubr10k-k8p6-mz
Secondary CONFIG_FILE variable =
Secondary BOOTLDR variable = bootflash:c10k-eboot-mz
Secondary Configuration register is 0x2102
Secondary version:
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 10000 Software (UBR10K-K8P6-M), Released Version 12.2(11)BC3
Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 03-Mar-03 11:28 by texbnt
Router#

次に、スイッチオーバーの発生後の同じ出力の例を示します。showredundancy コマンドは、アク
ティブ（プライマリ）PRE のスロットが変更されていることを示します（この場合スロット A か
らスロット B に移動）。
Router# show redundancy
PRE A
PRE B (This PRE)

: Secondary
: Primary

Redundancy state is REDUNDANCY_PEERSECONDARY_INITED
Secondary PRE information....
Secondary is up.
Secondary BOOT variable = bootflash:ubr10k-k8p6-mz
Secondary CONFIG_FILE variable =
Secondary BOOTLDR variable = bootflash:c10k-eboot-mz
Secondary Configuration register is 0x2
Secondary version:
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 10000 Software (UBR10K-K8P6-M), Released Version 12.2(13)BC2
Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled 26 08-Feb-03 11:28 by texbnt
Router#

次に、スタンバイ PRE1 モジュールが装着されていないか稼働していない場合の一般的な出力例
を示します。スタンバイ（セカンダリ）PRE1 モジュールは not up として示され、そのブート変数
とコンフィギュレーション レジスタは表示されません。
Router# show redundancy
PRE A (This PRE)
: Primary
PRE B
: Secondary
Redundancy state is REDUNDANCY_PEERSECONDARY_NONOPERATIONAL
Secondary PRE information....
Secondary PRE is not up
Router#

次に、Cisco cBR ルータでの showredundancy コマンドの出力例を示します。
Router#show redundancy
Redundant System Information :
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-----------------------------Available system uptime
Switchovers system experienced
Standby failures
Last switchover reason

=
=
=
=

1 day, 17 hours, 50 minutes
0
0
none

Hardware Mode
Configured Redundancy Mode
Operating Redundancy Mode
Maintenance Mode
Communications

=
=
=
=
=

Simplex
sso
Non-redundant
Disabled
Down
Reason: Failure

Current Processor Information :
------------------------------Active Location = slot 4
Current Software state = ACTIVE
Uptime in current state = 1 day, 17 hours, 50 minutes
Image Version = Cisco IOS Software, cBR Software
(X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M)
, Experimental Version 15.5(20150504:162424)
[mcp_docsis31_ds3_ios-japatel-mcp_docsis31_ds3_ios_0504
-ds3-20 105]
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 04-May-15 14:24 by japatel
BOOT =
CONFIG_FILE =
Configuration register = 0x0
Peer (slot: 5) information is not available because it is in 'DISABLED' state
Router#

___________________
例

次に、show redundancy clients コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show redundancy clients
clientID = 0
clientSeq =
clientID = 25
clientSeq =
clientID = 5
clientSeq =
clientID = 50
clientSeq =
clientID = 65000
clientSeq =

0
130
170
530
65000

RF_INTERNAL_MSG
CHKPT RF
RFS client
Slot RF
RF_LAST_CLIENT

次に、Cisco cBR ルータでの出力例を示します。
Router#show
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
RF
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =
clientID =

redundancy clients
29
group_id =
139
group_id =
25
group_id =
3062
group_id =
77
group_id =
1340
group_id =
1501
group_id =
78
group_id =
305
group_id =

1
1
1
1
1
1
1
1
1

clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq

=
=
=
=
=
=
=
=
=

60
61
68
70
84
101
102
106
107

Redundancy Mode RF
IfIndex
CHKPT RF
UBRCCE PLFM RF Client
Event Manager
RP Platform RF
Cat6k CWAN HA
TSPTUN HA
Multicast ISSU Consolidation

304
22
88
114
225
4700
1341
1505
75
1344
227
1345
71

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

108
109
110
111
112
114
115
116
126
127
128
129
135

IP multicast RF Client
Network RF Client
HSRP
GLBP
VRRP
COND_DEBUG RF
IOSXE DPIDX
Cat6k SPA TSM
Tableid HA
IOSXE RP SBC RF
SBC-RF RF Client
VOIP RF CLIENT
XDR RRP RF Client

group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
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clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID
clientID

___________________
例

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

24
146
301
306
3064
3065
1504
401
404
402
520
5
68
23
49
72
113
290
209
199

group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id
group_id

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq
clientSeq

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

136
138
142
146
150
151
153
155
156
157
158
160
191
194
195
196
197
198
202
205

CEF RRP RF Client
BFD RF Client
MRIB RP RF Client
MFIB RRP RF Client
UBRCCE SUP RF Client
PKTCBL RF client
Cat6k CWAN Interface Events
NAT HA
NAT64 HA
TPM RF client
RFS RF
Config Sync RF client
Virtual Template RF Client
Frame Relay
HDLC
LSD HA Proc
MFI STATIC HA Proc
MPLS TP HA
L2FIB
ELB RF

次に、show redundancy counters コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show redundancy counters
Redundancy Facility OMs
comm link up = 1
comm link down down = 0
invalid client tx = 0
null tx by client = 0
tx failures = 0
tx msg length invalid = 0
client not rxing msgs = 0
rx peer msg routing errors = 0
null peer msg rx = 0
errored peer msg rx = 0
buffers tx = 1009
tx buffers unavailable = 0
buffers rx = 1006
buffer release errors = 0
duplicate client registers = 0
failed to register client = 0
Invalid client syncs = 0

次に、Cisco cBR ルータでの出力例を示します。
Router#show redundancy counters
Redundancy Facility OMs
comm link up = 0
comm link down = 0
invalid client tx
null tx by client
tx failures
tx msg length invalid

=
=
=
=

0
0
0
0

client not rxing msgs
rx peer msg routing errors
null peer msg rx
errored peer msg rx

=
=
=
=

0
0
0
0

buffers tx
tx buffers unavailable
buffers rx
buffer release errors

=
=
=
=

0
0
0
0

duplicate client registers = 0
failed to register client = 0
Invalid client syncs = 0
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Router#

___________________
例

次に、 show redundancy history コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show redundancy history
00:00:00 client added: RF_INTERNAL_MSG(0) seq=0
00:00:00 client added: RF_LAST_CLIENT(65000) seq=65000
00:00:00 client added: CHKPT RF(25) seq=130
00:00:01 client added: Slot RF(50) seq=530
00:00:15 client added: RFS client(5) seq=170
00:00:16 *my state = INITIALIZATION(2) *peer state = DISABLED(1)
00:00:16 RF_PROG_INITIALIZATION(100) RF_INTERNAL_MSG(0) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_INITIALIZATION(100) CHKPT RF(25) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_INITIALIZATION(100) RFS client(5) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_INITIALIZATION(100) Slot RF(50) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_INITIALIZATION(100) RF_LAST_CLIENT(65000) op=0 rc=11
00:00:16 *my state = NEGOTIATION(3) peer state = DISABLED(1)
00:00:16 RF_EVENT_GO_ACTIVE(512) op=0 rc=0
00:00:16 *my state = ACTIVE-FAST(9) peer state = DISABLED(1)
00:00:16 RF_STATUS_MAINTENANCE_ENABLE(403) CHKPT RF(25) op=0 rc=0
00:00:16 RF_STATUS_MAINTENANCE_ENABLE(403) RFS client(5) op=0 rc=0
00:00:16 RF_STATUS_MAINTENANCE_ENABLE(403) Slot RF(50) op=0 rc=0
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) RF_INTERNAL_MSG(0) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) CHKPT RF(25) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) RFS client(5) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) Slot RF(50) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) RF_LAST_CLIENT(65000) op=0 rc=11
00:00:16 *my state = ACTIVE-DRAIN(10) peer state = DISABLED(1)
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_DRAIN(201) RF_INTERNAL_MSG(0) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_DRAIN(201) CHKPT RF(25) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_DRAIN(201) RFS client(5) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_DRAIN(201) Slot RF(50) op=0 rc=11

次に、Cisco cBR ルータでの出力例を示します。
Router#show redundancy
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:
00:00:05 client added:

history
Redundancy Mode RF(29) seq=60
IfIndex(139) seq=61
CHKPT RF(25) seq=68
Event Manager(77) seq=84
RP Platform RF(1340) seq=101
Cat6k CWAN HA(1501) seq=102
Network RF Client(22) seq=109
Cat6k SPA TSM(1505) seq=116
IOSXE RP SBC RF(1344) seq=127
SBC-RF RF Client(227) seq=128
XDR RRP RF Client(71) seq=135
CEF RRP RF Client(24) seq=136
MFIB RRP RF Client(306) seq=146
UBRCCE SUP RF Client(3064) seq=150
Cat6k CWAN Interface Events(1504) seq=153
RFS RF(520) seq=158
Config Sync RF client(5) seq=160
DHCPC(100) seq=225
DHCPD(101) seq=226
SNMP RF Client(34) seq=238
CWAN APS HA RF Client(1502) seq=239
History RF Client(35) seq=248
REDSSOC(91) seq=269
Dialer(48) seq=270
ARP(57) seq=278
IOSXE SpaFlow(1342) seq=297
IOSXE IF Flow(1343) seq=298
IOS STILE RF Client(1111) seq=299
Call-Home RF(1510) seq=342
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00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:05
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07

___________________
例

client added: IP Tunnel RF(151) seq=349
client added: Config Verify RF client(94) seq=350
client added: SISF table(515) seq=359
client added: IKE RF Client(135) seq=363
client added: IPSEC RF Client(136) seq=364
client added: CRYPTO RSA(130) seq=365
client added: PKI RF Client(131) seq=366
client added: GKM RF Client(157) seq=367
client added: DHCPv6 Relay(148) seq=372
client added: DHCPv6 Server(149) seq=373
client added: ISSU Test Client(4005) seq=381
client added: Network RF 2 Client(93) seq=385
client added: FEC Client(205) seq=387
client added: DATA DESCRIPTOR RF CLIENT(141) seq=395
client added: CTS HA(1000) seq=405
client added: UBRCCE DB(4040) seq=412
client added: VIDEO RPHA(4042) seq=413
client added: CBR LCHA(4044) seq=415
client added: IOS Config ARCHIVE(4020) seq=425
client added: IOS Config ROLLBACK(4021) seq=426
client added: ANCP(4031) seq=427
client added: Smart_Agent_RF_Client(1376) seq=448
client added: Flow Metadata(255) seq=471
*my state = INITIALIZATION(2) peer state = DISABLED(1)
RF_PROG_INITIALIZATION(100) First Slave(0) op=0 rc=11
RF_PROG_INITIALIZATION(100) Slave(3) op=0 rc=23
RF_PROG_INITIALIZATION(100) Redundancy Mode RF(29) op=0 rc=11
RF_PROG_INITIALIZATION(100) IfIndex(139) op=0 rc=11
RF_PROG_INITIALIZATION(100) CHKPT RF(25) op=0 rc=11
RF_PROG_INITIALIZATION(100) Event Manager(77) op=0 rc=11
RF_PROG_INITIALIZATION(100) RP Platform RF(1340) op=0 rc=11
RF_PROG_INITIALIZATION(100) Cat6k CWAN HA(1501) op=0 rc=11
RF_PROG_INITIALIZATION(100) Network RF Client(22) op=0 rc=11
RF_PROG_INITIALIZATION(100) Cat6k SPA TSM(1505) op=0 rc=11
RF_PROG_INITIALIZATION(100) IOSXE RP SBC RF(1344) op=0 rc=11
RF_PROG_INITIALIZATION(100) SBC-RF RF Client(227) op=0 rc=11
RF_PROG_INITIALIZATION(100) XDR RRP RF Client(71) op=0 rc=11
RF_PROG_INITIALIZATION(100) CEF RRP RF Client(24) op=0 rc=11
RF_PROG_INITIALIZATION(100) MFIB RRP RF Client(306) op=0 rc=11

次に、 show redundancy states コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show redundancy states
my state = 13 -ACTIVE
peer state = 8 -STANDBY HOT
Mode = Duplex
Unit = Primary
Unit ID = 0
Redundancy Mode = Hot Standby Redundancy
Maintenance Mode = Disabled
Manual Swact = Enabled
Communications = Up
client count = 5
client_notification_TMR = 30000 milliseconds
RF debug mask = 0x0

次に、Cisco cBR ルータでの出力例を示します。
Router#show redundancy states
my state = 13 -ACTIVE
peer state = 1 -DISABLED
Mode = Simplex
Unit = Primary
Unit ID = 48
Redundancy Mode (Operational) = Non-redundant
Redundancy Mode (Configured) = sso
Redundancy State
= Non Redundant
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Maintenance Mode = Disabled
Manual Swact = disabled (system is simplex (no peer unit))
Communications = Down
Reason: Simplex mode
client count = 120
client_notification_TMR = 30000 milliseconds
RF debug mask = 0x0
Router#

___________________
例
___________________
例
___________________
例

___________________
例

Router#show redundancy
Redundant System Information :
-----------------------------Available system uptime = 3 minutes
Switchovers system experienced = 0
Standby failures = 0
Last switchover reason = none
Hardware Mode = Simplex
Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
Maintenance Mode = Disabled
Communications = Down
Reason: Simplex mode
Current Processor Information :
------------------------------Active Location = slot 1
Current Software state = ACTIVE
Uptime in current state = 2 minutes
Image Version = Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch So
tware (rfgw-ENTSERVICES-M), Version 12.2(FLO_RFGW_NIGHT_MON.2008-08-11) UBUILDI
Image, CISCO DEVELOPMENT TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 11-Aug-08 04:54 by aswitzer
BOOT =
Configuration register = 0x2100
Peer (slot: 2) information is not available because it is in 'DISABLED' state
Router

次に、showredundancyclients コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show redundancy clients
clientID = 0
clientSeq =
clientID = 25
clientSeq =
clientID = 5
clientSeq =
clientID = 50
clientSeq =
clientID = 65000
clientSeq =

0
130
170
530
65000

RF_INTERNAL_MSG
CHKPT RF
RFS client
Slot RF
RF_LAST_CLIENT

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
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表 265：show redundancy clients のフィールドの説明

___________________
例

フィールド

説明

clientID

クライアント ID 番号を表示します。

clientSeq

クライアント通知のシーケンス番号を表示しま
す。

次に、showredundancycounters コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show redundancy counters
Redundancy Facility OMs
comm link up = 1
comm link down down = 0
invalid client tx = 0
null tx by client = 0
tx failures = 0
tx msg length invalid = 0
client not rxing msgs = 0
rx peer msg routing errors = 0
null peer msg rx = 0
errored peer msg rx = 0
buffers tx = 1009
tx buffers unavailable = 0
buffers rx = 1006
buffer release errors = 0
duplicate client registers = 0
failed to register client = 0
Invalid client syncs = 0

___________________
例

次に、showredundancyhistory コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show redundancy history
00:00:00 client added: RF_INTERNAL_MSG(0) seq=0
00:00:00 client added: RF_LAST_CLIENT(65000) seq=65000
00:00:00 client added: CHKPT RF(25) seq=130
00:00:01 client added: Slot RF(50) seq=530
00:00:15 client added: RFS client(5) seq=170
00:00:16 *my state = INITIALIZATION(2) *peer state = DISABLED(1)
00:00:16 RF_PROG_INITIALIZATION(100) RF_INTERNAL_MSG(0) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_INITIALIZATION(100) CHKPT RF(25) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_INITIALIZATION(100) RFS client(5) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_INITIALIZATION(100) Slot RF(50) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_INITIALIZATION(100) RF_LAST_CLIENT(65000) op=0 rc=11
00:00:16 *my state = NEGOTIATION(3) peer state = DISABLED(1)
00:00:16 RF_EVENT_GO_ACTIVE(512) op=0 rc=0
00:00:16 *my state = ACTIVE-FAST(9) peer state = DISABLED(1)
00:00:16 RF_STATUS_MAINTENANCE_ENABLE(403) CHKPT RF(25) op=0 rc=0
00:00:16 RF_STATUS_MAINTENANCE_ENABLE(403) RFS client(5) op=0 rc=0
00:00:16 RF_STATUS_MAINTENANCE_ENABLE(403) Slot RF(50) op=0 rc=0
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) RF_INTERNAL_MSG(0) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) CHKPT RF(25) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) RFS client(5) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) Slot RF(50) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) RF_LAST_CLIENT(65000) op=0 rc=11
00:00:16 *my state = ACTIVE-DRAIN(10) peer state = DISABLED(1)
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_DRAIN(201) RF_INTERNAL_MSG(0) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_DRAIN(201) CHKPT RF(25) op=0 rc=11
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show redundancy

00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_DRAIN(201) RFS client(5) op=0 rc=11
00:00:16 RF_PROG_ACTIVE_DRAIN(201) Slot RF(50) op=0 rc=11

___________________
例

次に、showredundancystate コマンドの一般的な出力例を示します。
Router# show redundancy states
my state = 13 -ACTIVE
peer state = 8 -STANDBY HOT
Mode = Duplex
Unit = Primary
Unit ID = 0
Redundancy Mode = Hot Standby Redundancy
Maintenance Mode = Disabled
Manual Swact = Enabled
Communications = Up
client count = 5
client_notification_TMR = 30000 milliseconds
RF debug mask = 0x0

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

associate

自動保護スイッチング（APS）冗長性保護のた
め 2 つのライン カードを関連付けます。

clearredundancy

冗長ファシリティ（RF）サブシステムが使用す
るカウンタと履歴の情報をクリアします。

mode(redundancy)

処理の冗長モードを設定します。

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

redundancyforce-failovermain-cpu

アクティブおよびスタンバイ PRE1 モジュール
またはスーパバイザ カードの間で手動スイッチ
オーバーを強制的に実行します。

redundancyforce-switchover

スタンバイ PRE またはスーパバイザ カードに、
アクティブ PRE またはスーパバイザ カードの
役割を強制的に代行させます。

showredundancyconfig-sync

アクティブ PRE からスタンバイ PRE へのバル
ク同期中に生成された障害情報を表示します。

showredundancyplatform

アクティブおよびスタンバイ PRE とソフトウェ
ア情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show redundancy config-sync

show redundancy config-sync
アクティブ Performance Routing Engine（PRE）からスタンバイ PRE へのバルク同期中に生成され
た障害情報を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで
showredundancyconfig-sync コマンドを使用します。
show redundancy config-sync {failures {bem| mcl| prc}| ignored failures mcl}
___________________
構文の説明

failures

スタンバイ PRE のバルク同期に関連する障害を
表示します。

bem

Best Effort Method（BEM）の障害リストを表示
します。

mcl

Mismatched Command List（MCL）の障害リスト
を表示します。

prc

Parser Return Code（PRC）の障害リストを表示
します。

ignoredfailuresmcl

無視された MCL の不一致コマンドを表示しま
す。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC（>） 特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ で実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、アクティブ PRE でのみ使用されます。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show redundancy config-sync

アクティブ PRE とスタンバイ PRE の間で不一致のコマンドがある場合は、スタンバイ イメージ
でサポートされていない設定行を削除します。不一致行を削除できない場合、または不一致行が
システムの運用上重要ではないことが判明している場合は、
redundancyconfig-syncignoremismatched-commands コマンドを使用して一時的にこれらの不一致
行を無視します。
___________________
例

この項に示す例は Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ でサポートされてい
ます。
次に、不一致コマンドのリストの例を示します。
Router# show redundancy config-sync failures mcl
Mismatched Command List
----------------------- tacacs-server host 209.165.200.225 timeout 5

次に、無視された不一致コマンドがないことを示す例を示します。
router# show redundancy config-sync ignored failures mcl
Ignored Mismatched Command List
------------------------------The list is Empty

次に、Parser Return Code 障害リストの例を示します。
router# show redundancy config-sync failures prc
PRC Failed Command List
----------------------router bgp 999
address-family ipv4 vrf TEST2
- bgp dampening 44 66 66 44
! </submode> "address-family"
address-family ipv4 vrf TEST1
- bgp dampening 44 66 66 44
! </submode> "address-family"

次に、Best Effort Method 障害リストの例を示します。
router# show redundancy config-sync failures bem
BEM Failed Command List
----------------------interface Tunnel0
- tunnel mpls traffic-eng priority 7 7
! </submode> "interface"
- next-address loose 10.165.202.158
- next-address loose 10.165.202.129

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

redundancyforce-switchover

スタンバイ PRE にアクティブ PRE の役割を強
制的に代行させます。

showredundancy

現在のアクティブおよびスタンバイ PRE の冗長
性ステータスを表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show redundancy config-sync

コマンド

説明

showredundancyplatform

アクティブおよびスタンバイ PRE とソフトウェ
ア情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show redundancy linecard

show redundancy linecard
ライン カードの冗長性に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show redundancy linecard
コマンドを使用します。
show redundancy linecard { all | group {group-id| all } | history | slot slot| {sub-block all }}
___________________
構文の説明

all

すべてのライン カードのロールと状態の情報を
表示します。

group group-id

ライン カード グループのライン カード冗長性
に関する情報を表示します。有効な値は 0 で
す。

group all

すべてのライン カード グループを表示します。

history

すべてのライン カードの状態変更履歴ログを表
示します。

slot slot

ライン カード スロット番号の冗長性に関する
情報を表示します。

sub-block -->

サブブロック情報を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

IOS-XE リリース 3.16.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロード
バンド ルータで導入されました。

次に、冗長グループの情報を表示する例を示します。
Router# show redundancy linecard group all
Group Identifier: 0
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show redundancy linecard

Revertive, Revert Timer: OFF (60000 sec)
Reserved Cardtype: 0xFFFFFFFF 4294967295
Group Redundancy Type: INTERNAL SWITCH
Group Redundancy Class: 1:N
Group Redundancy Configuration Type: LINECARD GROUP
Primary: Slot 6
Primary: Slot 7
Secondary: Slot 0

次に、すべてのライン カードのロールと状態に関する情報を表示する例を示します。
Router# show redundancy linecard all
LC My Peer Peer Peer
Slot Subslot Group State State Slot Subslot Role Mode
------------------------------------------------------------------------------9 - 0 Active Stdby Cold 0 - Active Primary
8 - 0 Active Stdby Warm 0 - Active Primary
7 - 0 Active Stdby Warm 0 - Active Primary
6 - 0 Active Stdby Cold 0 - Active Primary
3 - 0 Active Stdby Cold 0 - Active Primary
2 - 0 Active Stdby Cold 0 - Active Primary
1 - 0 Active Stdby Cold 0 - Active Primary
0 - 0 - - Multiple None Standby Secondary

次に、セカンダリ カードがプライマリ カードに対してアクティブになり、N+1 冗長性が 1+1 冗長
性に変更される場合のコマンドの出力例を示します。
Router# show redundancy linecard all
LC My Peer Peer Peer
Slot Subslot Group State State Slot Subslot Role Mode
------------------------------------------------------------------------------9 - 0 Stdby Hot Active 0 - Standby Primary
8 - 0 Active Unavail 0 - Active Primary
7 - 0 Active Unavail 0 - Active Primary
6 - 0 Active Unavail 0 - Active Primary
3 - 0 Active Unavail 0 - Active Primary
2 - 0 Active Unavail 0 - Active Primary
1 - 0 Active Unavail 0 - Active Primary
0 - 0 Active Stdby Hot 9 - Active Secondary

次に、ライン カードの冗長性に関する情報の例を示します。
Router# show redundancy linecard slot 9
LC Redundancy Is Configured:
LC Group Number: 0
LC Slot: 9 (idx=9)
LC Peer Slot: 0
LC Card Type: 0x4076 , 16502
LC Name: 9
LC Mode: Primary
LC Role: Active
LC My State: Active
LC Peer State: Stdby Warm

次に、すべてのライン カードの状態変更履歴の例を示します。
Router# show redundancy linecard history
Jan 05 2012 12:24:27 20559 - st_mem(9): MY State Change, (Active Wait) -> (Active)
Jan 05 2012 12:24:27 20559 - st_mem(9): MY FSM execution, Active Wait:Init:State Ntfy
Jan 05 2012 12:24:27 20559 - st_mem(9): MY State Change, (Active LC Cfg Dnld) -> (Active
Wait)
Jan 05 2012 12:24:27 20559 - st_mem(9): MY FSM execution, Active LC Cfg Dnld:Init:Cfg
Dnld Done
Jan 05 2012 12:24:27 20559 - st_mem(9): MY State Change, (Active Cold) -> (Active LC
Cfg Dnld)
Jan 05 2012 12:23:09 12763 - st_mem(9): MY FSM execution, Active Cold:Init:Cfg Dnld
Jan 05 2012 12:23:09 12760 - st_mem(9): MY State Change, (Init) -> (Active Cold)
Jan 05 2012 12:23:09 12760 - st_mem(9): MY FSM execution, Init:Init:Up
Jan 05 2012 12:21:39 3746 - st_mem(9): PEER FSM Execution , Init:Init:Reset
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show redundancy linecard

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

class

ライン カードの冗長性クラスを設定します。

description

ライン カード グループに説明を追加します。

member slot

ライン カード冗長グループにスロットを追加し
ます。

redundancy slot

冗長コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show redundancy platform

show redundancy platform
アクティブおよびスタンバイ Performance Routing Engine（PRE）とソフトウェアの情報を表示す
るには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで showredundancyplatform コマンドを使
用します。
show redundancy platform
___________________
構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC（>）特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータ ではサポートされません。

次に、アクティブ PRE とスタンバイ PRE の情報（PRE 状態、最終フェイルオーバーの理由、シ
ステム稼働時間合計、Cisco IOS リリース バージョンなど）の例を示します。
Router# show redundancy platform
PRE A (This PRE)
PRE B

: Active
: Standby

Operating mode : SSO
Uptime since this PRE became active from reload : 13 minutes
Standby failures since this PRE active : 0
The standby PRE has been up for : 3 minutes
Previous rp_cre_redun_reg bits
- 1057h
Current rp_cre_redun_reg bits
- 1041h
Previous peer_ready_reg - 0l
Current peer_ready_reg - 1l
Standby PRE information....
Standby is up
Standby has 1044480K bytes of memory
Standby BOOT variable = disk1:ubr10k2-k9p6u2-mz.Prednld-prototype-2,12;
Standby CONFIG_FILE variable =
Standby BOOTLDR variable =
Standby Configuration register is 0x0
Standby version:
Cisco IOS Software, 10000 Software (UBR10K2-K9P6U2-M), Version 12.2(122_33_SCA.2008-02-15)
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show redundancy platform

UBUILDIT Image, CISCO DEVELOPMENT TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 16-Feb-08 03:12 by jdkerr
Active version:
Cisco IOS Software, 10000 Software (UBR10K2-K9P6U2-M), Version 12.2(122_33_SCA.2008-02-15)
UBUILDIT Image, CISCO DEVELOPMENT TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 16-Feb-08 03:12 by jdkerr

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

debugehsa

EHSA モジュールでデバッグ情報を有効にしま
す。

redundancyforce-switchover

スタンバイ PRE にアクティブ PRE の役割を強
制的に代行させます。

showredundancy(ubr10012)

現在の冗長性ステータスを表示します。

showredundancyconfig-sync

アクティブ PRE からスタンバイ PRE へのバル
ク同期中に生成された障害情報を表示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show running-config interface cable

show running-config interface cable
Cisco CMTS ルータで設定されているバンドルを表示し、各ケーブル インターフェイスの実行コ
ンフィギュレーションを表示するには、特権 EXEC モードで showrunning-configinterfacecable コ
マンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
showrunning-configinterfacecable{slot/cable-interface-index | slot/subslot/cable-interface-index }
showrunning-configinterfacecableslot/| subslot/| port/
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCE 以降
show running-config interface cableslot/cable-interface-index| slot/subslot/cable-interface-index
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
show running-config interface cableslot/subslot/cable-interface-index
___________________
構文の説明

slot

ライン カードが装着されているスロット。
• Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な値は 1
または 2 です。
• Cisco uBR7246VXR ルータ：有効範囲は 3
～ 6 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲は 5 ～ 8
です。
• Cisco cBR ルータ：有効範囲は 0 ～ 3 と 6
～ 9 です。

subslot

（Cisco uBR10012 のみ）ケーブル インターフェ
イスラインカードのセカンダリスロット番号。
有効なサブスロットは 0 または 1 です。
Cisco cBR ルータでは、サブスロットは常に 0
です。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
3075

ケーブル コマンド：show l ～ show z
show running-config interface cable

port

ダウンストリーム ポート番号。
• Cisco uBR7225VXR ルータおよび Cisco
uBR7246VXR ルータ：有効な値は 0 また
は 1 です。
• Cisco uBR10012 ルータ：有効範囲はケーブ
ル インターフェイスに応じて 0 ~ 4です。

cable-interface-index

Cisco uBR10-MC5X20 および Cisco uBR-MC28
ライン カードのダウンストリーム ポート、ま
たは Cisco uBR-MC20X20V および Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードの MAC ドメイ
ン インデックス。
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR
ルータ：port の有効な値は 0 または 1 です。
Cisco uBR10012 ルータ：Cisco uBR-MC20X20V
および Cisco uBR-MC5X20 ライン カードの有効
範囲は 0 ～ 4 です。Cisco uBR-MC3GX60V ライ
ン カードの有効範囲は 0 ～ 14 です。
Cisco cBR ルータ：有効な範囲は 0 ～ 7 です。

___________________
コマンド デフォルト

画面出力をページ区切りなしで表示し、パスワードやその他のセキュリティ情報を削除します。

___________________
コマンド モード

ユーザ EXEC (>)
特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

10.0

このコマンドが導入されました。

12.3(21)BC

このコマンドが拡張され、ケーブル インターフェイス バンドリングと仮
想インターフェイス バンドリングがサポートされるようになりました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。

12.2(33)SCC

コマンド出力が変更され、指定されたプロファイルのプロファイル記述
が表示されるようになりました。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show running-config interface cable

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCE

このコマンドが変更されました。port パラメータが cable-interface-index
パラメータに変更されました。cable-interface-index パラメータは、Cisco
uBR-MC20X20V および Cisco uBR-MC3GX60V ケーブル インターフェイ
ス ライン カードの MAC ドメイン インデックスを示します。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、 Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タ で実装されました。

The following example displays typical output for the show running-config command for a
specified cable interface:
Router# show running-config interface cable 8/1/0
Building configuration...
Current configuration : 1563 bytes
!
interface Cable8/1/0
downstream Modular-Cable 1/3/0 rf-channel 0 upstream 0-4
no cable packet-cache
cable bundle 1
cable downstream channel-id 203
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream frequency 525000000
cable downstream rf-shutdown
cable upstream max-ports 4
cable upstream 0 connector 0
cable upstream 0 frequency 5800000
cable upstream 0 channel-width 1600000 1600000
cable upstream 0 docsis-mode tdma
cable upstream 0 minislot-size 4
cable upstream 0 range-backoff 3 6
cable upstream 0 modulation-profile 21
cable upstream 0 attribute-mask 20000000
no cable upstream 0 shutdown
cable upstream 1 connector 1
cable upstream 1 channel-width 1600000 1600000
cable upstream 1 docsis-mode tdma
cable upstream 1 minislot-size 4
cable upstream 1 range-backoff 3 6
cable upstream 1 modulation-profile 21
cable upstream 1 attribute-mask 20000000
no cable upstream 1 shutdown
cable upstream 2 connector 2
cable upstream 2 channel-width 1600000 1600000
cable upstream 2 docsis-mode tdma
cable upstream 2 minislot-size 4
cable upstream 2 range-backoff 3 6
cable upstream 2 modulation-profile 21
cable upstream 2 attribute-mask 20000000
cable upstream 2 shutdown
cable upstream 3 connector 3
cable upstream 3 channel-width 1600000 1600000
cable upstream 3 docsis-mode tdma
cable upstream 3 minislot-size 4
cable upstream 3 range-backoff 3 6
cable upstream 3 modulation-profile 21
cable upstream 3 attribute-mask 20000000
cable upstream 3 shutdown
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show running-config interface cable

end

次に、指定されたバンドルの仮想バンドル情報の例を示します。
Router# show running-config interface Bundle 1
Building configuration...
Current configuration : 158 bytes
!
interface Bundle1
ip address 1.60.0.1 255.255.255.0
cable arp filter request-send 3 2
cable arp filter reply-accept 3 2
no cable ip-multicast-echo
end

次に、Cisco uBR10012 ルータでの指定されたバンドルのサブインターフェイス情報の例を示しま
す。
Router# show ip interface brief | include Bundle
Wideband-Cable8/0/0:0 Bundle2
YES unset
In8/0/0:0
Bundle2
YES unset
Bundle1
1.60.0.1
YES NVRAM
Bundle2
1.80.0.1
YES NVRAM
Bundle5
unassigned
YES NVRAM
Router# show rununning interface Bundle150.1
Building configuration...
Current configuration : 93 bytes
!
interface Bundle150.1
ip address 30.0.0.1 255.0.0.0
cable helper-address 1.8.35.200
end

up
up
up
up
up

up
up
up
up
up

次に、Cisco uBR10012 ルータでインターフェイスに対して指定されたプロファイル記述の例を示
します。
Router#show running-config | include gold
cable multicast auth profile gold
profile-description gold profile for higher bandwidth
bootfile gold11_bpi.cm
tftp-server disk0:gold2.cm alias gold2.cm
tftp-server disk0:gold11_bpi.cm alias gold11_bpi.cm
tftp-server disk0:gold11_bpi.cm

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablebundle

インターフェイス バンドルまたは仮想インター
フェイス バンドルに属すようにケーブル イン
ターフェイスを設定します。

profiledescription

選択されたケーブル マルチキャスト認証プロ
ファイルで各プロファイルのプロファイル記述
を設定します。

showarp

ルータの ARP テーブルのエントリを表示しま
す。
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show running-config interface cable

コマンド

説明

showcablebundlenumber-->forwarding-table

指定されたバンドルの MAC 転送テーブルを表
示します。このテーブルでは、バンドル内の各
ケーブル モデムの MAC アドレスと、各ケーブ
ル モデムが現在使用している物理ケーブル イ
ンターフェイスが示されます。

showcablemodem

ケーブル インターフェイス バンドリングの設
定前後でオンラインであるケーブル モデムを表
示します。
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ケーブル コマンド：show l ～ show z
show running-config interface cable
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• snmp manager, 3083 ページ
• snmp-server enable traps cable, 3085 ページ
• snmp-server enable traps docsis-cm, 3089 ページ
• snmp-server enable traps docsis-cmts, 3092 ページ
• snmp-server enable traps docsis-resil, 3095 ページ
• snmp-server host traps docsis-resil, 3097 ページ
• spectrum-inversion, 3099 ページ
• switchover pxf restart, 3101 ページ
• switchover timeout, 3103 ページ
• symbol-rate, 3105 ページ
• tag, 3107 ページ
• test cable dcc（Dynamic Channel Change のサポート）, 3109 ページ
• test cable voice, 3114 ページ
• threshold, 3116 ページ
• timestamp, 3118 ページ
• tlv, 3120 ページ
• tos, 3122 ページ
• tos（マルチキャスト QoS）, 3124 ページ
• upgrade fpd auto, 3126 ページ
• upgrade fpd file, 3128 ページ
• upgrade fpga auto-upgrade, 3130 ページ
• upgrade fpga file, 3133 ページ

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
3081

ケーブル コマンド：snmp ～ w

• upstream, 3135 ページ
• upstream (config-lb-group), 3137 ページ
• upstream cable channel, 3140 ページ
• upstream cable connector, 3142 ページ
• upstream freq-range, 3145 ページ
• upstream upstream-cable, 3148 ページ
• us-channel channel-width , 3150 ページ
• us-channel description, 3152 ページ
• us-channel docsis-mode , 3154 ページ
• us-channel equalization-coefficient , 3156 ページ
• us-channel frequency , 3158 ページ
• us-channel hop-priority , 3160 ページ
• us-channel ingress-noise-cancellation , 3162 ページ
• us-channel maintain-psd , 3164 ページ
• us-channel minislot-size , 3166 ページ
• us-channel modulation-profile , 3168 ページ
• us-channel power-level, 3170 ページ
• us-channel spectrum-group , 3173 ページ
• us-channel threshold , 3175 ページ
• us-channel threshold hysteresis , 3178 ページ
• vrf（マルチキャスト qos）, 3180 ページ
• weekend duration, 3182 ページ
• weekend off, 3185 ページ
• weekend peak-time1, 3187 ページ
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snmp manager

snmp manager
Simple Network Management Protocol（SNMP）マネージャの IP アドレスを指定する DOCSIS コン
フィギュレーション ファイルを作成するには、cable config-file コンフィギュレーション モードで
snmpmanager コマンドを使用します。この機能を無効にするには、このコマンドの no 形式を使
用します。
snmp manager ip-address
no snmp manager
___________________
構文の説明

ip-address

SNMP マネージャの IP アドレスを指定します。

___________________
コマンド デフォルト

SNMP マネージャは定義されていません。

___________________
コマンド モード

cable config-file コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(2)EC1

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインにサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン CMTS の動作に影響する SNMP コマンドについては、『 Cisco IOS Configuration Fundamentals
Command Reference Guide』を参照してください。
___________________
例

次に、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルで SNMP マネージャの IP アドレスを指定する例
を示します。
router(config)# cable config-file snmp.cm
router(config-file)# snmp manager 10.10.1.1
router(config-file)# exit
router(config)#
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableconfig-file

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作
成し、コンフィギュレーション ファイル モー
ドを開始します。

access-denied

ネットワークへのアクセスを無効にします。

channel-id

アップストリームチャネル ID を指定します。

cpe max

CPE 情報を指定します。

download

コンフィギュレーション ファイルのダウンロー
ド情報を指定します。

frequency

ダウンストリーム周波数を指定します。

option

config-file オプションを指定します。

privacy

ベースライン プライバシー イメージのプライ
バシー オプションを指定します。

service-class

コンフィギュレーション ファイルのサービス
クラス定義を指定します。

timestamp

タイム スタンプの生成を有効にします。
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snmp-server enable traps cable
ケーブル関連イベントに対応する Simple Network Management Protocol（SNMP）トラップを有効に
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで snmp-serverenabletrapscable コマンドを
使用します。このトラップの送信を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータおよび Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバン
ド ルータ
snmp-server enable traps cable [admission_control] [cm-chover] [cm-onoff] [cm-remote-query]
[dmic-lock] [enfrule-violation] [hccp-failover] [hopping] [metering] [rfswitch-polling] [sfp-link]
no snmp-server enable traps cable [admission_control] [cm-chover] [cm-onoff] [cm-remote-query]
[dmic-lock] [enfrule-violation] [hccp-failover] [hopping] [metering] [rfswitch-polling] [sfp-link]
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ
snmp-server enable traps cable [admission_control] [cm-chover] [cm-onoff] [cm-remote-query]
[dmic-lock] [enfrule-violation] [hccp-failover] [hopping] [metering]
no snmp-server enable traps cable [admission_control] [cm-chover] [cm-onoff] [cm-remote-query]
[dmic-lock] [enfrule-violation] [hccp-failover] [hopping] [metering]
___________________
構文の説明

admission_control

CISCO-CABLE-ADMISSION-CTRL-MIB の定義
に従い、Service Flow Admission Control（SFAC）
に対応するトラップを有効にします。

cm-chover

CISCO-DOCS-EXT-MIB の定義に従い、CMTS
チャネル オーバーライド操作の完了時に送信さ
れるトラップを有効にします。

cm-onoff

CM CISCO-DOCS-EXT-MIB の定義に従い、CM
オンライン/オフライン ステータス変更に対応
するトラップを有効にします。

cm-remote-query

CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY-MIB の定義に
従い、CM のリモート ポーリングの完了時に送
信されるトラップを有効にします。

dmic-lock

CISCO-DOCS-EXT-MIB の定義に従い、ケーブ
ル モデムが動的共有秘密セキュリティ チェッ
クに失敗した場合に送信されるトラップを有効
にします。
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___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

enfrule-violation

CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB の定義に従
い、ユーザが Quality of Service（QoS）プロファ
イルに違反した場合に送信されるトラップを有
効にします。

hccp-failover

CISCO-CABLE-AVAILABILITY-MIB の定義に
従い、Hot Standby Connection-to-Connection
Protocol（HCCP）冗長スイッチオーバー イベン
トに対応するトラップを有効にします。

hopping

CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB の定義に従い、
スペクトル ホッピング イベントに対応するト
ラップを有効にします。

metering

CISCO-CABLE-METERING-MIB の定義に従い、
計測レコード ファイルの作成またはコレクショ
ン サーバへの計測レコード ファイルのストリー
ミングの成功または失敗を示すために送信され
るトラップを有効にします。

rfswitch-polling

CISCO-CABLE-AVAILABILITY-MIB の定義に
従い、Cisco CMTS と Cisco RF スイッチの間の
接続が失われた場合に送信されるトラップを有
効にします。

sfp-link

CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB の定義に従い、
Cisco ワイドバンド SPA と Cisco
uBR-MC3GX60V ライン カードで SFP ポート リ
ンク ステータスが変化したときに送信されるト
ラップを有効にします。

ケーブル関連イベントに対応する SNMP トラップは有効になっていません。1 つのトラップ タイ
プまたはトラップの組み合わせを指定できます。オプションを指定せずに
snmp-serverenabletrapscable コマンドを実行すると、ケーブル関連トラップがすべて有効になり
ます。

グローバル コンフィギュレーション（config）
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.0(5)T

このコマンドと cm-chover および cm-onoff オプションが追加されまし
た。

12.0(7)XR2、12.1(1)T

cm-remote-query が CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY-MIB MIB と共に
導入されました。

12.1(2)EC1

12.1 EC トレインでこのコマンドがサポートされました。

12.1(7)CX1

hopping および cmts-event オプションが導入されました。

12.2(4)BC1

このコマンドが Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ
でサポートされました。cmts-event オプションが冗長であるため削除
されました。

12.2(8)BC1

hccp-failover オプションが Cisco uBR10012 ルータでサポートされまし
た。

12.2(11)BC1

hccp-failover オプションが Cisco uBR7200 ルータでサポートされまし
た。

12.2(15)BC1

強制ルール QoS プロファイルに違反するサブスクライバに対応するト
ラップを生成するために enforce-rule オプションが追加されました。

12.2(15)BC21

dmic-lock および usage オプションが追加されました。

12.3BC

admission_control、metering、および rfswitch-polling オプションが追
加されました。

12.2(33)SCG

SFP ポート リンク ステータスが Cisco uBR10012 ルータで変更された
ときにトラップを生成するため、sfp-link オプションが追加されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS の動作に影響するその他の SNMP コマンドについては、『Cisco CMTS Universal
Broadband Router Series MIB Specifications Guide』を参照してください。
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___________________
例

次に、CMTS で HCCP スイッチオーバー以外のケーブル関連イベントに対応するすべてのトラッ
プを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# snmp-server enable traps cable cm-chover cm-onoff cm-remote-query hopping
Router(config)#

次に、CMTS で発生するすべての HCCP スイッチオーバーに対応するトラップを有効にする例を
示します。
Router# configure terminal
Router(config)# snmp-server enable traps cable hccp-failover
Router(config)#

次に、強制ルールで指定される Quality of Service（QoS）プロファイルの最大帯域幅にユーザが違
反した場合にトラップを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# snmp-server enable traps cable enforce-rule
Router(config)#

次に、Cisco uBR10012 ルータと Cisco cBR-8 ルータの SFP ポート リンク ステータスを確認するた
めのトラップを有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# snmp-server enable traps cable sfp-link
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemodemremote-query

リモート クエリ機能を有効にし、CMTS の CM
パフォーマンス統計情報を収集するように設定
します。

debugcableremote-query

リモート CM から情報を収集するため、デバッ
グをオンにします。

showcablemodemremote-query

リモート クエリ機能により収集された統計情報
を表示します。
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snmp-server enable traps docsis-cm
DOCSIS 1.1 イベントに対応する 1 つ以上の Simple Network Management Protocol（SNMP）トラッ
プを有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで snmp-serverenabletrapsdocsis-cm
コマンドを使用します。SNMP トラップを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
Cisco uBR905 および Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータ、および Cisco CVA122 ケーブル音声ア
ダプタ
snmp-server enable traps docsis-cm [bpi| bpkm| dccack| dccreq| dccrsp| dhcp| dsack| dsreq| dsrsp|
dynsa| swupcvc| swupfail| swupinit| swupsucc| tlv]
no snmp-server enable traps docsis-cm [bpi| bpkm| dccack| dccreq| dccrsp| dhcp| dsack| dsreq| dsrsp|
dynsa| swupcvc| swupfail| swupinit| swupsucc| tlv]
___________________
構文の説明

bpi

（任意）ベースライン プライバシー インター
フェイス（BPI）初期化失敗トラップを有効に
します。

bpkm

（任意）ベースライン プライバシー キー管理
（BPKM）初期化失敗トラップを有効にします。

dccack

（任意）Dynamic Channel Change
Acknowledgement 失敗トラップを有効にします。

dccreq

（任意）Dynamic Channel Change Request 失敗ト
ラップを有効にします。

dccrsp

（任意）Dynamic Channel Change Response 失敗
トラップを有効にします。

dhcp

（任意）DHCP 失敗トラップを有効にします。

dsack

（任意）Dynamic Service Acknowledgement 失敗
トラップを有効にします。

dsreq

（任意）Dynamic Service Request 失敗トラップ
を有効にします。

dsrsp

（任意）Dynamic Service Response 失敗トラップ
を有効にします。

dynsa

（任意）Dynamic SA 失敗トラップを有効にし
ます。
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___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

swupcvc

（任意）セキュア ソフトウェア アップグレー
ド コード検証証明書（CVC）失敗トラップを有
効にします。

swupfail

（任意）セキュア ソフトウェア アップグレー
ド失敗トラップを有効にします。

swupinit

（任意）セキュア ソフトウェア アップグレー
ド初期化失敗トラップを有効にします。

swupsucc

（任意）セキュア ソフトウェア アップグレー
ド成功トラップを有効にします。

tlv

（任意）不明なタイプ/長さ/値（TLV）トラッ
プを有効にします。

トラップは有効になりません。どのオプションも指定されていない場合、すべての DOCSIS 関連
トラップが有効になります。

グローバル コンフィギュレーション

リリース

変更内容

12.2(15)CZ

このコマンドが Cisco uBR905 および Cisco uBR925 ケーブル アクセス
ルータ、および Cisco CVA122 ケーブル音声アダプタに導入されまし
た。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、DOCSIS 関連イベントの発生時に SNMP トラップを送信できるようにします。
一度に複数のトラップを有効にできます。

（注）

トラップについては「DOCS-CABLE-DEVICE-TRAP-MIB」で説明します。この MIB は、RFC
2669 で定義されている CABLE DEVICE MIB の拡張です。
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___________________
例

次に、BPI+ とセキュア ソフトウェア ダウンロード トラップを有効にする例を示します。
Router# config terminal
Router(config)# snmp-server enable traps docsis-cm bpi bpkm swupcvc swupfail swupinit
swupsucc
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showsnmp

SNMP 通信のステータスを確認します。

snmp-servermanager

SNMP マネージャ プロセスを開始します。
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snmp-server enable traps docsis-cmts
DOCSIS 関連イベントに対して Simple Network Management Protocol（SNMP）トラップを有効にす
るには、グローバル コンフィギュレーション モードで snmp-serverenabletrapsdocsis-cmts コマン
ドを使用します。このトラップの送信を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
snmp-server enable traps docsis-cmts [ docsis-events ]
no snmp-server enable traps docsis-cmts [ docsis-events ]
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___________________
構文の説明

docsis-events

次に示す DOCSIS イベント タイプを 1 つ以上指
定します。
• bpi：BPI 初期化失敗イベントに対応する
トラップを有効にします。
• bpkm：BPKM 失敗イベントに対応するト
ラップを有効にします。
• dccack：Dynamic Channel Change
Acknowledgement（DCC-ACK）要求の失敗
に対応するトラップを有効にします。
• dccreq：Dynamic Channel Change Request
（DCC-REQ）要求の失敗に対応するトラッ
プを有効にします。
• dccrsp：Dynamic Channel Change Response
（DCC-RSP）要求の失敗に対応するトラッ
プを有効にします。
• dsac：Dynamic Service Acknowledgement
（DSx-ACK）要求の失敗に対応するトラッ
プを有効にします。
• dsreq：Dynamic Service Request
（DSx-REQ）要求の失敗に対応するトラッ
プを有効にします。
• dsrsp：Dynamic Service Response
（DSx-RSP）要求の失敗に対応するトラッ
プを有効にします。
• dynsa：Dynamic Service Addition
（DSA-ACK）要求の失敗に対応するトラッ
プを有効にします。
• regack：Registration Acknowledgement
（REG-ACK）要求の失敗に対応するトラッ
プを有効にします。
• regreq：Registration Request（REG-REQ）
要求の失敗に対応するトラップを有効にし
ます。
• regrsp：Registration Response（REG-RSP）
要求の失敗に対応するトラップを有効にし
ます。
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___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

DOCSIS 関連イベントに対応する SNMP トラップは有効になっていません。オプションを指定せ
ずに snmp-serverenabletrapsdocsis-cmts コマンドを実行すると、DOCSIS 関連トラップがすべて有
効になります。

グローバル コンフィギュレーション

リリース

変更内容

12.1(7)CX1、12.2(4)BC1

このコマンドが DOCS-CABLE-DEVICE-TRAP-MIB MIB と共に
導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは DOCS-CABLE-DEVICE-TRAP-MIB MIB に定義されているトラップを有効にしま
す。
CMTS の動作に影響するその他の SNMP コマンドについては、『Cisco IOS Configuration Fundamentals
Command Reference Guide』を参照してください。
___________________
例

次に、CMTS での DOCSIS 登録関連イベントの失敗に対応するトラップを有効にする例を示しま
す。
router(config)# snmp-server enable traps docsis-cmts reqack reqreq regrsp
router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

snmp-server enable traps cable

ケーブル関連イベントに対応するトラップを有
効にします。
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snmp-server enable traps docsis-resil

snmp-server enable traps docsis-resil
Cisco CMTS でワイドバンド レジリエンシー固有のイベントに対応する Simple Network Management
Protocol（SNMP）トラップを有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで
snmp-serverenabletrapsdocsis-resil コマンドを使用します。SNMP トラップを無効にするには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
snmp-server enable traps docsis-resil [ resil-events ]
no snmp-server enable traps docsis-resil [ resil-events ]
___________________
構文の説明

resil -events

次に示すワイドバンド レジリエンシー固有のイ
ベント タイプを 1 つ以上指定します。
• cm-pmode：ワイドバンド レジリエンシー
ケーブル モデム パーシャル サービス ト
ラップを有効にします。
• cm-recover：ワイドバンド レジリエンシー
ケーブル モデム フル サービス トラップを
有効にします。
• event：ワイドバンド レジリエンシー イベ
ント トラップを有効にします。
• rf-down：ワイドバンド レジリエンシー RF
チャネル ダウン ステータス トラップを有
効にします。
• rf-up：ワイドバンド レジリエンシー RF
チャネル アップ ステータス トラップを有
効にします。

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード

ワイドバンド レジリエンシー固有のイベントに対応する SNMP トラップが有効にされていませ
ん。オプションを指定せずに snmp-serverenabletrapsdocsis-resil コマンドを実行すると、すべての
ワイドバンド レジリエンシー固有トラップが有効になります。

グローバル コンフィギュレーション（config）
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snmp-server enable traps docsis-resil

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、CISCO-DOCS-EXT-MIB.my MIB で定義されているトラップを有効にします。
Cisco CMTS の動作に影響するその他の SNMP コマンドについては、『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference Guide』を参照してください。
___________________
例

次に、Cisco CMTS で RF チャネルの論理ステータスが DOWN に変化したときにトラップを有効
にする例を示します。
router(config)# snmp-server enable traps docsis-resil rf-down
router(config)#

関連機能
snmp-serverenabletrapsdocsis-resil コマンドはワイドバンド モデム レジリエンシー機能に関連付
けられています。
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableresiliencytraps-interval

Cisco CMTS の各ケーブル モデムのワイドバン
ド レジリエンシー関連イベントに対応するト
ラップの送信間隔を設定します。

showcablemodemresiliency

Cisco CMTS ルータでレジリエンシー モードの
ケーブル モデムのレジリエンシー ステータス
を表示します。

snmp-serverenabletrapscable

Cisco CMTS でケーブル関連イベントに対応す
るトラップを有効にします。
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snmp-server host traps docsis-resil
Cisco CMTS で特定の Simple Network Management Protocol（SNMP）ホストへのワイドバンド レジ
リエンシー トラップ通知を有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで
snmp-serverhosttraps-->docsis-resil コマンドを使用します。特定の SNMP ホストへのワイドバン
ド レジリエンシー トラップ通知を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
snmp-server host ipaddr traps string docsis-resil
no snmp-server host ipaddr traps string
___________________
構文の説明

ipaddr

SNMP 通知ホストの IPv4 または IPv6 アドレス。

string

SNMPv1 コミュニティ ストリング、SNMPv2c
コミュニティ ストリング、または SNMPv3 ユー
ザ名。

___________________
コマンド デフォルト

ワイドバンド レジリエンシー トラップ通知は SNMP ホストに送信されません。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG2

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、特定の SNMP ホストへのワイドバンド レジリエンシー トラップの送信を開始
または停止するために使用します。
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___________________
例

次に、SNMP ホストへのワイドバンド レジリエンシー トラップ通知の送信を有効にする例を示し
ます。
Router# configure terminal
Router(config)# snmp-server host 172.17.2.0 traps snmphost01 docsis-resil

関連機能
snmp-serverhosttrapsdocsis-resil コマンドはワイドバンド モデム レジリエンシー機能に関連付け
られています。
___________________
関連コマンド

cable resiliency traps-interval

Cisco CMTS の各ケーブル モデムのワイドバン
ド レジリエンシー関連イベントに対応するト
ラップの送信間隔を設定します。

showcablemodemresiliency

Cisco CMTS ルータでレジリエンシー モードの
ケーブル モデムのレジリエンシー ステータス
を表示します。

snmp-serverenabletrapsdocsis-resil

Cisco CMTS でワイドバンド レジリエンシー固
有のイベントに対応する SNMP ワイドバンド
レジリエンシー トラップを有効にします。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
3098
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spectrum-inversion

spectrum-inversion
特定の QAM プロファイルのスペクトル反転を有効または無効にするには、QAM プロファイル コ
ンフィギュレーション モードで spectrum-inversion コマンドを使用します。
spectrum-inversion {off| on}
___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

QAM プロファイル コンフィギュレーション（config-qam-prof）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで導入されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、特定の QAM プロファイルのスペクトル反転を有効または無効にするために使
用します。
___________________
例

次に、特定の QAM プロファイルに対してスペクトル反転を有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable downstream qam-profile 4
Router(config-qam-prof)# spectrum-inversion on

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamqam-profile

ケーブル インターフェイス ライン カードの
QAM プロファイルを設定します。

interleaver-depth

インターリーブ深度を設定します。

modulation

QAM 変調フォーマットを設定します。

annex

MPEG フレーミング形式を設定します。

symbol-rate

シンボル レートを設定します。
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switchover pxf restart
指定された期間内での最大許容 PXF クラッシュ回数を設定するには、冗長コンフィギュレーショ
ン（main-cpu）モードで switchoverpxfrestart コマンドを使用します。ルータをデフォルト値にリ
セットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
switchover pxf restart number-of-crashes time-period
no switchover pxf restart
___________________
構文の説明

number-of-crashes

指定した期間内に許容される PXF クラッシュの
最大数。指定した期間内に PXF プロセッサ ク
ラッシュ回数がこの数に達すると、ルータは冗
長PRE1モジュールにスイッチオーバーします。
有効範囲は 1 ～ 25、デフォルトは 2 です。

time-period

PXF クラッシュがモニタされる期間（時間単
位）。有効範囲は 0 ～ 120 時間、デフォルトは
5 です。

___________________
コマンド デフォルト

5 時間以内に 2 回の PXF クラッシュが許容されます（switchoverpxfrestart25）。

___________________
コマンド モード

冗長コンフィギュレーション、main-cpu モード

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン PRE1 モジュールに搭載されている PXF プロセッサは、クラッシュが発生すると自動的に再起動
します。時々発生するクラッシュは想定内ですが、クラッシュが繰り返し発生する場合はハード
ウェアの問題が発生している可能性があります。
switchoverpxfrestart コマンドは、指定期間内に許容される PXF プロセッサ クラッシュの最大回
数を指定します。クラッシュ回数がこの値を超えると、ルータは冗長 PRE1 モジュールにスイッ
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switchover pxf restart

チオーバーします。PXF プロセッサのクラッシュ回数がこの値に達すると、ルータはハードウェ
アに問題があると認識し、冗長 PRE1 モジュールへのスイッチオーバーを開始します。

（注）

___________________
例

PXF が繰り返しクラッシュするためにスイッチオーバーが発生すると、ルータは
「C10KEVENTMGR-3-PXF_FAIL_SWITCHOVER: Multiple PXF failures, switchover to redundant
PRE initiated.」というシステム メッセージを表示します。

次に、1 時間以内に PXF クラッシュが 5 回発生するとルータが冗長 PRE1 モジュールへのスイッ
チオーバーを開始するようにルータを設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# redundancy
Router(config-r)# main-cpu
Router(config-r-mc)# switchover pxf restart 5 1
Router(config-r-mc)# exit
Router(config-f)# exit
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

main-cpu

メイン CPU 冗長コンフィギュレーション モー
ドを開始します。これで、アクティブおよびス
タンバイ Performance Routing Engine（PRE1）モ
ジュールの同期を設定できます。

redundancy

アクティブおよびスタンバイ PRE1 モジュール
間のシステム ファイルの同期を設定します。

redundancy force-failover main-cpu

アクティブおよびスタンバイ PRE1 モジュール
間の手動スイッチオーバーを強制的に実行しま
す。
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switchover timeout
PRE1 モジュールのスイッチオーバー タイムアウト期間を設定するには、冗長コンフィギュレー
ション（main-cpu）モードで switchovertimeout コマンドを使用します。タイムアウト期間をデフォ
ルト値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
switchover timeout timeout-period
no switchover timeout
___________________
構文の説明

timeout-period

タイムアウトをミリ秒単位で指定します。指定
できる範囲は 0～25000 ミリ秒（25 秒）です。
0はタイムアウト期間がないことを指定します。

___________________
コマンド デフォルト

0

___________________
コマンド モード

冗長コンフィギュレーション、main-cpu モード

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(11)BC3

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン switchovertimeout コマンドは、スタンバイ PRE モジュールがアクティブ PRE モジュールからの
ハートビートを検出できない場合に待機する必要がある期間を指定します。待機期間がこの期間
を超えると、スイッチオーバーが開始され、スタンバイ PREモジュールがアクティブ PREモジュー
ルの役割を代行します。0 に設定すると、アクティブ PRE モジュールがスケジュールされている
ハートビートを送信できなくなると即時にスタンバイ PRE モジュールがスイッチオーバーを開始
します。
___________________
例

次に、タイムアウト期間を 60 ミリ秒に設定する例を示します。
Router# config t
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switchover timeout

Router(config)# redundancy
Router(config-r)# main-cpu
Router(config-r-mc)# switchover timeout 60
Router(config-r-mc)# exit
Router(config-f)# exit
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

main-cpu

メイン CPU 冗長コンフィギュレーション モー
ドを開始します。これで、アクティブおよびス
タンバイ Performance Routing Engine（PRE1）モ
ジュールの同期を設定できます。

redundancy

アクティブおよびスタンバイ PRE1 モジュール
間のシステム ファイルの同期を設定します。

redundancyforce-failovermain-cpu

アクティブおよびスタンバイ PRE1 モジュール
間の手動スイッチオーバーを強制的に実行しま
す。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
3104

ケーブル コマンド：snmp ～ w
symbol-rate

symbol-rate
特定の QAM プロファイルのシンボル レートを設定するには、QAM プロファイル コンフィギュ
レーション モードで symbol-rate コマンドを使用します。
symbol-rate symbol-rate
___________________
構文の説明

symbol-rate

シンボル レート値をキロ シンボル/秒で指定し
ます。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

QAM プロファイル コンフィギュレーション（config-qam-prof）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで導入されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、特定の QAM プロファイルのシンボル レートを設定するために使用します。
___________________
例

次に、特定の QAM プロファイルのシンボル レートを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable downstream qam-profile 4
Router(config-qam-prof)# symbol-rate 5361

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cabledownstreamqam-profile

ケーブル インターフェイス ライン カードの
QAM プロファイルを設定します。

interleaver-depth

インターリーブ深度を設定します。
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symbol-rate

コマンド

説明

modulation

QAM 変調フォーマットを設定します。

spectrum-inversion

スペクトル反転をオンまたはオフに設定しま
す。

annex

MPEG フレーミング形式を設定します。
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tag

tag
制限付きロード バランシング グループ（RLBG）にタグを追加するには、config-lb-group コンフィ
ギュレーション モードで tag コマンドを使用します。タグを削除するには、このコマンドの no 形
式を使用します。
tag tag-name
no tag tag-name
___________________
構文の説明

tag-name

ロード バランシング グループに対して作成お
よび設定されたタグの名前。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

DOCSIS ロード バランシング グループ モード（config-lb-group）。

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン tag コマンドは、CMTS で DOCSIS ロード バランシング グループに対して cabletag コマンドを使
用してタグがすでに作成されている場合にのみ、そのタグを RLBG に追加します。
___________________
例

次に、tag コマンドを使用してタグを RLBG に追加する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
Router(config-lb-group)# restricted
Router(config-lb-group)# tag CSCO
Router(config-lb-group)#

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
3107

ケーブル コマンド：snmp ～ w
tag

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS で DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータでのロード バランシング処理に関するリ
アルタイムの設定情報、統計情報、および運用
情報を表示します。

cable tag

CMTS で DOCSIS ロード バランシング グルー
プのタグを設定します。
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test cable dcc（Dynamic Channel Change のサポート）
指定するケーブル モデムまたはケーブル モデム グループを別のチャネルに移動する場合、また
は Cisco CMTS でのロード バランシングのための Dynamic Channel Change（DCC）をテストする
場合には、特権 EXEC モードで次のコマンドを使用します。
testcabledcc {source-interface [cableslot/subslot/cable-interface-index|
integrated-cableslot/subslot/cable-interface-index | modular-cableslot/subslot/cable-interface-index] | sid |
ip-addr | mac-addr|frequencyfrequency} {destination-interface [cableslot/subslot/cable-interface-index|
integrated-cableslot/subslot/cable-interface-index | modular-cableslot/subslot/cable-interface-index]
upstream-port} {init-tech | force | tlv}
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ
test cable dcc { source-interface [ integrated-cable slot/subslot/cable-interface-index | ip-addr | mac-addr
} {destination-interface [ integrated-cable slot/subslot/cable-interface-index] upstream-port} {init-tech}
___________________
構文の説明

source-interface

ケーブル モデムの送信元インターフェイス。次
のオプションのいずれかを使用します。
• （Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータは適用外）cable：DCC ト
ランザクションの送信元ダウンストリーム
インターフェイスの名前を指定します。
• （Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータ）integrated-cable：ケー
ブル モデムが属している統合ケーブル イ
ンターフェイスの名前を指定します。
• （Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータは適用外）modular-cable：
ケーブルモデムが属しているモジュラケー
ブル インターフェイスの名前を指定しま
す。
• slot/subslot/cable-interface-index：ケーブル
モデムに割り当てられているスロット、サ
ブスロット、およびダウンストリーム コ
ントローラ番号。

sid

（任意）このインターフェイスのケーブル モデ
ムのプライマリ サービス ID（sid）値を指定し
ます。
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ip-addr

DCC テストのために移動するケーブル モデム
の IP アドレスを指定します。

mac-addr

DCC テストのために移動するケーブル モデム
の MAC アドレスを指定します。

frequencyfrequency

DCC ダウンストリーム周波数パラメータを指定
します。
（Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータは適用外）frequency：新しいダウン
ストリーム周波数（Hz 単位）。有効な範囲は
55000000 ～ 1050000000 Hz です。

destination-interface

ケーブル モデムの宛先インターフェイス。次の
オプションのいずれかを使用します。
• cable：ケーブルモデムの移動先のターゲッ
トまたは宛先ダウンストリーム インター
フェイスの名前を指定します。
• integrated-cable：ケーブル モデムの移動
先の統合ケーブル インターフェイスの名
前を指定します。
• modular-cable：ケーブル モデムの移動先
のモジュラ ケーブル インターフェイスの
名前を指定します。
• slot/subslot/cable-interface-index：ケーブル
モデムに割り当てられているスロット、サ
ブスロット、およびダウンストリーム コ
ントローラ番号。

upstream-port

宛先インターフェイスのアップストリーム ポー
トを指定します。

init-tech

（任意）DOCSIS 3.0 GLBG DCC 初期化方式。
有効な範囲は 1 ～ 4 です。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの場合、有効な範囲は 0 ～ 4 です。
（注）

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
3110

init-tech を指定しない場合、値は 0 と
して扱われます。
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force

（任意）（Cisco cBR シリーズ ルータは対象外）
指定するダウンストリーム インターフェイスま
たはアップストリーム チャネルへ強制的に移動
するターゲット モデムまたはモデム グループ。
（注）

（注）

tlv

（任意）（Cisco uBR シリーズ ルータは対象外）
DCC 要求メッセージのタイプ/長さ/値（TLV）
を指定します。これは HEX データとして表さ
れます。
（注）

___________________
コマンド デフォルト

テスト機能はデフォルトでは無効です。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

このオプションは、init-tech が 0 に設
定されている場合にのみ使用可能で
あり、Internet Group Management
Protocol（IGMP）または Resource
Reservation Protocol（RSVP）が設定さ
れているケーブル モデムを移動する
ために使用されます。
tlv オプションを使用する場合には、
このオプションは使用できません。

tlv オプションを使用する場合、force
オプションは使用できません。

リリース

変更内容

12.3(17a)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータと Cisco uBR7246VXR ルータに
導入されました。それぞれのルータには、対応するブロードバンド プ
ロセッシング エンジン（BPE）またはケーブル インターフェイス ラ
イン カードが搭載されています。

12.2(33)SCF2

force 引数が導入されました。

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タに実装されました。

次に、testcabledcc コマンドを使用した DCC の検証の例を示します。
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次に、MAC アドレス、IP アドレス、または送信元インターフェイスのプライマリ SID 値によっ
て指定されるターゲット ケーブル モデムを、DCC 初期化方式 0 を使用して周波数が指定されて
いるターゲット ダウンストリームに移動する例を示します。
Router# test cable dcc [<mac-addr>|<ip-addr>|<cable-if-src><sid>] frequency <freq-value>
Frequency-value: <55000000-858000000> New Downstream Frequency in HZ.

次に、MAC アドレス、IP アドレス、または送信元インターフェイスのプライマリ SID 値によっ
て指定されるターゲット ケーブル モデムを、HEX データとして指定されている DCC-REQ TLV
を使用してターゲットダウンストリームのアップストリームチャネルに移動する例を示します。
Router# test cable dcc [<mac-addr>|<ip-addr>|<cable-if-src><sid>] TLV<Hex-data>

次に、送信元インターフェイスのすべてのケーブル モデムを、DCC 初期化方式 0 を使用して周波
数が指定されているターゲット ダウンストリームに移動する例を示します。
Router# test cable dcc <cable-if-src> frequency<frequency-value>
Frequency-value: <55000000-858000000> New Downstream Frequency in HZ.

次に、init-tec を 0 に設定して、ケーブル モデムをモジュラ ケーブル インターフェイス 7/0/0:2 に
強制的に移動する例を示します。
Router# test cable dcc 0023.4ed0.db25 modular-Cable 7/0/0:0 0 0 force
Router# show cable modem 0023.4ed0.db25
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
Time source is hardware calendar, *10:00:48.167 SGT Wed Nov 16 2011
MAC Address

IP Address

0023.4ed0.db25 30.11.2.118

I/F
C7/0/0/U0

MAC
State
offline

D
Prim RxPwr Timing Num I
Sid (dBmv) Offset CPE P
19
0.50
1862
0
N

次に、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータで testcabledcc コマンドを使用す
る例を示します。
Router# test cable dcc 0025.2e2d.77c8 integrated-Cable 3/0/0:0 1 0
Router# show cable modem 0025.2e2d.77c8
DMAC Address IP Address I/F MAC Prim RxPwr Timing Num I
State Sid (dBmv) Offset CPE P
0025.2e2d.77c8 100.1.0.2 C3/0/0/U1 online 1 -1.00 1796 0 N
test dcc integrated-Cable 3/0/0:0 1 integrated-Cable 3/0/0:0 0 1
Router# show cable modem 0025.2e2d.77c8
MAC Address IP Address I/F MAC Prim RxPwr Timing Num I
State Sid (dBmv) Offset CPE P
0025.2e2d.77c8 100.1.0.2 C3/0/0/U0 online 1 -1.00 1796 0 N

___________________
使用上のガイドライン このコマンドには、「Load Balancing, Dynamic Channel Change, and Dynamic Bonding Change on the
Cisco CMTS Routers」で説明する制約と前提条件が適用されます。
Cisco CMTS では、tlv が HEXDATA ノードである場合 testcabledcctlv コマンドの force オプション
はサポートされません。
___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable load-balance group (Supporting Dynamic
Channel Change)

DCC を使用したロード バランシングの複数の
パラメータを設定します。
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コマンド

説明

cable load-balance group dcc-init-technique
(Supporting Dynamic Channel Change)

ロード バランシングのための Dynamic Channel
Change（DCC）の初期化手法を設定します。

cable load-balance group policy (Supporting
Dynamic Channel Change)

ロード バランシングと DCC に使用するサービ
ス フロー ポリシー タイプ（PacketCable
MultiMedia（PCMM）または Unsolicited Grant
Service（UGS））を設定します。

cable load-balance group threshold (Supporting
Dynamic Channel Change)

Dynamic Channel Change（DCC）をサポートす
る、指定したロード バランシング グループに
対応するサービス フロー タイプのしきい値レ
ベルを設定します。

show controllers cable

ロード バランシングのための Dynamic Channel
Change（DCC）の統計情報を表示します

show cable modem

登録済みケーブル モデムおよび未登録ケーブル
モデムの情報を表示します。
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test cable voice
ケーブル モデムの音声タグを手動で設定するには、特権 EXEC モードで test cable voice コマンド
を使用します。
test cable voice {mac-addr| ip-addr}
___________________
構文の説明

mac-addr

個別の CM の MAC アドレス、またはその CM
の背後にある任意の CPE デバイスまたはホスト
の MAC アドレスを指定します。

ip-addr

個別の CM の IP アドレス、またはその CM の
背後にある任意の CPE デバイスまたはホストの
IP アドレスを指定します。

___________________
コマンド デフォルト

音声タグは有効になっていません。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン test cable voice コマンドは、シスコのテクニカル サポート担当者が使用するためのものです。
___________________
例

次に、ケーブル モデムの音声タグを有効にする例を示します。
Router# test cable voice 209.165.200.225
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show cable modem voice

検出された音声対応モデムを表示します。

clear cable modem voice

ケーブル モデムで設定されている音声タグをク
リアします。
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threshold
ロード バランシングの実行条件である負荷制限を指定するには、config-lb-group コンフィギュレー
ション モードで threshold コマンドを使用します。指定する負荷制限を削除するには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
threshold{load| {minimum1 ～ 100| 1-100}| pcmm1 ～ 100| stability0 ～ 100| ugs1 ～ 100}
nothreshold{load| {minimum1 ～ 100| 1-100}| pcmm1 ～ 100| stability0 ～ 100| ugs1 ～ 100}
___________________
構文の説明

load{minimum}

インターフェイス負荷しきい値設定をパーセン
テージ値で指定します。ロード バランシングの
開始条件となるモデム/フローの差異の最小数を
1 ～ 100 の範囲内で設定することもできます。

pcmm

PCMM サービス フローしきい値をパーセンテー
ジ値として指定します。

stability

安定状態検出しきい値をパーセンテージ値とし
て指定します。

ugs

安定検出しきい値をパーセンテージ値として指
定します。

1 ～ 100

インターフェイス キャパシティのインターフェ
イス使用率しきい値（%）。
（注）

使用率方式を使用する場合、使用率
しきい値 1-100 は、インターフェイス
キャパシティに対する割合です。モ
デム方式を使用する場合、使用率し
きい値 1-100 は、2 つのインターフェ
イス間のモデム数の差異の割合です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

DOCSIS ロード バランシング グループ モード（config-lb-group）。
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___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次に、threshold コマンドを使用して DOCSIS LBG のしきい値を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
Router(config-lb-group)# threshold load minimum 10
Router(config-lb-group)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS で DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータでのロード バランシング処理に関するリ
アルタイムの設定情報、統計情報、および運用
情報を表示します。
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timestamp
タイムスタンプの生成を有効にする DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作成するには、
cable config-file コンフィギュレーション モードで timestamp コマンドを使用します。この機能を
無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
timestamp
no timestamp
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

cable config-file コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.1(2)EC1

このコマンドが導入されました。

12.2(4)BC1

リリース 12.2 BC トレインにサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 仕様では、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルでオプションのタイムスタンプが
サポートされています。このために、ファイルがCMに送信された時刻を示すフィールドがDOCSIS
コンフィギュレーション ファイルに追加されています。これにより、有効な DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルを別の CM に対して再生することで DOCSIS セキュリティを侵害しよう
とする試みが防止されます。タイムスタンプは、1900 年 1 月 1 日午前 0 時からの経過秒数として
示されます。
___________________
例

次に、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルのタイムスタンプ生成を有効にする例を示しま
す。
router(config)# cable config-file upgrade.cm
router(config-file)# timestamp
router(config-file)# exit
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router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableconfig-file

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作
成し、コンフィギュレーション ファイル モー
ドを開始します。

access-denied

ネットワークへのアクセスを無効にします。

channel-id

アップストリームチャネル ID を指定します。

cpe max

CPE 情報を指定します。

download

コンフィギュレーション ファイルのダウンロー
ド情報を指定します。

frequency

ダウンストリーム周波数を指定します。

option

config-file オプションを指定します。

privacy

ベースライン プライバシー イメージのプライ
バシー オプションを指定します。

service-class

コンフィギュレーション ファイルのサービス
クラス定義を指定します。

snmp manager

Simple Network Management Protocol（SNMP）
オプションを指定します。
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tlv
TLV タイプ タグ一致ルールを設定するには、CMTS タグ コンフィギュレーション モードで tlv コ
マンドを使用します。
tlv type value
___________________
構文の説明

type

タイプ識別子を指定します。次のいずれかを指
定できます。
• mrcs ：複数受信チャネル サポート。
• mtcs ：複数送信チャネル サポート。
• ufrs ：アップストリーム周波数範囲サポー
ト。

value

タイプ タグの 10 進数値を指定します。指定で
きる範囲は 0 ～ 255 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

CMTS タグ コンフィギュレーション モード（config-cmts-tag）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCH

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

次に、tlv コマンドの設定例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable tag 1
Router(config-cmts-tag)# tlv mrcs 3
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable tag

CMTS で DOCSIS ロード バランシング グルー
プのタグを設定します。
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tos
レイヤ 2 トンネル パケットのヘッダーでタイプ オブ サービス（ToS）バイトを設定するには、
DEPI トンネル コンフィギュレーション モードで tos コマンドを使用します。設定した ToS 値を
無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
tos value
no tos value
___________________
構文の説明

レイヤ 2 トンネル プロトコル バージョン 3
（L2TPv3）データ セッションでの IP パケット
の ToS バイト値。有効な値の範囲は 0 ～ 255 で
す。デフォルト値は 0 です

value

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

DEPI トンネル コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン tos コマンドは、レイヤ 2 トンネル パケットのヘッダーで使用されている ToS バイトの値を手動
で設定できるようにします。
___________________
例

次に、ToS 値として 100 を割り当てる例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# depi-tunnel rf6
Router(config-depi-tunnel)# tos 100
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

depi-tunnel

DEPI トンネルの名前を指定し、DEPI トンネル
コンフィギュレーション モードを開始します。
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tos（マルチキャスト QoS）
マルチキャスト QoS グループ内で、タイプ オブ サービス（ToS）の低位バイト、高位バイト、お
よびマスクの値を設定するには、マルチキャスト QoS コンフィギュレーション モードで tos コマ
ンドを使用します。このタイプ オブ サービスを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用
します。
tos low-byte high-byte mask
no tos low-byte high-byte mask
___________________
構文の説明

low-byte

マルチキャスト QoS グループの最小 ToS デー
タ バイトを指定します。有効な指定範囲は 0 ～
255 です。

high-byte

マルチキャスト QoS グループの最大 ToS デー
タ バイトを指定します。有効な指定範囲は 0 ～
255 です。

mask

マルチキャスト QoS グループの ToS マスクを
指定します。有効な指定範囲は 0 ～ 255 です。

___________________
コマンド デフォルト

特定のマルチキャスト QoS グループに対して ToS パラメータは定義されません。

___________________
コマンド モード

マルチキャスト QoS コンフィギュレーション（config-mqos）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバ
ンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン IP ヘッダーの ToS バイトの 3 つの precedence ビットは、各パケットのサービス割り当てクラスを
指定します。ToS フィールドで precedence ビットが設定されているパケットには、高いプライオ
リティが指定されます。
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___________________
例

次に、tos コマンドを使用して、低い ToS レート、高い ToS レート、およびマスク値を定義する
例を示します。
Router(config)# cable multicast qos group 20 priority 55 global
Router(config-mqos)# tos 1 6 15

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemulticastqosgroup

ケーブル マルチキャスト QoS グループを指定
および設定します。

showinterfacebundlemulticast-sessions

特定の仮想ケーブル バンドルのマルチキャスト
セッション情報を表示します。

showinterfacecablemulticast-sessions

特定のケーブル インターフェイスのマルチキャ
スト セッション情報を表示します。
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upgrade fpd auto

upgrade fpd auto
Cisco cBR-8 ルータで Field Programmable Device（FPD）イメージの自動アップグレードを有効に
するには、特権 EXEC モードで upgradefpdauto コマンドを使用します。
upgrade fpd auto
no upgrade fpd auto
___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは FPD 自動アップグレードは有効になっています。

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータで導入されました。このコマンドは upgradefpgaauto-upgrade
コマンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン FPD 自動アップグレード機能により、Cisco cBR-8 ルータでの FPD イメージの自動アップグレー
ドが有効になります。FPD 自動アップグレードを無効にするには、noupgradefpdauto コマンドを
使用します。
___________________
例

次に、Cisco cBR-8 ルータで FPD ファームウェアの自動アップグレードを有効にする例を示しま
す。
Router# upgrade fpd auto

次に、Cisco cBR-8 ルータで FPD ファームウェアの自動アップグレードを無効にする例を示しま
す。
Router# no upgrade fpd auto

次に、FPD のバージョンを表示する例を示します。
Router# show upgrade fpd table
Field Programmable Devices (FPD) Bundle Information Table:
==========================================================
For IOS version 15.5(20150412:160914)
Entry #1: RF Switch PIC (0xB86), Minimal H/W Version: 0.0
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upgrade fpd auto

FPD ID FPD Name Min. Req. Version
------ ------------------------ ----------------34 CBR RFSW PIC 7.35
Entry #2: RF Switch PIC (0xB87), Minimal H/W Version: 0.0
FPD ID FPD Name Min. Req. Version
------ ------------------------ ----------------35 CBR STEALTHSTAR 7.13
Entry #3: 8x10GE Supervisor PIC (0xB82), Minimal H/W Version: 0.0
FPD ID FPD Name Min. Req. Version
------ ------------------------ ----------------36 CBR SUP PIC 0.130

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

upgradefpdfile

Cisco uBR10012 ルータで PRE4 モジュールの
FPD をアップグレードします。
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upgrade fpd file

upgrade fpd file
Cisco cBR-8 ルータで Field Programmable Device（FPD）イメージをアップグレードするには、特
権 EXEC モードで upgradefpdfile コマンドを使用します。
upgrade hw-module subslot slot/subslot fpd bundled
___________________
構文の説明

slot

SIP が装着されているスロット。Cisco cBR-8
ルータでは、スロット 0 ～ 9 を SIP に使用でき
ます。

subslot

ワイドバンド SIP が装着されているサブスロッ
ト。Cisco cBR-8 ルータでは、サブスロット 1
が常に指定されます。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、FPD は無効になっています。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータで導入されました。このコマンドは upgradefpgafile コマンド
を置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン Cisco cBR-8 ルータで FPD イメージをアップグレードするには、このコマンドを使用します。
___________________
例

次に、Cisco cBR-8 ルータで FPD をアップグレードする例を示します。
Router# upgrade hw-module subslot 4/1 fpd bundled
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upgrade fpd file

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

showupgradefpdprogress

進行中の FPD イメージ アップグレードを表示
します。
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upgrade fpga auto-upgrade

upgrade fpga auto-upgrade
Cisco uBR10012 ルータで PRE4 モジュールのファームウェア Field Programmable Gate Array（FPGA）
の自動アップグレードを実行するには、特権 EXEC モードで upgradefpgaauto-upgrade コマンド
を使用します。
upgrade fpga auto-upgrade {debug-off| debug-on| disable| enable| show}
___________________
構文の説明

debug-off

PRE 4 モジュールのファームウェア FPGA 自動
アップグレードのデバッグをオフにします。

debug-on

PRE 4 モジュールのファームウェア FPGA 自動
アップグレードのデバッグをオンにします。

disable

FPGA の自動アップグレードを無効にします。

enable

FPGA の自動アップグレードを有効にします。

show

Cisco uBR10012 ルータでの FPGA アップグレー
ドの情報を表示します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは FPGA 自動アップグレードは有効になっています。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCG

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで upgradefpdauto コマンドに置き換わりました。

___________________
使用上のガイドライン FPGA 自動アップグレード機能により、Cisco uBR10012 ルータでの PRE4 モジュールの FPGA イ
メージの自動アップグレードが有効になります。FPGA 自動アップグレードを無効にするには、
upgradefpgaauto-upgradedisable コマンドを使用します。
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upgrade fpga auto-upgrade

___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータで FPGA デバッグを有効にする例を示します。
Router# upgrade fpga auto-upgrade debug-on
Router#

次に、Cisco uBR10012 ルータで FPGA ファームウェアの自動アップグレードを無効にする例を示
します。
Router# upgrade fpga auto-upgrade disable

次に、FPGA バージョン（PRE4 モジュールのフラッシュ内の FPGA）を表示する例を示します。
Router# upgrade fpga auto-upgrade show
Alternative IOFPGA Running, version - 0x05111800
Default IOFPGA version - 0x00000000
Alternative IOFPGA version - 0x00000000
Bundle IOFPGA version - 0x0A0A0D01
IOFPGA auto-upgrade enabled - No
IOFPGA auto-upgrade debug - No
IOFPGA auto-upgrade test mode - (Default IOFPGA:flash image verify error)

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
表 266：upgrade fpga auto-upgrade show のフィールドの説明

フィールド

説明

Alternative IOFPGA Running, version

実行中の代替 IOFPGA イメージとそのバージョ
ン。

Default IOFPGA version

デフォルト IOFPGA のバージョン。

Alternative IOFPGA version

代替 IOFPGA のバージョン。

Bundled IOFPGA version

バンドル IOFPGA のバージョン。

IOFPGA auto-upgrade enabled

IOFPGA の自動アップグレードが有効になって
います。

IOFPGA auto-upgrade debug

IOFPGA のデバッグがオンになっています。

IOFPGA auto-upgrade test mode

IOFPGA テスト モードがオンになっています。

関連機能
upgradefpgaauto-upgrade コマンドは、Cisco uBR10012 ルータで PRE4 モジュールの FPGA を自動
アップグレードするために使用します。
• Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Performance Routing Engine Module
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upgrade fpga auto-upgrade

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

upgradefpgafile

Cisco uBR10012 ルータで PRE4 モジュールの
FPGA をアップグレードします。
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upgrade fpga file

upgrade fpga file
Cisco uBR10012 ルータで Performance Routing Engine 4（PRE4）モジュールの Field Programmable
Gate Array（FPGA）イメージをアップグレードするには、特権 EXEC モードで upgradefpgafile コ
マンドを使用します。
upgrade fpga {alt| def} file{url| version}
___________________
構文の説明

alt

代替 IOFPGA バージョンを指定します。

def

デフォルト IOFPGA バージョンを指定します。

url

IOFPGA ファイルの URL。

version

IOFPGA ファイルのバージョン。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトでは、FPGA は無効になっています。

___________________
コマンド モード

特権 EXEC（#）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCB

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCG

このコマンドが変更されました。引数 version がコマンドに追加さ
れました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで upgradefpdfile コマンドに置き換わりました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco uBR10012 ルータで PRE4 モジュールの FPGA イメージをアップグレード
するために使用します。
Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG では、PRE4 モジュールを手動でアップグレードするには IOFPGA
ファイルのバージョンを指定する必要があります。
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upgrade fpga file

PRE4 VE ボードを使用しており Cisco IOS リリース 12.2(33)SCG を実行している場合、PRE4 モ
ジュールをアップグレードするには upgradefpga{alt|def}-->file{url} コマンドを使用します。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータで FPGA をアップグレードする例を示します。
Router# upgrade fpga alt file disk0:pre4_iofpga.bin 0x0A0A0D01

関連機能
upgradefpgafile コマンドは、Cisco uBR10012 ルータで PRE4 モジュールの FPGA を手動でアップ
グレードするために使用します。詳細については、次のサイトを参照してください。
• Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Performance Routing Engine Module

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

upgradefpgaauto-upgrade

Cisco uBR10012 ルータで PRE4 モジュールの
IOFPGA の自動アップグレードを実行します。
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upstream

upstream
アップストリーム ボンディング グループにアップストリーム チャネルを追加するには、アップ
ストリーム ボンディング コンフィギュレーション サブモードで upstream コマンドを使用しま
す。この設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
upstream number
no upstream number
___________________
構文の説明

number

アップストリーム チャネル番号。有効な範囲は
0 ～ 7 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

アップストリーム ボンディング コンフィギュレーション サブモード（config-upstream-bonding）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 3.0 認定ケーブル モデムがアップストリーム ボンディング グループでサポートできるアッ
プストリーム チャネルの数は 4 つのみです。これらのケーブル モデムは、アップストリーム ボ
ンディング グループに追加されたアップストリーム チャネルを受け入れることができません。
___________________
例

次に、Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェイス ライン カードでアップストリーム ボ
ンディング グループにアップストリーム チャネルを追加する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface cable7/1/0
Router(config-if)# cable upstream bonding-group 20
Router(config-upstream-bonding)# upstream 0
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upstream

Router(config-upstream-bonding)# upstream 1
Router(config-upstream-bonding)# upstream 2
Router(config-upstream-bonding)# upstream 3

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableupstreambonding-group

ケーブル インターフェイスでアップストリーム
ボンディング グループを作成します。

cablefiber-node

ファイバ ノードを作成し、ケーブル ファイバ
ノード コンフィギュレーション モードを開始
します。
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upstream (config-lb-group)

upstream (config-lb-group)
DOCSIS ロード バランシング グループでアップストリーム チャネルを設定するには、config-lb-group
コンフィギュレーション モードで upstream コマンドを使用します。アップストリーム チャネル
設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
Cisco cBR シリーズ ルータ
upstream Upstream-Cable slot/card/port us-channel grouplist
no upstream Upstream-Cable slot/card/port us-channel grouplist
Cisco uBR10012 ルータ
upstream cable slot/subslot/port upstream-list
no upstream cable slot/subslot/port upstream-list
upstream
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ルータ
upstream cable slot/port upstream-list
no upstream cable slot/port upstream-list
___________________
構文の説明

cableslot/card/port

Cisco cBR シリーズ ルータの CMTS インター
フェイス スロット、サブスロット、およびポー
ト番号のパラメータを指定します。
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。0 ～ 9 の範囲で指定できます。
• card：ライン カードが装着されているサブ
スロット。使用可能なスロットは 0 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号。0 ～ 7 の範囲で指定で
きます。
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upstream (config-lb-group)

cableslot/subslot/port

Cisco uBR10002 ルータの CMTS インターフェイ
ス スロット、サブスロット、およびポート番号
のパラメータを指定します。
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。5 ～ 8 の範囲で指定できます。
• subslot：ライン カードが装着されているサ
ブスロット。使用可能なスロットは 0 また
は 1 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号。port の有効な範囲は 0
～ 4 です。

cableslot/port

Cisco uBR7246VXR または Cisco uBR7225VXR
ルータの CMTS インターフェイス スロットお
よびポート番号のパラメータを指定します。
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。
◦ Cisco uBR7225VXR ルータ：範囲は 1
～ 2 です。
◦ Cisco uBR7246VXR ルータ：範囲は 3
～ 6 です。
• port：ライン カードのダウンストリーム
コントローラ番号。port の有効な値は 0 ま
たは 1 です。

upstream-list

アップストリーム チャネル リスト。範囲は 0
～ 7 です。

grouplist

アップストリーム チャネル番号範囲の開始番
号。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

DOCSIS ロード バランシング グループ モード（config-lb-group）。
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upstream (config-lb-group)

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.2(33)SCC

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。slot/card/port 変数の有効範囲が変更さ
れました。

次に、Cisco uBR シリーズ ルータで upstream コマンドを使用して DOCSIS LBG のアップストリー
ム チャネルを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
Router(config-lb-group)# upstream cable 1/0/1 2

次に、Cisco cBR シリーズ ルータで upstream コマンドを使用して DOCSIS LBG のアップストリー
ム チャネルを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable load-balance docsis-group 1
Router(config-lb-group)# upstream Upstream-Cable 3/0/1 us-channel 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cableload-balancedocsis-group

CMTS で DOCSIS ロード バランシング グルー
プを設定します。

showcableload-balancedocsis-group

ルータでのロード バランシング処理に関するリ
アルタイムの設定情報、統計情報、および運用
情報を表示します。
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upstream cable channel

upstream cable channel
アップストリーム チャネルを設定するには、チャネル グループまたはファイバ ノード コンフィ
ギュレーション モードで upstream cable channel コマンドを使用します。この設定を無効にする
には、このコマンドの no 形式を使用します。
upstream cable slot/subslot/port channel grouplist
no upstream cable slot/subslot/port channel grouplist
___________________
構文の説明

cableslot/subslot/port ケーブル インターフェイスを指定します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン カードのシャーシ スロット番
号。有効な範囲は 5 ～ 8 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライン カードのセカンダリ スロッ
ト番号。有効な範囲は 0 ～ 1 です。
• port：ライン カードのポート番号。有効な範囲は 0 ～ 14 です。
channelgrouplist

アップストリーム チャネルのリストを指定します。
• grouplist：アップストリーム チャネル番号のリストまたは範囲。1 つ以
上のアップストリームチャネル番号、チャネル番号をハイフンで区切っ
た範囲、またはこの両方の組み合わせを値として指定できます。有効範
囲は、チャネル グループ コンフィギュレーションでは 0 ～ 7、ファイ
バ ノード コンフィギュレーションでは 0 ～ 3 です。

___________________
コマンド デフォルト

アップストリーム チャネルは設定されません。

___________________
コマンド モード

チャネル グループ コンフィギュレーション（config-ch-group）
ファイバ ノード コンフィギュレーション（config-fiber-node）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS リリース 12.2(33)CX

このコマンドが導入されました。
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upstream cable channel

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロー
ドバンド ルータではサポートされていません。

___________________
使用上のガイドライン チャネルグループのすべてのアップストリームチャネルを同一のコネクタに関連付ける必要があ
ります。
___________________
例

次に、チャネル グループのアップストリーム チャネルを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable channel-group 1
Router(config-ch-group)# upstream Cable 7/1/0 channel 0-3

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable channel-group

チャネル グループを設定します。

show cable channel-group

チャネル グループ情報を表示します。

show cable fiber-node

ファイバ ノード情報を表示します。
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upstream cable connector

upstream cable connector
ファイバ ノードのアップストリーム ケーブル コネクタを設定するには、ケーブル ファイバ ノー
ド コンフィギュレーション モードで upstreamcableconnector コマンドを使用します。この設定を
無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
Cisco uBR10012 ルータ
upstream cable slot/subslot connector port-number
no upstream cable slot/subslot connector port-number
Cisco uBR7225VXR および Cisco uBR7246VXR ルータ
upstream cable slot connector port-number
no upstream cable slot connector port-number
___________________
構文の説明

cableslot/ subslot

Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェ
イスを指定します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン
カードのシャーシ スロット番号。有効な
範囲は 5 ～ 8 です。
subslot：ケーブル インターフェイス ライン カー
ドのセカンダリ スロット番号。0 または 1 のい
ずれかの値を指定できます。

cableslot

Cisco uBR7246VXR または Cisco uBR7225VXR
ルータのケーブル インターフェイスを指定しま
す。
• slot：ライン カードが装着されているス
ロット。
◦ Cisco uBR7246VXR ルータ：有効な範
囲は 3 ～ 6 です。
◦ Cisco uBR7225VXR ルータ：有効な範
囲は 1 ～ 2 です。

connector
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ケーブル インターフェイス ライン カードの物
理アップストリーム ポート コネクタを指定し
ます。

ケーブル コマンド：snmp ～ w
upstream cable connector

port-number

ケーブル インターフェイス ラインカードの物
理ポート番号の範囲。port-number には、1 つ以
上のポート番号、ポート番号をハイフンで区
切った範囲、またはこの両方の組み合わせを指
定できます。
• Cisco uBR10012 ルータ：ポート番号の範囲
は 0 ～ 19 です。
• Cisco uBR7246VXR または Cisco
uBR7225VXR ルータ：ポート番号の範囲
は 0 ～ 7 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし

___________________
コマンド モード

ケーブル ファイバ ノード コンフィギュレーション（config-fiber-node）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

12.3(21)BC

このコマンドが Cisco uBR10012 ルータで導入されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。

12.2(33)SCC

このコマンドが、Cisco IOS リリース 12.2(33)SCC で導入されまし
た。

12.2(33)SCD

このコマンドが変更されました。Cisco uBR7246VXR ルータおよび
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

次に、ファイバ ノード 1 のアップストリーム チャネルを設定する例を示します。ポート番号（コ
ネクタ）のリストには、1 つのポート番号、ポート番号の範囲、またはこの 2 つの組み合わせが
示されることがある点に注意してください。
Router(config)# cable fiber-node 1
Router(config-fiber-node)# upstream cable 5/0 connector 0
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upstream cable connector

Router(config-fiber-node)# upstream cable 5/0 connector 1-2
Router(config-fiber-node)# upstream cable 6/0 connector 0 1-2 3

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablefiber-node

ケーブルファイバノードコンフィギュレーショ
ン モードを開始し、ファイバ ノードを設定し
ます。

cableupstreambonding-group

ケーブルインターフェイスラインカードのアッ
プストリーム ボンディング グループを作成し
ます。

description(cablefiber-node)

ファイバ ノードの説明を指定します。

downstreamcable

ファイバ ノードにプライマリ ダウンストリー
ム チャネルを割り当てます。

downstreammodular-cablerf-channel

ファイバ ノードのワイドバンド チャネルに使
用できる RF チャネルを指定します。
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upstream freq-range

upstream freq-range
Cisco CMTS ルータで、アップストリームで許容可能な周波数の範囲を設定するには、グローバル
コンフィギュレーション モードで upstreamfreq-range コマンドを使用します。北米の範囲のデ
フォルト値を復元するには、このコマンドの no 形式を使用します。
upstream freq-range [european| japanese| north american]
no upstream freq-range
___________________
構文の説明

european

EuroDOCSIS 仕様に準拠したアップストリーム
周波数範囲（5 MHz ～ 65 MHz）を受け入れる
ように Cisco CMTS ルータを設定します。

japanese

日本で使用される拡張範囲に準拠したアップス
トリーム周波数範囲（5 MHz ～ 55 MHz）を受
け入れるように Cisco CMTS ルータを設定しま
す。

northamerican

DOCSIS 仕様に準拠したアップストリーム周波
数範囲（5 MHz ～ 42 MHz）を受け入れるよう
に Cisco CMTS ルータを設定します。

___________________
コマンド デフォルト

北米（DOCSIS、5 MHz ～ 42 MHz）

___________________
コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(15)BC2

このコマンドが Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ユニバー
サル ブロードバンド ルータで導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。
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upstream freq-range

___________________
使用上のガイドライン Cisco IOS リリース 12.2(15)BC2 以降では、Cisco CMTS ルータは使用するケーブル インターフェ
イス ライン カードに応じて 3 種類の動作モードをサポートしています。各モードで許容される周
波数の範囲は次のとおりです。
• 北米 DOCSIS（Annex B）：アップストリームが使用する周波数の範囲は 5 MHz ～ 42 MHz
です。
• 欧州 EuroDOCSIS（Annex A）：アップストリームが使用する周波数の範囲は 5 MHz ～ 65
MHz です。
• 日本向け拡張範囲（Annex B）：アップストリームが使用する周波数の範囲は 5 MHz ～ 55
MHz です。
適切なアップストリーム周波数範囲をサポートするようにルータを設定するには、
upstreamfreq-range コマンドを使用します。upstreamfreq-range コマンドでルータを設定した後
では、cableupstreamfrequency コマンドは設定されている範囲内の周波数だけを受け入れます。

（注）

このコマンドは、アップストリームで設定できる周波数の範囲だけを設定します。このコマン
ドでは、DOCSIS（Annex B）または EuroDOCSIS（Annex A）処理モードに対応してアップス
トリームを設定することはできません。このためには、cabledownstreamannex インターフェ
イス コマンドを使用します。（Annex C モードはサポートされていません。）
アップストリーム チャネル周波数の許容可能な範囲は、使用するケーブル インターフェイス ラ
イン カードと Cisco IOS ソフトウェア リリースによって異なります。現在サポートされている値
については、表 2-12 を参照してください。

___________________
例

次に、EuroDOCSIS アップストリーム周波数範囲（5MHz ～ 65MHz）をサポートするように Cisco
CMTS ルータを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# upstream freq-range european
Router(config)#

次に、日本向け拡張アップストリーム周波数範囲（5MHz ～ 55 MHz）をサポートするように Cisco
CMTS ルータを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# upstream freq-range japanese
Router(config)#

次に、デフォルト設定（DOCSIS アップストリーム周波数範囲 5MHz ～ 42 MHz）に対して Cisco
CMTS ルータを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# upstream freq-range north american
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
upstream freq-range

Router(config)#

次の例に、EuroDOCSIS アップストリーム周波数範囲（5MHz ～ 65MHz）の周波数をサポートす
るように、Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インターフェイス ライン カードのケーブル インター
フェイスとアップストリームを設定するために必要なすべてのコマンドを示します。
Router# configure terminal
Router(config)# upstream freq-range european
Router(config)# interface 3/0
Router(config-if)# cable downstream annex a
Router(config-if)# cable upstream 0 frequency 62500000
Router(config-if)#

___________________
関連コマンド

Command

Description

cablespectrum-group(globalconfiguration)

1 つ以上のアップストリーム周波数が含まれて
いるスペクトル グループを作成します。

cableupstreamfrequency

アップストリーム ポートのアップストリーム無
線周波数（RF）搬送波の固定周波数を設定しま
す。

showcontrollerscable

ケーブル インターフェイスに関する情報（アッ
プストリーム中心周波数を含む）を表示しま
す。
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upstream upstream-cable

upstream upstream-cable
アップストリーム ポートを設定するには、ファイバ ノード コンフィギュレーション モードで
upstream upstream-cable コマンドを使用します。この設定を無効にするには、このコマンドの no
形式を使用します。
upstream upstream-cable slot/subslot/port
no upstream upstream-cable slot/subslot/port
___________________
構文の説明

slot/subslot/port ケーブル インターフェイスを指定します。
• slot：ケーブル インターフェイス ライン カードのシャーシ スロット番号。
有効な範囲は 0 ～ 3 と 6 ～ 9 です。
• subslot：ケーブル インターフェイス ライン カードのサブスロット番号。
有効な値は 0 です。
• port：ライン カードのポート番号。有効な範囲は 0 ～ 15 です。

___________________
コマンド デフォルト

アップストリーム ポートは設定されません。

___________________
コマンド モード

ファイバ ノード コンフィギュレーション（config-fiber-node）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータで導入されました。

___________________
使用上のガイドライン ポートのすべてのアップストリームチャネルを同一のファイバノードに関連付ける必要がありま
す。
___________________
例

次に、ファイバ ノードのアップストリーム ポートを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# cable fiber-node 1
Router(config-fiber-node)# upstream Upstream-Cable 6/0/0
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upstream upstream-cable

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable fiber-node

ファイバ ノードを設定します。

show cable fiber-node

ファイバ ノード情報を表示します。
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ケーブル コマンド：snmp ～ w
us-channel channel-width

us-channel channel-width
アップストリーム チャネル設定でチャネル幅を設定するには、コントローラ コンフィギュレー
ション モードで us-channel channel-width コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
us-channel nchannel-width {first-choice-width[last-choice-width]}
no us-channel nchannel-width
___________________
構文の説明

-->n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効な範囲は 0 ～ 11 です。

first-choice-width

アップストリーム チャネル幅をヘルツ単位で指
定します。有効な値は、1600000、3200000、お
よび 6400000 です。

last-choice-width

（任意）アップストリーム チャネル幅をヘルツ
単位で指定します。有効な値は、1600000、
3200000、および 6400000 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトのチャネル幅は 1600000 Hz です。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タで導入されました。このコマンドは cable upstream channel-width
コマンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン 両方のチャネル幅値を指定すると、小さい値が last-choice-width パラメータとして、大きい値が
first-choice-width パラメータとして処理されます。チャネルでノイズが発生すると、安定したチャ
ネルを維持するため、シンボル レートが、first-choice-width 未満で、かつ last-choice-width 以上の
値に自動的にステップダウンします。
詳細については、cable upstream channel-width コマンドを参照してください。
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us-channel channel-width

___________________
例

次に、us-channel channel-width コマンドを使用したチャネル幅の設定例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller Upstream-Cable 3/0/0
Router(config-controller)# us-channel 1 channel-width 1600000
Router(config-controller)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable upstream hopping blind

Cisco uBR-MC16S および Cisco uBR-MC5X20S
ケーブル インターフェイス ライン カードで最
適周波数ホッピングを無効にします。

cable upstream minislot-size

特定のアップストリーム インターフェイスのミ
ニスロット サイズを指定します。

cable upstream modulation-profile

指定したアップストリーム チャネルの変調プロ
ファイルに指定されている変調タイプを上書き
します。

cable upstream docsis-mode

DOCSIS 1.x または DOCSIS 2.0 変調プロファイ
ルを使用するようにアップストリームを設定し
ます。
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us-channel description

us-channel description
アップストリームにラベルを割り当てるには、コントローラ コンフィギュレーション モードで
us-channel description コマンドを使用します。アップストリームからラベルを削除するには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
us-channel n description label
___________________
構文の説明

n

アップストリーム チャネル番号。Cisco cBR-8 ルータの場合、範囲は 0 ～ 11 です。

label

管理と追跡の目的でこのアップストリームを説明する 80 文字までの任意の文字列。
文字列にスペースが含まれている場合は、文字列を引用符で囲みます。

___________________
コマンド デフォルト

アップストリームに説明が割り当てられていません。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション：アップストリーム ケーブルのみ（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。このコマンドは cableupstreamdescription
コマンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン 任意のラベルをアップストリームに割り当てるには、us-channel description コマンドを使用しま
す。これらのラベルには、アップストリームを識別し、ネットワークの管理やトラブルシューティ
ングに役立つ可能性のある情報が含まれています。
___________________
例

次に、Cisco cBR-8 ルータでアップストリーム ケーブル 3/0/1 の最初の 2 つのアップストリームに
説明を割り当てる例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller upstream-Cable 3/0/1
Router(config-controller)# us-channel 0 description "SJ-Node1-Uupstream channel 0"
Router(config-controller)# us-channel 1 description "SJ-Node1-Upstream channel 1 (Unused)"
Router(config-controller)#
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us-channel description

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show interfaces cable

ケーブル インターフェイスの現在の設定とス
テータスを表示します。
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us-channel docsis-mode

us-channel docsis-mode
DOCSIS 変調プロファイルを使用するようにアップストリームを設定するには、コントローラ コ
ンフィギュレーション モードで us-channel docsis-mode コマンドを使用します。デフォルト値に
戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
us-channel ndocsis-mode {atdma| tdma| tdma-atdma}
no us-channel ndocsis-mode {atdma| tdma| tdma-atdma}
___________________
構文の説明

-->n

アップストリーム チャネル番号。有効な範囲は
0 ～ 11 です。

atdma

DOCSIS 2.0 Advanced Time Division Multiple
Access（A-TDMA）変調プロファイルのみを使
用するようにアップストリームを設定します。

tdma

DOCSIS 1.0/DOCSIS 1.1 Time Division Multiple
Access（TDMA）変調プロファイルのみを使用
するようにアップストリームを設定します。

tdma-atdma

A-TDMA 処理と TDMA 処理の両方を使用する
ようにアップストリームを設定します（混合
モード）。

___________________
コマンド デフォルト

すべてのアップストリームは ATDMA 専用モードに設定されます。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タで導入されました。このコマンドは cable upstream docsis-mode コ
マンドを置き換えます。
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us-channel docsis-mode

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 2.0 仕様は、既存の TDMA に基づいて開発されており、アップストリーム帯域幅を増加
する拡張変調プロファイルをサポートします。A-TDMA プロファイルは、最大 64 QAM までのよ
り高い QAM レートと、最大 6.4 MHz（5.12 Msymbol）までのより広いチャネル幅をサポートして
います。
詳細については、cable upstream docsis-mode コマンドを参照してください。
___________________
例

次に、us-channel docsis-mode コマンドを使用して DOCSIS TDMA モードを使用するようにアッ
プストリームを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller Upstream-Cable 3/0/0
Router(config-controller)# us-channel 1 docsis-mode tdma

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable modulation-profile

ルータで使用する変調プロファイルを定義しま
す。

cable modulation-profile global-scheme

ルータで使用するグローバル変調プロファイル
を定義します。

cable upstream channel-width

アップストリーム ポートのアップストリーム
チャネル幅を指定します。

cable upstream equalization-coefficient

アップストリームで DOCSIS 1.1 プレイコライ
ゼーション係数を使用できるようにします。

cable upstream maintain-psd

変調レートの変更後に一定のパワー スペクトル
密度を維持するには、A-TDMA 専用アップスト
リームで DOCSIS 2.0 CM が必要です。

cable upstream modulation-profile

アップストリーム ポートに 1 つまたは 2 つの変
調プロファイルを割り当てます。

show cable modulation-profile

Cisco CMTS の変調プロファイル情報を表示し
ます。

show interface cable mac-scheduler

現在のタイムスロット スケジュール状態と統計
情報を表示します。
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us-channel equalization-coefficient

us-channel equalization-coefficient
アップストリーム チャネル設定で等化係数を有効にするには、コントローラ コンフィギュレー
ション モードで us-channel equalization-coefficient コマンドを使用します。デフォルト値に戻す
には、このコマンドの no 形式を使用します。
us-channel nequalization-coefficient
no us-channel nequalization-coefficient
___________________
構文の説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。有
効な範囲は 0 ～ 11 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タで導入されました。このコマンドは cable upstream
equalization-coefficient コマンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン DOCSIS 1.1 および 2.0 の仕様では、CMTS がケーブル モデム（CM）に対して転送する DOCSIS
範囲設定応答（RNG-RSP）MAC 管理メッセージで、プレイコライゼーション係数を指定するこ
とが許可されています。これが有効な場合、CM はケーブル設備での特定の障害（チャネル内チ
ルトやグループ遅延など）の影響を緩和するために送信側等化（プレイコライゼーション）を実
行できます。
詳細については、cable upstream equalization-coefficient コマンドを参照してください。
___________________
例

次に、us-channel equalization-coefficient コマンドを使用してコントローラ コンフィギュレーショ
ン モードで等化係数を有効にする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller Upstream-Cable 3/0/0
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Router(config-controller)# us-channel 1 equalization-coefficient
Router(config-controller)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show cable modem phy

ケーブル モデムの物理レイヤ RF パラメータ
（USSNR 推定（MER）など）を表示します。

show cable modem docsis version

ケーブル モデムの DOCSIS バージョンとアップ
ストリーム DOCSIS モード（TDMA または
ATDMA）を表示します。

show cable modem [verbose]

ケーブル モデムの詳細情報を表示します。文字
列 Equalizer がある行は、モデム固有のイコライ
ザ データの説明を示します。

debug cable range

CMTS により DOCSIS RNG-RSP MAC 管理メッ
セージでケーブル モデムに送信されるイコライ
ザ係数を表示するデバッグ コマンド。

debug cable interface {interface}
{cm-mac-address}[verbose]

CMTS により DOCSIS RNG-RSP MAC 管理メッ
セージでケーブル モデムに送信されるイコライ
ザ係数を表示するデバッグ コマンド。
注意
特定のデバッグ設定では、実稼働ルー
タで膨大な量のデータが生成されるこ
とがあるため、デバッグ設定は注意し
て使用してください。CM の MAC アド
レスを指定すると、生成されるデータ
の量が大幅に削減されます。
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us-channel frequency
アップストリーム ポートのアップストリーム無線周波数（RF）搬送波の固定周波数を設定するに
は、コントローラ コンフィギュレーション モードで us-channel frequency コマンドを使用しま
す。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
us-channel nfrequency {up-freq-hz}
no us-channel nfrequency {up-freq-hz}
___________________
構文の説明

-->n

アップストリーム チャネル番号。有効な範囲は
0 ～ 11 です。

up-freq-hz

固定ヘルツ（Hz）値に設定されているアップス
トリーム中心周波数。有効な範囲は 5000000 Hz
～ 85000000 Hz です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトのアップストリーム チャネル番号は 0 です。デフォルトの周波数は 0 Hz です。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータで導入されました。このコマンドは cable upstream frequency
コマンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン RF 出力のアップストリーム チャネル周波数は、ケーブル インターフェイス ライン カードの必要
な入力周波数に準拠するように設定する必要があります。アップストリーム チャネル周波数を設
定するには、次のいずれかの操作を行います。
• 許容範囲間の固定周波数を設定し、アップストリーム ポートを有効にする。
• グローバル スペクトル グループを作成し、このグループにインターフェイスを割り当て、
アップストリーム ポートを有効にする。
詳細については、cable upstream frequency コマンドを参照してください。
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___________________
例

次に、us-channel frequency コマンドを使用してアップストリーム中心周波数を設定する例を示し
ます。
Router# configure terminal
Router(config)# controller Upstream-Cable 3/0/0
Router(config-controller)# us-channel 1 frequency 5700000

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable spectrum-group (global configuration)

1 つ以上のアップストリーム周波数が含まれて
いるスペクトル グループを作成します。

show controllers cable

ケーブル インターフェイスに関する情報（アッ
プストリーム中心周波数を含む）を表示しま
す。

upstream freq-range

Cisco CMTS ルータで、アップストリームで許
容可能な周波数の範囲を設定します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
3159

ケーブル コマンド：snmp ～ w
us-channel hop-priority

us-channel hop-priority
アップストリームでイングレス ノイズが発生したために周波数ホップが必要な場合に実行される
修正アクションの優先度を設定するには、コントローラコンフィギュレーションモードでus-channel
hop コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
us-channel nhop-priority frequency modulation channel-width
us-channel nhop-priority modulation frequency channel-width
us-channel nhop-priority frequency channel-width modulation
___________________
構文の説明

-->n

アップストリーム チャネル番号。有効な範囲は
0 ～ 11 です。

frequency, modulation, channel-width

イングレス ノイズがダウンストリームで発生し
た場合に実行する修正アクションの優先度を指
定します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルト優先度はfrequency、modulation、および channel-width です。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タで導入されました。このコマンドは cable upstream hop-priority コ
マンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、アップストリームでの過剰なイングレス ノイズを修正するために周波数ホップ
が必要な場合に、実行する必要がある修正アクションの優先度を指定します。
詳細については、cable upstream hop-priority コマンドを参照してください。
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___________________
例

次に、アップストリームでのイングレス ノイズが、プライマリ変調プロファイルで許容されるし
きい値を超える場合の us-channel hop-priority コマンドの使用例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller Upstream-Cable 3/0/0
Router(config-controller)# us-channel 1 hop-priority modulation frequency channel-width

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable modulation-profile

ケーブル変調プロファイルを作成します。

cable upstream channel-width

許容可能なチャネル幅の範囲でアップストリー
ムを設定します。

cable upstream modulation-profile

1 つの変調プロファイル（スタティック プロ
ファイル）または 2 つの変調プロファイル（ダ
イナミック アップストリーム変調）のアップス
トリームを設定します。

show cable hop

アップストリームの現行のホップ期間としきい
値を、その他の統計情報と共に表示します。

show cable modulation-profile

作成されたケーブル変調プロファイルを表示し
ます。
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us-channel ingress-noise-cancellation
ケーブル インターフェイス ライン カードがアップストリームでノイズ レベルを調整するために
ノイズ消去回路をトレーニングする頻度を設定するには、コントローラ コンフィギュレーション
モードで us-channel ingress-nosie-cancellation コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、
このコマンドの no 形式を使用します。
us-channel ningress-nosie-cancellation [interval]
no us-channel ningress-nosie-cancellation [interval]
___________________
構文の説明

-->n

アップストリーム チャネル番号。有効な範囲は
0 ～ 11 です。

間隔

（任意）トリガー間隔（ミリ秒単位）。有効な
範囲は 40 ～ 300 です。

___________________
コマンド デフォルト

イネーブル

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タで導入されました。このコマンドは cable upstream
hop-prioingress-nosie-cancellation コマンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン us-channel ingress-nosie-cancellation コマンドは、ライン カードがノイズのタイプとレベルの変化
に対応できるようにそのノイズ消去回路をトレーニングする頻度を設定します。
___________________
例

次に、us-channel ingress-nosie-cancellation コマンドを使用してイングレス ノイズ消去を 200 ミリ
秒ごとに実行する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller Upstream-Cable 3/0/0
Router(config-controller)# us-channel 1 ingress-nosie-cancellation 200

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
3162

ケーブル コマンド：snmp ～ w
us-channel ingress-noise-cancellation

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable modulation-profile

ルータで使用する変調プロファイルを定義しま
す。

cable upstream channel-width

アップストリーム ポートのアップストリーム
チャネル幅を指定します。
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us-channel maintain-psd
変調レートの変更後に安定したパワー スペクトル密度（PSD）を維持するには、コントローラ コ
ンフィギュレーション モードで us-channel maintain-psd コマンドを使用します。デフォルト値に
戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
us-channel nmaintain-psd
no us-channel nmaintain-psd
___________________
構文の説明

アップストリーム チャネル番号。有効な範囲は
0 ～ 11 です。

-->n

___________________
コマンド デフォルト

イネーブル

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タで導入されました。このコマンドは cable upstream maintain-psd
コマンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS がアップストリーム チャネル記述子（UCD）メッセージでアップストリーム変調レー
トを変更するときに、DOCSIS 2.0 CM がパワー スペクトル密度を維持するかどうかを指定するに
は、このコマンドを使用します。
詳細については、cable upstream maintain-psd コマンドを参照してください。
___________________
例

次に、us-channel maintain-psd コマンドを使用して変調レート変更後に一定のパワー スペクトル
密度を維持する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller Upstream-Cable 3/0/0
Router(config-controller)# us-channel 1 maintain-psd
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable upstream docsis-mode

DOCSIS 1.x または DOCSIS 2.0 変調プロファイ
ルを使用するようにアップストリームを設定し
ます。
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us-channel minislot-size
特定のアップストリームインターフェイスのミニスロットサイズ（ティック単位）を指定するに
は、コントローラ コンフィギュレーション モードで us-channel minislot-size コマンドを使用しま
す。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
us-channel nminislot-size size
no us-channel nminislot-size
___________________
構文の説明

-->n

アップストリーム チャネル番号。有効な範囲は
0 ～ 11 です。

-->size

ミニスロット サイズをタイム ティック単位で
指定します。有効なミニスロット サイズは次の
とおりです。
•1
•2
•4
•8
• 16
• 32
• 64

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトのミニスロット サイズは 4 です。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タで導入されました。このコマンドは cable upstream minislot-size コ
マンドを置き換えます。
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___________________
使用上のガイドライン ミニスロット サイズにより、アップストリームで送信可能な最小限の情報量が決定します。特定
のミニスロット サイズに含めることができる情報量は、使用する変調プロファイルとチャネル幅
によって異なり、設定されている帯域幅が高いほど多くのデータが許可されます。
詳細については、cable upstream minislot-size コマンドを参照してください。
___________________
例

次に、us-channel minislot-size コマンドを使用したミニスロット サイズの設定例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller Upstream-Cable 3/0/0
Router(config-controller)# us-channel 1 minislot-size 64

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable upstream modulation-profile

アップストリーム ポートに 1 つまたは 2 つの変
調プロファイルを割り当てます。

show cable hop

CM 構成設定を表示します。

show cable modulation-profile

Cisco CMTS の変調プロファイル情報を表示し
ます。

show interface cable mac-schedule

現在のタイムスロット スケジュール状態と統計
情報を表示します。

show interface cable sid

ケーブル インターフェイスの情報を表示しま
す。
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us-channel modulation-profile
アップストリームポートに変調プロファイルを割り当てるには、コントローラコンフィギュレー
ション モードで us-channel modulation-profile コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、
このコマンドの no 形式を使用します。
us-channel nmodulation-profile primary-profile number[secondary-profile-number] [tertiary-profile-number]
no us-channel nmodulation-profile primary-profile number[secondary-profile-number]
[tertiary-profile-number]
___________________
構文の説明

-->n

アップストリーム チャネル番号。有効な範囲は
0 ～ 11 です。

-->primary-profile number

プライマリ変調プロファイルを指定します。有
効な範囲は 1 ～ 400 です。

-->secondary-profile-number

（任意）セカンダリ変調プロファイルを指定し
ます。有効な範囲は 1 ～ 400 です。

-->tertiary-profile-number

（任意）ターシャリ変調プロファイルを指定し
ます。有効な範囲は 1 ～ 400 です。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルト値は 221 です。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タで導入されました。このコマンドは cable upstream modulation-profile
コマンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン us-channel modulation-profile コマンドは、使用されているケーブル インターフェイスのタイプと
Cisco IOS ソフトウェア リリースに応じて、アップストリーム ポートに最大 3 つの変調プロファ
イルを割り当てます。
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詳細については、cable upstream modulation-profile コマンドを参照してください。
___________________
例

次に、us-channel modulation-profile コマンドを使用して変調プロファイルを割り当てる例を示し
ます。
Router# configure terminal
Router(config)# controller Upstream-Cable 3/0/0
Router(config-controller)# us-channel 1 modulation-profile 2 1

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable modulation-profile

ケーブル変調プロファイルを作成します。

cable modulation-profile global-scheme

ルータで使用するグローバル変調プロファイル
を定義します。

cable upstream hop-priority

イングレス ノイズがアップストリームで許容可
能な値を超えた場合の修正アクションの順序を
決定します。
このコマンドは、拡張ダイナミック変調設定を
使用する場合、つまりスペクトル グループが
アップストリーム チャネルに対して定義されて
いる場合にだけ cable upstream
modulation-profile コマンドに関連します。

show cable modulation-profile

作成されたケーブル変調プロファイルを表示し
ます。
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us-channel power-level
アップストリーム無線周波数（RF）搬送波の入力電力レベルをデシベル/ミリボルト（dBmV）単
位で設定するには、コントローラ コンフィギュレーション モードで us-channel power-level コマ
ンドを使用します。入力電力レベルをデフォルト値にリセットするには、このコマンドの no 形式
を使用します。
us-channel n power-level dbmv
___________________
構文の説明

n

アップストリーム チャネル番号。Cisco cBR-8 ルータの場合、範囲は 0 ～ 11 です。

dbmv

アップストリーム信号の入力電力レベルを示すデシベル/ミリボルト。Cisco cBR-8
ルータではこの範囲はアップストリーム シンボル レート（チャネル幅）に応じて、
-13 ～ 23 です。

___________________
コマンド デフォルト

0 dBmV

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション：アップストリーム ケーブルのみ（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータ で実装されました。このコマンドは cableupstreampower-level
コマンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン Cisco CMTS は、必要なアップストリーム入力電力レベルを満たすように CM の送出電力レベルを
制御します。アップストリーム RF 搬送波の公称入力電力レベルはデシベル/ミリボルト（dBmV）
単位で指定されます。デフォルト設定の 0 dBmV は、アップストリーム電力レベルの最適な設定
です。
入力電力レベルの有効な範囲は、シンボルレートとチャネル幅で示され、データレートに応じて
異なります。次の表に、DOCSIS 仕様で指定されている各許容レートの有効電力レベルを示しま
す。値が大きいほど（正の値）、CM が送信電力を増加するため、搬送波対雑音比（CNR）が大
きくなります。
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表 267：許容 DOCSIS 電力レベル

24

シンボル レート（シンボル/
秒）

チャネル幅（Hz）

許容電力範囲（dBmV）

160,000

200,000

–16 ～ +14（DOCSIS の最小有
効値は –13）

320,000

400,000

-13 ～ +17

640,000

800,000

-10 ～ +20

1,280,000

1,600,000

-7 ～ +23

2,560,000

3,200,000

–4 ～ +26（DOCSIS の最大有効
値は +23）

5,120,00024

6,400,000

-1 ～ +29 （DOCSIS の最大有効
値は +23）

5.12 MSymbols/秒のシンボル レートと 6.4 MHz のチャネル幅は、DOCSIS 2.0 A-TDMA 専用処理に対応して設定されているアップストリーム
でのみサポートされます。

ヒント

インライン減衰器を使用して、CM に対し高い電力レベルで送信を実行し、ネットワークで高
い CNR 値を達成するように強制できます。

注意

入力電力レベルを上げるか、Cisco CMTS より前にインライン減衰器を追加すると、HFC ネッ
トワーク上の CM の送信電力レベルが増加します。このパラメータを調整するときには注意し
てください。アップストリーム リターン レーザー設計パラメータに違反するか、または CM
の最大送信電力レベルを超えることがあります。

（注）

入力電力レベルを調整するときには、調整幅が 30 秒内で 5 dB を超えないようにしてくださ
い。電力レベルを 30 秒以内に 5dB より多く増加させると、ネットワーク上の CM サービスが
中断します。電力レベルを 30 秒以内に 5dB をより多く減少させると、ネットワーク上の CM
サービスが強制的に再範囲設定されます。

ヒント

アップストリーム電力レベルを設定するときには、同等の帯域幅の隣接チャネルで大きなばら
つきがないようにすることを推奨します。推奨される最大入力電力の差異は 5 ～ 6 dB です。
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___________________
例

次に、Cisco cBR-8 ルータでアップストリーム チャネル 10 の入力電力レベルを設定する例を示し
ます。
Router# configure terminal
Router(config)# controller upstream-Cable 3/0/1
Router(config-controller)# us-channel 10 power-level 22
Router(config-controller)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show interfaces cable

ケーブル インターフェイスの現在の設定とス
テータスを表示します。
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us-channel spectrum-group
アップストリーム チャネル設定でスペクトル グループを設定するには、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードで us-channel spectrum-group コマンドを使用します。デフォルト値に戻
すには、このコマンドの no 形式を使用します。
us-channel upstream channel numberspectrum-group {spectrum group number}
no us-channel upstream channel numberspectrum-group
___________________
構文の説明

-->upstream channel number

アップストリーム チャネル番号。有効な範囲は
0 ～ 11 です。

spectrum-group

セットアップされたスペクトル グループを指定
します。

spectrum group number

スペクトル グループの番号。有効な範囲は 1 ～
40 です。

___________________
コマンド デフォルト

なし。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タで導入されました。このコマンドは cable upstream spectrum-group
コマンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、アップストリーム コントローラで 1 つの us チャネルにスペクトル グループを
割り当てます。スペクトル グループを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モー
ドで一連の cable spectrum-group コマンドを使用します。
また、特定のアップストリーム コントローラのすべての us チャネルにスペクトル グループを割
り当てることもできます。この場合は cable spectrum-group （アップストリーム ケーブル コント
ローラ設定）コマンドを使用します。
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___________________
例

次に、スペクトル グループ 12 を、スロット 9/0 のアップストリーム ケーブル コントローラ 0 の
最初の us チャネルに割り当てる例を示します。
Router(config)# controller upstream-cable 9/0/0
Router(config-controller)# us-channel 0 spectrum-group 12
Router(config-controller)# exit
Router(config)#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cable modulation-profile

ルータで使用する変調プロファイルを定義しま
す。

cable spectrum-group(global configuration)

スペクトル グループを作成して設定します。

cable spectrum-group hop period

周波数ホップ間の最小間隔を変更します。

cable spectrum-group hop threshold

スペクトル グループの周波数ホップしきい値を
指定します。
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us-channel threshold
アップストリーム チャネル設定でスペクトル管理しきい値を設定するには、コントローラ コン
フィギュレーション モードで us-channel threshold コマンドを使用します。デフォルト値に戻す
には、このコマンドの no 形式を使用します。
us-channel upstream channel numberthreshold { {cnr-profile1 cnr-profile2 {bypass CNR threshold| CNR
threshold in DB}} | {corr-fec {corrected FEC threshold in percentage}} | {snr-profile1 snr-profile2 {bypass
SNR threshold| SNR threshold in DB}} | {uncorr-fec {uncorrected FEC threshold in percentage}}}
us-channel upstream channel numberthreshold { {cnr-profile1 cnr-profile2 } | {corr-fec } | {snr-profile1
snr-profile2} | {uncorr-fec }}
___________________
構文の説明

-->upstream channel number

アップストリーム チャネル番号。有効な範囲は
0 ～ 11 です。

cnr-profiles

CNR しきい値を指定します。

bypass CNR threshold

変調プロファイル 1 とプロファイル 2 の CNR
しきい値をバイパスします。有効な値は 0 で
す。

CNR threshold in DB

変調プロファイル 1 とプロファイル 2 の CNR
しきい値（デシベル単位）。有効な範囲は 5 ～
35 です。

corr-fec

訂正後の FEC しきい値を指定します。

corrected FEC threshold in percentage

訂正後の FEC しきい値（%）。有効な範囲は 0
～ 30 で、0 はバイパスしきい値を示します。

snr-profiles

SNR しきい値を指定します。

bypass SNR threshold

変調プロファイル 1 とプロファイル 2 の SNR
しきい値をバイパスします。有効な値は 0 で
す。

SNR threshold in DB

変調プロファイル 1 とプロファイル 2 の SNR
しきい値（デシベル単位）。有効な範囲は 5 ～
35 です。

uncorr-fec

未訂正の FEC しきい値を指定します。
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uncorrected FEC threshold in percentage

___________________
コマンド デフォルト

未訂正の FEC しきい値（%）。有効な範囲は 0
～ 30 で、0 はバイパスしきい値を示します。

デフォルト値は次のとおりです。
• cnr-profile1 は 25 です。
• cnr-profile2 は 13 です。
• corr-fec は 3 です。
• uncorr-fec は 1 です。
• snr-profile1 は 25 です。
• snr-profile2 は 13 です。

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータで導入されました。このコマンドは cable upstream threshold
コマンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン us-channel threshold コマンドにより、アップストリーム チャネル設定でスペクトル管理しきい値
を設定できます。
___________________
例

次に、us-channel threshold コマンドを使用したアップストリーム チャネル設定でのスペクトル管
理しきい値の設定例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller Upstream-Cable 3/0/0
Router(config-controller)# us-channel 1 threshold ?
Router(config-controller)# cnr-profiles CNR thresholds in dB
corr-fec
Corrected FEC threshold
hysteresis
CNR/SNR upgrade threshold hysteresis value
snr-profiles SNR thresholds in dB
uncorr-fec
Uncorrected FEC threshold
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

show cable hop thresholds

アクティブ ライン カードのすべてのしきい値
を表示します。

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
3177

ケーブル コマンド：snmp ～ w
us-channel threshold hysteresis

us-channel threshold hysteresis
CNR/SNR しきい値ヒステリシス値をアップグレードするには、コントローラ コンフィギュレー
ション モードで us-channel threshold hysteresis コマンドを使用します。デフォルト値に戻すに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
us-channel upstream channel numberthreshold hysteresis CNR/SNR upgrade threshold hysteresis in DB
us-channel upstream channel numberthreshold hysteresis
___________________
構文の説明

-->upstream channel number

アップストリーム チャネル番号。有効な範囲は
0 ～ 11 です。

CNR/SNR upgrade threshold hysteresis in DB

CNR/SNR アップグレードしきい値ヒステリシ
ス（デシベル単位）。有効な範囲は 0 ～ 10 で
す。

___________________
コマンド デフォルト

thershold hystersis のデフォルト値は 3 です。

___________________
コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

IOS-XE 3.15.OS

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルー
タで導入されました。このコマンドは cable upstream threshold
hysteresis コマンドを置き換えます。

___________________
使用上のガイドライン us-channel threshold hysteresis コマンドにより、コントローラ コンフィギュレーション モードで
の CNR/SNR しきい値ヒステリシス値をアップグレードできます。
___________________
例

次に、us-channel threshold hysteresis コマンドを使用して CNR/SNR しきい値ヒステリシスの値を
アップグレードする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller Upstream-Cable 3/0/0
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Router(config-controller)# us-channel 1 threshold hysteresis 1
Router(config-controller)#
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vrf（マルチキャスト qos）
仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスの名前を指定するには、マルチキャスト QoS
コンフィギュレーション モードで vrf コマンドを使用します。VRF インスタンスを無効にするに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
vrf name
no vrf name
___________________
構文の説明

name

マルチキャスト バーチャル プライベート ネッ
トワーク（MVPN）ルートが取り込まれている
ルーティングおよび転送インスタンスを指定し
ます。

___________________
コマンド デフォルト

マルチキャスト QoS グループの VRF 名が定義されていません。

___________________
コマンド モード

マルチキャスト QoS コンフィギュレーション（config-mqos）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.2(33)SCA

このコマンドが導入されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 指定された VRF インスタンスに対しマルチキャスト QoS（MQoS）グループが定義されていない
場合はエラー メッセージが表示されます。各 VRF インスタンスに対し特定の MQoS グループを
定義するか、または一致する MQoS グループがない場合に割り当てることができるデフォルト
MQoS を定義する必要があります。
___________________
例

次に、vrf コマンドを使用してマルチキャスト QoS VRF 名を指定する例を示します。
Router(config)# cable multicast qos group 20 priority 55 global
Router(config-mqos)# vrf name1
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

cablemulticastqosgroup

ケーブル マルチキャスト QoS グループを指定
および設定します。

showinterfacebundlemulticast-sessions

特定の仮想ケーブル バンドルのマルチキャスト
セッション情報を表示します。

showinterfacecablemulticast-sessions

特定のケーブル インターフェイスのマルチキャ
スト セッション情報を表示します。
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weekend duration
Cisco CMTS ルータで週末に異なるサブスクライバ モニタ オプションを設定するには、強制ルー
ル コンフィギュレーション モードで weekendduration コマンドを使用します。週末のモニタリン
グ設定を削除し、週のすべての日を同じモニタ条件に戻すには、このコマンドの noweekend 形式
を使用します。
weekend duration minutes avg-rate rate sample-interval interval [penalty-period duration] {downstream|
upstream} [enforce]
no weekend duration minutes avg-rate rate sample-interval interval [penalty-period duration]
{downstream| upstream} [enforce]
no weekend
___________________
構文の説明

minutes

サブスクライバの使用状況をモニタするスライ
ディング ウィンドウのサイズ（分単位）を指定
します。範囲は 10 ～ 44640、デフォルトは 360
分です（6 時間）。

avg-raterate

指定した期間の平均サンプリング レート（キロ
ビット/秒）を指定します。範囲は 1 ～ 400000
キロビットで、デフォルトはありません。

sample-intervalinterval

CMTS ルータが、サブスクライバ使用状況を推
定するためサービス フローをサンプリングする
頻度（分単位）を指定します。範囲は 1 ～ 30
で、デフォルト値は 15 です。

（任意）ケーブル モデム（CM）がペナルティ
適用対象となる可能性がある期間（分単位）を
指定します。指定できる範囲は 1 ～ 10080 で
す。

（任意）ケーブル モデム（CM）がペナルティ
適用対象となる可能性がある期間（分単位）を
指定します。指定できる範囲は 1 ～ 10080 で
す。

penalty-period minutes

（任意）適用 Quality of Service（QoS）プロファ
イルが、登録済み QoS プロファイルに違反する
サブスクライバに対して強制的に適用される期
間を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 10080
です。

downstream

ダウンストリーム方向のトラフィック モニタリ
ングを指定します。

upstream

アップストリーム方向のトラフィック モニタリ
ングを指定します。
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（任意）ユーザが登録済み QoS プロファイルに
違反する場合に強制ルール QoS プロファイルが
自動的に適用されることを指定します。

enforce

___________________
コマンド デフォルト

週末のモニタリングは無効になっています。

___________________
コマンド モード

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

12.3(23)BC2

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

12.2(33)SCD2

penalty キーワード オプションが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン
（注）

このコマンドは、monitoring-basics コマンドがキーワード legacy を使用して設定された後での
み適用されます。
weekendduration コマンドは、サブスクライバ トラフィック モニタリングのための duration コマ
ンドと同様に機能します。週末にサブスクライバに対して異なるモニタリング パラメータを設定
するには、weekendduration コマンドを使用します。
このコマンドは、強制ルールの平日モニタリング条件として、duration または peak-time1 コマン
ドを設定している場合にのみ使用できます。
週末のトラフィックをモニタリングするが、週のすべての日を同じモニタ条件に戻すには、
noweekend コマンドを使用します。このコマンドは週末モニタリング条件を削除しますが、強制
ルールで設定したその他のモニタリング オプションに基づいて週末のモニタリングを引き続き実
行します。
週末のモニタリングを完全に無効にするには、weekendoff コマンドを使用します。
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weekendduration コマンドを使用して設定された penalty 期間は週末固有であり、penalty-period
コマンドを使用して設定されたグローバル ペナルティ期間よりも優先されます。
___________________
例

次に、サブスクライバが各自の QoS プロファイルに違反していることが特定された場合に、週末
のアップストリーム トラフィックを自動でモニタリングすることを指定する例を示します。モニ
タリングは 10 分間隔で実行され、実行期間は 5 分間であり、平均レート 2 kb/s でサンプリングさ
れるトラフィックを対象としています。
Router(enforce-rule)# weekend duration 5 avg-rate 2 sample-interval 10 penalty 11 upstream
enforce

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

duration

サブスクライバ モニタリングに使用する期間と
サンプル レートを指定します。

peak-time1

Cisco CMTS ルータでのピーク モニタリング時
間とオフピーク モニタリング時間を指定しま
す。

penalty-period

適用 Quality of Service（QoS）プロファイルが、
登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバに対して強制的に適用される期間を指定
します。

weekend off

Cisco CMTS ルータで週末のピーク モニタリン
グとオフピーク モニタリングを無効にします。

weekend peak-time1

Cisco CMTS ルータで週末のピークおよびオフ
ピーク サブスクライバ モニタリングを設定し
ます。
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weekend off
Cisco CMTS ルータで週末のピーク モニタリングとオフピーク モニタリングを無効にするには、
強制ルール コンフィギュレーション モードで weekendoff コマンドを使用します。週末モニタリ
ングの設定を再び有効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
weekend off
no weekend off
___________________
構文の説明
___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

weekendduration または weekendpeak-time1 コマンドを設定すると、週末モニタリングが有効にな
ります。

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）

リリース

変更内容

12.3(23)BC2

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SCB

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

IOS-XE 3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータではサポートされていません。

IOS-XE 3.17.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータに実装されました。

___________________
使用上のガイドライン 以前に設定した週末モニタリングを無効にし、CMTS ルータが、週末にその強制ルールを使用し
たケーブル モデム（CM）のモニタリングを行わないようにするには、weekendoff コマンドを使
用します。このコマンドを使用すると、CMTS ルータで週末モニタリングを実際のモニタリング
目的で有効にせずに、週末モニタリングの設定を維持または変更できます。
平日モニタリングと同じパラメータに基づいて週末モニタリングを実行するには、noweekend コ
マンドを使用します。
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___________________
例

次に、週末のピークタイム モニタリングが Cisco CMTS ルータですでに設定されている場合に、
週末モニタリングを無効にする例を示します。
Router(config)# cable qos enforce-rule test
Router(enforce-rule)# weekend peak-time1 8 duration 60 avg-rate 100 peak-time2 20 duration
60 avg-rate 10000 duration 90 avg-rate 20000 sample-interval 20 downstream enforce
Router(enforce-rule)# weekend off

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

weekendduration

Cisco CMTS ルータで週末に異なるサブスクラ
イバ モニタリング オプションを設定します。

weekendpeak-time1

Cisco CMTS ルータで週末のピークおよびオフ
ピーク サブスクライバ モニタリングを設定し
ます。
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weekend peak-time1
Cisco CMTS ルータで週末のピークおよびオフピーク サブスクライバ モニタリングを設定にする
には、強制ルール コンフィギュレーション モードで weekendpeak-time1 コマンドを使用します。
週末のピークおよびオフピーク モニタリング設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使
用します。
weekend peak-time1 {hour| hh:mm} duration minutes avg-raterate peak-time2 {hour| hh:mm} duration
minutes avg-rate rateduration offpeak-minutes avg-rate offpeak-rate sample-interval分penalty-period 分
downstream| upstreamenforce
weekend peak-time1 {hour| hh:mm} duration minutes avg-raterate peak-time2 {hour| hh:mm} duration
minutes avg-rate rateduration offpeak-minutes avg-rate offpeak-rate sample-interval分penalty-period 分
downstream| upstreamenforce
weekend peak-time1{hour| hh:mm}duration minutesavg-raterate[peak-time2 {hour| hh:mm}duration
minutesavg-rate rate]duration minutesavg-rate ratesample-interval minutes[penalty-period
minutes]{downstream| upstream}[enforce]
no weekend peak-time1{hour| hh:mm}duration minutesavg-raterate[peak-time2 {hour| hh:mm}duration
minutesavg-rate rate]duration minutesavg-rate ratesample-interval minutes[penalty-period
minutes]{downstream| upstream}[enforce]
no weekend
___________________
構文の説明

hour | hour:minutes

ピーク時間のモニタリングを行う時刻を hh 形
式または hh:mm 形式で指定します。
時間（hh）形式で指定する場合の有効範囲は 1
～ 23（24 時間制）です。
時間:分（hh:mm）形式で指定する場合、時間の
有効範囲は 1 ～ 23（24 時間制）、分の有効範
囲は 0 ～ 59 です。

durationminutes

最初のピーク時間と、オプションで peak-time2
キーワードを使用する場合の 2 番目のピーク時
間に、サブスクライバ使用状況をモニタするス
ライディング ウィンドウのサイズ（分数）を指
定します。有効な範囲は 60 ～ 1440 です。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの場合、有効な範囲は 6 ～ 1440 です。
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avg-raterate

指定した期間の平均サンプリング レート（キロ
ビット/秒）を指定します。有効範囲は 1 ～
400000 キロビットで、デフォルトはありませ
ん。

durationoffpeak-minutes

（任意）残りのオフピーク時間（ピーク モニタ
リング対象として指定されていない時間）にサ
ブスクライバ使用状況をモニタするスライディ
ング ウィンドウのサイズを指定します。有効範
囲は 60 ～ 1440 分です。

avg-rateoffpeak-rate

指定したオフピーク期間の平均サンプリング
レート(キロビット/秒）を指定します。有効範
囲は 1 ～ 400000 キロビットで、デフォルトは
ありません。

peak-time2

（任意）2 番目のピーク時間でモニタリングが
行われる時刻を指定します。時間形式または時
間:分の形式で指定できます。

sample-intervalminutes

CMTS ルータが、サブスクライバ使用状況を推
定するためサービス フローをサンプリングする
頻度（分単位）を指定します。有効範囲は 1 ～
30 で、デフォルト値は 15 です。
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバン
ド ルータの場合、有効な範囲は 1 ～ 30 です。

penaltyminutes
penalty-periodminutes

（任意）ケーブル モデムがペナルティ対象とな
る期間（分単位）を指定します。指定できる範
囲は 1 ～ 10080 です。
適用 Quality of Service（QoS）プロファイルが、
登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバに対して強制的に適用される期間を指定
します。範囲は 1 ～ 10080 です。

downstream

ダウンストリーム方向のトラフィック モニタリ
ングを指定します。

upstream

アップストリーム方向のトラフィック モニタリ
ングを指定します。

enforce

（任意）ユーザが登録済み QoS プロファイルに
違反する場合に強制ルール QoS プロファイルが
自動的に適用されることを指定します。
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___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

週末のモニタリングは無効になっています。weekendpeak-time1 コマンドの唯一のデフォルト値
は 15 分のサンプリング間隔です。

強制ルール コンフィギュレーション（enforce-rule）

リリース

変更内容

12.3(23)BC2 このコマンドが導入されました。
12.2(33)SCB このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SCB に統合されました。Cisco uBR7225VXR
ルータのサポートが追加されました。
12.2(33)SCD2 minute-levelgranularity(hh:mm)forweekendpeak-time1andpeak-time2duration,andthepenalty
キーワード オプションが追加されました。
IOS-XE
3.15.0S

このコマンドは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータではサポート
されていません。

IOS-XE
3.17.0S

このコマンドが Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータに実装されまし
た。

___________________
使用上のガイドライン
（注）

このコマンドは、monitoring-bascics コマンドがキーワード peak-offpeak を使用して設定された
後でのみ適用されます。
weekendpeak-time1 コマンドは、サブスクライバ トラフィック モニタリングのための peak-time1
コマンドに類似しています。週末にサブスクライバに対して異なるピークおよびオフピーク モニ
タリング パラメータを設定するには、weekendpeak-time1 コマンドを使用します。
このコマンドは、強制ルールの平日モニタリング条件として、duration または peak-time1 コマン
ドを設定している場合にのみ使用できます。
weekend peak-time1 コマンドを使用して設定された penalty 期間は週末固有であり、penalty-period
コマンドを使用して設定されたグローバル ペナルティ期間よりも優先されます。

___________________
例

次に、週末の 2 つのピーク モニタリング ウィンドウの設定例を示します。最初のモニタリング期
間は 8:00 A.M から 1 時間であり、2 番目のモニタリング期間は 8:00 P.M から 1 時間であり、週末
のこれ以外の時間は、1-1/2 時間（90 分）にわたり、ダウンストリーム トラフィックをモニタリ
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ングします。weekend peaktime1 と peaktime2 の固有のペナルティ期間は 60 分として設定されて
います。
Router(enforce-rule)# weekend peak-time1 8 duration 60 avg-rate 10000 peak-time2 20 duration
60 avg-rate 100 duration 90 avg-rate 20000 sample-interval 20 penalty 60 downstream enforce

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

peak-time1

Cisco CMTS ルータでのピーク モニタリング時
間とオフピーク モニタリング時間を指定しま
す。

weekend duration

Cisco CMTS ルータで週末に異なるサブスクラ
イバ モニタリング オプションを設定します。

penalty-period

適用 Quality of Service（QoS）プロファイルが、
登録済み QoS プロファイルに違反するサブスク
ライバに対して強制的に適用される期間を指定
します。

weekend off

Cisco CMTS ルータで週末のピーク モニタリン
グとオフピーク モニタリングを無効にします。
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• alias, 3193 ページ
• boot, 3196 ページ
• break, 3201 ページ
• confreg, 3203 ページ
• cont, 3208 ページ
• context, 3210 ページ
• cpu_card_type, 3212 ページ
• dev, 3214 ページ
• dir, 3216 ページ
• dis, 3218 ページ
• frame, 3220 ページ
• help, 3222 ページ
• history, 3224 ページ
• meminfo, 3226 ページ
• repeat, 3228 ページ
• reset, 3230 ページ
• set, 3232 ページ
• show_spd, 3234 ページ
• stack, 3237 ページ
• sync, 3239 ページ
• sysreset, 3241 ページ
• unalias, 3243 ページ
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• unset, 3245 ページ
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alias
ROM モニタ プロンプトで使用するエイリアスを定義するには、ROM モニタ モードで alias コマ
ンドを使用します。
alias [ name=value ]
___________________
構文の説明

[ name=value ]

（任意）エイリアスに定義する名前とそれに対
応するコマンド文字列を指定します。value パ
ラメータにスペースを含める場合、文字列を二
重引用符で囲む必要があります。

___________________
コマンド デフォルト

引数が指定されていなければ、現在定義されているエイリアスが表示されます。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドは Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、新しいイ
メージがロードされる前にすべてのハードウェアおよびソフトウェアの
登録が既知の状態になるよう、ROMMON 開始後のブート手順も変更さ
れました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン エイリアスを設定することで、コマンドの省略形を使用したり、特定のオプションで自動的に実
行されるようにコマンドをセットアップしたりすることができます。ROM モニタの
[ name=value ]alias 関数は、UNIX システムの Korn シェルで使用されるシンタックスに基づきま
す。
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通常、ROM モニタ プロンプトの最初の単語に対してのみエイリアスが確認されます。ただし、
最後の文字としてスペースを含めたエイリアスを定義すると、ROM モニタ プロンプトの次の単
語に対してもエイリアスが確認されます。

（注）

エイリアスにスペースが含まれる場合、alias コマンドでエイリアスを定義する際に、コマンド
全体を引用符で囲む必要があります。複数のコマンドのエイリアスを作成するには、コマンド
をセミコロン（;）デリミタで区切ります。

ヒント

エイリアスを削除するには、unalias コマンドを使用します。

___________________
例

以下に、現在定義されているエイリアスを表示する例を示します。
rommon 13 > alias
r=repeat
h=history
?=help
b=boot
ls=dir
i=reset
k=stack
rommon 14 >

以下に、3 つの異なる CPU 関連のコマンドを実行する「cpuinfo」という名前のエイリアスを定義
する例を示します。
rommon 31 > alias cpuinfo="cpu_card_type;meminfo;context"
rommon 32 >

以下に、disk0 スロットにあるフラッシュ ディスクのファイル コンテンツをリストするエイリア
ス dird を定義する例を示します。
rommon 18 > alias dird="dir disk0:"
rommon 19 > alias
r=repeat
h=history
?=help
b=boot
ls=dir
i=reset
k=stack
dird=dir disk0:
rommon 20 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

sync

エイリアスおよびモニタ環境変数の現在の値を
フラッシュ メモリに書き込みます。
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コマンド

説明

unalias

現在定義されているエイリアスを削除します。
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boot
ルータを手動で起動するには、ROM モニタ モードで boot コマンドを使用します。
boot [-xv]
boot [-xv] [ device: ] [ imagename ]
boot [-xv] filename [ tftp-ip-address ]
boot [-xv] tftp://server/path/filename
___________________
構文の説明

x

（任意）指定したイメージをルータのメモリに
ロードしますが、イメージは実行しません。

v

（任意）イメージがロードされて実行されると
きに、冗長モードでデバッグ情報が表示される
ようにします。

device:

（任意）指定したデバイスでルータにイメージ
を起動させるように指定します。指定されない
場合、ルータはデフォルトのメモリ デバイスか
ら起動します。

imagename

（任意）起動してロードするイメージのファイ
ル名を指定します。指定されない場合、ルータ
は指定されたデバイス上の最初のファイルを起
動します。
（注）

filename

ルータに Trivial File Transfer Protocol（TFTP）
サーバからダウンロードさせるイメージのパス
とファイル名を指定します。
（注）

tftp-ip-address
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device: と imagename の両方を指定す
る場合は、この 2 つの引数の間にス
ペースを入れないでください。

ファイルは TFTP サーバ上にあるた
め、該当するファイルの絶対パスを
指定する必要があります。

（任意）ルータにダウンロードさせて起動させ
るよう指定したファイルが置かれている TFTP
サーバの IP アドレスを指定します。指定され
ない場合、ルータは TFTP 要求を IP ブロード
キャスト アドレス 255.255.255.255 に送信し、
最初に応答した TFTP サーバを使用します。

Cisco CMTS ルータの ROM モニタ コマンド
boot

tftp://server/path/filename

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

ダウンロードして実行するファイルの完全な
TFTP URL を指定します。この URL では、完全
修飾サーバ名（または IP アドレス）と、ダウ
ンロードするファイルの TFTP サーバ上の絶対
パスおよび名前を指定する必要があります。

オプションが指定されていない場合、boot コマンドはデフォルトのメモリ デバイス上にある最初
のファイルをロードして実行します。device が指定されて filename が指定されていない場合、boot
コマンドは指定されたデバイス上の最初のファイルをロードして実行します。filename が指定され
て TFTP サーバの IP アドレスが指定されていない場合、boot コマンドは IP ブロードキャスト ア
ドレス 255.255.255.255 を使用して TFTP サーバに対してアドバタイズし、最初に応答した TFTP
サーバを使用します。

ROM モニタ（>）

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドは Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、新しいイ
メージがロードされる前にすべてのハードウェアおよびソフトウェアの
登録が既知の状態になるよう、ROMMON 開始後のブート手順も変更さ
れました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン boot コマンドを使用することで、ネットワーク管理者は ROM モニタ（ROMMON）プロンプトか
らルータを起動できます。以下の理由から、ルータが ROMMON を開始することがあります。
• 管理者が BREAK 信号を送信して、ブート シーケンスまたは Cisco IOS ソフトウェアを中断
したため。
• ルータのコンフィギュレーション レジスタが ROMMON（0x00）で起動するように設定され
ているため。
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• ソフトウェア例外またはエラーの発生により、ルータが ROMMON を開始したため。
boot コマンドを使用して、管理者はブート プロセスを続行したり、新しいソフトウェア イメージ
をロードしたりできます。

（注）

ルータを新しい Cisco IOS ソフトウェア イメージにアップグレードするには、ROMMON モー
ドで boot コマンドを使用するか、グローバル コンフィギュレーション モードで bootsystem コ
マンドを使用します。
Cisco IOS リリース 12.2 の起動の変更
Cisco IOS Release 12.2 では、ブートアップ シーケンス中の ROM モニタ（ROMMON）の動作が変
更されています。従来は、ブートアップ シーケンス中に BREAK 信号を送信して ROMMON を開
始したあと、すぐに boot コマンドを使用して、新しい Cisco IOS イメージを起動することができ
ました。
ルータが Cisco IOS リリース 12.2 に基づくブート イメージを使用している場合は、この処理は実
行できません。ブート プロセスを中断した場合に、ハードウェアおよびソフトウェアのレジスタ
状態が不明になることがあるためです。Cisco IOS リリース 12.2 ブート イメージを使用している
場合は、この方法の代わりに、次の手順を使用します。
1 ルータのコンソール プロンプトから BREAK 信号を送信して、ブート プロセスを中断し、
ROMMON を開始します。
2 confreg0x0 コマンドを使用して、ROMMON を開始するようにコンフィギュレーション レジス
タを設定します。
3 reset コマンドを使用して、NPE をリセットし、ROMMON を起動します。これで、すべてレ
ジスタが既知の状態に設定されている状態で、クリーンな ROMMON が起動されます。
4 confreg0x2102 コマンドを使用して、IOS イメージを起動するようにコンフィギュレーション
レジスタを設定します。
5 boot コマンドを使用して、目的の Cisco IOS イメージを起動します。

___________________
例

以下に、デフォルトのデバイスにある最初のファイルを使用してルータを起動する例を示します。
rommon 1 > boot
Self decompressing the image :
#######################################################################################
[OK]
(Software image boots...)
Router>

以下に、IP アドレスが 10.10.10.31 の TFTP サーバ上にある、「ubrimages」という名前のサブディ
レクトリ内の「newimage.bin」という名前のファイルをダウンロードして起動するようにルータに
指示する例を示します。
rommon 45> boot tftp://10.10.10.31/ubrimages/newimage.bin
Self decompressing the image :
#######################################################################################

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
3198

Cisco CMTS ルータの ROM モニタ コマンド
boot

[OK]
(Software image boots...)
Router>

以下に、代替シンタックスを使用して、IP アドレスが 10.10.10.31 の TFTP サーバ上にある、
「newimage.bin」という名前のファイルをダウンロードして起動するようにルータに指示する例を
示します。
rommon 45> boot newimage.bin 10.10.10.31
Self decompressing the image :
#######################################################################################
[OK]
(Software image boots...)
Router>

以下に、Cisco IOS リリース 12.2（以降）のブート イメージを使用する場合に必要となる、新しい
ROMMON 起動手順の例を示します。
Router-NPE#
telnet> send brk
*** System received an abort due to Break Key ***
signal= 0x3, code= 0x0, context= 0x6208b290
PC = 0x606b5ab0, SP = 0x80007e00, RA = 0x606d2370
Cause Reg = 0xffffffff, Status Reg = 0x3400ff03
rommon 2 > boot flash:newiosimage.bin
Please reset before booting
rommon 3 > confreg 0x0
You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 4 > reset
System Bootstrap, Version 12.2(11)BC3a, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2002 by cisco Systems, Inc.
UBR7200 platform with 524288 Kbytes of main memory
rommon 1 > boot flash:newiosimage.bin
Self decompressing the image :
#######################################################################################
[OK]
(Software image boots...)
Router>

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

break

デバッガのブレーク ポイントを設定またはクリ
アします。

cont

BREAK 信号またはデバッガ コマンドで中断さ
れた Cisco IOS ソフトウェア イメージの実行を
続行します。

reset

ROM モニタを再初期化して、既知の状態に戻
します。
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コマンド

説明

sync

エイリアスおよびモニタ環境変数の現在の値を
フラッシュ メモリに書き込みます。

sysreset

最後に起動されたシステム イメージから返され
た情報を表示します。

tftpdnld

Trivial File Transfer Protocol（TFTP）サーバから
ファイルをダウンロードします。
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break
デバッガのブレークポイントを設定またはクリアするには、ROM モニタ モードで break コマン
ドを使用します。
break[-s address| -c]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

-s address

（任意）ブレークポイントをメモリ内の指定さ
れた address に設定します。address は 16 進数
形式で指定する必要があります。

-c

（任意）現在定義されているブレークポイント
をクリアします。

引数が指定されていない場合、このコマンドによって現在定義されているブレークポイントが表
示されます。

ROM モニタ

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドは Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、新しいイ
メージがロードされる前にすべてのハードウェアおよびソフトウェアの
登録が既知の状態になるよう、ROMMON 開始後のブート手順も変更さ
れました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン ROM モニタがサポートするブレークポイントは 1 つです。ブレークポイントが設定されていても
プロセッサは通常動作しますが、プログラム カウンタがブレークポイント アドレスに到達する
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と、システムで ROM モニタ モードが開始されます。メモリのロケーションまたはレジスタのコ
ンテンツを調べた後、cont コマンドを使用して通常のプログラム実行を続けることができます。
___________________
例

以下に、プロセッサのプログラム カウンタが 0xbfc02708 に到達した時点で ROM モニタ モードが
開始されるようにブレークポイントを設定する例を示します。
rommon 37 > break -s 0xbfc02708
breakpoint set to 0xbfc02708
rommon 38 >

以下に、現在定義されているブレークポイントを表示する例を示します。
rommon 38 > break
breakpoint set to 0xbfc02708
rommon 39 >

以下に、現在定義されているブレークポイントをクリアする例を示します。
rommon 39 > break -c
breakpoint is cleared
rommon 40 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

boot

ルータを手動で起動します。

cont

BREAK またはデバッガのブレークポイントで
中断された Cisco IOS ソフトウェア イメージの
実行を続行します。
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confreg
ルータのコンフィギュレーション レジスタの値を変更するには、ROM モニタ モードで confreg
コマンドを使用します。
confreg [ value ]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

value

（任意）16 ビットの 16 進数値で表されるコン
フィギュレーション レジスタの新しい値。value
の有効範囲は 0x0 ～ 0xFFFF です。value を指定
しない場合、このコマンドは個々のレジスタ設
定を求めるプロンプトを対話形式で表示しま
す。

0x2102（Cisco IOS ソフトウェア イメージをブートし、BREAK 信号を使った ROMmon の開始を
許可します）

ROM モニタ（>）

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン コンフィギュレーション レジスタは、ブート時のルータの動作を決定します。通常、管理者は
ブート中に ROMmon モードを開始するか、または Cisco IOS ソフトウェア イメージをブートする
ようにコンフィギュレーション レジスタを変更しますが、他のオプションも使用可能です。
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引数なしで confreg コマンドを実行すると、個々のレジスタ設定の新しい値を求めるプロンプト
が英語の説明を使用して対話形式で表示されます。現在の設定を変更せずに保持するか、または
必要に応じて変更できます。コンフィギュレーション レジスタの新しい値は、すぐにルータの不
揮発性フラッシュ メモリ（NVRAM）に書き込まれますが、ルータをリセットするまでは有効に
なりません。
引数を指定して confreg コマンドを実行する場合は、引数が次の形式の 16 ビット 16 進数値であ
る必要があります。
表 268：コンフィギュレーション レジスタのビット フィールドの説明

ビット

説明

15

設定した場合、ルータの診断モードが有効にな
ります（たとえば、0x8000）。

14

設定した場合、IP ブロードキャストにネット
ワーク番号が使用されます（たとえば、
0x4000）。

13

ブート手順が失敗した場合にルータが ROMmon
モードにフォールバックできるようにします。
設定しない場合、ルータは（3 ～ 0 ビットで指
定される）有効な boot コマンドを、いずれか
のコマンドが成功するまでそれぞれ 5 回ずつ試
行します（たとえば、0x2000）。

12 ～ 11

コンソール ポートの速度（bps 単位）を次のよ
うに定義します。
00 = 0x0000 = 9600、01 = 0x0800 = 4800、10 =
0x1000 = 1200、11 = 0x1800 = 2400
（注）

10

設定した場合、すべて 1 で構成される IP ブロー
ドキャスト アドレスが使用されます（たとえ
ば、0x0400）。

9

設定した場合、セカンダリ ブートストラップが
無効になります（たとえば、0x0200）。

8

設定した場合、ルータは BREAK キーを有効に
し、ユーザがブート プロセス中に ROMmon に
割り込むことができるようにします（たとえ
ば、0x0100）。
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ポートの速度は 9600 bps に固定され
ており、変更できません。
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ビット

説明

7

Cisco CMTS ルータでは使用されません。

6

設定した場合、ルータはフラッシュ メモリ内の
コンフィギュレーション ファイルを無視しま
す。これは通常、ユーザがルータの有効化パス
ワードを忘れたときに行われます（たとえば、
0x0040）。

5～4

Cisco CMTS ルータでは使用されません。

3～0

ルータのブート動作を定義します。
0x0000 = ブートして ROMmon プロンプトを表
示する、0x0001 = ROMmon ブート ヘルパー ソ
フトウェア（bootflash: 内の最初のファイル）を
ブートする、0x0002 ～ 0x000F = ルータのブー
ト変数の値に基づいて Cisco IOS ソフトウェア
イメージをブートする。有効なイメージがブー
トするまで、コンフィギュレーション ファイル
内の各 bootsystem コマンドが試行されます。

たとえば、通常の動作では、コンフィギュレーション レジスタは 0x2102 に設定されます。これ
により、ビット 13（ブート失敗時にルータが ROMmon モードにフォールバックできるようにす
る）、ビット 8（ユーザが ROMmon に割り込むことができるようにする）、およびビット 1（Cisco
IOS ソフトウェア イメージをブートする）が設定されます。ビット 11 と 12 はクリアされ、コン
ソール ポートが 9600 bps に設定されます。
次に、最もよく使用されるコンフィギュレーション レジスタの値を示します。
• 0x0 = ブートして ROMmon を開始します。
• 0x2002 = 標準動作用の通常のブートですが、BREAK 信号を使用して ROM モニタ モードを
開始することはできません。
• 0x2102 = 標準動作用の通常のブートで、BREAK 信号を有効にします。
• 0x2142 = 通常のブートですが、ルータはフラッシュ メモリ内のコンフィギュレーション ファ
イルを無視します。

ヒント

confreg コマンドの機能は、グローバル コンフィギュレーション モードで使用できる
config-register コマンドと同じです。
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___________________
例

次に、英語のプロンプトを使用してコンフィギュレーション レジスタを変更する例を示します。
この例では、唯一の変更として、ルータが ROMmon モードを開始する代わりに Cisco IOS ソフト
ウェア イメージをブートするようにします。
rommon 1 > confreg
Configuration Summary
enabled are:
break/abort has effect
console baud: 9600
boot: the ROM Monitor
do you wish to change the configuration? y/n

[n]:

y

enable "diagnostic mode"? y/n [n]:
enable "use net in IP bcast address"? y/n [n]:
enable "load rom after netboot fails"? y/n [n]:
enable "use all zero broadcast"? y/n [n]:
disable "break/abort has effect"? y/n [n]:
enable "ignore system config info"? y/n [n]:
change console baud rate? y/n [n]:
change the boot characteristics? y/n [n]: y
enter to boot:
0 = ROM Monitor
1 = the boot helper image
2-15 = boot system
[0]: 2
Configuration Summary
enabled are:
break/abort has effect
console baud: 9600
boot: image specified by the boot system commands
or default to: cisco2-C10000
do you wish to change the configuration? y/n [n]: n
You must reset or power cycle for new config to take effect.
rommon 2 >

（注）

コンフィギュレーション レジスタを対話モードで変更すると、新しい値が表示され、変更す
るかどうかを再度確認されます。値が正しい場合は、no と答えて ROMmon プロンプトに戻り
ます。変更を行った場合は、新しいコンフィギュレーション レジスタを有効にするためにルー
タのリセットまたは電源の再投入を行う必要があることが示されます。
次に、Cisco IOS ソフトウェア イメージがブートするように、コンフィギュレーション レジスタ
を一般的な値である 0x2102 に設定する例を示します。
rommon 7 > confreg 0x2102
You must reset or power cycle for new config to take effect.
rommon 8 >
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

boot

ルータを手動でブートします。
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cont
BREAK 信号またはデバッガのブレークポイントで中断された Cisco IOS ソフトウェア イメージの
実行を続行するには、ROM モニタ モードで cont コマンドを使用します。
cont [ address ]
___________________
構文の説明

address

（任意）ルータが実行を続行するメモリ内のア
ドレスを指定します。address を指定しない場
合、このコマンドはプログラムカウンタ（PC）
レジスタに現在保存されているアドレスから実
行を続行します。
注意

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

Cisco TAC エンジニアから指示されない
かぎり、address オプションは使用しな
いでください。

引数なしで実行した場合、このコマンドはプログラム カウンタ（PC）レジスタに現在保存されて
いるアドレスから実行を続行します。

ROM モニタ（>）

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。
Cisco uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン cont コマンドは通常、ユーザが BREAK 信号を使用して Cisco IOS ソフトウェアの動作を中断し、
ROM モニタ モードを開始した後で、元の Cisco IOS ソフトウェア イメージを続行する場合に使用
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されます。ユーザが BREAK 信号を使用して Cisco IOS ソフトウェアのブート手順を中断したとき
や、break コマンドを使用してデバッグのブレークポイントを設定したときにも、このコマンド
を使用してプログラムの実行を続行できます。
___________________
例

次の例では、ユーザが BREAK 信号を送信してソフトウェアを中断した後、cont コマンドによっ
て Cisco IOS ソフトウェア イメージの実行を続行しています。
Router#
telnet> send brk
*** System received an abort due to Break Key ***
signal= 0x3, code= 0x0, context= 0x6208b290
PC = 0x606b5ab0, SP = 0x80007e00, RA = 0x606d2370
Cause Reg = 0xffffffff, Status Reg = 0x3400ff03
rommon 5 > cont
Router#

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

boot

ルータを手動でブートします。

break

デバッガのブレークポイントを設定またはクリ
アします。

reset

ROM モニタを再初期化し、既知の状態に戻し
ます。

sysreset

最後にブートしたシステム イメージからの戻り
情報を表示します。
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context
最新の障害または例外発生時のプロセッサ コンテキストを表示するには、ROM モニタ モードで
context コマンドを使用します。
context
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、BREAK 信
号で ROMmon を開始した後のブート手順が変更され、すべてのハード
ウェアおよびソフトウェア レジスタが既知の状態になってから新しいイ
メージがロードされるようになりました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン プロセッサの障害または例外が発生すると、ROM モニタは障害発生時のプロセッサ コンテキス
トを保存します。context コマンドは、このプロセッサ コンテキストを表示します。これには、
カーネルレジスタとブートしたイメージのプロセスモード（使用可能な場合）に関する情報が含
まれます。
___________________
例

次に、最新の障害または例外発生時の CPU コンテキストを表示する例を示します。
rommon 21 > context
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Kernel Level Context:
Reg
MSW
LSW
|
------ ---------- ---------- |
zero
: 00000000
00000000 |
AT
: 00000000
00000050 |
v0
: ffffffff
fffffffc |
v1
: 00000000
02000000 |
a0
: ffffffff
80018a90 |
a1
: 00000000
00000002 |
a2
: ffffffff
80007798 |
a3
: 00000000
00000002 |
t0
: ffffffff
ba000004 |
t1
: 00000000
00000002 |
t2
: 00000000
00000000 |
t3
: 00000000
00000020 |
t4
: 00000000
20642e31 |
t5
: 00000000
30306153 |
t6
: 00000000
446e7369 |
t7
: 00000000
206b4453 |
HI
: 00000000
00000004 |
EPC
: ffffffff
80010250 |
Stat
: 3040f003
|
context: process context is not
rommon 22 >

___________________
関連コマンド

Reg
----s0
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
t8
t9
k0
k1
gp
sp
s8
ra
LO
ErrPC
Cause
valid

MSW
LSW
---------- ---------: ffffffff
80018a90
: 00000000
00000002
: 00000000
00000006
: ffffffff
80007798
: 00000000
00000002
: 00000000
000000ec
: 00000000
00000002
: 00000000
00000000
: ffffffff
800268b0
: 00000000
00000000
: 00000000
3040f001
: ffffffff
be800014
: 00000000
60336f00
: ffffffff
80007728
: 00000000
00000002
: ffffffff
80010570
: 00000000
00007a2a
: ffffffff
bfc00c54
: 00008000

コマンド

説明

boot

ルータを手動でブートします。

sysreset

最後にブートしたシステム イメージからの戻り
情報を表示します。
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cpu_card_type
ルータに搭載されているプロセッサ カードのタイプを表示するには、ROM モニタ モードで
cpu_card_type コマンドを使用します。
cpu_card_type
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、BREAK 信
号で ROMmon を開始した後のブート手順が変更され、すべてのハード
ウェアおよびソフトウェア レジスタが既知の状態になってから新しいイ
メージがロードされるようになりました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

次に、ルータが NPE-225 プロセッサ カードを使用している例を示します。
rommon 92 > cpu_card_type
CPU card type is NPE-225
rommon 93 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

boot

ルータを手動でブートします。
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cpu_card_type

コマンド

説明

sysreset

最後にブートしたシステム イメージからの戻り
情報を表示します。
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dev

dev
ルータの既知のストレージおよびメモリ デバイスを一覧表示するには、ROM モニタ モードで dev
コマンドを使用します。
dev
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、BREAK 信
号で ROMmon を開始した後のブート手順が変更され、すべてのハード
ウェアおよびソフトウェア レジスタが既知の状態になってから新しいイ
メージがロードされるようになりました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

次に、ルータの既知のファイル システムを表示する例を示します。
rommon 3 > dev
Devices in device table:
id name
bootflash: boot flash
slot0: PCMCIA slot 0
slot1: PCMCIA slot 1
disk0: PCMCIA slot 0
disk1: PCMCIA slot 1
disk2: PCMCIA slot 2
eprom: eprom
rommon 4 >

Cisco CMTS ケーブル コマンド リファレンス
3214

Cisco CMTS ルータの ROM モニタ コマンド
dev

（注）

___________________
関連コマンド

disk2 デバイスは、NPE-G1 プロセッサ カードを使用する Cisco uBR7246VXR ルータでのみ使
用できます。

コマンド

説明

dir-->

ルータのいずれかのファイル システムに格納さ
れたファイルを一覧表示します。
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dir

dir
ルータのいずれかのファイル システムに格納されたファイルを一覧表示するには、ROM モニタ
モードで dir コマンドを使用します。
dir device:
___________________
構文の説明

device:

表示する特定のデバイス。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

___________________
例

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、BREAK 信
号で ROMmon を開始した後のブート手順が変更され、すべてのハード
ウェアおよびソフトウェア レジスタが既知の状態になってから新しいイ
メージがロードされるようになりました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

次に、slot0: および bootflash: デバイス上のファイルを一覧表示する例を示します。
rommon 40 > dir slot0:
File size
65 bytes (0x41)
2229799 bytes (0x220627)
rommon 41 > dir bootflash:
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Checksum
0xb49d
0x469e

File name
basic.cm
uBR7200-k.z

Cisco CMTS ルータの ROM モニタ コマンド
dir

File size
1378560 bytes (0x150900)
16220 bytes (0x3f5c)
76 bytes (0x4c)
189250 bytes (0x2e342)
rommon 42 >

___________________
関連コマンド

Checksum
File name
0x6607c732
ubr7200-kboot-mz.122.11.BC3
0x47e9a02c
bundle.cfg
0x313b6bb0
config.cm
0xe95da48e
crashinfo_20030515-212829

コマンド

説明

dev

ルータの既知のストレージおよびメモリ デバイ
スを一覧表示します。
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dis
メイン メモリのセグメントを逆アセンブルするには、ROM モニタ モードで dis コマンドを使用
します。
dis [ address ] [ num-of-bytes ]
___________________
構文の説明

___________________
コマンド デフォルト

___________________
コマンド モード
___________________
コマンド履歴

___________________
例

address

（任意）逆アセンブリを開始するメイン メモリ
内のアドレス。

num-of-bytes

（任意）逆アセンブルするバイト数。

引数を指定しなかった場合は、address および num-of-bytes パラメータを求めるプロンプトが表示
されます。

ROM モニタ（>）

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、BREAK 信
号で ROMmon を開始した後のブート手順が変更され、すべてのハード
ウェアおよびソフトウェア レジスタが既知の状態になってから新しいイ
メージがロードされるようになりました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

次に、一般的な逆アセンブルの例を示します。
rommon 23 > dis 0x60696358 0x20
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dis

0x60696358: 1040012b
beq v0, zero, #0x60696808
0x6069635c: 00008821
addu s1, zero, zero
0x60696360: 8e0285d0
lw v0, -31280(s0)
0x60696364: 14400006
bne v0, zero, #0x60696380
0x60696368: 00002021
addu a0, zero, zero
0x6069636c: 0c1a2d93
jal 0x6068b64c
0x60696370: 00002021
addu a0, zero, zero
0x60696374: 8e0285d0
lw v0, -31280(s0)
rommon 24 >
The following example shows the command’s interactive mode being used to perform the same
disassembly:
rommon 25 > dis
Enter in hex the start address [0x0]:

0x60696358

Enter in hex the test size or length in bytes [0x0]:
0x60696358:
0x6069635c:
0x60696360:
0x60696364:
0x60696368:
0x6069636c:
0x60696370:
0x60696374:
rommon 26 >

1040012b
00008821
8e0285d0
14400006
00002021
0c1a2d93
00002021
8e0285d0

0x20

beq v0, zero, #0x60696808
addu s1, zero, zero
lw v0, -31280(s0)
bne v0, zero, #0x60696380
addu a0, zero, zero
jal 0x6068b64c
addu a0, zero, zero
lw v0, -31280(s0)

dis コマンドは、存在しないアドレスを逆アセンブルしようとした場合や、存在しないアドレスと
して解釈される引数を指定した場合に、例外を表示します。たとえば、次のコマンドは disdisk0:
コマンドが指定されたことを示しています。disk0: 引数はメモリ アドレス 0xd として解釈されま
すが、このアドレスは存在しないため、例外メッセージが表示されます。
rommon 3 > dis disk0:
Warning : address not word aligned, 0xd
*** TLB (Load/Fetch) Exception ***
Access address = 0xc
PC = 0xbfc11074, Cause Reg = 0x8, Status Reg = 0x3040d003
monitor: command "dis" aborted due to exception
rommon 4 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

frame

個々のスタック フレームを表示します。

stack

スタック トレースを表示します。
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frame

frame
個々のスタック フレームを表示するには、ROM モニタ モードで frame--> コマンドを使用しま
す。
frame [ number ]
___________________
構文の説明

number

（任意）表示するスタック フレームの数。デ
フォルトは 0 です（最新のフレーム）。

___________________
コマンド デフォルト

スタック フレーム 0 を表示します。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、BREAK 信
号で ROMmon を開始した後のブート手順が変更され、すべてのハード
ウェアおよびソフトウェア レジスタが既知の状態になってから新しいイ
メージがロードされるようになりました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン frame コマンドは、特定のスタック フレームを表示します。使用可能なスタック フレームとその
フレーム番号をリストするには、stack コマンドを使用します。
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frame

___________________
例

次の例では、frame コマンドを使用して、stack コマンドにより表示された個々のフレームの詳細
を表示します。
rommon 5 > stack 6
Stack trace:
PC = 0x02004adc
Frame 00: FP = 0x02003938
Frame 01: FP = 0x02003948
Frame 02: FP = 0x02003960
Frame 03: FP = 0x02003994
Frame 04: FP = 0x02003b00
Frame 04: FP = 0x02003b34
rommon 6 > frame 2

RA
RA
RA
RA
RA
RA

=
=
=
=
=
=

0x02005f2a
0x02005df0
0x020050ee
0x02004034
0x00012ca6
0x020a703c

Frame 02: FP = 0x02003960
at 0x02003968 (fp + 0x08)
at 0x0200396c (fp + 0x0c)
at 0x02003970 (fp + 0x10)
at 0x02003974 (fp + 0x14)
at 0x02003978 (fp + 0x18)
at 0x0200397c (fp + 0x1c)
at 0x02003980 (fp + 0x20)
at 0x02003984 (fp + 0x24)
at 0x02003988 (fp + 0x28)
at 0x0200398c (fp + 0x2c)
rommon 7 >

___________________
関連コマンド

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

RA = 0x020050ee
0x02004f8d
0x0200f390
0x02006afc
0xc0a82983
0x02003a7e
0x02002630
0x00000000
0x02000000
0x0200c4a4
0x0200f448

コマンド

説明

boot

ルータを手動でブートします。

dis

メイン メモリのセグメントを分割します。

stack

スタック トレースを表示します。

sysreset

最後にブートしたシステム イメージからの戻り
情報を表示します。
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help
ROM モニタ プロンプトで使用できるコマンドのショート リストを表示するには、ROM モニタ
モードで help コマンドを使用します。
help
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、BREAK 信
号で ROMmon を開始した後のブート手順が変更され、すべてのハード
ウェアおよびソフトウェア レジスタが既知の状態になってから新しいイ
メージがロードされるようになりました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン help コマンドは、使用可能な ROM モニタ コマンドのリストを、それぞれの簡単な説明とともに
表示します。特定のコマンドの追加詳細を表示するには、コマンド名の後に -? オプションを入力
します。
___________________
例

次に、help 画面の一般的な表示例を示します。
rommon 12 > help
alias

set and display aliases command
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help

boot
break
confreg
cont
context
cpu_card_type
dev
dir
dis
frame
help
history
meminfo
repeat
reset
set
show_spd
stack
sync
sysret
unalias
unset
rommon 13 >

boot up an external process
set/show/clear the breakpoint
configuration register utility
continue executing a downloaded image
display the context of a loaded image
display CPU card type
list the device table
list files in file system
disassemble instruction stream
print out a selected stack frame
monitor builtin command help
monitor command history
main memory information
repeat a monitor command
system reset
show all monitor variables
show all SPD data
produce a stack trace
write monitor environment to NVRAM
print out info from last system return
unset an alias
unset a monitor variable

次の例に、alias コマンドの追加ヘルプを表示する方法を示します。
rommon 14 > alias -?
usage: alias [name=value]
rommon 15 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

boot

ルータを手動でブートします。
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history

history
ROM モニタ プロンプトで指定する最後の 16 のコマンドを表示するには、ROM モニタ モードで
history コマンドを使用します。
history
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、BREAK 信
号で ROMmon を開始した後のブート手順が変更され、すべてのハード
ウェアおよびソフトウェア レジスタが既知の状態になってから新しいイ
メージがロードされるようになりました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン ROM モニタは、Korn シェルで行うのと同様の方法で、ROM モニタ プロンプトの最後のコマンド
（最大 16）のレコードを保持します。これらのコマンドを表示するには、history コマンドを使用
し、これらを 1 回以上繰り返すには、repeat コマンドを使用します。

ヒント

alias を使用した場合、history リストにはエイリアスが含まれ、実行された実際のコマンドは
含まれません。
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history

（注）

___________________
例

repeat コマンドは履歴リストに追加されません。

次に、ROM モニタをリセットして既知の状態に戻す例を示します。
rommon 9 > history
1
boot sysfiles/ubr10k-k8p6-mz.12211BC3
2
dev
3
dir disk0:
4
confreg
5
confreg 0x00
6
cont
7
break -c
8
break
9
history
rommon 10 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

alias

ROM モニタ プロンプトで使用するエイリアス
を定義します。

boot

ルータを手動でブートします。

repeat

特定の ROM モニタ コマンドを繰り返します。
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meminfo
メイン メモリとフラッシュ メモリの利用可能な範囲に関する情報を表示するには、ROM モニタ
モードで meminfo コマンドを使用します。
meminfo
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、BREAK 信
号で ROMmon を開始した後のブート手順が変更され、すべてのハード
ウェアおよびソフトウェア レジスタが既知の状態になってから新しいイ
メージがロードされるようになりました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン meminfo コマンドは利用可能なメイン メモリのサイズ、その開始アドレス、利用可能なパケット
メモリのサイズ、不揮発性フラッシュ メモリのサイズを表示します。
___________________
例

次に、現在のメモリ使用量に関する情報を表示する例を示します。
rommon 9 > meminfo
Main memory size: 512 MB.
Available main memory starts at 0xa000e000, size 0x7ffc8 KB
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meminfo

NVRAM size: 0x80000
rommon 10 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

boot

ルータを手動でブートします。

sysreset

最後にブートしたシステム イメージからの戻り
情報を表示します。
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repeat

repeat
履歴リストから特定の ROM モニタ コマンドを繰り返すには、ROM モニタ モードで repeat--> コ
マンドを使用します。
repeat[number [ count ]| string [ count ]]
___________________
構文の説明

number

（任意）history コマンドでリストされる、繰り
返すコマンドの番号を指定します。

string

（任意）履歴リストのコマンドと比較する文字
列を指定します。string に一致する最新のコマ
ンドが繰り返されます。string にスペースが含
まれている場合は、引用符で囲む必要がありま
す。

count

（任意）コマンドを実行する回数を指定しま
す。デフォルトは 1 です。

___________________
コマンド デフォルト

引数が指定されない場合、前のコマンドを一度繰り返します。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、BREAK 信
号で ROMmon を開始した後のブート手順が変更され、すべてのハード
ウェアおよびソフトウェア レジスタが既知の状態になってから新しいイ
メージがロードされるようになりました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。
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repeat

___________________
使用上のガイドライン repeat--> コマンドは、履歴リスト（最大 16 のコマンドを含む）のコマンドの 1 つを繰り返しま
す。（history コマンドで表示される）履歴番号か、コマンドに一致する文字列により、繰り返す
コマンドを指定します。
コマンドに引数を渡さない場合、履歴リストの最後のコマンドを 1 回繰り返します。

（注）

___________________
例

repeat コマンドは履歴リストに追加されないため、repeat コマンドを繰り返すことはできませ
ん。また、セミコロンで区切られた複数のコマンドを持つコマンド ラインの -->repeat コマン
ドを含めることはできません。

次に、履歴リストのいずれかのコマンドを実行するために repeat コマンドを使用する例を示しま
す。
rommon 9 > history
1
boot sysfiles/ubr10k-k8p6-mz.12211BC3
2
dev
3
dir disk0:
4
confreg
5
confreg 0x00
6
cont
7
break -c
8
break
9
history
rommon 10 > repeat 9
1
boot sysfiles/ubr10k-k8p6-mz.12211BC3
2
dev
3
dir disk0:
4
confreg
5
confreg 0x00
6
cont
7
break -c
8
break
9
history
10 history
rommon 11 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

boot

ルータを手動でブートします。

history

ROM モニタ プロンプトで実行された最近の 16
のコマンドを表示します。

sysreset

最後にブートしたシステム イメージからの戻り
情報を表示します。
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reset
ROM モニタを再初期化して既知の状態に戻すには、ROM モニタ モードで reset コマンドを使用
します。
reset [-s]
___________________
構文の説明

（任意）リセットを実行する前に不揮発性メモ
リに現在の環境（環境変数とエイリアス）を保
存します。

-s

___________________
コマンド デフォルト

引数が何も渡されない場合、すべての環境変数とエイリアスを、初期設定状態にリセットします。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、BREAK 信
号で ROMmon を開始した後のブート手順が変更され、すべてのハード
ウェアおよびソフトウェア レジスタが既知の状態になってから新しいイ
メージがロードされるようになりました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン reset コマンドは、ウォーム リセットの実行による完全なシステムの再起動を必要とすることな
く、ROM モニタをその初期状態に戻します。これは、登録や変数を設定したり設定解除したりし
た後に、システムが安定した状態にあるかどうかがわからない場合に便利です。
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-s オプションを指定すると、現在の値を保持するために ROM モニタをリセットする前に不揮発
性メモリに現在の環境変数とエイリアスを保存します。
___________________
例

次に、ROM モニタをリセットして既知の状態に戻す例を示します。
rommon 59 > reset
System Bootstrap, Version 12.0(9r)SL2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
Reset Reason Register = RESET_REASON_RESET_REG (0x76)
C10000 platform with 524288 Kbytes of main memory
rommon 1 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

boot

ルータを手動でブートします。

sysreset

最後にブートしたシステム イメージからの戻り
情報を表示します。
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set
現在定義されている環境変数の内容を表示するには、ROM モニタ モードで set コマンドを使用し
ます。
set
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。また、BREAK 信
号で ROMmon を開始した後のブート手順が変更され、すべてのハード
ウェアおよびソフトウェア レジスタが既知の状態になってから新しいイ
メージがロードされるようになりました。

12.3BC

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドは Cisco IOS リリース 12.2(33)SCA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン set コマンドは、ROM モニタに現在定義されている環境変数を表示します。これらの変数は、Korn
シェルの場合と同様に、ROM モニタ プロンプトで variable =value を指定することによって定義さ
れます。

ヒント

モニタ変数を削除するには、unset コマンドを使用します。
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___________________
例

以下に、現在定義されているモニタ変数の値を表示する例を示します。
rommon 13 > set
PS1=rommon ! >
RET_2_RTS=17:28:46 PST Tue Oct 12 1993
BSI=0
RET_2_RUTC=
?=1
rommon 14 >

以下に、PS1 変数（ROM モニタ プロンプトを定義する変数）が変更されて、その新しい値を set
コマンドで表示する例を示します。
rommon 12 > PS1=”Rommon-CMTS ! >”
Rommon-CMTS 13 > set
PS1=Rommon-CMTS ! >
RET_2_RTS=17:28:46 PST Tue Oct 12 1993
BSI=0
RET_2_RUTC=
?=1
Rommon-CMTS 14 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

sync

エイリアスおよびモニタ環境変数の現在の値を
フラッシュ メモリに書き込みます。

tftpdnld

Trivial File Transfer Protocol（TFTP）サーバから
ファイルをダウンロードします。

unset

モニタ環境変数の現在の内容を削除します。
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show_spd
プロセッサの Serial Presence Detect（SPD）デバイス（Electrically Erasable Programmable Read-Only
Memory（EEPROM）デバイス）の内容を表示するには、ROM モニタ モードで show_spd コマン
ドを使用します。
show_spd
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。ROMMON 開始前
のブート手順が変更され、新しいイメージのロード前に、すべてのハー
ドウェア レジスタとソフトウェア レジスタが既知の状態になるように
なりました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン show_spd コマンドは、プロセッサ カードの SPD/EEPROM メモリ デバイスの内容を表示します。
通常、この情報は Cisco TAC エンジニアだけにとって有用です。

（注）

show_spd コマンドは大量のデータを出力します。このデータを保存し後で確認できるように
するため、ターミナル プログラムでキャプチャ バッファを有効にしてください。
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___________________
例

次に、SPD データを表示する例を示します（コマンド出力の一部のみが示されます）。
rommon 15 > show_spd
DIMM 0 SPD specifications:
byte 0 - 0x80000000
byte 1 - 0x8000000
byte 2 - 0x4000000
...
byte 125 - 0xff000000
byte 126 - 0x64000000
byte 127 - 0xad000000
DIMM 1 SPD specifications:
byte 0 - 0xff000000
byte 1 - 0xff000000
byte 2 - 0xff000000
...
byte 125 - 0xff000000
byte 126 - 0xff000000
byte 127 - 0xff000000
DIMM 2 SPD specifications:
byte 0 - 0xff000000
byte 1 - 0xff000000
byte 2 - 0xff000000
...
byte 125 - 0xff000000
byte 126 - 0xff000000
byte 127 - 0xff000000
DIMM 3 SPD specifications:
byte 0 - 0xff000000
byte 1 - 0xff000000
byte 2 - 0xff000000
...
byte 125 - 0xff000000
byte 126 - 0xff000000
byte 127 - 0xff000000
DIMM 0: Tclk cycle time = 12, Tac access from clk
DIMM 0: Trp precharge = 20
DIMM 0: Trcd RAS to CAS = 20
DIMM 1: Tclk cycle time = 15, Tac access from clk
DIMM 1: Tclk = 15 may NOT support CL = 2
DIMM 1: Tac = 15 may NOT support CL = 2
DIMM 1: Trp precharge = 255
DIMM 1: Trp = 255 CANNOT support SRASPrchg = 2
DIMM 1: Trcd RAS to CAS = 255
DIMM 1: Trcd = 255 CANNOT support SRAStoSCAS = 2
DIMM 2: Tclk cycle time = 15, Tac access from clk
DIMM 2: Tclk = 15 may NOT support CL = 2
DIMM 2: Tac = 15 may NOT support CL = 2
DIMM 2: Trp precharge = 255
DIMM 2: Trp = 255 CANNOT support SRASPrchg = 2
DIMM 2: Trcd RAS to CAS = 255
DIMM 2: Trcd = 255 CANNOT support SRAStoSCAS = 2
DIMM 3: Tclk cycle time = 15, Tac access from clk
DIMM 3: Tclk = 15 may NOT support CL = 2
DIMM 3: Tac = 15 may NOT support CL = 2
DIMM 3: Trp precharge = 255
DIMM 3: Trp = 255 CANNOT support SRASPrchg = 2
DIMM 3: Trcd RAS to CAS = 255
DIMM 3: Trcd = 255 CANNOT support SRAStoSCAS = 2
rommon 16 >

= 7
= 15

= 15

= 15
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___________________
関連コマンド

コマンド

説明

sync

エイリアスとモニタ環境変数の現在の値をフ
ラッシュ メモリに書き込みます。

unalias

現在定義されているエイリアスを削除します。
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stack
スタック トレースを表示するには、ROM モニタ モードで stack--> コマンドを使用します。
stack [ number ]
___________________
構文の説明

number

（任意）表示するスタック フレームの数。デ
フォルトは 5 フレームです。

___________________
コマンド デフォルト

5 スタック フレームを表示します

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。ROMMON 開始前
のブート手順が変更され、新しいイメージのロード前に、すべてのハー
ドウェア レジスタとソフトウェア レジスタが既知の状態になるように
なりました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン stack コマンドは、最後に起動されたソフトウェア イメージのスタック トレースを表示します。
このトレースには、プログラム カウンタの値と、そのソフトウェア イメージのカーネル スタッ
クとプロセス スタック（使用可能な場合）からの、選択された数のフレームが含まれます。

ヒント

個々のフレーム スタックの詳細を表示するには、frame コマンドを使用します。
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___________________
例

次に、6 フレームのスタック トレースを表示する例を示します。
rommon 5 > stack 6
Stack trace:
PC = 0x02004adc
Frame 00: FP = 0x02003938
Frame 01: FP = 0x02003948
Frame 02: FP = 0x02003960
Frame 03: FP = 0x02003994
Frame 04: FP = 0x02003b00
Frame 04: FP = 0x02003b34
rommon 6 >

RA
RA
RA
RA
RA
RA

=
=
=
=
=
=

0x02005f2a
0x02005df0
0x020050ee
0x02004034
0x00012ca6
0x020a703c

次に、プロセス スタックが使用可能な場合に、デフォルトの 5 フレームのスタック トレースを表
示する例を示します。
rommon 21 > stack
Kernel Level Stack Trace:
Initial SP = 0x61bb4d30, Initial PC = 0x606931b0, RA = 0x6067bca0
Frame 0 : FP= 0x61bb4d30, PC= 0x606931b0,
0 bytes
Frame 1 : FP= 0x61bb4d30, PC= 0x6067bca0, 24 bytes
Frame 2 : FP= 0x61bb4d48, PC= 0x6068db30, 48 bytes
Frame 3 : FP= 0x61bb4d78, PC= 0x6069157c, 32 bytes
Frame 4 : FP= 0x61bb4d98, PC= 0x606905e0, 88 bytes
Process Level Stack Trace:
Initial SP = 0x80007e08, Initial PC = 0x60696358, RA = 0x60699080
Frame 0 : FP= 0x80007e08, PC= 0x60696358, 192 bytes
Frame 1 : FP= 0x80007ec8, PC= 0x606939d0, 56 bytes
Frame 2 : FP= 0x80007f00, PC= 0x60008c94, 32 bytes
Frame 3 : FP= 0x80007f20, PC= 0x80008ae0, 32 bytes
Frame 4 : FP= 0x80007f40, PC= 0x80008840, 128 bytes
rommon 22 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

boot

ルータを手動で起動します。

dis

メイン メモリのセグメントを逆アセンブルしま
す。

frame

個々のスタック フレームを表示します。

sysreset

最後に起動したシステム イメージからの戻り情
報を表示します。
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sync
エイリアスとモニタ環境変数の現在の値をフラッシュ メモリに書き込むには、ROM モニタ モー
ドで sync コマンドを使用します。
sync
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。ROMMON 開始前
のブート手順が変更され、新しいイメージのロード前に、すべてのハー
ドウェア レジスタとソフトウェア レジスタが既知の状態になるように
なりました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン sync コマンドは、エイリアスとモニタ環境変数の現在の値をフラッシュ メモリに書き込みます。
これにより、次回のリセット時にこれらの値が読み取られます。この処理を行わないと、リセッ
ト時にすべての変数とエイリアスが削除され、デフォルト値に置き換えられます。
___________________
例

次に、モニタ変数とエイリアスを同期する例を示します。
rommon 39 > sync
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rommon 40 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

alias

ROM モニタ プロンプトで使用するエイリアス
を定義します。

boot

ルータを手動で起動します。

set

現在定義されているモニタ環境変数を表示しま
す。

sysreset

最後に起動したシステム イメージからの戻り情
報を表示します。

unalias

現在定義されているエイリアスを削除します。

unset

モニタ環境変数の現在の内容を削除します。
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sysreset
最後に起動したシステム イメージに関する情報を表示するには、ROM モニタ モードで sysreset
コマンドを使用します。
sysreset
___________________
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。ROMMON 開始前
のブート手順が変更され、新しいイメージのロード前に、すべてのハー
ドウェア レジスタとソフトウェア レジスタが既知の状態になるように
なりました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン sysreset コマンドは、最後に起動して終了したシステム イメージに関する情報を表示します。こ
れには、最後のイメージが実行終了した理由、プログラムが実行を終了した時点でのプログラム
カウンタとエラー アドレス レジスタの値、および最後の 8 フレームを維持するスタック トレー
スが含まれます。例外情報もすべて表示されます。
___________________
例

次に、sysreset コマンドの一般的な出力例を示します。
rommon 22 > sysreset
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System Return Info:
count: 19, reason: user reload
pc:0x6053059c, error address: 0x0
Stack Trace:
FP: 0x6558b0d0, PC: 0x6053059c
FP: 0x6558b0d0, PC: 0x605163a4
FP: 0x6558b0e8, PC: 0x60535b84
FP: 0x6558b170, PC: 0x60488c50
FP: 0x6558b268, PC: 0x60474aa8
FP: 0x6558b2c8, PC: 0x6014d5d0
FP: 0x6558b2e8, PC: 0x60487928
FP: 0x6558b378, PC: 0x604fe80c
rommon 23 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

boot

ルータを手動で起動します。

reset

ROM モニタを再初期化し、既知の状態に戻し
ます。
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unalias
現在定義されているエイリアスを削除するには、ROM モニタ モードで unalias コマンドを使用し
ます。
unalias name [name2 name3 ...]
___________________
構文の説明

name

削除するエイリアスを指定します。

name2 name3 ...

（任意）削除する追加のエリアスを指定しま
す。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。ROMMON 開始前
のブート手順が変更され、新しいイメージのロード前に、すべてのハー
ドウェア レジスタとソフトウェア レジスタが既知の状態になるように
なりました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン unalias コマンドは、alias コマンドを使用して ROM モニタに対して定義されたエイリアスを 1 つ
以上削除します。
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___________________
例

次に、1 つのエイリアスを削除する例を示します。
rommon 13 > unalias dird
rommon 14 >

次に、3 つのエイリアスを削除する例を示します。
rommon 20 > unalias alias1 alias2 alias3
rommon 21 >

次に、存在しないエイリアスを削除しようとすると表示されるエラー メッセージの例を示しま
す。
rommon 11 > unalias gobbledegook
unalias: "gobbledegook" does not exist
rommon 12>

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

alias

ROM モニタ プロンプトで使用するエイリアス
を定義します。

sync

エイリアスとモニタ環境変数の現在の値をフ
ラッシュ メモリに書き込みます。
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unset
モニタ環境変数の現在の内容を削除するには、ROM モニタ モードで unset コマンドを使用しま
す。
unset name [name2 name3 ...]
___________________
構文の説明

name

クリアする変数を指定します。

name2 name3 ...

（任意）クリアする追加の変数を指定します。

___________________
コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンド モード

ROM モニタ（>）

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

11.3 NA

このコマンドが Cisco uBR7200 シリーズ ルータに導入されました。

12.1(5)EC

Cisco uBR7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.2(4)BC1

Cisco uBR10012 ルータのサポートが追加されました。ROMMON 開始前
のブート手順が変更され、新しいイメージのロード前に、すべてのハー
ドウェア レジスタとソフトウェア レジスタが既知の状態になるように
なりました。

12.3BC

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.3BC に統合されました。

12.2(33)SCA

このコマンドが Cisco IOS リリース 12.2(33)SRA に統合されました。Cisco
uBR7225VXR ルータのサポートが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン unset コマンドは、ROM モニタで定義された 1 つ以上のモニタ変数の内容をクリアします。変数
は ROM モニタ プロンプトで Korn シェルに似た形式で定義されています（variable =value と指定
します）。
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___________________
例

次に、「temp-var」という名前の変数を削除する例を示します。
rommon 13 > unset temp-var
rommon 14 >

次に、2 つの変数を削除する例を示します。
rommon 17 > unset temp-var my-var
rommon 18 >

___________________
関連コマンド

コマンド

説明

set

現在定義されているモニタ環境変数を表示しま
す。

sync

エイリアスとモニタ環境変数の現在の値をフ
ラッシュ メモリに書き込みます。
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