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この資料は uBR900 シリーズ ケーブルモデムの新 所有者がモデムを設定し、Cisco IOS® ソフト
ウェアをことをアップグレードすることで出会う可能性がないことよくある 質問 および 問題を
取り上げています。 uBR900 シリーズ ケーブル モデムの設定および使用における他の側面の詳
細については、次のドキュメントを参照してください。

uBR900 シリーズ・ケーブル・モデムエンドユーザのための初心者FAQ●

uBR900 ケーブル モデムの接続性に関する問題●

uBR900 ケーブル モデムのパフォーマンス問題●

uBR900 ケーブル モデムのエラー メッセージ●

uBR900 シリーズのケーブル モデムの Cisco IOS ソフトウェアのアップグレード●

uBR900 シリーズ ケーブル モデムに関するさまざまな質問●

Q. インターネットアクセスを得ることができるように新しい uBR900 ケーブルモ
デムを設定する方法

A. uBR900 ケーブルモデムを受け取るとき、工場出荷時状態かケーブルモデムを可能にし、イン
ターネットへの接続に成功するために PC およびワークステーションを接続した「独自に」設定
を既にインストールしてもらうはずです。 これは基本的なインターネット接続のために特別なコ
ンフィギュレーションが必要とならないことを意味します。 基本的なケーブル接続に必要となる
唯一のステップは次の通りです:

ケーブルサービスプロバイダーのケーブルテレビ ネットワークに uBR900 ケーブル テレビ
ポートを接続して下さい。

1.

uBR900 イーサネットハブ ポートに PC およびワークステーションを接続して下さい。2.
電源に uBR900 を接続して下さい。3.
PC およびワークステーションをつけて下さい。4.

uBR900 をインストールし、設定することに関するより多くの詳細な使用説明書に関しては、の
uBR900 についての詳細を得ることができるリンクを参照して下さいか。

Q. いつ uBR900 ケーブルモデムの設定を修正する必要がありますか。

A. デフォルトブリッジングモードを消し、ルーティングモードを有効に する必要があるか、その
時だけまたは IPSec または Voice over IP （VoIP）のような追加された機能を設定したいと思っ
たら uBR900 の設定を修正する必要があります。 追加された機能を設定できるためにケーブルモ
デムのコンソールポートにアクセスを得る必要があります。 多くのケーブル事業者はこのコンソ
ールポートをブロックします、従ってこれが事実である場合それらに連絡する必要があります。
詳細については、uBR900 がケーブルサービスプロバイダーに接続するとき、コンソールポート
はなぜ使用できなくなりますモデムのコンフィギュレーション変更示し、か。 従ってください。
設定を変更するか、またはトラブルシューティングを行うために uBR900 ケーブルモデムにどの
ようにログイン するか uBR900 にログイン する方法を参照しなさいか学ぶためか。 従ってくだ
さい。

Q. 設定を変更するか、またはトラブルシューティングを行うために uBR900 ケー
ブルモデムにログイン する方法

A. uBR900 ケーブルモデムにログイン する最も簡単な方法はコンソールポートを通ってあります
。 次の装置を必要とします:

ロールオーバーに したの通常両端に cable —このケーブル RJ 45 コネクタが付いている黒一●
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色、グリーン、または青いケーブルです。 ロールオーバーに した ケーブルはルータによっ
て含まれているかもしれません。注: ロールオーバーに した ケーブルは正常なイーサネット
かクロス ケーブルと同じではないです。
ターミナル アダプタ— PC またはワークステーションのシリアルポートにロールオーバーに
した ケーブルを接続できるように RJ-45-to-DB-9 がか RJ-45-to-DB-25 ターミナル アダプタ
は必要となります。 これはまたルータによって含まれているかもしれません。

●

ターミナル エミュレーションソフトウェア—通常 HyperTerminal と呼ばれるプログラムはこ
のために使用されます。

●

次のプロシージャを使用して uBR900 ケーブルモデムにログイン して下さい:

uBR900 ケーブルモデムのコンソールポートにロールオーバーに した ケーブルの一端を接
続して下さい。

1.

DB-9 か DB-25 ターミナル アダプタに RJ 45 の RJ 45 ソケットにロールオーバーに した ケ
ーブルのもう一方の端を接続して下さい。

2.

PC またはワークステーションの予備シリアルポートに RJ-45-to-DB-9 か DB-25 ターミナル
アダプタを差し込んで下さい。注: PC またはワークステーションのモデルはシリアルポート
にターミナル アダプタを接続する前に消える必要がある場合もあります。 不確かである場
合、ターミナル アダプタをシリアルポートに接続している間 PC かワークステーションを消
して下さい。

3.

PC かワークステーションをつけ、終端エミュレーションプログラムを起動させて下さい
（たとえば、ハイパーターミナル）。 uBR900 ケーブルモデムを接続したシリアルポートの
セッションを開始するために終端エミュレーションプログラムを設定して下さい。 次の接
続パラメータを使用して下さい:接続して下さい使用するか、またはシリアルポート—
uBR900 ケーブルモデムを接続したシリアルポートを選択して下さい。 これは一般的に PC
の COM1 または COM2 です。ビット/秒かボーレート— 9600データビット— 8 つパリティ
：なしストップ・ビット— 2フロー制御：なし

4.

uBR900 ケーブルモデムが始動しない場合、それを今つけて下さい。5.
約 2 分後に、uBR900 ケーブルモデムはきちんと初期化されて起動し。 この時点で入力 キ
ーを押し、uBR900 ケーブルモデムから応答があれます数回はずです。 次のように応答見え

6.
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:
uBR900 ケーブルモデムの高度 な トラブルシューティングを設定するか、または行い始め
るために enable コマンドの発行によってモードを enable と入力して下さい。セッション例
これが新しい uBR900 ケーブルモデムのためにのように一般的に見える何に提示は下記にあ
ります。 モデムが前もって設定される場合、できることの前のパスワードのためにモード
を enable と入力プロンプト表示することができます。 このパスワードは uBR900 ケーブル
モデムの以前のユーザまたはサービスプロバイダーによって設定 されて しまいます。
Router>

Router> enable

Router#

7.

#プロンプトはこのとき uBR900 ケーブルモデムがイネーブル モードであることを示します。

Q. uBR900 ケーブルモデムのパスワードがであるもの認知していません。 パスワ
ードを変えることができますか。

A. パスワードの回復と呼ばれるプロシージャを行う必要がある場合もあります。 詳細については
、Cisco UBR900 ルータにおけるパスワード回復手順を参照して下さい。

いつもケーブルサービス プロバイダー の ネットワークに接続することをサービスプロバイダー
がリモートで 設定をことを修正することによって uBR900 ケーブルモデムのパスワードを設定
することができることを覚えておいて下さい。 詳細については、uBR900 ケーブルモデムがケー
ブルサービスプロバイダーに接続するとき、コンソールポートはなぜ使用できなくなりますモデ
ムのコンフィギュレーション変更示し、か。 従ってください。

Q. モデムのコンソールポートから応答があることができないことそれがある理由

A. ターミナルエミュレータ設定はに見られるように正しいこと二倍に本当に作るためにコンソー
ルポートへの接続を確立する設定を変更するか、またはトラブルシューティングを行うために
uBR900 ケーブルモデムにどのようにログイン するか問題があればか。 この資料のセクション、
およびそれはロールオーバーに した ケーブルおよびコネクタ明らかに損傷されません。 さらに
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、uBR900 ケーブルモデムはこれがコンソール接続を復元するかどうか見るために循環させてケ
ーブル テレビ同軸 ケーブルから切断されるおよび動力を与える必要があります。 ケーブルモデ
ムがケーブル テレビ同軸 ネットワークに接続されるときだけコンソールが利用できなければ、
uBR900 ケーブルモデムがケーブルサービスプロバイダーに接続するとき、コンソールポートは
なぜ使用できなくなりますモデムのコンフィギュレーション変更示し、か。 従ってください。

ターミナル エミュレータが正しく設定されると、そして uBR900 ケーブルモデムがケーブルサー
ビスプロバイダーに接続するときの返事と仮定して、コンソールポートはなぜおよびモデムのコ
ンフィギュレーション変更使用できなくなりますか。 この資料のセクションは適用しません、
Cisco UBR900 ケーブルモデムへのコンソール接続に関する大部分の問題は不良なロールオーバ
ーに した ケーブルにか不良な RJ-45-to-DB-9 または DB-25 シリアル ポート コネクタ関連してい
ます。 これらの項目はコンソール接続が利用できないなぜか取り替えられるか、または uBR900
ケーブルモデムのエラーが原因であると仮定する前にきちんとはたらくために確認する必要があ
ります。

Q. 工場出荷時状態か「独自に」設定にモデムをリセットする方法

A. モデムをデフォルト 設定にリセットするために、順序で次のステップを実行して下さい:

ケーブルモデムのコンソールにログイン して下さい。 詳細については、設定を変更するか
、またはトラブルシューティングを行うために uBR900 ケーブルモデムにどのようにログイ
ン するか参照して下さいか。 従ってください。

1.

プロンプトで enable コマンドの発行によってモードを次の通り、enable と入力して下さい:
Router> enable

Router#

2.

write erase コマンドを発行して下さい。3.
分を待って下さい。4.
電源の再投入 10 秒のための電源コネクタを取り外すこと、および差し込むことによる
uBR900 ケーブルモデム。 uBR900 ケーブルモデムの先頭のすべての光は電源コネクタが取
り外される間、消える必要があります。

5.

セッション例このプロシージャがに一般的に見える何提示は下記にあります。

Router> enable

Router# write erase

Erasing the nvram filesystem will remove all files!

Continue? [confirm] <hit enter to confirm and wait a minute>

[OK]

Erase of nvram: complete

Router# reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

Proceed with reload? [confirm] <hit enter to confirm>

注: このプロシージャを行った場合、モデム プロンプトがシステム構成を保存するいいえ答える
必要がある場合

モデム リブートは、そのあとでそれは適切なの工場出荷時のデフォルト設定があります。

Q. ルーティングモードのための uBR900 ケーブルモデムを設定する方法

A. uBR900 ケーブルモデムはルーティングモードである特定の IPサブネットがあることをケーブ
ルモデムを通してルーティングされるサービスプロバイダーはあなたを準備したらだけ動作しま
す。 唯一は他の時間ルーティングモード ネットワーク アドレス変換（NAT）が uBR900 ケーブ



ルモデムで有効に なる場合ですはたらきます。 uBR900 ケーブルモデムの NAT に関する詳細に
ついては、ネットワーク アドレス変換（NAT）またはポート アドレス変換 （PAT）のための
uBR900 ケーブルモデムをどのように設定するか参照して下さいか。 従ってください。

コンソールポートを通ってルーティングのための uBR900 ケーブルモデムを設定する場合、コマ
ンドの次のシーケンスを発行して下さい:

注:  192.168.1.1 アドレスがイーサネットで 0 インターフェイス設定されるポイントで使用するた
めにローカルイーサネットセグメントを望むこと、IP アドレスおよびサブネット マスクのこの行
を置き換える必要があります。

Router> enable

Router# config t

Enter configuration commands,  one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)# no bridge  59

Router(config)# interface  ethernet 0

Router(config-if)# description  Local Ethernet Network

Router(config-if)# ip address 192.168.1.1    255.255.255.0

!--- Use your own local IP address here. Router(config-if)# exit

Router(config)# interface  cable-modem 0

Router(config-if)# no cable-modem  compliant bridge

Router(config-if)# exit

Router(config)# ip routing

Router(config)# end

Router# write memory

!--- This command saves the uBR900 configuration.

この段階では、uBR900 ケーブルモデムはルーティングモードのためにアクティブになるべきサ
ービスプロバイダー リセットへの接続を備えるはずです。 これを達成することは、uBR900 ケー
ブルモデムを、またはリブートします:

イネーブル モード（Router# プロンプト）にルータを置いて下さい。 例に関しては、I が工
場出荷時状態か「独自に」設定にリセットしたモデムをどのようにか参照して下さいか。
従ってください。

1.

clear interface cable-modem 0 コマンドを発行して下さい2.
より多くの詳細な説明に関しては、ルーティングモードのケーブルの設定 例および確認を参照し
て下さい。

Q. ネットワーク アドレス変換（NAT）またはポート アドレス変換 （PAT）のため
の uBR900 ケーブルモデムを設定する方法

A. NAT は 1 つのパブリックかインターネット ルーティング可能IPアドレスの使用によって多数
のデバイスかワークステーションがインターネットにアクセスするように使用できる手法です。

uBR900 ケーブルモデムの NAT を設定する 2 つの方法があります。 第 1 は標準 Cisco IOSソフ
トウェア NAT 設定手法の使用によって行います。 これらの手法の例に関しては、ケーブルモデ
ムの NAT の設定を参照して下さい。 uBR900 ケーブルモデムのこの手法の使用への主要な警告
は uBR900 ケーブルモデムの Cable側インターフェイスにパブリックかインターネット ルーティ
ング可能IPアドレスを割り当てるケーブルサービスプロバイダーによって決まることです。 ケー
ブルモデムの Cable側インターフェイスにパブリックIPアドレスを割り当てることをケーブルサ
ービスプロバイダーをとりわけ準備しなかったらケーブルサービスプロバイダーは一般的に
uBR900 ケーブルモデムの Cable側インターフェイスに私用か非インターネット ルーティング可
能 な IP アドレスを割り当てます。 それが起こるとき、NAT 設定のこのモードはきちんとはたら
きません。
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uBR900 ケーブルモデムの NAT を設定する第 2 方法は cable dhcp-proxy Nat コマンドを発行する
ことです（このコマンドに関する詳細については、Cisco のケーブルモデムの cable-modem
dhcp-proxy コマンドの使用を参照して下さい）。 このコマンドはモデム行為を持っていることに
よってそれの一部が PC またはワークステーションであるように動作します。 標準 PC によって
、ケーブルサービスプロバイダーは普通ケーブルモデムのこの部品にパブリックかインターネッ
ト ルーティング可能IPアドレスを割り当てます。 ケーブルモデムはそれから NAT を行うのにこ
のパブリックIPアドレスを使用できます。

注: cable dhcp-proxy Nat コマンドが Cisco IOS ソフトウェア Release 12.2(3) と それ以降のだけ
使用のために推奨されることに注目して下さい。 Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(3) また
はそれ以降が必要となるので、この機能は uBR904 ケーブルモデムでサポートされません; Cisco
IOS Release 12.2 ソフトウェアは uBR904 に利用できません。 さらに、いくつかのケーブルサ
ービスプロバイダーがネットワークを、この機能設定する方法が原因で各サービスプロバイダー
のケーブル システムではたらくために保証されません。 この機能をサポートされるかどうか見る
ために設定することを試みる前にケーブルサービスプロバイダーとチェックして下さい。

Q. uBR900 ケーブルモデムの Voice over IP （VoIP） テレフォニーポートを設定す
る方法

A. 最初に、それをサポートするためにサービスプロバイダーがシステムを設定する場合その時だ
けケーブルモデムの VoIP がケーブルネットワークできちんとはたらくことに注意することは重
要です。 従って、サービスプロバイダーは普通 uBR900 ケーブルモデムの VoIP を設定するため
の責任を奪取 します。

2 番目に、uBR900 ケーブルモデムの VoIP の設定は他のどの Cisco IOS ソフトウェアベースのル
ータ プラットフォームの VoIP 設定もと基本的に同じです。 これは音声コンフィギュレーション
on Cisco ルータに関する cisco.com のドキュメントがまた uBR900 ケーブルモデムに適用するこ
とを意味します。

3 番目に、uBR924、uBR925 および CVA120 ケーブルモデム シリーズサポート VoIP だけ。

注: uBR904 および uBR905 ケーブルモデムは音声ポートを備えていません。

あなた自身 VoIP を設定する必要がある場合、使用への最初の参照は uBR924 ソフトウェア コン
フィギュレーション ガイドです。

さらに、uBR900 シリーズ ケーブルモデムの H.323 音声コンフィギュレーションは次に挙げるド
キュメントで説明されています:

H323v2 静的マッピングを使用sitaケーブルモデム音声設定●

ゲートキーパーとの H323v2 動的マッピングを使用したケーブルモデム音声設定●

Q. uBR900 ケーブルモデムのボイスコンフィギュレーションコマンドを入力するこ
とができません。 どのようにそれを固定できますか。

A. uBR900 ケーブルモデムは Voice over IP （VoIP）をサポートするために設定できるためにフ
ォンポートを備える必要があります。 これは VoIP のための uBR904 か uBR905 ケーブルモデム
を設定できないことを意味します。

さらに、uBR900 ケーブルモデムで実行している Cisco IOSソフトウェアイメージは音声サポー
トがある必要があります。 現在実行 Cisco IOSソフトウェアイメージに文字 V が Cisco IOSソフ
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トウェア機能一定ストリングに含まれていることの確認ことをによって音声サポートがあるかど
うか判別できます。 Cisco IOSソフトウェア機能一定ストリングを表示する方法の情報に関して
は I が uBR900 ケーブルモデムの Cisco IOSソフトウェアのバージョンをどのように見つけるか
参照しなさいかか。 を探します。

Q. Voice over IP （VoIP）のための uBR900 ケーブルモデムを設定しましたが、ダ
イヤルトーンなしを聞きます。 どのようにそれを固定できますか。

A. この問題のためのもっとも一般的な原因はミスコンフィギュレーションおよびきちんとサービ
スプロバイダーのケーブルネットワークに接続されないケーブルモデムです。 uBR900 ケーブル
モデムの VoIP の設定に関する詳細については uBR900 ケーブルモデムの Voice over IP （VoIP）
テレフォニーポートをどのように設定するか、参照して下さいか。

ケーブルサービスプロバイダーに接続できることなしで uBR900 ケーブルモデムの VoIP を設定
することを試みる場合 Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(7)T か後の方で uBR900 ケーブル
モデムをインストールし、ケーブルモデム 0 インターフェイスコンフィギュレーションに cable-
modem voip clock-internal コマンドを追加する必要があります。 次の例にこれをする方法を示さ
れています:

Router# conf t

Enter configuration commands,  one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)# interface  cable-modem 0

Router(config-if)# cable-modem  voip clock-internal

Router(config-if)# end

Router#

Q. ケーブルネットワークにそれを接続しないで uBR900 ケーブルモデムの Voice
over IP （VoIP） ポートを使用したいと思いますがダイヤルトーンなしを聞きます
。 どのようにそれを固定できますか。

A. この問題に関する情報に関しては、設定しました Voice over IP （VoIP）のための uBR900 ケ
ーブルモデムを参照して下さいしかしダイヤルトーンなしを聞きます。 どのようにそれを固定で
きますか。 従ってください。

Q. uBR900 ケーブルモデムの IPSec を設定する方法

A. uBR900 ケーブルモデムを IPSec を使用するために設定する方法の詳細については IPSec
Over Cable 設定 例およびデバッグを参照して下さい。

注: uBR900 ケーブルモデムの IPSec を設定することはで他のどの Cisco IOS ソフトウェアベー
スのプラットフォームの IPSec も設定しますと基本的に同じ。 これは IPSec構成 on Cisco ルー
タに関する cisco.com のドキュメントがまた uBR900 ケーブルモデムに適用することを意味しま
す。

Q. uBR900 ケーブルモデムの IPSec 構成コマンドを入力することができない理由

A. IPSec 対応 Cisco IOSソフトウェアイメージを実行していることを確かめる必要があります。
これらのこれらのイメージのためのフィーチャーセットストリングは Triple Data Encryption
Standard （DES）イメージのための文字 k2 または DES イメージのための 56i 含まれています。
Cisco IOSソフトウェア機能一定ストリングを表示する方法に関する詳細については I が uBR900
ケーブルモデムの Cisco IOSソフトウェアのバージョンをどのように見つけるかタイトルを付け
られるこの資料のセクションを参照して下さいか。 暗号化された Cisco IOSソフトウェアイメー
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ジに関する規則に関する詳細については、暗号化 コントロール指導を参照して下さい。

Q. いつ uBR900 ケーブルモデム、コンソールポートがケーブルサービスプロバイ
ダーに使用できなくなりますモデムのコンフィギュレーション変更接続され理由、

A. いくつかのケーブルサービスプロバイダーは uBR900 ケーブルモデムのエンドユーザがユニッ
トのカスタム設定をすることを可能にしません。 この場合、ケーブルサービスプロバイダーは
uBR900 ケーブルモデムがオンライン来るとき特別なパラメータをように設定、uBR900 ケーブ
ルモデムのコンソールポートである無効でき、設定は変更されます。 出来事からこれを停止する
ために uBR900 ケーブルモデムですることができる何もありません。 さらに、Cisco Technical
Assistance Center （TAC）および他の Cisco社員は発生からこれを停止することができません。
ケーブルサービスプロバイダーだけ発生からこれを停止できます。

uBR900 ケーブルモデムがなぜこのように動作するか原因は一部の設定および規格必要条件に適
合しているようにあります。

サービスプロバイダーが使用できなくなるために uBR900 ケーブルモデムの設定をおよびコンソ
ール上書きされるように命じる場合エラーメッセージで説明されているログメッセージが表示さ
れます: 10.64.7.99 から ios-cfg.txt をロードすること（ケーブルモデム0 によって）: -または同じ
ようなメッセージは、それからコンソール エラーメッセージ使用できなくなり、: Traceback=
41371E14 412A61D8 412E7948 412FF480 413737F0 はか類似した コンソールで現われます。

Q. uBR900 ケーブルモデムの異なるモデル間の違いとは何か。

A. 機能のユニークな範囲が付いている uBR900 シリーズ ケーブルモデムの複数の別のリリース
、それぞれおよび機能がずっとあります。 次 の テーブルは特性の主な違いおよび全部間の機能
性を強調表示します:

モデ
ル

音声ポー
トの数

ハードウェア
加速IPSec

アベイラ
ビリティ

最終的な一
連のCisco
IOSソフトウ
ェア

uBR
904 0 なし

販売
（EOS）
の終わり-
12.1

12.1(x)

uBR
924 2 なし EOS -

12.2 12.2(x)

ubr9
05 0 ○ まだ利用

可能 -

ubr9
25 2 ○ まだ利用

可能 -

モデルのアベイラビリティが EOS としてリストされている場合、これは uBR900 ケーブルモデ
ムのこのモデルが Cisco によって現在は販売されていないことを意味します。 詳細へのリンクを
クリックして下さい。

エントリが最終的な一連のCisco IOSソフトウェア カラムで見られる場合、示された数は
uBR900 ケーブルモデムのこのモデルのために送達される Cisco IOSソフトウェアの最後の主要
なバージョンを示します。
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Q. uBR900 ケーブルモデムの MAC アドレスを調べる方法

A. 通常 uBR900 ケーブルモデムのための MAC アドレスはユニットの背部または下部ののステッ
カーでマークする必要があります。 MAC アドレスは 12 文字文字列数および多分少数の文字です
。 MAC アドレスの例は 0003A4C59D34 であるかもしれません。

MAC アドレスを uBR900 ケーブルモデムの外部でマークされて見つけることができない場合そ
れにログイン し、show interface cable-modem 0 コマンドを発行する必要があります。 コマンド
の出力第 2 行によって報告されるようにハードウェア アドレスを探して下さい。

Router> show interface  cable-modem 0

cable-modem0 is up, line protocol  is up

Hardware is BCM3300, address  is 0001.9D59.4A15 (bia 0001.9D59.4A15)

Internet address is 10.1.1.48/24

MTU 1500 bytes, BW 27000 Kbit,  DLY 1000 usec,

reliability 255/255, txload  1/255, rxload 1/255

Encapsulation DOCSIS, loopback  not set

Keepalive set (10 sec)

. . . . . .

. . . . . .

Router>

そうこの場合、ケーブルモデムの MAC アドレスは 0001.9D59.4A15 です。

Q. uBR900 ケーブルモデムの MAC アドレスを変更できますか。

A. uBR 900 この制限をつけることにより、uBR900シリーズケーブルモデムが特定の仕様および
要件へ適応するようになります。

注意： ほとんどのケーブルサービスプロバイダーは、ケーブルモデムのMAC 1 さらに、Ciscoの
ケーブル 機器を使用するサービスプロバイダーはこの種の操作を検出することができる手段を実
行できます。

Q. uBR900 ケーブルモデムのシリアル番号を調べる方法

A. 通常 uBR900 ケーブルモデムのためのシリアル番号はユニットの背部または下部ののステッカ
ーでマークする必要があります。 シリアル番号は普通通常文字 FAA から開始する 11 文字 スト
リングです。

uBR900 ケーブルモデムにログイン し、show version コマンドを発行する必要性を uBR900 ケー
ブルモデムの外部でマークされるシリアル番号が見つけることがそしてできなければ。 コマンド
によって報告されるようにプロセッサボードID はユニットのシリアル番号です。

Router> show version

Cisco Internetwork Operating  System Software

IOS (tm) 920 Software (UBR920-K1O3V4Y556I-M),  Version 12.1(5)T9,  RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: /tac

Copyright (c) 1986-2001 by cisco  Systems, Inc.

Compiled Sun 24-Jun-01 08:31  by cmong

Image text-base: 0x800100A0,  data-base: 0x8071B5B8

ROM: System Bootstrap, Version  12.0(6r)T3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 2 days, 12 hours,  29 minutes

System returned to ROM by reload  at 10:17:24 - Mon Aug 13 2001

System restarted at 10:17:37  - Mon Aug 13 2001

System image file is "flash:ubr920-k1o3v4y556i-mz.121-5.T9.bin"

cisco uBR920 CM (MPC850) processor  (revision 3.e) with 15872K/1024K bytes of memory.

Processor board ID FAA181BQ4MY  !--- The serial number. Bridging software. 1 Ethernet/IEEE 802.3



interface(s) 1 Cable Modem network interface(s) 3968K bytes of processor board System flash

(Read/Write) 1536K bytes of processor board Boot flash (Read/Write) Configuration register is

0x2102 Router>

この場合、uBR900 ケーブルモデムのシリアル番号は FAA181BQ4MY です。

Q. uBR900 ケーブルモデムの Cisco IOSソフトウェアのバージョンを見つける方法

A. uBR900 ケーブルモデムにログイン し、show version コマンドを発行する必要があります。
コマンドの出力第 2 行の Cisco IOS ソフトウェア バージョン数を探して下さい。 さらに、Cisco
IOSソフトウェアの実行バージョンで機能を記述する Cisco IOSソフトウェア機能一定ストリング
はまた出力第 2 行にあります。

Router> show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (TM) 920 Software (UBR920-K1O3V4Y556I-M), Version 12.1(5)T9,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: /tac

Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 24-Jun-01 08:31 by cmong

Image text-base: 0x800100A0, database: 0x8071B5B8

. . . . . .

. . . . . .

Router>

この場合、uBR900 ケーブルモデムは Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(5)T9 を実行して、
フィーチャーセットストリングは UBR920-K1O3V4Y556I-M です。

Q. どの機能セットが uBR900 ケーブルモデムの Cisco IOS ソフトウェア バージョ
ンでサポートされるか確認する方法

A. Cisco IOSソフトウェアイメージは識別する方式に従ってあり、ものがプラットフォームを実
行するどんなイメージに名付けられます。

たとえば、UBR920-K1O3V4Y556I-M のために、プラットフォームおよび機能にそれを分けるこ
とができます。

UBR920 は uBR920 です。●

K1 はこのイメージ サポート ベースラインプライバシー 暗号化を示します。●

O3 はセキュア シェル（SSH）のファイアウォールの存在を示します。●

V4 は音声 機能（uBR924）を示します。●

Y5 は示します減らされた IP バリアント（ケーブルを、MIB、ダイナミック ホスト コンフィ
ギュレーション プロトコル、極度な ZIP （EZIP）） 家庭内オフィス。

●

56I は IPSec の 56 ビット 暗号化を示します。●

M は形式が RAM であることを示します。●

（登録ユーザなら） cisco.com からこのイメージをダウンロードするべきならこのイメージのた
めの説明が VALUE SMALL OFFICE/VOICE/FW IPSEC 56 であることがわかります。

関連情報

ブロードバンド、ケーブル サービス●

Cisco uBR900 シリーズ ソフトウェア リリース注記および機能●

ケーブル製品の問題解決●
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