
上限付きライセンス適用機能

このドキュメントでは、上限付きライセンス機能と、この機能をCisco cBRシリーズルータで設
定する方法について説明します。

機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームと

ソフトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールに記載

されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合

は、このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検

索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、http://
tools.cisco.com/ITDIT/CFN/からアクセスできます。http://www.cisco.com/のアカウントは必要あり
ません。
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• 上限付きライセンス適用機能の設定方法, 4 ページ
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Cisco cBR シリーズルータに関するハードウェア互換性
マトリクス

Cisco IOS-XEの特定のリリースで追加されたハードウェアコンポーネントは、特に明記しな
い限り、以降のすべてのリリースでもサポートされます。

（注）
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表 1：Cisco cBRシリーズルータに関するハードウェア互換性マトリクス

インターフェイスカードプロセッサエンジンCisco CMTS プラットフォーム

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8 CCAPラインカー
ド：

• PID：CBR-LC-8D30-16U30

• PID：CBR-LC-8D31-16U30

• PID：CBR-RF-PIC

• PID：CBR-RF-PROT-PIC

• PID：
CBR-CCAP-LC-40G-R

Cisco cBR-8ダウンストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-DS-MOD

• PID：CBR-D31-DS-MOD

Cisco cBR-8アップストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-US-MOD

• PID：CBR-D31-US-MOD

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8スーパーバイザ：

• PID：
CBR-CCAP-SUP-160G

• PID：CBR-CCAP-SUP-60G

• PID：CBR-SUP-8X10G-PIC

Cisco cBR-8コンバージドブ
ロードバンドルータ

上限付きライセンスサポートについて
上限付きライセンス適用機能を使用すると、Cisco cBR-8のそれぞれのライセンス付き機能の数に
上限を設定できます。したがって、この機能を使用することにより、ライセンス付き機能が無制

限に使用されたり、より多くのリソースが誤って使用されたりしないように管理状態が維持され

ます。また、ユーザはデバイスごとの使用状況を追跡し、リソースの使用を前もって管理するこ

ともできます。

適用する上限のいずれかが現在の使用数を下回っている場合、条件付きライセンスオプションを

適用することはできません。

上限の適用が既に有効になっている場合、ユーザはその上限を超えるリソースにはアクセスでき

ません。使用されている機能ライセンスの数は、上限と等しいか、それより少なくなる必要があ

ります。
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スマートライセンス機能はレポートモデルであるため、ライセンスの適用が推奨されていませ

ん。したがって、上限付きライセンス適用機能がデフォルトで無効にされていて、すべての顧客

に公表されるわけではありません。

SNMP MIB ベースの上限適用
機能に関する上限を設定して上限適用機能を有効にするには、SNMP setコマンドを使用します。
SNMP setコマンドは、すべての機能に関する上限適用カウントが現在の使用数以上である場合に
のみ、正常に処理されます。いずれかの機能の使用数が上限を超えている場合は、SETコマンド
を発行する前に、それらのリソースをシャットダウンしてリソース使用数が上限以下になるよう

にしてください。

プラットフォームでこれらの値をスタンバイRPと同期した後、上限適用機能が有効になります。
これにより、ユーザがCAP値を超えて使用数を増やそうとすると、リソースがブロックされて警
告メッセージが表示されます。

SUPの返品許可（RMA）期間中、およびSUPがシャーシ間で移動されるときには、保存済みの上
限数と、上限適用機能を有効にする際に設定された値がクリアされます。ただし、スタンバイRP
を使用するシステムでは、スタンバイ RPが引き継いだ場合、RMA中に新しい RPが接続された
ときに値が同期されます。非冗長システムでは、RMA後、または SUPがシャーシ間で移動され
たときに、SNMP SETコマンドを再発行してください。

既に設定ロック状態になっている Cisco cBR-8では、上限適用機能を有効にすることはできませ
ん。ただし、上限適用機能が有効になっているかどうかにかかわらず、Cisco cBR8がライセンス
サーバと 90日を超えて通信できない場合は、設定ロック状態になります。

機能に対して CAP値を設定しない場合、値はデフォルトで 0xfff_ffff（268435455）に設定されま
す。

使用例のシナリオ

次の表は、SNMP MIBに基づく上限適用の使用例を示しています。

制限を設定し、追加のリソースをオンにできます。機

能の使用数が CAPカウントに達すると、プラット
フォームは追加使用を禁止します。

権限付与使用数がCAP（上限）カウント
以下である場合

SNMPコマンドの実行を停止します。この状況とカウ
ントの差異について通知するメッセージが表示されま

す。

権限付与使用数がCAPカウントを超える
場合

次の表は、CAPの有効化と CAPカウントオプションを設定する必要が生じる条件を示していま
す。
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冗長 Cisco cBR非冗長 Cisco cBRシナリオ

はいはい初回起動

いいえいいえシステムリロード

非対応該当なしSSO

いいえはいSUP RMA

いいえはいシャーシ間で SUPを移動

上限付きライセンス適用機能の設定方法

この項で参照されているコマンドの詳細については、「Cisco IOS Master Command List」を参
照してください。

（注）

この項の内容は、次のとおりです。

上限付きライセンス適用機能の設定

上限付きライセンス適用機能を設定するには、次の例に示すように SNMPコマンドを使用しま
す。MIB値を変更するには、Linuxサーバから次のコマンドを実行します。
snmpget -v <snmp_version_information> -c <snmp_readonly_community>

<cBR8_Server_IP> <MIB_OID>
snmpset -v <snmp_version_information> -c <snmp_read_write_community>

<cBR8_Server_IP> <MIB_OID> <object_type> <value>

ライセンス使用数の表示

現在のコンフィギュレーションでのライセンス使用数を表示するには、次の例に示すように show
cable license allコマンドを使用します。
Router-config# show cable license all

設定例
次の例は、SNMPバージョン 2cを使用するサーバ 172.25.15.210上でコミュニティプライベート
を使用して EnforcementEnabledグローバル値を取得する方法を示しています。
$ snmpget -v 2c -c public 172.25.15.210 1.3.6.1.4.1.9.9.839.1.1.3.0
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次の例は、SNMPバージョン 2cを使用するサーバ 172.25.15.210上でコミュニティプライベート
を使用して EnforcementEnabledグローバル値を設定する方法を示しています。
$ snmpset -v 2c -c private 172.25.15.210 1.3.6.1.4.1.9.9.839.1.1.3.0 i 1

次の例は、DSライセンス上限値を 999999に設定する方法を示しています。
$ snmpset -v 2c -u private 123 172.25.15.210 1.3.6.1.4.1.9.9.839.1.1.4.1 u 999999

上限付きライセンス適用に関する機能情報
Cisco Feature Navigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート
情報を検索できます。Cisco Feature Navigatorを使用すると、ソフトウェアイメージがサポートす
る特定のソフトウェアリリース、フィーチャセット、またはプラットフォームを確認できます。

Cisco Feature Navigatorには、http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウ
ントは必要ありません。

次の表は、特定のソフトウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソ

フトウェアリリースのみを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一

連のソフトウェアリリースでもサポートされます。

（注）

表 2：上限付きライセンス適用に関する機能情報

機能情報リリース機能名

この機能が Cisco cBRシリーズコ
ンバージドブロードバンドルータ

上の Cisco IOS XE Everest 16.6.1に
導入されました。

Cisco IOS XE Everest 16.6.1上限付きライセンス適用機

能
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