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機能情報の確認

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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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）

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
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アップストリームインターフェイス設定の情報

アップストリームチャネル管理

アップストリームチャネル管理（UCM）は、 Cisco cBRシリーズコンバージドブロードバンド
ルータのアップストリームチャネルの物理（PHY）層の設定およびリソース管理を実行します。

アップストリームコントローラ

アップストリームポートは、ケーブルラインカードにある、1つ以上のファイバノードに接続
された物理アップストリームRFコネクタを表します。アップストリームRFポートは、アップス
トリームRFチャネルのコンテナであり、物理ポートに含まれるRFチャネルグループのトポロジ
とスペクトルの両方に制限を課します。アップストリーム RFポートは、ケーブルラインカード
上の RFフロントエンドハードウェアコンポーネント（コネクタ、可変ゲイン調整（VGA）、
A/Dコンバータなど）を表します。これは、アップストリーム物理チャネルの受信側に直接接続
されます。ポートあたりのアップストリーム物理チャネルの数は、ポートにアクセス可能な受信

側の数に制限されます。

アップストリームチャネル

アップストリーム RFチャネルは、特定のチャネル幅の単一アップストリーム中心周波数におけ
るDOCSIS物理層操作を表します。これは、CMTSラインカードハードウェア上の単一物理ポー
トに含まれています。

アップストリームリソース管理

アップストリームリソース管理（URM）機能は、ラインカード上の物理アップストリームコネ
クタとそのコネクタ上で受信したアップストリーム RFチャネルとの間の関係を維持するという
主な役割があります。

アップストリームインターフェイスの設定方法
この項の構成は、次のとおりです。

設定モードを使用した Cisco CMTS の手動設定
コンソール端末を I/Oコントローラのコンソールポートに接続します。初期ダイアログを開始す
るかどうかの質問に対して、noと応答し、ルータのユーザ動作モードを開始します。数秒後に
ユーザ EXECプロンプト（Router>）が表示されます。
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変調プロファイルの設定とアップストリームチャネルの割り当て

手順

目的コマンドまたはアクション

特権EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

パスワードを入力します（要求された場

合）。

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

バーストパラメータが各バーストタイプ

のそれぞれのデフォルト値に設定されてい

cable modulation-profile profile
mode_of_oper qam_profile

例：
Router(config)# cable
modulation-profile 23 tdma qam-16

ステップ 3   

る、定義済み変調プロファイルを作成しま

す。

コントローラインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

Controller Upstream-Cable
slot/subslot/port

例：
Router(config)# Controller
Upstream-Cable 7/0/0

ステップ 4   

アップストリームポートに最大 3つの変
調プロファイルを割り当てます。

us-channel nmodulation-profile
primary-profile-number
[secondary-profile-number]
[tertiary-profile-number]

ステップ 5   

例：
Router(config-if)#cable
upstreamus-channel 0
modulation-profile 23

コントローラコンフィギュレーションサ

ブモードを終了し、特権EXECモードに戻
ります。

end

例：
Router(config-controller)# end

ステップ 6   
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PHY レイヤでのアップストリームチャネルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

特権EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

パスワードを入力します（要求された場

合）。

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

コントローラインターフェイスラインカー

ドを指定し、アップストリームコントロー

controller upstream-cable
slot/subslot/port

例：
Router(config)# controller
upstream-cable 1/0/0

ステップ 3   

ラコンフィギュレーションサブモードを

開始します。

コントローラインターフェイスの RFチャ
ネルに周波数を割り当てます。

us-channel rf-channelfrequency freq-val

例：
Router(config-controller)#
us-channel 1 frequency 20000000

ステップ 4   

コントローラインターフェイスの RFチャ
ネルに DOCSISモードを割り当てます。

us-channel rf-channeldocsis-modemode

例：
Router(config-controller)#
us-channel 1 docsis-mode tdma

ステップ 5   

コントローラインターフェイスの RFチャ
ネルにチャネル幅を Hzで割り当てます。

us-channel rf-channelchannel-width
value

例：
Router(config-controller)#
us-channel 1 channel-width 3200000

ステップ 6   

コントローラインターフェイスの RFチャ
ネルに変調プロファイルを割り当てます。

us-channel
rf-channelmodulation-profile profile

例：
Router(config-controller)#
us-channel 1 modulation-profile 21

ステップ 7   

アップストリームチャネルをイネーブルに

します。

no us-channel rf-channelshutdown

例：
Router(config-controller)# no
us-channel 1 shutdown

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

アップストリームコントローラコンフィ

ギュレーションサブモードを終了して、特

権 EXECモードに戻ります。

end

例：
Router(config-controller)# end

ステップ 9   

MAC ドメインでのアップストリームチャネルの関連付けとアップス
トリームボンディングの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

Cisco CMTSルータでケーブルインターフェイ
スラインカードを指定します。

interface cable
slot/subslot/cable-interface-index

例：
Router(config)# interface cable
7/0/0

ステップ 3   

一連のアップストリームチャネルと内蔵ダウン

ストリームチャネルを関連付けます。

downstream integrated-cable
slot/subslot/portrf-channel rf-chan
[upstream grouplist]

ステップ 4   

例：
Router(config-if)# downstream
integrated-cable 7/0/0
rf-channel 3 upstream 3

一連の物理チャネルアップストリームとMAC
ドメインを関連付けます。

upstream
md-us-chan-idupstream-cable
slot/subslot/portus-channel rf-channel

ステップ 5   

例：
Router(config-if)# upstream 0
upstream-cable 7/0/0 us-channel
0
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目的コマンドまたはアクション

指定したケーブルインターフェイスでアップス

トリームボンディンググループを作成し、アッ

cable upstream bonding-group id

例：
Router(config-if)# cable
upstream bonding-group 200

ステップ 6   

プストリームボンディングコンフィギュレー

ションサブモードを開始します。

アップストリームボンディンググループにアッ

プストリームチャネルを追加します。

upstream number

例：
Router(config-upstream-bonding)#
upstream 1

ステップ 7   

MACドメインごとに最大16個のアップストリー
ムチャネルを設定できます。これらは次の 2つ
のグループに分けられます。

•グループ 1：アップストリームチャネル 0
～ 7

•グループ 2：アップストリームチャネル 8
～ 15

アップストリームボンディンググループには、

グループ 1のすべてのアップストリームチャネ
ルのみ、またはグループ 2のすべてのアップス
トリームチャネルのみが含まれている必要があ

ります。

指定したアップストリームボンディンググルー

プの属性値を変更します。

attributes value

例：
Router(config-upstream-bonding)#
attributes eeeeeeee

ステップ 8   

アップストリームボンディングコンフィギュ

レーションサブモードを停止して、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：
Router(config-upstream-bonding)#
end

ステップ 9   

設定例

PHY レイヤを持つアップストリームチャネルの設定例

...
us-channel 0 frequency 20000000
us-channel 0 channel-width 3200000 3200000
us-channel 0 power-level 0
us-channel 0 docsis-mode tdma
us-channel 0 minislot-size 2
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us-channel 0 modulation-profile 21
no us-channel 0 shutdown
...

MAC ドメインを持つアップストリームチャネルの設定例

...
interface Cable8/0/0
downstream Modular-Cable 8/0/0 rf-channel 0
upstream 0 Upstream-Cable 8/0/0 us-channel 0
upstream 1 Upstream-Cable 8/0/0 us-channel 1
cable mtc-mode
cable upstream bonding-group 1
upstream 0
upstream 1
attributes 80000000

...

その他の参考資料

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

Cisco cBR ルータのアップストリームインターフェイス
設定に関する機能情報

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。
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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：アップストリームインターフェイスの設定に関する機能情報

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

ルータに統合されました。

Cisco IOS XE Fuji 16.7.1アップストリームインターフェ

イス設定
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