
アップストリームチャネルボンディング

アップストリームチャネルボンディング（USCB）機能により、ケーブルオペレータは、複数
の無線周波数（RF）チャネルを組み合わせてMACレイヤにより大きいボンディンググループ
を形成することにより、ケーブルモデム（CM）ユーザ1人あたりのアップストリーム（US）帯
域幅を上げることができます。

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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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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アップストリームチャネルボンディングの前提条件
• Ciscoケーブルモデム終端システム（CMTS）ルータのアップストリームチャネルボンディ
ング機能を設定する前に、ダウンストリームチャネルボンディングをイネーブルにします。

• CiscoCMTSルータのアップストリームチャネルボンディングを設定する前に、CMがMultiple
Receive Channel（MRC）モードで登録されていることを確認します。

• CMが DOCSIS 3.0認定であることを確認します。

アップストリームチャネルボンディングの制限事項
アップストリームチャネルボンディング機能には、次の制限事項があります。

•静的ボンディンググループのみサポートされます。

•同じMACドメインに属するアップストリームチャネルのみを、アップストリームボンディ
ンググループに追加できます。

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。

（注）

•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。

•認定情報レート（CIR）オーバーサブスクリプションは USCBグループでサポートされませ
ん。

Cisco CMTSは、個々のアップストリームチャネルで使用可能な帯域幅のオーバーサブスク
リプションを許可します。ただし、帯域幅のオーバーサブスクリプションはUSCBグループ
ではサポートされません。

個々のアップストリームは、音声トラフィック用に生成された静的CIRサービスフローが原
因でオーバーサブスクリプションになる可能性があります。これにより、USCBを含むDOCSIS
3.0 CMが、単一チャネルの USボンディンググループ（デフォルトボンディンググループ
とも呼ばれる）でオンラインになる可能性があります。

この問題は主に、静的サービスフローを使用した音声展開で発生します。したがって、音声

コールを試行する（またはドロップする）場合は、CIRが割り当てられる（または解放され
る）よう、次の音声展開を選択することを推奨します。
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1 Dynamic Quality of Service（DQoS）Lite
2 パケットケーブル（PC）DQoS
3 パケットケーブルマルチメディア（PCMM）

これらの展開は、個々のアップストリームのオーバーサブスクリプションを防ぎ、CMは予
測どおりのボンディンググループでオンラインになります。

アップストリームチャネルボンディングの情報
DOCSIS 3.0ベースのアップストリームチャネルボンディングは、Cisco CMTSルータと複数の
CMを含むケーブル通信システムでアップストリーム帯域幅をCMユーザ 1人あたりの rawスルー
プット 120 Mbpsまで拡張するための方法です。アップストリームチャネルボンディング方法を
使用すると、CMは同時に複数のアップストリームチャネル上で Cisco CMTSルータにデータを
送信できます。

チャネルボンディングは、小さな帯域幅アップストリームチャネルを束ねることでMACドメイ
ン内に大きなボンディンググループを作成するための方法です。MACドメインは、Cisco CMTS
ルータの論理サブコンポーネントであり、一連のダウンストリームおよびアップストリームチャ

ネルですべての DOCSIS機能を実装します。

アップストリームチャネルボンディング機能は、データおよびビデオサービスのMultipleTransmit
Channel（MTC）モードによるアップストリームトラフィックをサポートします。これらのサー
ビスは音声ベースのサービスよりも多くの帯域幅が必要になります。音声ベースのサービスは、

従来型の単一のアップストリームチャネル、または単一のアップストリームチャネルボンディ

ンググループ設定を使用します。DOCSIS内の 1つの RFチャネルの物理容量は 30 Mbpsを超え
ることができないため、30 Mbpsを超えるトラフィックコントラクトにはアップストリームチャ
ネルボンディングが必要です。

アップストリームチャネルボンディング機能は、Cisco cBR-8ルータでサポートされています。
加入者からのアップストリームデータは、ケーブルインターフェイスラインカード上で自動的

に設定されたアップストリームポート（US0-US19）を介して送信されます。ケーブルインター
フェイスラインカードは、データを処理して、バックプレーンからWANカードを通してイン
ターネットに送信します。

ケーブルインターフェイスラインカードでサポートされるダウンストリームおよびアップスト

リーム周波数を次の表に示します。

表 2：ダウンストリームおよびアップストリーム周波数

アップストリーム周波数ダウンストリーム周波数ラインカード

Cisco cBR-8 CCAPラインカー
ドのアップストリーム周波数範

囲は、地域や Annexure設定に
関係なく 5～ 85 MHzです。

55～ 999 MHz1Cisco cBR-8 CCAP
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1
この周波数範囲は、接続された EQAMデバイスの周波数規制の対象になります。

Multiple Transmit Channel モード
Multiple Transmit Channelモードは、CMが複数アップストリームチャネルにアップストリームト
ラフィックを送信することを可能にする CM機能です。MTCモードは、ケーブルインターフェ
イスラインカードでイネーブル化できます。

• MACドメイン内のすべての CMのMTCモード：アップストリームのボンディング可能な
ケーブルインターフェイスラインカードでは、デフォルトで、MACドメイン内のすべての
CMでMTCモードがイネーブル化されています。

Multiple Receive Channel モード
MRCモードは、CMが複数ダウンストリームチャネルのダウンストリームトラフィックを受信
することを可能にするCM機能です。アップストリームボンディングが可能なケーブルインター
フェイスラインカードでは、MRCモードはデフォルトでイネーブル化されています。CMの登録
時または登録後に cablemrc-modeコマンドを使用して、MACドメイン内のMRCモードを有効ま
たは無効にすることができます。

アップストリームチャネルボンディングの動的範囲ウィンドウと送

信電力レベル

動的範囲ウィンドウ機能は、CableLabs DOCSIS 3.0 MAC and Upper Layer Protocols Interface
Specificationおよび DOCSIS 3.0 Specificationに基づいています。DOCSIS 3.0 CMでは、アップス
トリーム送信チャネル電力レベルが送信チャネルセット（TCS）内のすべてのチャネルにおいて
12 dBの範囲内である必要があります。

1つのアップストリームチャネルを使用する非MTCモードで動作するDOCSIS 1.xまたは 2.0 CM
は、2つ以上のアップストリームチャネルを使用するMTCモードで動作する DOCSIS 3.0 CMよ
りも最大送信チャネル電力レベルは高くなります。つまり、MTCモードでは、チャネルごとの最
大送信電力レベルが削減されます。

アップストリーム減衰が最大送信電力レベルを超える場合、MTCモードで登録を試行するDOCSIS
3.0 CMはオンラインにならなかったり部分的モードで登録されたりする可能性があります。TCS
内のすべてのアップストリームチャネルの送信電力レベルが最大送信電力レベルを超えると、CM
は登録に失敗します。アップストリームチャネルのある CMが最大送信電力レベル内にある場
合、CMは部分的モードでオンラインになる可能性があります。ただし、最大送信電力レベルを
超えるアップストリームチャネルは、ダウンしているとしてマークされ、アップストリームトラ

フィックに使用できません。

CMでの送信電力レベルを確認するには、verboseキーワードを指定して show cable modemコマン
ドを使用します。このコマンドは、割り当てられたアップストリームチャネルごとに次の送信電

力値を表示します。

Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイド
（Cisco IOS XE Fuji 16.7.x 用）

5

アップストリームチャネルボンディング

Multiple Transmit Channel モード



•報告送信電力：アップストリームチャネルごとにCMから報告された送信電力レベルです。

•最小送信電力：MTCモードの CMがアップストリームチャネルで送信できる最小送信電力
レベルです。

•ピーク送信電力：MTCモードの CMがアップストリームチャネルで送信できる最大送信電
力レベルです。

アップストリームチャネルボンディングをサポートするには、最小送信電力が報告送信電力以下

であり、報告送信電力がピーク送信電力以下である必要があります。ピーク送信電力レベルと最

小送信電力レベルは、CM TCSの割り当ておよび各アップストリームチャネル設定から取得され
ます。

最小送信電力が報告送信電力より高い場合、または報告送信電力がピーク送信電力より高い場合、

CMはオンラインにならなかったり部分的モードで登録されたりする可能性があります。

この送信電力の問題は、次の 2つの方法でトラブルシューティングできます。

•追加の増幅器を挿入してアップストリーム減衰を減らし、アップストリーム送信電力が許容
送信電力範囲（12 dB）内に収まるようにします。

• MTCモードを無効にします。CMをMTCモードから非MTCモードに切り替えるには、CM
コンフィギュレーションファイルを使用してタイプ、長さ、値（TLV）43.9.3のボンディン
グビット（ビット 0）を無効にします。

送信電力の拡張

DOCSIS 3.0 CMの初期導入時に、アップストリームパスの減衰を補正するために、CMから電力
を追加する必要があります。CMは、DOCSISで定義されているよりも多くの拡張電力レベルを送
信する必要があります。USCBが Cisco CMTSでイネーブルで、DOCSIS 3.0 CMがMTCモードで
動作しているとき、この状態が一般的に発生します。

アップストリームに電力を追加すると、オペレータに電力の余裕が生まれ、アップストリームの

信号損失が減少し、ケーブル設備の運用コストが削減され、DOCSIS 3.0 CMを迅速に導入できる
ようになります。

Cisco CMTSは、CMが拡張電力でデータを送信する場合に使用する次の機能をサポートします。

•シスコ拡張送信電力機能

• DOCSIS拡張送信電力機能

シスコ拡張送信電力機能

シスコ拡張送信電力機能は、DOCSIS 3.0仕様で指定された電力レベルよりも高い電力レベルで送
信するように、MTCモードで動作する DOCSIS 3.0 CMをサポートします。この機能は、Cisco
DPC3000 CMでしかサポートされません。

シスコ拡張送信電力機能により、ケーブルオペレータは、4チャネルまたは 2チャネルモード、
あるいはMTC以外のモードで登録され、DOCSISで定義された最大電力レベルよりも高い電力レ
ベルで送信するケーブルモデムを細かく制御できます。ケーブルオペレータは、グローバルコ
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ンフィギュレーションモードで cabletx-power-headroomコマンドを使用して拡張送信電力を設定
できます。

DOCSIS 拡張送信電力機能

DOCSIS拡張送信電力機能は、DOCSIS3.0仕様で定義されているように拡張アップストリーム送
信電力機能をサポートします。この機能により、CMは高い拡張電力レベルで送信して、USチャ
ネルの減衰に対応することができます。

次のテーブルに、DOCSIS拡張送信電力機能でサポートされる新しい TLVを示します。

表 3：DOCSIS 拡張送信電力機能に対応する TLV

値長さタイプTLV 名

0：拡張アップストリー
ム送信電力オフ

1：拡張アップストリー
ム送信電力オン

2～ 255：予約済み

116拡張アップストリーム

送信電力サポート

0、205～ 244（4分の
1 dB単位）

15.40拡張アップストリーム

送信電力 CM機能

Cisco CMTSは TLV16を送信して、DOCSIS拡張電力機能が有効かどうかを CMに通知します。
その代わりに CMは、Cisco CMTSに TLV5.40を送信して、その拡張電力機能を通知します。ネ
ゴシエーションの完了後、CMは拡張電力を送信できます。

DOCSIS拡張送信電力機能はデフォルトで有効です。この機能の有効化と無効化を切り替えるに
は、cable upstream ext-powerコマンドを使用します。DOCSIS拡張電力機能の有効化と無効化の切
り替え方法については、DOCSIS拡張送信電力機能の設定, （33ページ）を参照してください。

シスコ拡張送信電力機能とDOCSIS拡張送信電力機能が設定されている場合は、DOCSIS拡張
送信電力機能が優先されます。

（注）

送信チャネルセットの削減

送信チャネルセットの削減機能を使用すると、CiscoCMTSルータでは、CMの総電力バジェット
に基づいて、アップストリームチャネルセットの割り当てを削減することができます。たとえ

ば、アップストリームチャネルを 4から 2に削減すると、3 dBのヘッドルームが得られます。さ
らに 2つのチャネルを単一チャネルに削減すると、3 dBのヘッドルームがさらに得られ、CMは
非MTCモードで動作するようになります。
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削減アップストリームチャネルセットを使用するには、対応する静的ボンディンググループが

設定されている必要があります。たとえば、MACドメインは4つのチャネルを持つボンディング
グループで設定されています。チャネルセットが2つに削減されたCMは、4チャネルのボンディ
ンググループに対応せず、2以下のチャネルを含むボンディンググループにのみ対応します。

送信チャネルセットの削減機能は、DOCSIS 3.0 CMで送信電力合計を 3 dB上げる必要がある場
合に便利です。たとえば、DOCSIS 1.0または 2.0 CMは 4位相偏移変調（QPSK）で最大 58 dBmV
の送信電力をサポートしますが、DOCSIS 3.0 CMは最大 61 dBmVの送信電力をサポートします。
この場合、4チャネルMTCモードで動作する DOCSIS 3.0 CMでは、1アップストリームチャネ
ルごとの最大送信電力が減ることになります。この機能を使用すると、CiscoCMTSルータは6dB
削減された入力レベルをサポートしてアップストリームパスの減衰を防ぐことができます。

T4 乗数
T4乗数は、MTCモードのケーブルモデムについて定義されているデフォルトのT4タイムアウト
値の T4タイムアウト乗数値です。デフォルト値は、モデムの送信チャネルセットのチャネルの
数から取得されます。デフォルトの T4乗数値は、ケーブルインターフェイスコンフィギュレー
ションモードで cable upstream ranging-pollコマンドを使用して変更できます。

T4タイムアウト乗数値の範囲は 1～ 10です。T4乗数値が 1の場合、ケーブルモデムは 30秒で
T4タイムアウトします（1 x 30 = 30）。T4乗数値を 4に変更すると、新しい T4タイムアウト値
は 120秒となります（4 x 30 = 120）。

T4タイムアウト乗数値の設定が範囲内（1～ 10）でない場合、CMTSは T4タイムアウト値と
してモデムの T4タイムアウト値を使用します。たとえば、モデムの T4タイムアウトが 90秒
であれば、CMTSは T4乗数として 3を適用します。

（注）

MTCモードでは、T4タイムアウト値を増やすことで、レンジング要求（RNG-REQ）スロットお
よびレンジング応答メッセージの処理に関連するルータオーバーヘッドを減らすことができま

す。RNG-RSPメッセージに T4タイムアウト乗数値が含まれない場合、CMはデフォルトの T4タ
イムアウト値を使用します。

アップストリームチャネルボンディングのファイバノード設定

Cisco CMTSルータのファイバノード設定は、DOCSIS 3.0で定義されたMACドメインダウンス
トリームサービスグループ（MD-DS-SG）およびMACドメインアップストリームサービスグ
ループ（MD-US-SG）を定義するために使用されます。DOCSIS 3.0認定モデムのみがこの情報を
使用します。

光同軸ハイブリッド（HFC）ネットワークでは、ファイバノードの同一同軸セグメントに接続さ
れているすべての CMは、ヘッドエンドにある 1つまたは複数の Cisco CMTSルータ上のダウン
ストリームおよびアップストリームチャネルの同じセットに到達します。
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CMが物理的に接続されているファイバノードは 1つのみです。ファイバノードに接続された
CMが動作するために、ファイバノードにはプライマリ対応コントローラが少なくとも 1つ含ま
れる必要があります。

アップストリームチャネルボンディング用の新規 TLV
次の表に、アップストリームチャネルボンディング機能用に CableLabsで新しく定義されたタイ
プ、長さ、値（TLV）を示します。

表 4：アップストリームチャネルボンディング用の新規 TLV

値長さタイプTLV 名

ベンダー定義あたり343.8CMのベンダー ID

ケーブルモデムの属性

マスクサブタイプの符

号化

n43.9ケーブルモデムの属性

マスク

Cisco CMTSでは、複数のアップストリームチャネルボンディンググループ（USBG）を設定で
きます。これらのボンディンググループには、それぞれ異なるアップストリーム周波数のアップ

ストリームチャネルを含めることができます。ボンディンググループの中には、拡張周波数範囲

内の周波数を持つチャネルを含められるものがあります（表 2：ダウンストリームおよびアップ
ストリーム周波数, （4ページ）を参照）。HFCネットワークは、それぞれが標準または拡張
アップストリーム周波数をサポートする複数のタイプの CMから構成されます。

CMを登録する際、Cisco CMTSによるボンディンググループの割り当ては、そのCMでサポート
されるアップストリーム周波数範囲に基づきません。ボンディンググループの割り当ては、各ボ

ンディンググループの CMの数を均衡化するように実行されます。これにより、拡張周波数範囲
内のボンディンググループが、拡張周波数をサポートしない CMに割り当てられる可能性があり
ます。この場合、CMは登録できません。このようなシナリオは、85MHzという高周波数をサポー
トする Cisco cBR-8 CCAPラインカードの実装（CMの混在あり）の際によく見受けられます（表
2：ダウンストリームおよびアップストリーム周波数, （4ページ）を参照）。

Cisco CMTSにより、拡張周波数範囲内のチャネルを含む USBGを（標準周波数範囲に制限され
た）CMに割り当てた場合、CMをそのアップストリームボンディンググループに登録できない
可能性があります。回避策として、TLV 43.9.3（CMUS必須属性マスク）または TLV 43.9.4（CM
US禁止属性マスク）を使用します。これらの TLVにより、Cisco CMTSによって CMが割り当て
られる USBGがその CMにサポートされるアップストリーム周波数範囲内であるようにすること
ができます。

CM属性マスク（TLV 43.9）のデフォルト属性（16進数）は「80 00 00 00」です。つまり、マス
クはデフォルトで、ボンディングビットがイネーブルな状態ですべてゼロであることを意味しま

す。始めの 4バイトは事前定義されており、後の 4バイトはユーザ定義です。Cisco CMTSが CM
でサポートされる周波数範囲に基づいてボンディンググループを割り当てられるようにするに

は、次の手順を実行します。
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1 TLV 43.9.3または TLV 43.9.4を使用し、後の 4バイトを変更して、マスクを設定します。マス
クは、各ボンディンググループに一意の属性が割り当てられるように設定する必要がありま

す。

2 CMコンフィギュレーションファイルにこのマスクを適用します。拡張周波数をサポートする
CMは、設定されたUSBGの周波数範囲に関係なく、どのUSBGにも登録できます。標準周波
数をサポートする CMは、標準周波数範囲に設定された USBGにのみ登録できます。

標準または拡張周波数範囲をサポートする CMに、上記のように設定したマスクを適用します。
いずれにせよ、属性マスクを使用する必要があるのは、標準周波数範囲の CMのみです。それら
は、拡張アップストリーム周波数範囲に設定されたUSBGに登録できません。拡張周波数をサポー
トする CMに属性マスクがないのは、それらのモデムはどの USBGにも割り当てられることを意
味します。

Cisco CMTSは、登録時に CMコンフィギュレーションファイルで受信されるこのマスクを使用
して、どの USBGを CMに割り当てるかを決定します。

アップストリームの重み付け均等化キューイング

アップストリームの重み付け均等化キューイング（WFQ）は、Cisco CMTSルータがWFQパラ
メータ設定に基づいてアップストリームサービスフローに最適な帯域幅を割り当てることができ

るようにする Quality of Service（QoS）機能です。アップストリームWFQをイネーブルにするに
は、ケーブルインターフェイス上でクラスベースまたはアクティビティベースのWFQを設定す
る必要があります。

次のWFQパラメータ設定がサポートされます。

Class-Based Weighted Fair Queuing：クラスベース WFQ
クラスベース均等化キューイング構成では、使用可能な帯域幅の割り当ては、サービスクラスで

アクティブなサービスフローに基づいています。サービスクラスは、Cisco CMTSルータで構成
されるキューイング属性のグループです。クラスには少なくとも 1つのアクティブなサービスフ
ローが必要です。クラスは、クラスのウェイトに基づいて使用可能帯域幅の一部を受け取ります。

デフォルトでは、各クラス（0～ 7）に「クラス + 1」ウェイトが設定されます。たとえば、クラ
ス 0にはウェイト 1、クラス 1にはウェイト 2が設定されます。

アクティビティベースの重み付け均等化キューイング

アクティビティベースの重み付け均等化キューイング構成では、使用可能な帯域幅の割り当ては、

サービスクラスマップでアクティブなサービスフローのサービスクラスと総数に基づいていま

す。サービスフローの数が多くなると、サービスクラスが受け取る帯域幅の割合が大きくなりま

す。
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サービスフロープライオリティに対する独自の重み付け

重み付け均等化キューイング機能を使用すると、Cisco CMTSルータは、アップストリームサー
ビスフローからの未処理要求に指定されたサービスフロープライオリティのウェイトに基づい

て、使用可能な帯域幅を共有できます。プライオリティとは、CMコンフィギュレーションファ
イル、または Cisco CMTSサービスクラス構成で指定されているサービスフロープライオリティ
を意味します。デフォルトでは、プライオリティのウェイトは「プライオリティ + 1」となりま
す。たとえば、プライオリティ 0にはウェイト 1、プライオリティ 1はウェイト 2が設定されま
す。プライオリティが高くなると、未処理要求のウェイトが大きくなります。カスタムのウェイ

トは、サービスクラスで合計 8つのプライオリティ（0～ 7）を指定できます。

プライオリティパラメータは、0（最低）～ 7（最高）の範囲でサービスフローのトラフィック
のプライオリティを指します。アップストリームトラフィックでは、プライオリティが高く保留

中のすべてのサービスフローが、プライオリティが低いサービスフローより前に送信されるよう

にスケジュールされます。プライオリティごとに適切なウェイトに基づいて、プライオリティの

ウェイトを構成できます。

次の表に各サービスフロープライオリティのデフォルトウェイトを示します。

表 5：サービスフロープライオリティのデフォルトウェイト

デフォルトウェイトサービスフロープライオリティ

10

21

32

43

54

65

76

87

アップストリームスケジューラとサービスフロー

DOCSIS準拠の Cisco CMTSルータは、アップストリームサービスフローを使用するさまざまな
パケットストリームやアプリケーション用のさまざまなアップストリームスケジューリングモ

ジュールを提供できます。サービスフローとは、データのアップストリームまたはダウンスト

リームフローのいずれかを表します。各サービスフローは固有のサービスフロー ID（SFID）に
より識別されます。各サービスフローには独自の Quality of Service（QoS）パラメータ（最大ス
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ループット、最小保証スループット、プライオリティなど）を指定できます。アップストリーム

サービスフローの場合は、スケジューリングモードも指定できます。

スケジューリングは、Cisco CMTSルータが帯域幅要求を受信してアップストリームトラフィッ
ク用にCMにタイムスロットを付与できるようにするプロセスです。CiscoCMTSルータは定期的
にそれぞれの有効なアップストリームチャネル用に許可マップを作成します。このマップにより

個々のタイムスロットが付与されて、CMはアップストリームチャネルにパケットを配置できる
ようになります。

DOCSIS 3.0には、CMがアップストリームサービスフローを作成する方法が記述されています。
次のスケジューリングタイプは、Cisco CMTSルータがアップストリームサービスフロー用に帯
域幅を割り当てることを可能にします。

•非送信請求許可サービス（UGS）

•送信請求許可サービス

非送信請求許可サービスは主に音声で使用されます。UGSでは CMは Cisco CMTSルータからの
付与を明示的に要求する必要はありませんが、送信請求許可サービスではCMはCiscoCMTSルー
タからの付与を明示的に要求する必要があります。送信請求許可サービスは主にベストエフォー

ト（BE）サービスのために使用されます。

DOCSIS2.0とは異なり、DOCSIS3.0ではサービスごとに複数の未処理要求が可能です。アップス
トリームスケジューラの詳細については、次のURLにある『Upstream SchedulerMode for the Cisco
CMTS Routers』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cable/configuration/guide/cmts_upstm_sch_md_ps2209_TSD_Products_
Configuration_Guide_Chapter.html

アップストリームサービスフローの均等化

同じクラス内のサービスフローが受け取る帯域幅は、ほぼ同量です。均等化により、次を含むさ

まざまなサービスフロー間の帯域幅分配の格差が解決されます。

•未ボンディングサービスフローとボンディングサービスフロー

•異なるベンダー（Intel/TIと Broadcom）のモデム上のサービスフロー

•さまざまなサイズの（1、2、4チャネルの）ボンディンググループに関連付けられている
サービスフロー

アップストリームスケジューラはフローベースのキューイングをサポートします。アップスト

リームサービスフローの均等化が設定されている場合、サービスフローが BWを受け取る順序
とその量は、同じクラス内の他のフローに比較したそのフローの現在の使用量に基づいてアップ

ストリームスケジューラにより決定されます。

アップストリームサービスフローの均等化機能を設定するには、 cable upstream qos fairnessコ
マンドを使用します。このコマンドは、インターフェイスコンフィギュレーションモード（また

はMACドメインコンフィギュレーションモード）で使用します。
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USBG のチャネル全体へのトラフィックの分配
アップストリームチャネルボンディング（USCB）を有効にすると、1つのアップストリームボ
ンディンググループ上のアップストリームチャネル間で帯域幅利用のバランスをとるために、

USBGのチャネル全体へのトラフィックの分配機能を使用できます。

この機能は、MACドメインごとにアップストリームチャネルボンディンググループが 1つ構成
されている場合のみ、使用率のバランスをとります。

制約事項

•この機能は、MACドメインの 1つのアップストリームボンディンググループでのみサポー
トされます。MACドメインで複数のアップストリームボンディンググループが設定されて
いるときは、使用率のバランスがとられません。

•すべてのチャネルは同じMACドメインの下の 1つのアップストリームボンディンググルー
プで設定される必要があります。

•この機能は、UB-onlineケーブルモデムにのみ使用されます。

インターフェイス（config-if）コンフィギュレーションモードで cable upstream balance-scheduler
コマンドを使用して、USCB Balancing Schedulerを有効または無効にできます。

ケーブルモデム機能よりも小型な USBG を使用した DOCSIS 3.0 のロー
ドバランシング

USBGに含まれるアップストリームチャネルがDOCSIS3.0ロードバランシングの有効な合計アッ
プストリームチャネルセットより少ないサービスグループで USCBを使用するときに、CMTS
は構成済み USBGの範囲外であるような用途のために、送信チャネルセット（TCS）を DOCSIS
3.0ケーブルモデムに割り当てることができます。CMTSは、ケーブルモデムサービスを増加さ
せるために、小さい UBGおよびデフォルトの単一チャネルボンディンググループを大きいチャ
ネルセットにバインドしようとします。たとえば、大規模な TCSを受信する DOCSIS 3.0ケーブ
ルモデムは、動的サービスフローを追加するために、このような追加チャネルを使用できます。

DOCSIS 3.0ロードバランシング機能では、大規模な TCSの結果として USBGを使用して明示的
に設定されていないアップストリームチャネルにケーブルモデムを移動することもできます。

アップストリームボンディングを使用しているときに DOCSIS 3.0ロードバランシングを有効化
する場合は、次の手順を実行して、アップストリームボンディンググループ設定が組み込みおよ

び調整されていることを確認してください。

• USBGを設定します。これは、サービスグループ内のケーブルモデム機能に一致します（4
チャネル USBG、2チャネル USBG、3チャネル USBGなど適宜）。

•サービスグループ内のモデム機能に基づいて、設定された USBGがアップストリームチャ
ネルセットに最適であることを確認します。たとえば、4つのアップストリームチャネルが
使用可能な場合、動的TCSによってサブ最適化ボンディングのシナリオが生じないようにす
るため、チャネル 0+1および 2+3がそれぞれ USBGである必要があります。
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•また、USBGで設定されていないアップストリームチャネルのうちボンディングに使用しな
いものがあれば、それをシャットダウンできます。

Cisco cBR-8 CCAP のラインカードのレート制限
レート制限機能は、Cisco cBR-8 CCAPラインカード上のボンディングされた DOCSIS 3.0サービ
スフローのアップストリームトラフィックの集約率および CPU消費を制御できます。レート制
限機能は、Cisco cBR-8 CCAPラインカードでデフォルトで構成されています。ただし、 cable
upstream rate-limit-ccfコマンドを使用してデフォルト設定を変更できます。

レート制限機能は、次の 2つのレート制限方法を使用します。

•集約レート制限：これは、Peripheral Component Interconnect（PCI）バスで集約されたスルー
プットに基づきます。すべてのボンディングされたサービスフローについてラインカード

ごとのスループットです。デフォルトのスループットおよびバーストレート構成を変更でき

ます。最大許容スループットは 115 Mbpsです。

• CPUベースのレート制限：この方法では、Continuous Concatenation and Fragmentation（CCF）
によって消費される CPUを制御し、トラフィックがボンディングされたサービスフローで
過負荷になるときにラインカードが正しく機能することを保証します。デフォルト設定で

は、CCFに CPUの 50パーセントを割り当てます。必要に応じて、デフォルトの CPUしき
い値およびバーストレートを変更できます。

SID トラッキング
サービス ID（SID）トラッキング機能により、アップストリーム帯域幅要求と許可処理に関連す
るイベントを追跡できます。SIDトラッカーモジュールは、1つのMACドメインあたり最大 2つ
のサービスフローのイベントを追跡できます。SIDトラッカーモジュールは、ケーブルインター
フェイスラインカード上の 1つのサービスフローあたり最大 40,000イベントを追跡します。

次のタイプのイベントに対して SIDトラッキングをイネーブルにできます。

• DOCSIS 2.0の帯域幅要求

• DOCSIS 3.0の帯域幅要求

•許可

•保留中の許可（トラフィック輻輳による）

•保留中の許可（シェーピングによる）

SIDトラッキングを有効にするには、trackkeywordとともにdebugcableinterfacesidコマンドを使
用します。SIDトラッキングを確認するには、特権 EXECモードで show interface cable upstream
debugコマンドを使用します。
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サービス ID クラスタ
サービスフローの作成時、Cisco CMTSルータは、1つ以上のサービス IDクラスタをアップスト
リームボンディングサービスフロー（アップストリームボンディンググループに割り当てられ

たアップストリームサービスフロー）に割り当てることができます。SIDクラスタは、ボンディ
ンググループ内の 1アップストリームあたり 1つの SIDを含みます。CMは、帯域幅要求を送信
する際に、アップストリームインターフェイスについて SIDクラスタで定義されている SIDの 1
つを使用します。CMは、SIDクラスタの切り替え条件に基づいて SIDまたは SIDクラスタを選
択します。

たとえば、ある CMが 1～ 4のアップストリームチャネル上に配置されているとします。Cisco
CMTSルータは、ボンディングサービスフローを作成し、各アップストリームチャネルに単一
のSIDクラスタを割り当てます。つまり、UP1に対しSID1、UP2に対しSID2、UP3に対しSID3、
UP4に対し SID4を割り当てます。これにより、CMは 4つのアップストリームチャネルのいずれ
かを使用して帯域幅要求を送信できるようになります。つまり、CMは特定のアップストリーム
に対して定義された SIDを使用して、SIDクラスタ内の任意のアップストリームインターフェイ
ス上で帯域幅を要求できます。Cisco CMTSルータは、アップストリームチャネルの任意の組み
合わせを使用して CMに帯域幅を付与します。

アップストリームチャネルボンディングの設定方法

アップストリームチャネルボンディング機能を設定する前に、ファイバノードが設定されて

いることを確認します。ファイバノードは、実際の設備のトポロジに合わせて設定する必要

があります。

（注）

次のタスクでは、Cisco cBR-8ルータでアップストリームチャネルボンディングを設定する方法
を示します。

Cisco CMTS ルータでの MTC モードの有効化
ここでは、Cisco CMTSルータでMTCモードをイネーブルにする方法について説明します。

Cisco CMTS ルータでのデフォルト MTC モードの設定
デフォルトで、MTCモードは、ケーブルインターフェイスラインカード上で構成されます。こ
のデフォルト構成では、Cisco CMTSルータは各 CMのコンフィギュレーションファイルに基づ
き、MACドメイン単位でMTCモードを有効にします。CMコンフィギュレーションファイルで
TLV43.9.3（ケーブルモデムのアップストリームの必須属性マスク）のボンディングビット（ビッ
ト 0）が有効な場合、Cisco CMTSルータは CMがMTCモードでオンラインになれるようにしま
す。CMコンフィギュレーションファイルでボンディングビットがオンになっていない場合、CM
は非MTCモードでオンラインになります。

Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイド
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CMコンフィギュレーションファイルで必須属性を追加する方法の詳細については、例：CMコ
ンフィギュレーションファイルを使用した単一 CMのMTCモードの有効化, （36ページ）を参
照してください。

すべての CM に対する MTC モードの有効化

このMTCモード設定は、必須属性が設定されたデフォルトのMTCモード設定（CM単位）よ
りも優先されます。MACドメイン内のすべての CMのMTCモードを無効にするには、 cable
mtc-modeコマンドの no形式を使用します。MTCモードをイネーブルにして、TLV 43.9.4の
アップストリームボンディングの禁止マスクをディセーブルにしている場合、CMはアップス
トリームチャネルボンディング機能をサポートしません。

（注）

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   

CiscoCMTS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/port|
slot/subslot/cable-interface-index|
slot/port| slot/cable-interface-index}

ステップ 3   

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

すべての CMのMACインターフェイスで
MTCモードをイネーブルにします。

cable mtc-mode

例：
Router(config-if)# cable mtc-mode

ステップ 4   

ケーブルインターフェイスコンフィギュ

レーションモードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 5   

   Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイ
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UCSB 必須属性の設定
CMコンフィギュレーションファイルで TLV 43.9.3（CMアップストリーム必須属性マスク）を
設定し、ボンディングビットが 1に設定されている場合は、モデムはMACドメインごとに
UB-onlineになります。CMコンフィギュレーションファイルでTLV 43.9.3を設定せず、ボンディ
ングビットが1に設定されていない場合は、モデムはMACドメインごとに1つのアップストリー
ムチャネルでオンラインになります。

このように設定しないと、TLV 43.9.3がモデムコンフィギュレーションファイルで設定され
ているかどうかに関係なく、モデムがMACドメインで UB-onlineになります。

（注）

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。
プロンプトが表示されたら、パスワードを

入力します。

enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

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/port|
slot/subslot/cable-interface-index|
slot/port| slot/cable-interface-index}

ステップ 3   

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

UCSBでCM必須属性が適用されるように
します。

cable mtc-mode required-attribute

例：
Router(config-if)# cable mtc-mode
required-attribute

ステップ 4   

ケーブルインターフェイスコンフィギュ

レーションモードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 5   

Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイド
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ボンディンググループの作成

アップストリームボンディンググループは、ケーブルインターフェイスラインカードで複数の

アップストリームチャネルを同時に組み合わせて作成されます。

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   

CiscoCMTS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/port|
slot/subslot/cable-interface-index|
slot/port| slot/cable-interface-index}

ステップ 3   

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

指定したケーブルインターフェイスでボン

ディンググループを作成します。

cableupstreambonding-group id

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

ステップ 4   

ケーブルインターフェイスコンフィギュ

レーションモードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 5   

次の作業

アップストリームボンディンググループを作成したら、ボンディンググループにアップストリー

ムチャネルを追加する必要があります。
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ボンディンググループへのアップストリームチャネルの追加

DOCSIS 3.0認定 CMがサポートするアップストリームボンディンググループは 4つのみで
す。この CMは、ボンディンググループに追加される別のアップストリームチャネルを受け
入れません。

制約事項

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/port|
slot/subslot/cable-interface-index|
slot/port| slot/cable-interface-index}

ステップ 3   

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

指定したインターフェイスでボンディンググルー

プを作成します。

cableupstreambonding-group id

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

ステップ 4   

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開始し、アップストリームボ

upstream number

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

ステップ 5   

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。

アップストリームチャネルは、ボンディ

ンググループに追加するよりも先に、

MACドメインにボンディングする必要
があります。アップストリームチャネル

ボンディングの詳細な設定手順について

は、「アップストリームチャネルボン

ディングの設定例」を参照してくださ

い。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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。

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 6   

ファイバノードへのアップストリームチャネルポートの追加

ケーブルインターフェイスラインカード上で基本的なアップストリームチャネルボンディング

の設定を完了するには、ファイバノードにアップストリームチャネルコントローラを追加する

必要があります。ファイバノードには、CMからアクセスするアップストリームとダウンストリー
ムのコントローラをすべて含める必要があります。

制約事項 •ファイバノードの設定は、ファイバノード内のすべてのアップストリームチャネルに異
なるアップストリーム周波数が指定されている場合のみ有効です。

• 1つのスペクトルグループが 1つのアップストリームチャネルに割り当てられており、
1つの周波数が別のアップストリームチャネルに割り当てられている場合、同じファイ
バノード内のアップストリームケーブルコネクタにマップされた 2つのアップストリー
ムチャネルについて、最初のアップストリームチャネルのスペクトルグループと別の

アップストリームチャネルの周波数に関連付けられたバンドが重複すると、ファイバ

ノードの設定が無効になります。固定周波数は、別のアップストリームチャネルで利用

可能なスペクトルグループバンドと重複できません。

   Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイ
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ファイバノードの設定は、実際の設備のトポロジに合わせて行う必要があります。（注）

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   

ファイバノード設定モードを開始します。cablefiber-nodefiber-node-id

例：
Router(config)# cable fiber-node
2

ステップ 3   

ファイバノードのアップストリームチャ

ネルポートを指定します。

upstreamUpstream-Cable
slot/subslot/port

例：
Router(config-fiber-node)#
upstream Upstream-Cable 7/0/1

ステップ 4   

ファイバノード設定モードを終了し、特

権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Router(config-fiber-node)# end

ステップ 5   

クラスベース均等化キューイングの設定

クラスベースの設定では、使用可能な帯域幅の割り当ては、サービスクラスでアクティブなサー

ビスフローによって異なります。
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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   

CiscoCMTS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/port|
slot/subslot/cable-interface-index|
slot/port| slot/cable-interface-index}

ステップ 3   

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

クラスベース均等化キューイングをイネー

ブルにします。

cableupstreamqoswfqclass

例：
Router(config-if)# cable upstream
qos wfq class

ステップ 4   

ケーブルインターフェイスコンフィギュ

レーションモードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 5   

アクティビティベースの重み付け均等化キューイングの設定

アクティビティベースの設定では、使用可能な帯域幅の割り当ては、サービスクラスマップでア

クティブなサービスフローのサービスクラスと総数に基づいています。

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）。
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目的コマンドまたはアクション

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   

CiscoCMTS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/port|
slot/subslot/cable-interface-index|
slot/port| slot/cable-interface-index}

ステップ 3   

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

アクティビティベースの重み付け均等化

キューイングをイネーブルにします。

cableupstreamqoswfqactivity

例：
Router(config-if)# cable upstream
qos wfq activity

ステップ 4   

ケーブルインターフェイスコンフィギュ

レーションモードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 5   

サービスフロープライオリティに対する独自の重み付けの設定

WFQ機能により、アップストリームサービスフローからの未処理の要求に対して指定したサー
ビスフロープライオリティの重み付けに基づいて、Cisco CMTSルータは利用可能な帯域幅を共
有できます。

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   
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目的コマンドまたはアクション

CiscoCMTS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/port|
slot/subslot/cable-interface-index| slot/port|
slot/cable-interface-index}

ステップ 3   

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

サービスクラス内のすべてのサービス

フロープライオリティで独自の重み付

けを有効にします。

cableupstreamqoswfqweightspriority0-priority7

例：
Router(config-if)# cable upstream qos wfq
weights 10 20 30 40 50 60 70 80.

ステップ 4   

プライオリティのデフォルト

の重み付けを変更する場合

は、8つすべてのサービスフ
ロープライオリティ（0～
7）に独自の重み値を指定する
必要があります。有効な範囲

は 1～ 255です。

（注）

ケーブルインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを終了し、特権

EXECモードに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 5   

SID クラスタの設定
ここでは、SIDクラスタの設定と、アップストリームボンディングサービスフローへの割り当て
方法について説明します。

適切なアップストリームボンディングスピードを達成するには、

cablesid-cluster-groupnum-of-cluster2コマンドを設定します。または、ケーブルモデムファイ
ルでアップストリームのMax Trafficのバースト値を使用します（30 kBなど）。DOCSIS 3.0
では継続的な連結とフラグメンテーション（CCF）が使用され、Max Concatフィールドでデ
フォルト値 3044が使用されるため、ケーブルモデムファイル内のMax Concatのバースト値
を変更する必要はありません。

（注）
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cablesid-cluster-groupコマンドを使用しない場合、ルータはデフォルトの SIDクラスタ設定を
受け入れます。デフォルトでは、1つの SIDクラスタだけが設定されます。同様に、cable
sid-cluster-switchingコマンドを使用しない場合、ルータはデフォルトの SIDクラスタスイッ
チオーバー基準を受け入れます。つまり、SIDクラスタを使用して作成できる要求は 1つのみ
です。

（注）

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   

CiscoCMTS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/port|
slot/subslot/cable-interface-index| slot/port|
slot/cable-interface-index}

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

ステップ 3   

SIDクラスタグループを作成しま
す。

cablesid-cluster-group[dynamic|req-multiplier
value|num-of-cluster number]

例：
Router(config-if)# cable sid-cluster-group
dynamic

ステップ 4   

Router(config-if)# cable sid-cluster-group
req-multiplier 12

Router(config-if)# cable sid-cluster-group
num-of-cluster 2

SIDクラスタスイッチオーバー基
準を指定します。

cablesid-cluster-switching[max-outstanding-byte
value|max-request value|max-time
seconds|max-total-byte value]

ステップ 5   

例：
Router(config-if)# cable
sid-cluster-switching max-outstanding-byte
4444

Router(config-if)# cable
sid-cluster-switching max-request 222

Router(config-if)# cable

Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイド
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目的コマンドまたはアクション

sid-cluster-switching max-time 444

Router(config-if)# cable
sid-cluster-switching max-total-byte 67890

ケーブルインターフェイスコン

フィギュレーションモードを終了

し、特権EXECモードに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 6   

次の作業

SIDクラスタ設定を確認するには、 show running-config allコマンドを使用します。次に、コマン
ドの出力例を示します。

Router# show running-config all
.
.
.
cable sid-cluster-group num-of-cluster 1
cable sid-cluster-group dynamic
cable sid-cluster-group req-multiplier 4

ケーブルモデムのチャネルタイムアウトの設定

チャネルタイムアウト設定により、CMが登録応答（REG-RSP）とREG-RSP-MPメッセージ内で
記述しているアップストリームチャネルで初期レンジングを実行するために使用できる最大時間

を指定することができます。デフォルトのチャネルタイムアウト値（60秒）が自動的に設定され
ます。

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   

CiscoCMTS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/port|
slot/subslot/cable-interface-index|
slot/port| slot/cable-interface-index}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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

CMがアップストリームチャネルで初期レ
ンジングを実行するために使用できる最大

時間を指定します。

cableinit-channel-timeout value

例：
Router(config-if)# cable
init-channel-timeout 160

ステップ 4   

ケーブルインターフェイスコンフィギュ

レーションモードを終了し、特権EXECモー
ドに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 5   

ケーブルアップストリームの復元力の設定

ケーブルアップストリームの復元力モジュールは、CMの 1つ以上の非プライマリアップスト
リームサービスフローが一時的または永続的なエラー状態になっても、CMが引き続き動作する
ようにします。このモジュールにより、Cisco CMTSルータがさまざまなイベントを処理し、各
CMの送信チャネル設定を維持することができます。

プライマリアップストリームサービスフローの障害時には、アップストリームの復元力モジュー

ルが CMを強制的にオフラインにします。

MultipleTransmitChannel（MTC）モデムでは、障害のあるアップストリームチャネル上のNRTPS、
リアルタイムポーリングサービス（RTPS）、UGS、および UGS-ADアップストリームサービス
フローが、ケーブルモデムのリセットなしでケーブルモデム内の別の正常なアップストリーム

チャネルに移行します。

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   
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目的コマンドまたはアクション

データバースト復元力のポーリング

間隔を秒単位で設定します。範囲は

cable upstream resiliency data-burst
polling-interval number

例：
Router(config)# cable upstream resiliency
data-burst polling-interval 60

ステップ 3   

5～ 3600です。デフォルトでは、
ポーリング間隔が 60に設定されま
す。

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/port|
slot/subslot/cable-interface-index| slot/port|
slot/cable-interface-index}

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

ステップ 4   

ボンディングされたアップストリー

ムサービスフローのアップストリー

ムの復元力を設定します。

cable upstream resiliency{channel-down-detect
number | data-burst snr numberufec numbercfec
numberhysteresis number |modem-offline-detect
number | on-failure {disable-channel |

ステップ 5   

extended-ranging | reset-modem} | sf-move
{NRTPS | RTPS | UGS | UGS-AD} }

例：
Router(config-if)# cable upstream resiliency
channel-down-detect 68

Router(config-if)# cable upstream resiliency
modem-offline-detect 16

Router(config-if)# cable upstream resiliency
on-failure disable-channel

Router(config-if)# cable upstream resiliency
sf-move NRTPS

Router(config-if)# cable upstream resiliency
sf-move RTPS

Router(config-if)# cable upstream resiliency
sf-move UGS

Router(config-if)# cable upstream resiliency
sf-move UGS-AD

Router(config-if)# cable upstream resiliency
data-burst snr 24 ufec 1 cfec 0 hysteresis
3

ケーブルインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを終了し、特

権 EXECモードに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 6   
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Cisco cBR-8 CCAP ラインカードでのレート制限の設定
レート制限機能は、Cisco cBR-8 CCAPラインカードでデフォルトで構成されています。ただし、
デフォルト設定は、cable upstream rate-limit-ccfコマンドを使用して変更することができます。

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   

ケーブルインターフェイスラインカー

ド上でアップストリームボンディング

cableupstreamrate-limit-ccf
[aggregated-burst value |
aggregated-throughput value | cpu-burst
value | cpu-threshold value]

ステップ 3   

サービスフローのレート制限パラメー

タを設定します。

例：
Router(config)# cable upstream
rate-limit-ccf aggregated-burst 25000

Router(config)# cable upstream
rate-limit-ccf aggregated-throughput
540000

Router(config)# cable upstream
rate-limit-ccf cpu-burst 30

Router(config)# cable upstream
rate-limit-ccf cpu-threshold 60

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを終了し、特権EXECモードに戻りま
す。

end

例：
Router(config)# end

ステップ 4   

CM ステータスレポートのアップストリーム関連イベントの有効化
ケーブルインターフェイスラインカードでのみアップストリーム関連 CMステータスイベント
を有効にできます。cable cm-status enableコマンドを使用すると、インターフェイスごとに次の
アップストリーム関連 CMステータスイベントを有効にできます。
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• T4タイムアウト

• T3リトライ超過回数

• T3リトライ超過回数後のレンジング成功

アップストリームとダウンストリームに関連する CMステータスイベントを有効にする方法につ
いては、次の URLにあるワイドバンドモデム復元力機能のガイドを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cable/configuration/guide/ubr_wm_resiliency.html

ボンディンググループ属性の変更

ボンディンググループ属性は、各アップストリームボンディンググループに対して自動的に設

定されます。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モードで attributesコマン
ドを使用すると、この属性を変更することができます。

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/port|
slot/subslot/cable-interface-index|
slot/port| slot/cable-interface-index}

ステップ 3   

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

指定したケーブルインターフェイスでボン

ディンググループを作成し、アップストリー

cableupstreambonding-group id

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

ステップ 4   

ムボンディングコンフィギュレーション

モードを開始します。

指定した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 5   
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目的コマンドまたはアクション

アップストリームボンディングコンフィギュ

レーションモードを停止して、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

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

ステップ 6   

アップストリームチャネルのレンジングポーリング間隔の変更

ケーブルインターフェイスコンフィギュレーションモードで cable upstream ranging-pollコマンド
を使用すると、アップストリームチャネルのデフォルトのレンジングポーリング間隔（20秒）
を変更できます。また、このコマンドを使用すると、T4タイムアウトの乗数値を指定することも
できます。

T4乗数の詳細については、T4乗数, （8ページ）を参照してください。

必要な場合を除き、デフォルトのレンジングポーリング間隔を変更しないことを推奨します。

デフォルト設定では、非MTCモードのDOCSIS 2.0 CMは、1つのアップストリームチャネル
で 20秒おきにレンジングを実行します。

（注）

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/port|
slot/subslot/cable-interface-index|
slot/port| slot/cable-interface-index}

ステップ 3   

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

アップストリームチャネルのレンジングポー

リング間隔を指定します。

cable upstream ranging-poll [interval
value | t4-multiplier timeout_value]

例：

Router(config-if)# cable upstream

ステップ 4   

t4-multiplier timeout_valueが設定され
ていない場合、CMTSはモデムのT4
タイムアウトを使用します。たとえ

ば、モデムの T4タイムアウトが 90
秒の場合、CMTSはモデムのT4乗数
として 3を適用します。

（注）

ranging-poll interval 24000
t4-multiplier 4

ケーブルインターフェイスコンフィギュレー

ションモードを終了し、特権 EXECモードに
戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 5   

チャネルセット割り当ての削減設定

Cisco CMTSルータが CMの総電力バジェットに基づいてアップストリームチャネルセットの割
り当てを削減するように、送信電力のオフセットバジェットを設定する必要があります。

電力バジェットオフセット（max-channel-power-offset）で指定するしきい値は、Cisco CMTS
ルータが CMに送信するレンジング応答（RNG-RSP）メッセージで Ranging Statusフィールド
の値を決定する電力しきい値（power-adjust continue）よりも小さい必要があります。電力しき
い値は、cableupstreampower-adjustコマンドを使用して指定できます。

（注）

はじめる前に

•グローバルコンフィギュレーションモードで cabletx-power-headroomコマンドを使用して
拡張送信電力を設定します。

•対応する静的ボンディンググループが設定されていることを確認します。

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）。
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目的コマンドまたはアクション

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/port|
slot/subslot/cable-interface-index|
slot/port| slot/cable-interface-index}

ステップ 3   

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

アップストリームチャネルの電力オフセッ

ト値を指定します。

cable upstream
max-channel-power-offset dB-value

例：
Router(config-if)# cable upstream
max-channel-power-offset 2

ステップ 4   

ケーブルインターフェイスコンフィギュ

レーションモードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 5   

DOCSIS 拡張送信電力機能の設定
CiscoCMTSのDOCSIS拡張送信電力機能はデフォルトで有効です。ただし、デフォルト設定は、
cable upstream ext-powerコマンドを使用して変更することができます。

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/port|
slot/subslot/cable-interface-index|
slot/port| slot/cable-interface-index}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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

Cisco CMTSで DOCSIS拡張送信電力機能を
有効にします。

cableupstreamext-power

例：

Router(config-if)# cable upstream
ext-power

ステップ 4   

このコマンドの no形式を使用すると、
DOCSIS拡張送信電力機能が無効になります。

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを終了し、特権EXECモードに戻りま
す。

end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 5   

トラブルシューティングのヒント

次のデバッグコマンドを使用すると、不適切なアップストリームチャネルボンディングの設定

とその関連機能のトラブルシューティングを行うことができます。

• debugcablecm-status：Cisco CMTSルータ上の CMステータスメッセージに関するデバッグ
情報を表示します。

• debugcablemdd：MACドメイン記述子（MDD）のデバッグ情報を表示します。

• debugcablemd-sg：サービスグループのデバッグメッセージに関する情報を表示します。

• debugcableubg：アップストリームボンディンググループのデバッグ情報を表示します。

アップストリームチャネルボンディングの設定例
次に、Cisco cBR-8ルータの Cisco cBR-8 CCAPラインカードインターフェイス 7/0/0の基本アッ
プストリームチャネルボンディングを設定する方法について説明します。

controller Upstream-Cable 7/0/0
us-channel 0 frequency 10000000
us-channel 0 channel-width 3200000 3200000
us-channel 0 ingress-noise-cancellation 50
us-channel 0 docsis-mode atdma
us-channel 0 minislot-size 2
us-channel 0 modulation-profile 221
us-channel 0 equalization-coefficient
no us-channel 0 shutdown
us-channel 1 frequency 16400000
us-channel 1 channel-width 6400000 6400000
us-channel 1 ingress-noise-cancellation 50
us-channel 1 docsis-mode atdma
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us-channel 1 minislot-size 1
us-channel 1 modulation-profile 221
us-channel 1 equalization-coefficient
no us-channel 1 shutdown
us-channel 2 frequency 22800000
us-channel 2 channel-width 6400000 6400000
us-channel 2 docsis-mode atdma
us-channel 2 minislot-size 1
us-channel 2 modulation-profile 221
us-channel 2 equalization-coefficient
no us-channel 2 shutdown
us-channel 3 frequency 29200000
us-channel 3 channel-width 6400000 6400000
us-channel 3 docsis-mode atdma
us-channel 3 minislot-size 1
us-channel 3 modulation-profile 221
us-channel 3 equalization-coefficient
no us-channel 3 shutdown
us-channel 4 channel-width 1600000 1600000
us-channel 4 docsis-mode tdma
us-channel 4 minislot-size 4
us-channel 4 modulation-profile 21
us-channel 4 shutdown
us-channel 5 channel-width 1600000 1600000
us-channel 5 docsis-mode atdma
us-channel 5 minislot-size 4
us-channel 5 modulation-profile 221
us-channel 5 shutdown
!

interface Cable7/0/0
load-interval 30
downstream Integrated-Cable 7/0/0 rf-channel 0
downstream Integrated-Cable 7/0/0 rf-channel 8
downstream Integrated-Cable 7/0/0 rf-channel 16
upstream 0 Upstream-Cable 7/0/0 us-channel 0
upstream 1 Upstream-Cable 7/0/0 us-channel 1
upstream 2 Upstream-Cable 7/0/0 us-channel 2
upstream 3 Upstream-Cable 7/0/0 us-channel 3
no cable upstream 0 equalization-error-recovery
no cable upstream 1 equalization-error-recovery
no cable upstream 2 equalization-error-recovery
no cable upstream 3 equalization-error-recovery
cable upstream 7 attribute-mask 1FF
cable upstream bonding-group 1
upstream 0
upstream 1
upstream 2
attributes 80000000
cable bundle 1
cable map-advance static 2000
cable sync-interval 121
cable reduction-mode mta-battery enable
cable privacy accept-self-signed-certificate
end

cable fiber-node 1
description Feed Mac Domain: Cable7/0/0
downstream Integrated-Cable 7/0/0
upstream Upstream-Cable 7/0/0

通常、ボンディングには同一コネクタのチャネルを使用しますが、MACドメイン内の異なる
コネクタのチャネルをボンディングすることもできます。1つのMACドメインで複数のチャ
ネルボンディンググループをサポートできます。

（注）
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1つのアップストリームケーブルコントローラには、最大8つの周波数をスタックできます。
アップストリームケーブルコントローラに 8つの周波数がスタックされているため、隣接す
るアップストリームケーブルコントローラにスタックできる周波数は残されていません。

（注）

例：CM コンフィギュレーションファイルを使用した単一 CM の MTC
モードの有効化

次の例では、CMコンフィギュレーションファイルを使用してMTCの必須属性を有効にする方
法を説明します。

03 (Net Access Control) = 1
Unknown Type 005 = 01 01 01
18 (Maximum Number of CPE) = 4
24 (Upstream Service Flow Encodings)

S01 (Service Flow Reference) = 1
S06 (QoS Parameter Set Type) = 7
S10 (Min Reserved Traffic Rate)= 500000

25 (Downstream Service Flow Encodings)
S01 (Service Flow Reference) = 2
S06 (QoS Parameter Set Type) = 7
S10 (Min Reserved Traffic Rate) = 1000000

29 (Privacy Enable) = 0
43 (Vendor Specific Options)

S08 (Vendor ID) = ff ff ff
S009 (Unknown sub-type) = 03 04 80 00 00 00

アップストリームチャネルボンディング設定の確認
アップストリームチャネルボンディング設定を確認するには、次の showコマンドを使用します。

• showcablemac-domainupstream-service-group

• showcablefiber-node

• show interface cable upstream

• showinterfacecableservice-flow

• showcablemodem

ケーブルインターフェイスラインカードのアップストリームサービスグループのランタイム統

計情報を確認するには、showcablemac-domainupstream-service-groupコマンドを使用します。

ファイバノードの設定を確認するには、showcablefiber-nodeコマンドを使用します。

ケーブルインターフェイスラインカードで設定されているボンディンググループを確認するに

は、 show interface cable upstreamコマンドを使用します。

ケーブルインターフェイスラインカードのアップストリームボンディング情報を確認するには、

showinterfacecableservice-flowコマンドを使用します。

   Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイ
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CMの送信電力レベルを確認するには、showcablemodemコマンドを使用します。

アップストリームサービスフローの重み付け均等化キューイングの

確認

ケーブルインターフェイスラインカードのアップストリームサービスフローに設定されている

WFQパラメータを確認するには、show interface cable mac-schedulerコマンドを使用します。

アップストリームボンディングサービスフローのレート制限の確認

アップストリームボンディングサービスフローに関して Cisco cBR8 CCAPラインカードで設定
されたレート制限基準を確認するには、show cable rate-limit-ccfコマンドを使用します。

show cable rate-limit-ccfコマンドは、Cisco cBR8CCAPケーブルインターフェイスラインカー
ドにのみ適用されます。

（注）

拡張電力送信の確認

CMが高電力レベルで送信していることを確認するには、show cable modemコマンドを使用しま
す。

高電力レベルで送信しているすべての CMを表示するには、show cable modem extended-powerコ
マンドを使用します。

その他の参考資料
ここでは、アップストリームチャネルボンディング機能に関する参考資料について説明します。
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アップストリームサービスフローの重み付け均等化キューイングの確認



シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html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。

アップストリームチャネルボンディングに関する機能情

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 6：アップストリームチャネルボンディングに関する機能情報

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アップストリームチャネルボ

ンディング
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アップストリームチャネルボンディングに関する機能情報
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