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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。最新の機能情報および警告については、「Bug Search Tool」およびご使
用のプラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。この
モジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につ
いては、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 にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。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
（注）

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。

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

Cisco CMTS プラットフォーム

プロセッサ エンジン

インターフェイス カード

Cisco cBR-8 コンバージド ブ
ロードバンド ルータ

Cisco IOS-XE リリース 16.5.1
以降のリリース

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：

Cisco cBR-8 CCAP ライン カー
ド：

• PID：
CBR-CCAP-SUP-160G

• PID：CBR-LC-8D30-16U30

• PID：CBR-CCAP-SUP-60G

• PID：CBR-LC-8D31-16U30

• PID：CBR-SUP-8X10G-PIC

• 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
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サービス グループ アドミッション コントロールに関す
る制限事項
• SGAC を設定するには、DOCSIS インターフェイス間均等化機能が有効になっている必要が
あります。
• SGAC は、ダウンストリームのみをサポートします。

サービス グループ アドミッション コントロールについ
て
概要
サービス グループ アドミッション コントロール（SGAC）とは、着信サービス要求の処理とサ
ポートで 1 つ以上のリソースが利用不可の場合に、アドミッション要求に基づいてグレースフル
にサービス グループを管理するメカニズムのことです。このようなメカニズムがないと、新しい
要求が予期しない動作を伴って失敗するだけでなく、進行中のフローで品質に関する問題が発生
する可能性もあります。SGAC はそのようなリソースを継続的にモニタリングし、リソースの可
用性に基づいて要求を受け入れるか、拒否します。
SGAC により、コール アドミッション時に Quality of Service（QoS）に関するある程度の保証を加
入者に提供できるとともに、リソース消費量がクリティカルなレベルに近づくとグレースフルに
サービス レベルを低減できます。予測不可能なトラフィック需要によって加入者への QoS が低下
するような状況でも、SGAC によってその影響を軽減できます。

（注）

SGAC はモニタリング対象のリソースに応じて、クリティカルしきい値を超過した時点、また
は Cisco CMTS で帯域幅がほぼ使い果たされた時点のいずれかで、サービス レベルをグレース
フルに低減させ始めます。
SGAC では、Cisco CMTS 上のリソースごとにしきい値を設定できます。これらのしきい値は、リ
ソースの最大許容使用量に対する割合として表されます。所定のリソースのしきい値を超過する
たびに、アラーム トラップを送信できます。
ダウンストリーム（DS）チャネルの場合、ファイバ ノードごとにしきい値を使用して帯域幅割り
当てを設定できます。
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SGAC とダウンストリーム帯域幅使用率
SGAC を使用すると、さまざまな DOCSIS トラフィック タイプまたはアプリケーション タイプに
関して帯域幅の使用を制御できます。アプリケーション タイプを定義するには、ユーザが CLI を
使用してサービス フローを分類します。

サービス フローの分類
SGAC 機能を使用すると、アプリケーションのタイプに基づいて帯域幅を割り当てることができ
ます。フロー分類では、最大 8 つのアプリケーション タイプまたはバケットに帯域幅を分割でき
ます。バケットの構成はコマンド ライン インターフェイス（CLI）で定義され、それと同様にサー
ビス フローをこれら 8 つのアプリケーション バケットのいずれか 1 つに分類するためのルールも
CLI で定義されます。サービス フローのさまざまな属性を使用して、ルールを定義できます。
PacketCable で作成されたフローには、次の属性を使用できます。
• フローに関連付けられた PacketCable ゲートの優先度（高または標準）
PacketCable MultiMedia（PCMM）で作成されたフローには、次の属性を使用できます。
• ゲートの優先度（0 ～ 7）
• アプリケーション タイプ（0 ～ 65535）
すべてのフローは次の属性タイプを使用します。
• サービス クラス名
サービスフローが受け入れられる前に、分類ルールがそれに適用されます。サービスフローのさ
まざまな属性がユーザ設定のルールと比較されます。ルールとの一致に応じて、サービス フロー
にはアプリケーション タイプ (1 ～ 8）のラベルが付けられます。次に、アプリケーション タイプ
に従って帯域幅割り当てが行われます。
サービス フローが受け入れられる前に、その属性に基づいて分類されます。一度に 1 バケットず
つ、フロー属性と CLI で設定されたルールが比較されます。いずれかのルールに一致した場合、
そのバケットでサービス フローにラベルが付けられ、それ以上の検査は行われません。
バケット 1 のルールが最初にスキャンされ、バケット 8 のルールが最後にスキャンされます。2
つの異なるバケットの 2 つの異なるルールが同じサービス フローに一致した場合、そのフローは
最初の一致に従って分類されます。一致が見つからない場合、そのフローはベスト エフォート
（BE）として分類され、ベスト エフォート ルールを含むバケットのラベルがフローに付けられ
ます。デフォルトでは、BE バケットはバケット 8 です。

ダウンストリーム帯域幅のしきい値
SGAC は、設定済みの最大予約帯域幅を使用して、ダウンストリーム帯域幅使用量をモニタリン
グします。サービス フローの最小レートがゼロ以外の値で、それによって予約帯域幅の合計が設
定済みしきい値を超えることになる場合、SGAC はそのサービス フローを拒否します。
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柔軟な帯域幅割り当て
さまざまなアプリケーション タイプに関する帯域幅割り当ての制限という問題に対処するには、
標準優先度の音声フローと緊急音声フローの両方にアドミッション コントロールを適用できま
す。それには、しきい値を拡張して、ファイバノード内でアプリケーションタイプのグループを
割り当てます。それぞれのダウンストリームサービスフローは、引き続き単一のアプリケーショ
ン タイプに分類されます。ただし、アプリケーション タイプとしきい値の間の 1 対 1 のマッピン
グは存在しなくなります。
こうして、設定された各しきい値と、それに関連付けられたアプリケーションタイプグループを
1 つの制約として扱うことができます。特定のアプリケーション タイプに分類されるサービス フ
ローは、そのアプリケーション タイプに関連付けられたすべての制約を通過する必要がありま
す。

ボンディング グループ アドミッション コントロールの概要
DOCSIS 3.0 で導入されたボンディング グループ（つまり束ねられたチャネル）を使用すると、単
一のケーブル モデムが複数の RF チャネルを介してデータを送信でき、より高いスループットが
実現します。これらのボンディング グループはアップストリームとダウンストリームの両方の
チャネルに定義されます。ボンディング グループは、複数の RF チャネルを結合することによっ
て作成されます。また、単一の RF チャネルを複数のボンディング グループで共有することもで
きます。

（注）

Cisco IOS-XE 3.18.0SP リリース以降、DOCSIS 3.1 に従い、ボンディング グループに OFDM
チャネルが含まれる場合、予約可能なボンディング グループ帯域幅合計（キャパシティ）は、
最も効率の低い使用可能な OFDM プロファイルを使って計算されます。
ボンディング グループ SGAC 機能では、1 つのアプリケーション タイプに対する予約済み最大帯
域幅を、利用可能な帯域幅の一部として定義できます。この帯域幅の一部は、予約可能な帯域幅
合計に占めるパーセンテージ値として定義されます。

サービスグループアドミッションコントロールの設定、
モニタリング、およびトラブルシューティング方法
デフォルト設定がデフォルトで有効になっているため、設定手順はオプションです。ここでは、
SGAC のデフォルト運用と非デフォルト運用の両方のために SGAC を非デフォルト設定、モニタ
リング、デバッグするための一連の手順を紹介します。
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サービス フロー分類ルールの定義
この手順では、Cisco CMTS でサービス フロー分類ルールを定義する方法を説明します。この手
順は柔軟で、cableapplicationtypeinclude コマンドのバリエーションを使用して、デフォルトのグ
ローバル サービス フロー ルールを変更します。
Cisco CMTS 上で SGAC を設定/再設定する際は、ここで説明するステップやコマンドを、ほとん
どあらゆる組み合わせで使用できます。

（注）

SGAC 用のアプリケーション ルールはグローバルに設定され、さまざまなダウンストリーム帯
域幅リソースが同じサービス フロー ルール セットを使用します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ1

enable
例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステッ
プ2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステッ
プ3

cableapplication-type n
PacketCable の場合、このコマンドにより PacketCable サー
include packetcable { normal ビス フロー属性を指定のバケットにマッピングします。
| priority }
PacketCable サービス フローが PacketCable ゲートに関連
付けられます。ゲートは標準または高優先度に指定でき
例：
ます。
Router(config)# cable
application-type 5 include
packetcable priority

ステッ
プ4

cableapplication-type n
include pcmm {priority
gate-priority / app-id
gate-app-id }

PCMM の場合、このコマンドにより PCMM サービス フ
ロー優先度またはアプリケーションを指定のバケットに
マッピングします。PCMM ゲートは、優先度レベルおよ
びアプリケーション識別子によって特徴付けられます。

例：
Router(config)# cable
application-type 2 include
pcmm priority 7
Router(config)# cable
application-type 2 include
pcmm app-id 152
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コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ5

cable application-type n
include service-class
service-class-name
例：
Router(config)# cable
application-type 1 include
service-class stream1

サービス クラス パラメータの場合、このコマンドのバ
リエーションはサービス クラス名をサービス フローに
適用し、対応する QoS パラメータを適用します。
サービス クラスの概念は、DOCSIS 1.1 で導入されまし
た。サービス クラスはサービス クラス名で識別されま
す。サービス クラス名は、Cisco CMTS が QoS パラメー
タ セットに関連付ける文字列です。サービス クラスを
使用する目的の 1 つは、上位レベルのプロトコルで適切
な QoS パラメータ セットを使用してサービス フローを
作成できるようにすることです。アプリケーションを
サービス フローにバインドするには、サービス クラス
を使用すると便利です。ルールが、このようなバイン
ディングを実装するためのメカニズムとなります。
このステップでコマンドを使用する際には、次の要因に
注意してください。
• サービス フローを定義するために cableserviceclass
コマンドを使用して個別にサービス クラスを設定
します。
• 名前付きサービスクラスは、任意のアプリケーショ
ンのタイプに分類できます。
• アプリケーション タイプごとに、最大 10 個のサー
ビス クラス名を設定できます。10 個を超えるサー
ビスクラスを設定しようとすると、エラーメッセー
ジが出力されます。
• 新しいクラスを追加する前に、 nocable traffic-type
コマンドを使用してサービス クラスの設定を削除
する必要があります。

ステッ
プ6

cable application-type n
include BE
例：
Router# cable
application-type 3 include
BE

ステッ
プ7

Ctrl-Z

ベスト エフォート サービス フローの場合、このコマン
ドのバリエーションはステップ 3 を拡張し、非ゼロの設
定情報レート（CIR）を使ってベスト エフォート サービ
ス フローのデフォルト バケット 8 を変更します。ケー
ブル モデムの登録時には、これらの BE サービス フロー
がしばしば作成されます。
特権 EXEC モードに戻ります。

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

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

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

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

アプリケーション バケット名の設定
この手順に従うことで、SGAC がサポートする 8 つのアプリケーション バケットのうちの 6 つに、
英数字からなる名前を割り当てることができます。デフォルトのバケット識別子は、1 ～ 8 の範
囲です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

cableapplication-type nname
bucket-name
例：
Router(config)# cable
application-type 7 name
besteffort

指定されたバケットに英数字の名前を割り当
てます。
（注）

サポートされる show および debug
コマンドでは、このバケット名がデ
フォルトのバケット番号とともに表
示されます。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

Ctrl-Z

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config)# Ctrl^Z

高優先度の緊急 911 コールのプリエンプション
高優先度の音声（911）トラフィックに排他的共有帯域幅が与えられるように SGAC ルールとしき
い値を設定できます。緊急 911 トラフィックの平均通話量はそれほど高くないため、緊急 911 コー
ルに予約する帯域幅の割合は小さくてもかまいません。ただし、局地的な緊急事態が発生すると、
緊急 911 コールの通話量が急増する可能性があります。その場合は、通常の音声トラフィックの
一部をプリエンプション処理して、緊急 911 コールの急増に対応する必要が生じます。
Cisco CMTS ソフトウェアは、1 つ以上の標準優先度の音声フローをプリエンプション処理し、高
優先度の音声フローに帯域幅を譲ります。SGAC には、このプリエンプション機能を有効または
無効にするためのコマンドライン インターフェイス（CLI）が用意されています。
SGAC のプリエンプション ロジックは、次の手順に従います。
1 最初のアドミッション コントロールで高優先度の PacketCable フローを許可できない場合、通
常の PacketCable コール用に設定された別のバケットでそのフローを許可できるかどうか検査
します（PacketCable 標準ルールと高優先度ルールがそれぞれ別のバケットに設定されている場
合にのみ当てはまります）。帯域幅が使用可能な場合、コールは標準優先度のバケットで受け
入れられます。
2 標準優先度のバケットに余裕がない場合、標準優先度 PacketCable フローをプリエンプション
処理し、低優先度フローがプリエンプションされたバケットで高優先度フローを受け入れま
す。
3 プリエンプション処理できる標準優先度フローがない場合、高優先度フローの受け入れを拒否
します。通常は、標準優先度バケットと高優先度バケットの両方が 911 フローで満杯になって
いる場合にこれが発生します。
このプリエンプションは、PacketCable 高優先度フローにのみ適用されます。
ダウンストリームの低優先度サービス フローがプリエンプション対象として選択されると、反対
方向でも対応する同じ音声コールのサービス フローがプリエンプション処理されます。
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手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 enable
例：
Router> enable

ステップ 2 configure terminal

目的
特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。
• 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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3 [ no ]
Cisco CMTS のデフォルト緊急 911 コール
cableadmission-controlpreemptpriority-voice プリエンプション機能を変更し、Cisco
CMTS でその他のすべてのバケットに優
例：
先して、緊急 911 コールのスループット
および帯域幅要件がサポートされるよう
Router(config)# no cable
admission-control preempt priority-voice にします。
このコマンドの no 形式はこのプリエン
プションを無効にし、緊急 911 コールを
サポートするバケットを Cisco CMTS で
のデフォルト設定および標準機能に戻し
ます。
ステップ 4 Ctrl-Z

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config)# Ctrl^Z
Router#

帯域幅利用率の計算
SGAC 機能は各 US/DS チャネルに対してカウンタを維持します。カウンタには現在の帯域幅予約
が保持されます。新規サービスフローを作成するためのサービスリクエストが出されるたびに、
SGAC は新規フローに必要な帯域幅を推定して、それをカウンタに加算します。推定帯域幅は次
のように計算されます。
• DS サービス フローの場合、必要な帯域幅は、DOCSIS サービス フローの QoS パラメータで
指定された最小予約レートです。
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上記の各計算で、SGAC は PHY オーバーヘッドを考慮しません。DOCSIS オーバーヘッドは UGS
フローと UGS-AD フローでのみ計上されます。利用可能な帯域幅部分を推定するための計算で
は、PHY オーバーヘッドと DOCSIS オーバーヘッドだけでなく、DOCSIS メンテナンス メッセー
ジをスケジュール設定する際に発生するオーバーヘッドも考慮する必要があります。SGAC は補
正係数（80 %）を raw データ レートに適用して、利用可能な帯域幅の合計を計算します。

（注）

束ねられたチャネルでの DS フローと US フローの場合、最大予約帯域幅は、SGAC しきい値
に定義された帯域幅です。この値は Kbps 単位で示されます。

SGAC チェックの有効化
CMTS で設定したファイバ ノードには、HFC 設備で一致する物理ファイバ ノードが 1 つ以上表示
されます。CMTS は、設備内の物理ファイバ ノードの DOCSIS ダウンストリーム サービス グルー
プ（DS-SG）および DOCSIS アップストリーム サービス グループ（US-SG）を特定するのに、
ファイバ ノード構成を使用します。MAC ドメイン内の MAC ドメイン ダウンストリームおよび
アップストリームのサービス グループ（それぞれ MD-DS-SG と MD-US-SG）の計算が自動的に行
われるように、サービス グループ情報は MAC ドメイン チャネル設定と比較されます。
アプリケーション タイプ、およびサービス グループに許可される指定のアプリケーション タイ
プのサービス フローに対して SGAC チェックを有効にするには、各光ファイバ ノードで次の手順
に従います。

はじめる前に
予約帯域幅を柔軟に調整できるようにするには、DOCSIS インターフェイス間均等化機能を常に
有効にして、各ボンディング グループに設定される帯域幅パーセンテージを最小限に維持してく
ださい。
制限事項
SGAC はダウンストリームでのみサポートされます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

cable fiber-node id

ケーブル ファイバ ノード コンフィギュレー
ション モードを開始し、ファイバ ノードを
設定します。

例：
Router(config)# cable fiber-node
1

ステップ 4

admission-control application-type 指定したアプリケーション タイプに関する
nds-bandwidth pct
SGAC チェックを有効にします。
例：
Router(config-fiber-node)#
admission-control
application-type 1 ds-bandwidth
1

ステップ 5

Ctrl-Z

SGAC チェックを無効にするには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-if)# Ctrl^Z

次の作業
アドミッション コントロールの設定を確認するには、show cable admission-control fiber-node を
使用します。

SGAC の設定例
ここでは、Cisco CMTS での SGAC 機能のソリューション レベルの例を記載します。.デフォルト
および非デフォルトの運用設定での SGAC の機能について説明します。

例：SGAC 設定コマンド
設定例のこのセクションでは、Cisco CMTS 上で次の SGAC パラメータを設定します。
• すべての PacketCable フローがバケット 1 にマップされます。
• BE サービス フローがバケット 8 にマップされます。
次の設定コマンドにより、これらの設定が有効になります：
• PacketCable 音声フローをマップするには、次のコマンドを使用します。
cable application-type 1 include packetcable normal
cable application-type 1 include packetcable priority
cable application-type 1 name PktCable
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• BE フローをバケット 8 にマップするには、次のコマンドを使用します。
cable application-type 8 name HSD
cable application-type 8 include best-effort

• 上記の設定に従い、PCMM ストリーミング ビデオ アプリケーションへの帯域幅割り当てを
制御することもできます。ストリーミング ビデオ アプリケーションは、PCMM アプリケー
ション ID 35 によって識別されます。次のコマンドが、この設定を実装します。
cable application-type 2 name PCMM-Vid
cable application-type 2 include pcmm app-id 35

• これらの設定を Cisco CMTS 上で確認するには、次の show コマンドを使用します。
Router# show cable application-type
For bucket 1, Name PktCable
Packetcable normal priority gates
Packetcable high priority gates
For bucket 2, Name PCMM-Vid
PCMM gate app-id = 30
For bucket 3, Name Gaming
PCMM gate app-id = 40
For bucket 4, Name
For bucket 5, Name
For bucket 6, Name
For bucket 7, Name
For bucket 8, Name HSD
Best-effort (CIR) flows
Router# show cable admission-control fiber-node 1
App-type
Name
Exclusive
1
N/A
2
N/A
3
Normal
10%
4
N/A
5
N/A
6
N/A
7
Emergency N/A
8
N/A
Router#show cable admission-control interface integrated-Cable 8/0/0:0
Interface In8/0/0:0
RFID 24576
Resource - Downstream Bandwidth
------------------------------App-type
Name
Reservation/bps
Exclusive
1
0
N/A
2
0
N/A
3
Normal
0
10%
4
0
N/A
5
0
N/A
6
0
N/A
7
Emergency 0
N/A
8
0
N/A
Max Reserved BW = 300000 bps
Total Current Reservation = 0 bps
Guaranteed Bonus BW = 21055000 bps
Non-guaranteed Bonus BW = 7744000 bps
Superset BGs: Wi8/0/0:0 Wi8/0/0:4 Wi8/0/0:6

Rejected
0
0
0
0
0
0
0
0

Router#show cable admission-control interface wideband-Cable 8/0/0:0
Interface Wi8/0/0:0
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BGID: 24577
Resource - Downstream Bandwidth
------------------------------App-type
Name
Reservation/bps
1
0
2
0
3
Normal
0
4
0
5
0
6
0
7
Emergency 0
8
0
Max Reserved BW = 600000 bps
Total Current Reservation = 0 bps
Guaranteed Bonus BW = 21055000 bps
Non-guaranteed Bonus BW = 36844000 bps
Subset BGs: In8/0/0:0 In8/0/0:1
Superset BGs: Wi8/0/0:4 Wi8/0/0:6
Overlapping BGs: N/A

Exclusive
N/A
N/A
10%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Rejected
0
0
0
0
0
0
0
0

上記の設定例を省略または変更できますが、このセクションの残りの設定例では、これらの設定
を前提としています。

例：ダウンストリーム トラフィックの SGAC
この例では、この項で最初に説明したコマンドに従ってルールを設定してあることを前提として
います。
• すべての音声フローはバケット 1 に含まれます。
• すべての CIR データ フローは、バケット 8 に分類されます。
次の例は、ダウンストリーム トラフィックでの設定例または SGAC を示しています。この例で
は、音声トラフィックが占める帯域幅の割合が 30% に達すると、それ以上の音声フローは拒否さ
れます。
• ダウンストリームのスループットの 30% が音声トラフィック専用に予約されます。
次のコマンドが、この設定を実装します。
Router(config-fiber-node)#admission-control application-type 1 ds-bandwidth 30

次に、柔軟な帯域幅割り当ての設定例を示します。この例では、通常の音声トラフィック
（application-type 1）に 2 つのしきい値を関連付けます。通常の音声トラフィックだけの場合は、
サービス グループのキャパシティの最大 40% を使用できます。一方、通常の音声トラフィックと
緊急音声トラフィックの組み合わせでは、サービス グループのキャパシティの最大 50% を使用で
きます。つまり、通常の音声トラフィックが最大 40% の帯域幅割り当てをすべて使用する場合で
も、緊急音声トラフィックはサービス グループのキャパシティの少なくとも 10% を使用できま
す。
Router(config-fiber-node)#admission-control application-type 1 ds-bandwidth 40
Router(config-fiber-node)#admission-control application-type 1-2 ds-bandwidth 50

値は次のとおりです。
• 1 は通常の音声アプリケーション タイプ
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• 2 は緊急音声アプリケーション タイプ

その他の参考資料
以降のトピックには、Cisco CMTS 用の SGAC に関する参考資料が記載されています。
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco CMTS ケーブル コマンド

『Cisco CMTS Cable Command Reference』

標準
規格

タイトル

CableLabs™ DOCSIS 1.1 仕様

http://www.cablelabs.com/cablemodem/

CableLabs™ PacketCable 仕様

http://www.cablelabs.com/packetcable/

CableLabs™ PacketCable マルチメディア仕様

http://www.cablelabs.com/packetcable/specifications/
multimedia.html

MIB
MIB

MIB のリンク

MIB

選択したプラットフォームの MIB を検索して
ダウンロードするには、次の URL にある
Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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、Cisco Notification Service（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。

サービス グループ アドミッション コントロールに関す
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。

（注）

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。

表 2：サービス グループ アドミッション コントロールに関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

サービス グループ アドミッ
ション コントロール

Cisco IOS XE Everest 16.6.1

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 に統合されました。
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