
Cisco cBR シリーズルータのケーブルモニ
タリング機能

ケーブルモニタリングを設定すると、ケーブルインターフェイス上の選択したパケットのコピー

が、CiscoCMTSルータ上の別のインターフェイスに接続された外部LANアナライザに転送され
ます。このコマンドは、ネットワークとアプリケーションで発生した問題のトラブルシューティ

ングに役立ちます。

この機能は、サービス妨害攻撃や他のタイプのネットワーク攻撃を防ぐ目的でトラフィックを

モニタリングするのではありません。ケーブルモニタリング機能を設定しても、トラフィッ

クが送信される宛先は変わらず、選択したパケットのコピーだけがCALEAサーバまたはLAN
アナライザに転送されます。

（注）

この機能は、ラインカード高可用性（LCHA）をサポートしていません。（注）

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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cBR のケーブルモニタコマンドの概要
cable monitor コマンドは、特定のケーブルインターフェイス経由で送られる特定の種類のトラ
フィックのパケットのコピーをLANアナライザに送信します。これにより、ネットワークの問題
のトラブルシューティングでそれを使用できます。このコマンドでは、次の 1つ以上のパラメー
タを使用して、転送するパケットを選択できます。

•着信パケットまたは発信パケットのいずれか

•特定のMACアドレス（送信元および宛先）に一致するパケット

•特定のサービス ID（SID）が設定されたパケット

トラブルシューティングに役立つよう、パケットにタイムスタンプを追加することもできます。

その後、指定した 10ギガビットイーサネットポートからパケットが LANアナライザに転送さ
れ、さらに分析されます。

次の図に、DOCSIS双方向構成のファストイーサネットポートに接続された LANパケットアナ
ライザを示します。

図 1：DOCSIS 双方向構成での LAN パケットアナライザ

ケーブルモニタリングに使用するWANポートは、LANパケットアナライザ専用にしてくだ
さい。

（注）
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cBR ルータのケーブルモニタリングの設定
特定のケーブルインターフェイスでケーブルトラフィックモニタリング機能を有効にするには、

特権 EXECモードから開始して、次の手順に従います。

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。パスワードを入力します（要求さ

れた場合）。

enable

例：
Router> enable

ステッ

プ 1   

例：
Router#

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。

configureterminal

例：
Router# configure terminal

ステッ

プ 2   

例：
Router(config)#

ケーブルモニタコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

cable monitor

例：
Router(config)# cable monitor

ステッ

プ 3   

例：
Router(config-cable-monitor)#

スニッフィングされたパケットを転送

するようにカードを設定します。

sniff card <slot num> <ds/us> <sniff point>
<filter> dest cmon-tunnel <cmon-tunnel num>

例：

ステッ

プ 4   

• slot number：ラインカードのス
ロット番号ダウンストリームトラフィック：各チャネル

用
Router(config-cable-monitor)sniff card 3
outbound

• ds/us：ダウンストリームまたは
アップストリーム

docsis integrated-Cable 3/0/0:0 dest
cmon-tunnel 3 • sniffpoint：ダウンストリームまた

はアップストリーム FPGA
例： （フィールドプログラマブルゲー
ダウンストリームトラフィック：各ワイドバ

ンドチャネル用
Router(config-cable-monitor)sniff card 3
outbound

トアレイ）のスニッフィングポ

イント

• filter：パケットタイプフィルタpre-docsis wideband-Cable 3/0/0:0 dest
cmon-tunnel 3
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目的コマンドまたはアクション

• dest cmon-tunnel：キャプチャされ
たパケットのケーブルモニタト

ンネル
例：

ダウンストリームトラフィック：各MACア
ドレス用
Router(config-cable-monitor)sniff card 3
outbound

• cmon-tunnel num：キャプチャさ
れたパケットのケーブルモニタ

トンネル番号
docsis mac-address 0100.5e01.0101 dest
cmon-tunnel 3

例：

アップストリームトラフィック：各チャネル

用
Router(config-cable-monitor)# sniff card 3
incoming
post-docsis upstream-cable 3/0/0 us-channel
0 dest cmon-tunnel 3

例：

アップストリームトラフィック：各MACア
ドレス用（ケーブルモデムまたは CPE）
Router(config-cable-monitor)#sniff card 3
incoming
docsis mac-address e448.c70c.9c27 dest
cmon-tunnel 3

例：

アップストリームトラフィック：MD/SID用
Router(config-cable-monitor)#sniff card 3
incoming
docsis cable 3/0/0 sid 12 upstream 0 dest
cmon-tunnel 3

グローバルコンフィギュレーション

モードを終了します。

end

例：
Router(config)# end

ステッ

プ 5   

例：
Router#

次の作業

スニッフィングされたパケットをキャプチャして、それを外部サーバまたはローカルハードディ

スクに転送できます。詳細については、スニッフィングされたパケットのキャプチャ, （5ペー
ジ）を参照してください。
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スニッフィングされたパケットのキャプチャ
キャプチャされたトラフィックを外部サーバに転送するには、トンネルを設定する必要がありま

す。外部サーバは直接接続されない場合もあり、CMTSから離れていることもあります。

スニッフィングされたパケットをキャプチャするには、次のいずれかの手順に従います。

•外部ホストを使用して出力パケットをキャプチャする

•ハードディスクを検出することによってパケットをキャプチャする

外部ホストでスニッフィングされたパケットのキャプチャ

キャプチャされたトラフィックを外部サーバに転送するには、トンネルを設定する必要がありま

す。外部サーバは直接接続されない場合もあり、CMTSから離れていることもあります。

手順

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。

configureterminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 1   

例：
Router(config)#

スニッフィングされたパケットをキャプ

チャするには、インターフェイス

cmon-tunnelモードを開始します。

interface cmon-tunnel number

例：
Router(config)# interface CMON-Tunnel
3
Router(config-if)#

ステップ 2   

外部ホストが出力パケットをキャプチャ

するための宛先 IPアドレスと送信先 IP
アドレスを設定します。

tunnel destination IP address, tunnel
source IP address

例：
Router(config-if)#tunnel destination
10.10.21.11

ステップ 3   

Router(config-if)#tunnel source
10.10.21.1

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを終了します。

end

例：
Router(config)# end

ステップ 4   

例：
Router#
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次の作業

Wiresharkプラグインを使用して、キャプチャされたパケットをデコードします。

ローカルハードドライブでのスニッフィングされたパケットのキャ

プチャ

キャプチャされたパケットをローカルハードドライブに転送するには、次の手順に従います。

手順

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 CMON-Tunnel 3

ステップ 1   

例：
Router(config)#

インターフェイス cmon-tunnel
モードを開始します。

interface cmon-tunnel number

例：
Router(config)#interface CMON-Tunnel 3
Router(config-if)#

ステップ 2   

ハードディスクを指定すること

によってパケットをキャプチャす

mode buffer

例：
Router(config-if)#mode buffer

ステップ 3   

るために cmon-tunnel内のモード
バッファを有効にします。

グローバルコンフィギュレーショ

ンモードを終了します。

end

例：
Router(config-if)#end
Router#

ステップ 4   

show platform software interface r0 name-string
CMON-Tunnel number

ステップ 5   

例：
Router# show platform software interface r0
name-string CMON-Tunnel3

Name: CMON-Tunnel3, ID: 14585, QFP ID: 0,
Schedules: 0
Monitor Type: 0, Instance ID: 0, Mode: 3
Monitor Tunnel Source: 0.0.0.0, Destination:
0.0.0.0
Router# test platform hardware qfp active
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目的コマンドまたはアクション

feature docsis cmon-copy 3 14585
Router# dir harddisk: | in CMON
105 -rw- 11161490

Aug 27 2016 15:32:30 +08:00
CMON_7_20151207-153225.pcap
106 -rw- 10874548

Aug 27 2015 15:47:56 +08:00
CMON_7_20151207-154751.pcap

次の作業

Wiresharkプラグインを使用して、キャプチャされたパケットをデコードします。

ケーブルモニタリ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 1：ケーブルモニタリ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

ルータ上のCisco IOSXEEverest
16.6.1に統合されました。

Cisco IOS XE Everest 16.6.1ケーブルモニタリング
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