
DOCSIS 2.0 用サブスクライバ管理パケット
フィルタリング拡張

Ciscoコンバージドブロードバンドルータは、加入者の優先度や基準に基づくデータパケット
フィルタリングの管理をサポートします。パケットフィルタリングは、特定のパケットのみを

顧客宅内機器（CPE）に流しながら、ケーブルネットワークの不要なデータパケットをドロッ
プすることで、ケーブルネットワークに対するセキュリティを強化します。

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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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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サブスクライバ管理パケットフィルタリングの設定の前

提条件
サブスクライバ管理パケットフィルタリング機能のソフトウェア要件は次のとおりです。

•最新のソフトウェアイメージがロードされ、ケーブルモデム終端システム（CMTS）とケー
ブルモデム（CM）で動作している。

•メインスーパーバイザ（SUP）とスタンバイSUPの設定情報が、スイッチオーバー前には同
じである。

サブスクライバ管理パケットフィルタリングの設定に関

する制限事項
•この機能は最大 254のフィルタリンググループを定義できます。各グループ内のフィルタの
数は 255です。

サブスクライバ管理パケットフィルタリングの設定に関

する情報
フィルタグループは、特定の CMまたは CPEデバイスごとに発着信するパケットに適用される
フィルタを指定します。これは、パケットをフィルタ処理またはドロップするルールや基準を定

義します。フィルタ処理する必要がある各パケットは、送信が許可されるか、ドロップ対象とし

てフィルタ処理されます。パケットをフィルタ処理する基準は、加入者の設定によって異なりま

す。フィルタグループは、さまざまなサブスクライバ管理グループに適用できます。

ケーブルサブスクライバ管理は、次の設定方法を使用して確立することができます。

• CMTSルータ設定（CLI経由）

• SNMPコンフィギュレーション

サブスクライバ管理パケットフィルタリングを設定するプロセスは次のとおりです。

1 パケットフィルタグループは、パケットに対するアクションを定義します。パケットは、加

入者のパケット基準に基づいて、CPEに送信できるか、またはケーブルネットワークからド
ロップされます。

2 CMは、CMTSに登録要求を送信します。登録要求にはプロビジョニング情報が含まれます。
プロビジョニング情報は、パケットフィルタリンググループ（PFG）と CMおよび CMの加
入者との関連付けを定義します。
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3 CM、CPE、組み込み型マルチメディアターミナルアダプタ（eMTA）、組み込み型セットトッ
プボックス（eSTB）、および組み込み型ポータルサーバ（ePS）を特定の PFGに接続するた
めに、特定のダウンストリームまたはアップストリーム PFGが使用されます。

4 CMTSは、CPEの DHCP情報に基づいて CPEデバイスを特定します。

CMで動作するフィルタグループについては、CMTSルータを設定してから、CMを再登録す
る必要があります。

（注）

サブスクライバ管理パケットフィルタリングの設定方法
ここでは、Cisco CMTSプラットフォームでのサブスクライバパケットフィルタリングを管理す
るために実行する設定タスクについて説明します。コマンドラインインターフェイス（CLI）コ
マンドを使用して設定を完了できます。

フィルタグループの設定

ここでは、パケットフィルタグループの設定手順について説明します。設定を完了するには、次

の手順の概要に従ってください。

TCP/IPおよび UDP/IPヘッダーに基づいてパケットをフィルタリングする DOCSISフィルタグ
ループを作成、設定、有効化にするには、グローバルコンフィギュレーションモードでケーブル

フィルタグループコマンドを使用します。

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。パスワード

enable

例：

Router> enable

ステッ

プ 1   
を入力します（要求された

場合）。

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。

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

例：

Router(config)#

パケットをフィルタリング

する DOCSISフィルタグ
cablefiltergroupgroup-idindexindex-num[optionoption-value]

例：

Router(config)# cable filter group 10 index 10 src-ip

ステッ

プ 3   
ループを作成、設定、およ

び有効化します。
10.7.7.7

アップストリームとダウンストリーム MTA フィルタグループの定義
ここでは、組み込み型マルチメディアターミナルアダプタ（eMTA）のアップストリームとダウ
ンストリームのサブスクライバ管理フィルタグループを定義する設定タスクについて説明しま

す。設定を完了するには、次の手順の概要に従ってください。

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   

MTAのアップストリームとダウンストリー
ムのサブスクライバ管理フィルタグループ

を定義します。

cable submgmt default filter-group mta
{downstream | upstream} group-id

例：

Router(config)# cable submgmt

ステップ 3   

default filter-group mta downstream
130
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アップストリームとダウンストリーム STB フィルタグループの定義
ここでは、セットトップボックス（STB）のアップストリームとダウンストリームのサブスクラ
イバ管理フィルタグループを定義する設定タスクについて説明します。設定を完了するには、次

の手順の概要に従ってください。

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   

STBのアップストリームとダウンストリー
ムのサブスクライバ管理フィルタグループ

を定義します。

cable submgmt default filter-group stb
{downstream | upstream} group-id

例：

Router(config)# cable submgmt

ステップ 3   

default filter-group stb downstream
20

アップストリームとダウンストリーム PS フィルタグループの定義
ここでは、ポータルサーバ（PS）のアップストリームとダウンストリームのサブスクライバ管理
フィルタグループを定義する設定タスクについて説明します。設定を完了するには、次の手順の

概要に従ってください。
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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。
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。

configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

例：

Router(config)#

ポータルサーバのアップストリームとダ

ウンストリームのサブスクライバ管理フィ

ルタグループを定義します。

cable submgmt default filter-group ps
{downstream | upstream} group-id

例：

Router(config)# cable submgmt

ステップ 3   

default filter-group ps downstream
10

サブスクライバ管理パケットフィルタリングの設定例
このセクションでは、サブスクライバ管理パケットフィルタリングを構成するための設定例を説

明します。
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フィルタグループの設定例

次に、送信元 IPアドレス（10.7.7.7）と宛先 IPアドレス（10.8.8.8）のパケットと、送信元ポート
番号（2000）と宛先ポート番号（3000）のパケットをドロップするフィルタグループの設定例を
示します。すべてのプロトコルタイプおよび ToSと TCPフラグの値が一致します。

Router(config)# cable filter group 10 index 10 src-ip 10.7.7.7
Router(config)# cable filter group 10 index 10 src-mask 255.255.0.0
Router(config)# cable filter group 10 index 10 dest-ip 10.8.8.8
Router(config)# cable filter group 10 index 10 dest-mask 255.255.0.0
Router(config)# cable filter group 10 index 10 ip-proto 256
Router(config)# cable filter group 10 index 10 src-port 2000
Router(config)# cable filter group 10 index 10 dest-port 3000
Router(config)# cable filter group 10 index 10 tcp-flags 0 0
Router(config)# cable filter group 10 index 10 match-action drop

アップストリームとダウンストリーム MTA フィルタグループの定義
例

次に、アップストリームとダウンストリームのMTAフィルタグループの設定例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# cable submgmt default filter-group mta downstream 10

アップストリームとダウンストリーム STB フィルタグループの定義例
次に、アップストリームとダウンストリームの STBフィルタグループの設定例を示します。

Router#configure terminal
Router(config)#cable submgmt default filter-group stb downstream 20

アップストリームとダウンストリーム PS フィルタグループの定義例
次に、アップストリームとダウンストリームのポータルサーバフィルタグループの設定例を示

します。

Router#configure terminal
Router(config)#cable submgmt default filter-group ps downstream 10

その他の参考資料
ここでは、サブスクライバ管理パケットフィルタリング機能の設定に関する関連資料を示しま

す。
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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。

サブスクライバ管理パケットフィル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 2：サブスクライバ管理パケットフィル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サブスクライバ管理パケット

フィルタリング
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