
仮想インターフェイスのバンドル

仮想インターフェイスのバンドルにより、Cisco cBRシリーズルータの複数のケーブルインター
フェイスを単一の論理バンドルに組み合わせることができ、これにより、IPアドレス空間を節約
し、ネットワーク運用を簡素化することができます。

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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仮想インターフェイスのバンドルに関する情報
この項の構成は、次のとおりです。

仮想インターフェイスのバンドルの概要

すべてのケーブルバンドルが仮想インターフェイスバンドルとして自動的に変換および設定

されます。スタンドアロンケーブルインターフェイスは、正常に動作させるために、手動で

仮想バンドルに設定する必要があります。

（注）

仮想インターフェイスバンドリングは以下をサポートします。

•仮想インターフェイスのバンドルでは、マスターインターフェイスとスレーブインターフェ
イスの代わりにバンドルインターフェイスとバンドルメンバーが使用されます。

•仮想バンドルインターフェイスは、IPループバックアドレスのように仮想的に定義されま
す。

•仮想インターフェイスのバンドル情報を表示するには、複数の showコマンドを使用できま
す。

仮想インターフェイスバンドリングは、物理インターフェイスにエラーが発生した場合、バンド

ル内の 1ラインカードの活性挿抜（OIR）に問題がある場合、またはマスターインターフェイス
での設定削除にエラーがあった場合に、接続が失われないようにします。

仮想インターフェイスバンドリングは、バンドルメンバーインターフェイスで、次のレイヤ 3
設定をサポートおよび管理します。

• IPアドレス

• IPヘルパーアドレス

• source-verify機能および lease-timer機能

• cable dhcp-giaddr（giaddrフィールドは DHCPクライアントの IPアドレスに設定されていま
す）

•プロトコルに依存しないマルチキャスト（PIM）

•アクセスコントロールリスト（ACL）

•サブインターフェイス

• IPv6

• 1982バイトのレイヤ 3 MTU。
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お客様が CMTSから DOCSIS 3.1モデムに pingを発行して 1982バイトMTU
をテストすることを希望する場合は、cable mtu-overrideコマンドを設定する
必要があります。テストが完了したら、no cablemtu-overrideコマンドを使用
して、この設定を削除してください。デフォルトでは、バンドルインターフェ

イスで no cable mtu-overrideは設定されていません。

（注）

このバンドルの仮想インターフェイスを必ずオンのままにしておく必要があります（noshutdown
を使って有効化されます）。

（注）

仮想インターフェイスのバンドルのガイドライン

次のガイドラインでは、仮想インターフェイスのバンドルについて説明します。

•最初の仮想バンドルメンバーの初期設定によって、仮想バンドルインターフェイスが自動
的に作成されます。

•すべてのケーブルバンドルは、ソフトウェアイメージのロード後に自動的に変換され、仮
想バンドル内に配置されるように設定されます。

•スタンドアロンケーブルインターフェイスは、正常に動作させるために、手動で仮想バン
ドルに設定する必要があります。

•仮想バンドルインターフェイスはメンバーからのカウンタを累積します。メンバーリンク
のカウンタは、バンドルに追加されてもクリアされません。バンドル専用のカウンタが必要

な場合は、バンドルに追加する前に、またはイメージをロードする前に、メンバーのバンド

ルカウンタをクリアします。

•この機能では、1～ 255の数値範囲で最大 40の仮想インターフェイスバンドルをサポート
します。

•バンドル内のすべてのメンバーが削除された場合でも、仮想バンドルインターフェイスは具
体的に削除しない限り設定されたままになります。

•この機能は、仮想バンドルインターフェイスのサブインターフェイスをサポートします。

•バンドル認識型の設定は、仮想バンドルインターフェイスでサポートされます。

•バンドル非認識型の設定は、各仮想バンドルメンバーでサポートされます。

•仮想バンドルインターフェイスを作成するとき、以前の Cisco IOSリリースでバンドルイン
ターフェイスが存在した場合は、以前のケーブル設定がアップグレード後に再出現します。

•サブバンドルを使用する場合、すべてのレイヤ 3構成をメインバンドルではなくサブバンド
ルで設定する必要があります。
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仮想インターフェイスのバンドル認識型とバンドル非認識型のサポー

ト

仮想インターフェイスバンドリングでは、2つの設定（仮想バンドル自体と、バンドルメンバー
として知られる仮想バンドルのインターフェイス）が使用されます。仮想インターフェイスバン

ドルとバンドルメンバーは、バンドルを認識している場合とバンドルを認識していない場合があ

ります。

•バンドル認識型の機能は仮想バンドルで保持されます。次の作業を行います。

◦ IPアドレス

◦ IPヘルパー、ケーブルヘルパー

◦ DHCP giaddr

◦ Sub-interface

◦送信元確認

◦リースクエリ

◦ Address Resolution Protocol（ケーブルARPフィルタリング（ケーブルインターフェイス
もバンドリング）および Proxy ARP）

◦ケーブルマッチ

◦アクセスコントロールリスト（ACL）

◦プロトコルに依存しないマルチキャスト（PIM）

◦ケーブル代行受信

•バンドル非認識型の機能は仮想バンドルメンバーで保持されます。次の作業を行います。

◦ DS/US設定

◦ HCCP冗長機能

◦ロードバランシング

◦ DMIC、tftp-enforce、shared-secret

◦スペクトル管理

◦アドミッション制御

◦代行受信
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仮想インターフェイスのバンドルの設定
仮想インターフェイスバンドルをイネーブルにして、必要に応じて Cisco CMTSのインターフェ
イス情報を再設定するには、まず仮想インターフェイスバンドルを設定し、指定した仮想バンド

ルの他のバンドルメンバーを追加します。すべての仮想インターフェイスバンドルの必要に応じ

て、各インターフェイスで次の手順を実行します。

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   

選択したインターフェイスを仮想バンドルに追加しま

す。これが仮想バンドルを設定する最初のインター

interfacebundle n

例：

Router(config-if)#
interface bundle 1

ステップ 3   

フェイスの場合は、このコマンドは、指定したイン

ターフェイスのバンドルをイネーブルにします。

Cisco CMTSで設定できるのは、最大 40の仮想イン
ターフェイスバンドルです。数値 IDの範囲は 1～
255です。

必要に応じて、Cisco IOSアップグレードを使用しま
す。

ipaddress address mask

例：

Router(config-if)# ip

ステップ 4   

指定したインターフェイスおよび仮想バンドルの IP
アドレスを設定します。

address 7.7.7.7
255.255.255.0

（任意）IPv4 DHCPサーバアドレスを指定します。cable helper-address address
[cable-modem | host |mta | ps
| stb]

ステップ 5   

例：

Router(config-if)# cable
helper-address 10.10.10.13

DHCP要求パケットのDHCPGIADDRフィールドを設
定します。

cable dhcp-giaddr {primary
| policy [host | stb |mta | ps |
strict]}

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

例：
Router(config-if)# cable
dhcp-giaddr policy host

（任意）DHCPサーバがこのケーブルインターフェイ
スのデバイスに発行した IPアドレスに対してのみ、

cable source-verify dhcp

例：
Router(config-if)# cable
source-verify dhcp

ステップ 7   

Cisco CMTSがネットワークアクセスを許可している
ことを確認します。Cisco CMTSはケーブルインター
フェイスを通過するDHCPパケットを検査し、どのイ
ンターフェイスでどの IPアドレスが有効であるかに
ついてデータベースを構築します。不明な IPアドレ
スを持つすべてのデバイスからのトラフィックをド

ロップしますが、Cisco CMTSはデバイスの情報につ
いてDHCPサーバにもクエリを送信します。デバイス
に有効な IPアドレスが設定されていると、DHCPサー
バが Cisco CMTSに通知すると、CMTSはネットワー
ク上のデバイスを許可します。

（任意）静的 IPv4 CPEがオンラインにならないよう
にブロックします。ケーブルネットワークのデバイス

no cable arp

例：
Router(config-if)# no
cable arp

ステップ 8   

に送信する Address Resolution Protocol（ARP）プロセ
スもブロックします。

Cisco CMTSでサービス妨害（DoS）を発生
させる特定の種類のスキャニング攻撃をブ

ロックするには、このコマンドを cable
source-verify dhcpコマンドとともに使用し
ます。

（注）

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、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。

exit

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 9   

仮想インターフェイスバンドルをイネーブルにする選

択インターフェイスで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。

interfacecable slot
/subslot/port

例：

Router(config)# interface
cable 3/0/0

ステップ 10   

インターフェイスバンドルに属するケーブルインター

フェイスを設定します。ここで、nはバンドル番号で
す。

cablebundle n

例：

Router(config-if)# cable
bundle 1

ステップ 11   

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）

7

仮想インターフェイスのバンドル

仮想インターフェイスのバンドルの設定



目的コマンドまたはアクション

必要に応じて、Cisco IOSアップグレードを使用しま
す。

nocableupstream nshut

例：

Router(config-if)# no
cable upstream 4 shut

ステップ 12   

ケーブルインターフェイスは、指定したケーブルイ

ンターフェイスで no shutdownコマンドを使用してイ
ネーブルにする必要があります。

n：ケーブルインターフェイスで仮想バンドルを有効
にするように指定します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 13   

次の作業

インターフェイスから仮想バンドルを削除するには、インターフェイスコンフィギュレーション

モードで nointerfacebundleコマンドを使用します。ここで、nはバンドル IDを示します。

nointerfacebundle n

バンドルからメンバーを削除する場合、バンドル自体が個別に削除されるまで、バンドルはイン

ターフェイス（空だとしても）上に残ります。

バンドルインターフェイスの IPv6パラメータの設定に関する詳細については、『IPv6 on Cable』
機能ガイドを参照してください。

仮想インターフェイスのバンドルの設定の確認
• show ip interface brief：インターフェイスの概要を表示します。

次に、このコマンドの出力例を示します。

Router# show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Cable3/0/0 Bundle1 YES unset up up
GigabitEthernet0 10.86.3.175 YES NVRAM administratively down down
Bundle1 100.1.2.1 YES manual up up
Bundle2 100.1.3.1 YES NVRAM up up
Dti4/1/0 unassigned YES unset administratively down down
Dti5/1/0 unassigned YES unset administratively down down
Dti4/1/1 unassigned YES unset administratively down down
Dti5/1/1 unassigned YES unset administratively down down
Loopback1 1.2.3.4 YES NVRAM up up
Tunnel0 unassigned YES unset up up

• show running-config interface bundle n：指定したバンドルに関する情報を表示します。
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次に、このコマンドの出力例を示します。

Router# show running-config interface Bundle 1

Current configuration : 696 bytes
!
interface Bundle2
ip address 100.1.3.1 255.255.255.0
no cable nd
cable arp filter request-send 3 2
cable arp filter reply-accept 3 2
no cable arp
cable ipv6 source-verify dhcp
cable source-verify dhcp
cable dhcp-giaddr primary
cable helper-address 10.10.0.53
ipv6 address 2001:420:3800:910::1/64
ipv6 enable
ipv6 nd reachable-time 3600000
ipv6 nd cache expire 65536
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 nd ra interval msec 2000
no ipv6 redirects
ipv6 dhcp relay destination 2001:420:3800:800:250:56FF:FEB2:F11D
ipv6 dhcp relay destination vrf vrfa 2001:420:3800:800:250:56FF:FEB2:F11D
ipv6 dhcp relay source-interface Bundle2
arp timeout 2147483

• show ip interface brief | include bundle：バンドルインターフェイスの情報を表示します。

次に、このコマンドの出力例を示します。

Router# show ip interface brief | include Bundle

Bundle1 unassigned YES unset up up
Bundle1.1 100.1.2.1 YES NVRAM up up
Bundle2 100.1.3.1 YES NVRAM up up

• show running-config interface bundle n.n：指定したバンドルのサブインターフェイスの情報
を表示します。

次に、このコマンドの出力例を示します。

Router# show running-config interface bundle 1.1

Current configuration : 1415 bytes
!
interface Bundle1.1
ip address 100.1.2.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
ip rip send version 2
ip rip receive version 2
ip rip authentication mode md5
ip rip authentication key-chain ubr-rip
ip igmp static-group 239.1.4.1 source 115.255.0.100
ip igmp static-group 239.1.3.1 source 115.255.0.100
ip igmp static-group 239.1.2.1 source 115.255.0.100
ip igmp static-group 232.1.4.1 source 115.255.0.100
ip igmp static-group 232.1.3.1 source 115.255.0.100
ip igmp static-group 232.1.2.1 source 115.255.0.100
ip igmp static-group 232.1.1.1 source 115.255.0.100
ip igmp static-group 230.1.4.1
ip igmp static-group 230.1.3.1
ip igmp static-group 230.1.2.1
ip igmp static-group 224.1.4.1
ip igmp static-group 224.1.3.1
ip igmp static-group 224.1.2.1
ip igmp static-group 224.1.1.1
ip igmp version 3
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ip igmp query-interval 20
no cable arp
cable ipv6 source-verify dhcp
cable source-verify dhcp
cable dhcp-giaddr primary
cable helper-address 10.10.0.53
ipv6 address 2001:420:3800:909::1/64
ipv6 enable
ipv6 nd reachable-time 3600000
ipv6 nd cache expire 65536
ipv6 nd prefix default no-advertise
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 nd ra interval msec 2000
no ipv6 redirects
ipv6 dhcp relay destination 2001:420:3800:800:250:56FF:FEB2:F11D link-address
2001:420:3800:909::1
ipv6 dhcp relay source-interface Bundle1
ipv6 rip CST enable
arp timeout 2147483

その他の参考資料
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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/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。

仮想インターフェイスのバンド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。

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：仮想インターフェイスのバンドルに関する機能情報

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 IOS XE Fuji
16.7.1に統合されました。

Cisco IOS XE Fuji 16.7.1仮想インターフェイスのバンド

ル

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）
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http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/


   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）
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