D-PON のアップストリーム ボンディング サ
ポート
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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。
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D-PON のアップストリーム ボンディング サポートの前提条件

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

D-PON のアップストリームボンディングサポートの前提
条件
• DOCSIS 3.0 ケーブル モデム（CM）
• DOCSIS 2.0 対応セットトップ ボックス（STB）
• 非 D-PON 参照アップストリーム チャネルに関する追加のブロードキャスト初期レンジング
機会の使用を防止するには、cable upstream ranging-init-technique 2 コマンドを設定する必要
があります。
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D-PON のアップストリームボンディングサポートの制限
事項
• 複数の CM を同時に機能させることはできません。CM ごとに異なるタイムスロットでアッ
プストリーム データ伝送を行う必要があります。D-PON を設定すると、アップストリーム
スケジューラがデータ伝送を許可する CM は常に 1 つだけとなります。
• 個々の MAC ドメインの D-PON を有効/無効にすることができます。
• MAC ドメインで D-PON を有効にするときには、shutdown および noshutdown コマンドを使
用して、MAC ドメインを手動でシャットダウンしてから有効にする必要があります。
• MAC ドメインのすべての周波数で、次の項目を同じ設定にする必要があります。
◦ ミニスロット サイズ
◦ チャネル幅
◦ 変調プロファイル
• ATDMA DOCSIS モードだけがサポートされます。
• D-PON 用に設定された MAC ドメインでは、次の機能がサポートされません。
◦ ロード バランシング
◦ スペクトル管理
◦ アップストリーム設定（アップストリーム設定を変更するには、MACドメインをシャッ
トダウンする必要があります）
◦ S-CDMA 論理チャネル
◦ 変調プロファイルの低減（D-PON では 16 QAM および 64 QAM 変調プロファイルのみ
を使用します）
◦ 3.2 MHz および 6.4 MHz 以外のチャネル幅
◦ インサービス ソフトウェア アップグレード（ISSU）
◦ 同じ MAC ドメインでの D-PON および HFC の混在
◦ ソフトウェア ライセンス
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D-PON のアップストリームボンディングサポートについ
て
D-PON は一種のネットワーキングであり、光ネットワークを介して CMTS が RF 信号を送信でき
るようにします。この技術により、ケーブルオペレータは光同軸ハイブリッド（HFC）ネットワー
クで RF 技術を使用することができます。
CMTS からのダウンストリーム データはハブで他の RF 信号と結合されて、トランスミッタに送
信されます。トランスミッタからの信号は、複数の PON を対象とします。各 PON が、単一ファ
イバからの 32 個のホームに対応します。
光ネットワーク ターミナル（ONT）からのアップストリーム データはスプリッタで結合されてハ
ブに送信され、そこから光レシーバ（RX）にルーティングされます。複数の光レシーバからの
アップストリーム データが結合されて、CMTS に送信されます。
CMTS へのアップストリーム データには、複数の PON からの信号が含まれます。複数の DOCSIS
アップストリーム ソース（複数のモデムおよび DSG ターミナル）を含むことができる各 PON
に、それぞれ専用のアップストリーム光レシーバが対応します。
同軸ネットワークに応じて、さまざまな方法でPONを構成できます。これらの構成は、次のカテ
ゴリに大別されます。
• 内部制御型構成：この構成では、ONT の内部 CM がレーザーを制御します。アップストリー
ム信号は CM のイーサネット インターフェイスに送信され、ONT はアップストリームのタ
イミングを制御できます。このタイプの構成を使用するデバイスは、Digital Audio Visual
Council（DAVIC）セット トップ端末（STT）です。
• 外部制御型構成：この構成では、ONT アップストリーム入力での RF の存在によってレー
ザーがアクティブ化されます。このタイプの構成を使用するデバイスは、DOCSIS セットトッ
プ ゲートウェイ（DSG）デバイスです。
• デュアル制御型構成：この構成では、ONT が格納されているホームと内部 CM が、その他の
DOCSIS アップストリーム ソース（DSG など）と連動してレーザーを制御します。RF プレ
ゼンス ディテクタまたは内部 CM 制御回線が、アップストリーム信号を検出してアップスト
リーム レーザーをアクティブ化します。

アップストリームでの D-PON のスケジューリング
D-PON 実装では、CMTS のネイティブ アップストリーム スケジューリング ソフトウェアがアッ
プストリーム データ伝送のタイミングを制御します。アップストリームの周波数割り当てに関わ
らず、アップストリーム データを伝送できる PON レシーバ ドメイン（PRD）は常に 1 つに限ら
れます。これは、PRD の ONT からのレーザを 2 つ同時に使用すると光ビート干渉（OBI）が発生
するためです。さらに、アップストリーム信号伝送に周波数変調（FM）を使用する場合、PON 内
の複数の ONT が同時に伝送すると PHY エラーが発生します。
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D-PON 環境内の DOCSIS 3.0 CM がアップストリーム チャネルで初期レンジングに失敗しないよ
うに、すべてのアップストリーム チャネルで初期メンテナンス領域がスケジュールされます。
D-PON 用に設定された MAC ドメイン内でレンジング要求を受信するとき、CM は D-PON リファ
レンス チャネル（US0）に対するアップストリーム チャネル オーバーライドを受け取ります。
D PON のこの実装では、アップストリーム周波数とは関係なく、アップストリーム データを伝送
するためのタイムスロットが PRD 内の DOCSIS デバイスに与えられます。したがって、アップス
トリーム チャネル ボンディング機能を使用せずに MAC ドメイン内で複数のアップストリームを
使用する利点はありません。
D-PON 機能は、次のサービス タイプをサポートします。
• 最大 4 つの周波数を同時使用するベストエフォート（BE）3.0
• 単一周波数のみを使用する BE 2.0
• 単一周波数のみを使用する非送信請求許可サービス（UGS）
• 単一周波数のみを使用するリアルタイム ポーリング サービス（RTPS）
• 単一周波数のみを使用する非リアルタイム ポーリング サービス（nRTPS）

D-PON のアップストリームボンディングサポートの設定
方法
ここでは、Cisco cBR ルータ上で MAC ドメインの D-PON を有効にする方法を説明します。（デ
フォルトでアップストリーム チャネル 0 に設定される）リファレンス チャネルがボンディング
グループに含まれる必要があります。

（注）

USCB では、次の組み合わせで、RFOG MAC ドメイン内の US チャネルを最大 4 個サポートで
きます。
• US0
• US0、US1
• US0、US1、US2
• US0、US1、US2、US3
すべての US チャネルに、同じ数のミニスロット、チャネル幅（3.2 MHz または 6.4 MHz のみ
サポート）、DOCSIS モード（ATDMA のみサポート）、および変調プロファイルが設定され
ている必要があります。
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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。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
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

interface cable
slot/subslot/cable-interface-index

指定したケーブル インターフェイスに対し
てインターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Router(config)# interface cable
8/0/0

ステップ 4

cableupstreamdpon

MAC ドメインに関する D-PON を有効にし
ます。

例：
Router(config-if)# cable
upstream dpon

ステップ 5

shutdown

インターフェイスをシャットダウンします。

例：
Router(config-if)# shutdown

ステップ 6

noshutdown

インターフェイスをイネーブルにします。

例：
Router(config-if)# no shutdown

ステップ 7

end
例：

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了して、特権 EXEC モードに戻
ります。

Router(config-if)# end

DOCSIS 3.0 ケーブル モデムのアップストリーム ボンディングが部分的
ボンディング状態になる
スイッチオーバー後に元の CLC に復帰する間、アップストリーム ボンディングが部分的ボンディ
ング状態になることがあります。
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次の例では、スロット 1 と 0 の CLC 間でスイッチオーバーが行われます。スロット 1 の CLC に
復帰すると、C1/0/3/UB が C1/0/3/p になります。次の出力では、この変化を強調表示しています。
Router# show cable modem
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 2%; five minutes: 2% Time source is NTP, 13:00:25.570
UTC Thu Feb 18 2016
D
MAC Address
IP Address
I/F
MAC
Prim RxPwr Timing Num I
State
Sid
(dBmv) Offset CPE P
4844.8789.e0fc 10.78.100.6
C1/0/0/UB
w-online
6
-0.50 1787
0
N
c8fb.2639.33d0 10.78.100.7
C1/0/1/UB
w-online
1
-1.00 1793
0
N
4844.8789.e10e 10.78.100.10
C1/0/2/UB
w-online
1
-0.50 1784
0
N
602a.d0a2.9b3e 10.78.100.11 C1/0/3/p
w-online
4
1.50
1789
0
N
0025.2ecf.f922 10.78.100.8
C1/0/4/UB
w-online
1
-1.00 1788
0
N

この部分的ボンディングを回復させるには、コントローラで関連するアップストリーム ポートに
対して shutdown コマンドと no shutdown コマンドを使用します。以下に設定例を示します。
Router(config)# controller Upstream-Cable 1/0/3
Router(config-controller)# us-channel 0 shutdown
Router(config-controller)# no us-channel 0 shutdown

D-PON のアップストリームボンディングサポートの確認
D-PON を使って設定された MAC ドメインのアップストリーム スケジューラ出力を確認するに
は、showinterfacecablemac-scheduler コマンドを使用します。

（注）

D-PON リファレンス チャネル US0（US channel-id 1）MAP は、MAC ドメイン内の他の MAP
を生成するためのテンプレートとして機能します。したがって、アップストリーム スケジュー
リングに関する統計情報の一部は、D-PON リファレンス チャネルを除く他のチャネルには該
当しません。
Router# show interface cable 8/0/0 mac-scheduler 1
DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable8/0/0/U1 : rate 30720000
wfq:None
us_balance:OFF
dpon_mode:ON
fairness:OFF
Queue[Rng Polls] flows 0
Queue[CIR Grants] flows 0
Queue[BE(07) Grants] flows 0
Queue[BE(06) Grants] flows 0
Queue[BE(05) Grants] flows 0
Queue[BE(04) Grants] flows 0
Queue[BE(03) Grants] flows 0
Queue[BE(02) Grants] flows 0
Queue[BE(01) Grants] flows 0
Queue[BE(00) Grants] flows 0
Req Slots 1824595508, Req/Data Slots 10640906
Init Mtn Slots 89924653, Stn Mtn Slots 989543
Short Grant Slots 0, Long Grant Slots 0
Adv Phy Short Grant Slots 538, Adv Phy Long Grant Slots 219831
Adv Phy UGS Grant Slots 0
Avg upstream channel utilization : 0%
Avg percent contention slots : 98%
Avg percent initial ranging slots : 1%
Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%
MAP TSS: lch_state 9, init_retries 0
late_initial_maps 0, late_ucd_maps 0
mac-phy tss errors 0, missed ccc 0
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その他の参考資料
ここでは、D-PON 機能のアップストリーム ボンディング サポートに関する参考資料について説
明します。
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

Prisma D-PON

『Cisco Prisma D-PON』

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/support
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。

D-PON のアップストリームボンディングサポートに関す
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。
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（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：D-PON のアップストリーム ボンディング サポートに関する機能情報

機能名

リリース

D-PON のアップストリーム ボ Cisco IOS XE Fuji 16.7.1
ンディング サポート

機能情報
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。
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