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PA-VXA、PA-VXB、および PA-VXC の
設定

PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC ポート アダプタの搭載作業を続行するには、カード タイプを

T1 または E1 として設定してから、インターフェイスを設定する必要があります。ここで説明する

手順は、サポート対象の全プラットフォームに適用できます。プラットフォーム別に、Cisco IOS ソ

フトウェア コマンドの相違についても説明します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• EXEC コマンド インタープリタの使用方法（p.4-2）

• インターフェイスの設定（p.4-3）

• VoIP の設定（p.4-8）

• VoFR（Voice over Frame Relay）の設定（p.4-34）

• 設定の確認（p.4-36）
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EXEC コマンド インタープリタの使用方法
ルータの設定を変更するには、「EXEC（またはイネーブル モード）」と呼ばれるソフトウェア コマ

ンド インタープリタを使用します。configure コマンドを使用して新規インターフェイスを設定し

たり、既存のインターフェイスの設定を変更したりするには、まず enable コマンドを入力して、

EXEC コマンド インタープリタの特権レベルを開始する必要があります。パスワードが設定されて

いる場合には、パスワードの入力が要求されます。

特権レベルのシステム プロンプトは、 後にかぎカッコ（>）ではなくポンド記号（#）が表示され

ます。コンソール端末で特権レベルを開始する手順は次のとおりです。

ステップ 1 ユーザ レベル EXEC プロンプトで、enable コマンドを入力します。次のように、特権レベル パス

ワードの入力が要求されます。

Router> enable

Password:

ステップ 2 パスワードを入力します（パスワードは大文字 / 小文字が区別されます）。セキュリティ保護のた

め、入力したパスワードは表示されません。

正しいパスワードを入力すると、特権レベルのシステム プロンプト（#）が表示されます。

Router#

ソフトウェア コンフィギュレーション コマンドの詳細については、「関連資料」（p.viii） に記載され

ているマニュアルを参照してください。
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インターフェイスの設定
新しい PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC が正しく取り付けられていることを確認してから

（ENABLED LED が点灯している）、特権レベルの configure コマンドを使用して、新規インターフェ

イスを設定します。あらかじめ次の情報を用意しておいてください。

• インターフェイス上のルーティングに使用するプロトコル

• IP アドレス（IP ルーティングにインターフェイスを設定する場合）

• 使用するブリッジング プロトコル

新しい PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC を取り付けた場合、あるいは既存のインターフェイス

の設定を変更する場合は、コンフィギュレーション モードを開始して、新規インターフェイスを設

定する必要があります。設定済みの PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC を交換した場合には、シ

ステムは新規インターフェイスを認識し、既存の設定で新規インターフェイスを起動します。

PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC 上のインターフェイスの設定に使用できるオプションおよび

手順については、「関連資料」（p.viii）に記載されているマニュアルのうち、該当するコンフィギュ

レーション マニュアルを参照してください。

コンフィギュレーション コマンドは、EXEC コマンド インタープリタの特権レベルで実行します。

このレベルへのアクセスには、通常パスワードが必要です。必要な場合は、システム管理者に問い

合わせて、パスワードを取得してください（EXEC の特権レベルについては、「EXEC コマンド イ

ンタープリタの使用方法」[p.4-2]  を参照）。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

• コントローラのシャットダウン（p.4-3）

• 基本的な設定（p.4-5）

コントローラのシャットダウン

PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC を交換せずに取り外してしまう場合、あるいは PA-VXA、

PA-VXB、PA-VXC を交換する場合は、新しいポート アダプタまたは再設定されたポート アダプタ

を再度取り付けたときに、システム異常が発生するのを防ぐため、あらかじめ shutdown コマンド

を使用して、コントローラをシャットダウン（ディセーブル）状態にしてください。シャットダウ

ンされたコントローラは、show コマンドの出力に administratively down と表示されます。

コントローラをシャットダウンする手順は次のとおりです。

ステップ 1 EXEC コマンド インタープリタの特権レベル（イネーブル モード）を開始します（詳細は「EXEC

コマンド インタープリタの使用方法」[p.4-2]  を参照）。

ステップ 2 特権レベルのプロンプトでコンフィギュレーション モードを開始し、コンフィギュレーション サ

ブコマンドの送信元としてコンソール端末を指定します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

ステップ 3 コントローラをシャットダウンするために、controller t1 または controller e1 サブコマンドを入力

し（その後ろにコントローラのインターフェイス アドレスを指定）、さらに shutdown コマンドを

入力します。表 4-1 にコマンド構文を示します。



第 4 章      PA-VXA、PA-VXB、および PA-VXC の設定

インターフェイスの設定

4-4
T1/E1 Digital Voice Port Adapter インストレーション コンフィギュレーション

OL-3592-02-J

コマンドの入力が完了したあと、Ctrl-Z を押す（Ctrl キーを押したまま Z キーを押す）か、end ま

たは exit と入力して、コンフィギュレーション モードを終了し、EXEC コマンド インタープリタ

に戻します。

ステップ 4 NVRAM に新しい設定を書き込みます。

Router# copy running-config startup-config
[OK]
Router#

NVRAM に設定が保存されると、OK メッセージが表示されます。

ステップ 5 show controllers コマンド（その後ろにインターフェイスのタイプとアドレスを指定）を使用して、

特定のインターフェイスの情報を表示し、新しいインターフェイスが正しいステート（シャットダ

ウン）になっているかどうかを確認します。

ステップ 6 次の手順でインターフェイスを再びイネーブルにします。

a. インターフェイスをイネーブルに戻すために、再度ステップ 3 を行います。その際、shutdown
コマンドではなく、no shutdown コマンドを使用します。

b. 再度ステップ 4 を行って、新しい設定をメモリに書き込みます。 
copy running-config startup-config コマンドを使用します。

表 4-1 shutdown コマンドの構文

プラットフォーム コマンド 例

Cisco 7200 シリーズおよび

Cisco 7200 VXR ルータ

controller に続けて type（t1  または  e1）

および slot/port（ポート アダプタ スロット

番号 / インターフェイス ポート番号）

ポート アダプタ スロット 1 に搭載された T1

コントローラの例

Router(config)# controller t1 1/0
Router(config)# shutdown
Ctrl-Z
Router#

Cisco 7301 ルータ controller に続けて type（t1  または  e1）

および slot/port（ポート アダプタ スロット

番号 / インターフェイス ポート番号）

ポート アダプタ スロット 1 に搭載された T1

コントローラの例

Router(config)# controller t1 1/0
Router(config)# shutdown
Ctrl-Z
Router#

Cisco 7401ASR ルータ controller に続けて type（t1  または  e1）

および slot/port（ポート アダプタ スロット

番号 / インターフェイス ポート番号）

ポート アダプタ スロット 1 に搭載された T1

コントローラの例

Router(config)# controller t1 1/0
Router(config)# shutdown
Ctrl-Z
Router#

Cisco 7500 シリーズ ルータ

の VIP

controller に続けて type（t1 または e1）

および slot/port adapter/port（インターフェ

イス プロセッサ スロット番号 /

ポート アダプタ スロット番号 /

インターフェイス ポート番号）

インターフェイス プロセッサ スロット 1 内

の VIP のポート アダプタ スロット 0 に搭載

されている T1 コントローラの例

Router(config-if)# controller t1 1/0/0
Router(config-if)# shutdown
Ctrl-Z
Router#
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c. 再度ステップ 5 を行って、インターフェイスが正しいステートになっていることを確認します。

show controllers コマンドに続けて、そのコントローラのタイプとアドレスを指定します。

ソフトウェア コンフィギュレーション コマンドの詳細については、「関連資料」（p.viii） に記載され

ているマニュアルを参照してください。

基本的な設定

ここでは、基本的な設定（PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC ポート アダプタをイネーブルにし、

カード タイプおよびコントローラを指定し、各種コントローラ サブコマンドを入力する方法）に

ついて説明します。Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、Cisco 7301 ルータ、

Cisco 7401ASR ルータ、または Cisco 7500 シリーズ ルータの PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC

ポート アダプタを設定後、VoIP に対応するようにルータを設定する手順については、「VoIP の設

定」（p.4-8）を参照してください。

必要なカード タイプの指定

ポート アダプタを E1 または T1 接続用に設定できるため、カード タイプを次の手順に従って E1 ま

たは T1 として指定する必要があります。デフォルトのカード タイプはありません。カード タイプ

を設定するまで、ポート アダプタは機能しません。カード タイプを E1 または T1 に設定しない限

り、ポート アダプタに関する情報はどの show コマンドの出力でも表示されません。

configure コマンドを使用する前に、enable コマンドで、EXEC コマンド インタープリタの特権レ

ベルを開始する必要があります。パスワードが設定されている場合には、パスワードの入力が要求

されます。

次の手順で、PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC ポート アダプタを設定します。特に明記されて

いないかぎり、各設定手順の 後に Return キーを押します。

ステップ 1  show running-config コマンドを入力し、システムが PA-VXA、PA-VXB または PA-VXC ポート ア

ダプタを認識していることを確認します。

Router# show running-config

ステップ 2 configure terminal コマンドを使用してコンフィギュレーション モードを開始し、コンフィギュレー

ション サブコマンドの送信元としてコンソール端末を指定します。

Router# configure terminal 

ステップ 3 コンフィギュレーション モードで card type コマンドを使用し、カードを T1 と E1 のどちらとして

使用するのかを指定します。次の例では、Cisco 7200 シリーズ ルータのスロット 1 に搭載されてい

るカードを T1 として設定します。

Router(config)# card type t1 1

次の例では、Cisco 7200 シリーズ ルータのスロット 1 に搭載されているカードを E1 として設定し

ます。

Router(config)# card type e1 1
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次の例では、Cisco 7500 シリーズ ルータのインターフェイス プロセッサ スロット 1 内にある VIP

のポート アダプタ スロット 0 に搭載されているカードを T1 として設定します。

Router(config)# card type t1 1 0

次の例では、Cisco 7500 シリーズ ルータのインターフェイス プロセッサ スロット 1 内にある VIP

のポート アダプタ スロット 0 に搭載されているカードを E1 として設定します。

Router(config)# card type e1 1 0

（注） card type コマンドの入力後に PA-VXA、PA-VXB または PA-VXC のカード タイプを変更す

る場合は、ルータからカードを取り外し、実行コンフィギュレーションをスタートアップ

コンフィギュレーションに保存してから、ルータを再起動する必要があります。ルータの

再起動が完了してから、カードをもう一度差し込み、再びステップ 3 を行います。

ステップ 4 コンフィギュレーション モードで controller コマンドを使用して、所定のコントローラ用のコント

ローラ コンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config)# controller t1 
Router(config-controller)#

（注） 次の作業は、コントローラ コンフィギュレーション モードで行う必要があります。

ステップ 5 framing コマンドを使用して、キャリア フレーミングを選択します。カードを T1 に設定した場合

は、次の例のように、フレーミングを ESF（拡張スーパー フレーム）に設定します。

Router(config-controller)# framing esf

カードを E1 に設定した場合は、次の例のように、フレーミングを CRC4 に設定します。

Router(config-controller)# framing crc4

ステップ 6 linecode コマンドを使用して、伝送符号化方式を選択します。T1 カードの場合は、次の例のように、

B8ZS（バイナリ 8 ゼロ置換）に設定します。

Router(config-controller)# linecode b8zs

E1 カードの場合は、次の例のように、HBD3 伝送符号化に設定します。

Router(config-controller)# linecode hbd3

ステップ 7 clock source コマンドを使用して、内部クロックまたはライン クロックを選択します。

Router(config-controller)# clock source line

（注） 通常はライン クロックを選択します。ネットワークから非常に正確なクロック ソースが得

られるためです。
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ステップ 8 Cisco 7200 VXR ルータに搭載している場合は、コンフィギュレーション モードで frame-clock-select

priority carrier-type controller コマンドを使用して、クロック ソースを指定します。次の例のように、

このコマンドでバックアップ クロック ソースを指定することもできます。

Router(config)# frame-clock-select 1 T1 1/0
Router(config)# frame-clock-select 2 T1 1/1

上記の例では、プライマリ クロック ソースとして T1 1/0 を指定しています。そのクロックで問題

が起きた場合は、T1 1/1 がプライマリ クロック ソースになります。

ステップ 9 ds0-group number timeslots range type コマンドを使用して、DS0 グループを作成します。

Router(config-controller)# ds0-group 1 timeslots 10-18 type e&m-wink-start

（注） T1 カードのタイムスロット範囲は 1 ～ 24 です。E1 カードのタイムスロット範囲は 1 ～ 30
です。

ステップ 10 シャットダウン ステートをアップに変更し、インターフェイスをイネーブルにします。

Router(config-controller)# no shutdown

no shutdown コマンドを実行すると、PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC ポート アダプタに enable

コマンドが渡されます。それにより、以前送信されたコンフィギュレーション コマンドに基づい

て、PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC ポート アダプタが自動的に設定されます。
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VoIP の設定
VoIP を使用することにより、Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、Cisco 7301 ルー

タ、Cisco 7401ASR ルータ、または Cisco 7500 シリーズ ルータは、IP ネットワーク上で音声トラ

フィック（電話コールや Fax など）を伝送できるようになります。

VoIP には次の利点があります。

• 市外通話料金の節約

• WAN 上にリモート PBX を配置

• 統一された音声 / データ トランキング 

• POTS/ インターネット電話ゲートウェイ

事前に必要な作業

Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、Cisco 7301 ルータ、Cisco 7401ASR ルータ、

または Cisco 7500 シリーズ ルータを、VoIP を使用できるように設定する前に、次の作業を終えて

おく必要があります。

• 有効な IP ネットワークを確立します。IP の詳しい設定手順については、Cisco IOS Release 12.0
の『Network Protocols Configuration Guide, Part 1』の「IP Overview」および「IP Addressing and
Services」を参照してください。

• ルータに PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC ポート アダプタを取り付けます。

• 会社のダイヤル プランを完成させます。

• 会社のダイヤル プランに基づいて、有効な電話網を確立します。

• ダイヤル プランおよび電話網を既存の IP ネットワーク トポロジに統合します。IP ネットワー

クと電話網をどのようにマージするかは、個々の IP ネットワークおよび電話網のトポロジに

よって異なります。次に、一般的な推奨事項を紹介します。

－ できるかぎり標準的な番号を使用してください。ネットワーク内のルータまたはアクセス

サーバごとに番号方式が大幅に異なるような状況は避けてください。

－ ユーザに対してルーティングまたはダイヤリングがトランスペアレントになるようにして

ください。たとえば、セカンダリ スイッチからのセカンダリ ダイヤル トーンが、できる

だけユーザに聞こえないようにします。

－ 該当する PBX インターフェイスの再構成について、PBX のベンダに連絡して指示を受け

てください。

ダイヤル プランを分析し、既存の IP ネットワークにどのように統合するかを決定すれば、VoIP 用

にネットワーク デバイスを設定するための準備が整います。

VoIP による一般的な電話コールの処理方法

Cisco 7200 シリーズ、Cisco 7200 VXR、Cisco 7301、Cisco 7401ASR、または Cisco 7500 シリーズの

各ルータ上で VoIP を設定する前に、VoIP によるコール時にアプリケーション レベルで行われる処

理の内容を理解しておいてください。VoIP を使用した 2 者の音声コールは、通常、次のような流

れになります。

1. ユーザが受話器を取り上げます。この動作によって、Cisco 7200 シリーズ、Cisco 7200 VXR、
Cisco 7301、Cisco 7401ASR、または Cisco 7500 シリーズ ルータ上の VoIP のシグナリング アプ

リケーション部分に、オフフック状態になったことが伝達されます。

2. VoIP のセッション アプリケーション部分がダイヤル トーンを送り、ユーザによる電話番号の

入力（ダイヤリング）を待機します。
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3. ユーザが電話番号をダイヤルすると、セッション アプリケーションによってそれらの番号が蓄

積され、保管されます。

4. 設定された宛先パターンと一致するだけの桁数が蓄積されると、ダイヤル プラン マッパを通

じて、電話番号が IP ホストに対応付けられます。IP ホストは、宛先電話番号、または設定さ

れた宛先パターンへのコール完了を担う PBX に直接接続します。

5. セッション アプリケーションはさらに、H.323 セッション プロトコルを実行し、IP ネットワー

クの各方向で送信および受信チャネルを確立します。PBX がコールを処理する場合、PBX が
コールを宛先の電話に転送します。RSVP（Resource Reservation Protocol）が設定されている場

合は、RSVP リザベーションによって、IP ネットワーク上で所定のサービス品質が実現されま

す。

6. 接続の両側でコーデックが有効になり、プロトコル スタックとしての RTP/UDP/IP（Realtime
Transport Protocol/User Datagram Protocol/Internet Protocol）を使用して会話が進行します。

7. コール進行表示（または帯域内で伝送可能な他の信号）はすべて、エンドツーエンドの音声

チャネルが確立されると、ただちに音声パス上で削除されます。音声ポートで検出できるシグ

ナリング（コール確立後の帯域内 DTMF 数字など）も、接続のどちらかの側でセッション ア
プリケーションによってトラップされ、RTCP（Real Time Conferencing Protocol）でカプセル化

され、RTCP エクステンション メカニズムを使用して IP ネットワーク上に伝送されます。

8. コールのどちらかの側が受話器を置くと、RSVP リザベーションが切断され（RSVP を使用し

ている場合）、セッションが終了します。両側ともアイドル状態になり、次のオフフック状態

から、別のコールが確立されるのを待ちます。

設定作業

Cisco 7200 シリーズ、Cisco 7200 VXR、Cisco 7301、Cisco 7401ASR、または Cisco 7500 シリーズの

各ルータで VoIP を設定するには、次の手順を実行する必要があります。

ステップ 1 リアルタイム音声トラフィックに対応するように IP ネットワークを設定します。VoIP が適切にサ

ポートされるようにネットワークを微調整するには、QoS（サービス品質）に適合する一連のプロ

トコルおよび機能が必要です。リアルタイム音声トラフィック対応として IP ネットワークを設定

する場合、ネットワークの有効範囲全体を視野に入れた上で、適切な QoS ツール（単独または複

数）を選択して設定します。

• RSVP

• マルチリンク PPP、インターリーブ対応

• RTP ヘッダー圧縮

• カスタム キューイング

• WFQ（均等化キューイング）

ネットワーク上で音声トラフィックが 適化されるように、適切な QoS ツールを選択して設定する

方法については、「リアルタイム音声トラフィックに対応する IP ネットワークの設定」（p.4-11） を

参照してください。

ステップ 2 （任意）フレーム リレー上で VoIP を実行する場合、フレーム リレー上で支障なく実行されるよう

に、VoIP の設定時にいくつか考慮しなければならない要素があります。たとえば、パブリックな

フレーム リレー クラウドは、QoS が保証されません。フレーム リレー上での VoIP の使用につい

ては、「VoFR（Voice over Frame Relay）の設定」（p.4-34） を参照してください。

ステップ 3 E.164 の完全電話番号のうちの一部分（内線番号）をダイヤルするだけで宛先に到達できるように

電話網が設定されている場合は、num-exp コマンドを使用して、番号の展開を設定します。番号の

展開については、「番号展開の設定」（p.4-16） を参照してください。
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ステップ 4 dial-peer voice コマンドを使用して、ダイヤル ピアを定義し、ダイヤル ピア コンフィギュレーショ

ン モードに切り替えます。ダイヤル ピアごとに、コール レグに対応する特性を定義します。コー

ル レグは、接続された 2 地点間にある、コール コネクションの個々のセグメントです。エンドツー

エンド コールは、4 つのコール レグから構成されます。発信元ルータの側から 2 つ、宛先ルータの

側から 2 つです。ダイヤル ピアを使用して、コール レグにアトリビュートを適用し、コールの起

点と宛先を特定します。ダイヤル ピアには 2 種類あります。

• POTS ― 従来型電話網接続の特性を規定するダイヤル ピア。POTS ピアは、音声ネットワーク

デバイス上の特定の音声ポートを指向します。POTS ダイヤル ピアを 低限設定するには、対

応する電話番号と論理インターフェイスという 2 つの特性を設定しなければなりません。

destination-pattern コマンドを使用して、電話番号を POTS ピアに対応付けます。port コマン

ドで、特定の論理インターフェイスを POTS ピアに対応付けます。さらに、direct-inward-dial
コマンドを使用することによって、POTS ピア用の DID（Direct Inward Dial）を指定できます。

• VoIP ― パケット ネットワーク接続の特性を規定するダイヤル ピア（VoIP の場合は IP ネット

ワーク）。VoIP ピアは、特定の VoIP デバイスを指向します。 低限の VoIP ピアを設定するに

は、対応する宛先電話番号と宛先 IP アドレスという 2 つの特性を設定する必要があります。

destination-pattern コマンドを使用して、VoIP ピアに対応する宛先電話番号を定義します。

session-target コマンドを使用して、VoIP ピア用の宛先 IP アドレスを指定します。

さらに、VoIP ピアを使用して、IP precedence、追加の QoS パラメータ（RSVP を設定している場

合）、コーデック、VAD（音声アクティビティ検出）などの特性を定義できます。IP precedence を

定義するには、ip precedence コマンドを使用します。RSVP を設定している場合は、req-qos または

acc-qos コマンドを使用して、QoS パラメータを設定します。codec コマンドを使用して、特定の音

声コーダ レートを設定します。vad コマンドを使用して、音声アクティビティ検出および無音パ

ケットの伝送を禁止します。

ダイヤル ピアおよびダイヤル ピア特性の設定についての詳細は、「ダイヤル ピアの設定」（p.4-18）

および「ダイヤル ピアおよびネットワーク インターフェイスの設定の 適化」（p.4-31） を参照して

ください。

ステップ 5 音声ポートをサポートするようにルータを設定する必要があります。通常、各種の音声ポート コマ

ンドで特定の音声ポートのシグナリング タイプに対応する特性を定義します。Cisco 7200 シリーズ

ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、Cisco 7301 ルータ、Cisco 7401ASR ルータ、および Cisco 7500 シ

リーズ ルータの音声ポートは、次の 3 種類の基本的な音声シグナリングをサポートします。

• FXO ― Foreign Exchange Office インターフェイス

• FXS ― Foreign Exchange Station インターフェイス

• E&M ― RecEive and TransMit インターフェイスまたは Ear and Mouth インターフェイス

既存の IP ネットワーク上で音声データを転送するように FXO および FXS ポートを設定する場合、

通常はデフォルトの音声ポート コマンド値で十分です。PBX ネットワークに固有の複雑さのため、

E&M ポートは電話網内のデバイスの仕様に応じて、特定の音声ポート値を設定する必要がありま

す。音声ポートの設定については、「音声ポートの設定」（p.4-24） を参照してください。
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リアルタイム音声トラフィックに対応する IP ネットワークの設定

VoIP のように遅延が問題になるアプリケーションを実行する場合、ネットワークをエンドツーエ

ンドで入念に設計しておく必要があります。VoIP が適切にサポートされるようにネットワークを

微調整するには、QoS に適合する一連のプロトコルおよび機能が必要です。広範な QoS の導入に関

連する詳細は、このマニュアルでは取り上げません。Cisco IOS ソフトウェアには、RED（ランダ

ム早期検出）、WRED（重み付きランダム早期検出）、ファンシー キューイング（カスタム、プライ

オリティ、または均等化キューイングの意味）、IP precedence など、バックボーンで QoS を使用で

きるようにするためのさまざまなツールがあります。リアルタイム音声トラフィック対応として IP

ネットワークを設定する場合、ネットワークの有効範囲全体を視野に入れた上で、適切な QoS ツー

ル（単独または複数）を選択する必要があります。

音声ネットワークのパフォーマンスを向上させる上で重要なのは、VoIP を実行する Cisco 7200 シ

リーズ、Cisco 7200 VXR、Cisco 7401ASR、または Cisco 7500 シリーズ ルータだけではなく、ネッ

トワーク全体で QoS を設定しなければならないということです。すべてのネットワーク ルータに

すべての QoS 技法が適しているわけではありません。また、ネットワーク内のエッジ ルータとバッ

クボーン ルータとでは、必ずしも同じ動作をするわけではありません。同様に、実行する QoS の

作業もそれぞれ異なる場合があります。リアルタイム音声トラフィック対応として IP ネットワー

クを設定する場合、ネットワーク内のエッジ ルータとバックボーン ルータ両方の機能を考慮した

上で、適切な QoS ツール（単独または複数）を選択する必要があります。

エッジ ルータは一般に、次の QoS 機能を実行します。

• パケットの分類

• アドミッション制御

• 帯域幅管理

• キューイング

バックボーン ルータは一般に、次の QoS 機能を実行します。

• 高速スイッチングおよびトランスポート

• 輻輳管理

• キュー管理

スケーラブルな QoS ソリューションを実現するには、エッジとバックボーンの機能を協調させる必

要があります。

一部の QoS ツールについては、必須ではないものの、リアルタイム音声トラフィック対応として、

ネットワークを微調整するときに有用であることが実証されています。このようなツールを使用し

て QoS 用に IP ネットワークを設定する場合、次の作業のうち少なくとも 1 つを行う必要がありま

す。

• 音声用の RSVP の設定（p.4-12）

• マルチリンク PPP インターリーブの設定（p.4-13）

• RTP ヘッダー圧縮の設定（p.4-14）

• カスタム キューイングの設定（p.4-16）

• WFQ の設定（p.4-16）

以下、個々の作業について説明します。
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音声用の RSVP の設定

RSVP により、エンド システムはネットワークに特定の QoS を要求できます。リアルタイム音声ト

ラフィックには、ネットワークの安定性が不可欠です。一貫した QoS が得られなかった場合、リア

ルタイム トラフィックにはジッタ、帯域不足、遅延変動、または情報損失が生じる可能性がありま

す。RSVP は、現在のキューイング メカニズムと連動します。帯域予約がどのように実行されるか

については、インターフェイス キューイング メカニズム（WFQ、WRED など）によって異なります。

RSVP は、パケット フローに関するダイナミック アクセス リストと同様のものと考えることがで

きます。

ネットワークに次の条件が存在する場合は、RSVP を設定して QoS を保証する必要があります。

• 小規模な音声ネットワークの実装

• 低速リンク

• 使用率の高いリンク

• 2 Mbps 未満のリンク

• 可能なかぎり 良の音質へのニーズ

RSVP のイネーブル化

音声トラフィックに対応するように RSVP を 小限設定する場合、プライオリティを設定しなけれ

ばならない各インターフェイスで、RSVP をイネーブルにする必要があります。

デフォルトでは RSVP はディセーブルに設定されています。これは、RSVP を実装していないシス

テムとの下位互換性を図るためです。インターフェイス上で RSVP をイネーブルにするには、イン

ターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

ip rsvp bandwidth [interface-kbps] [single-flow-kbps]

このコマンドによって RSVP が起動され、帯域幅およびシングルフロー限度が設定されます。デ

フォルトの 大帯域幅は、インターフェイスで利用できる帯域幅の 75% までです。デフォルトの場

合、1 つのフローに確保できる容量は、全体で確保可能な帯域幅までです。

サブインターフェイスにこのコマンドを使用した場合、物理インターフェイスおよびサブインター

フェイスの利用可能帯域幅に対する制約が強くなります。

個々の回線での帯域予約は、シングルフロー限度を超えないかぎり、通常は問題ありません。ただ

し、他の回線で、合計すると回線速度いっぱいの帯域予約がされている場合、それ自体は帯域幅に

余裕のあるサブインターフェイスで予約しても、物理インターフェイスがサポートしている帯域幅

が不足しているので、その予約は拒否されます。

VoIP が稼働していて、RSVP 対応として設定されている Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200

VXR ルータ、Cisco 7301 ルータ、Cisco 7401ASR  ルータ、および Cisco 7500 シリーズ ルータは、次

の公式に従って割り当てを要求します。

bps = パケット サイズ ＋ ip/udp/rtp ヘッダー サイズ ×50/ 秒

G.729 の場合、割り当ては 24,000 bps です。G.711 の場合、割り当ては 80,000 bps です。
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RSVP の設定例

次の例では、RSVP をイネーブルにして、 大帯域幅を 100 kbps に、1 つの要求の 大帯域幅を 32

kbps に設定します（この場合、VoIP ダイヤル ピアが両方とも設定済みであることが前提です）。

interface DSPfarm 1/0/0
ip rsvp bandwidth 100 32
fair-queue
end

!
dial-peer voice 1211 voip
req-qos controlled-load

!
dial-peer voice 1212 voip
req-qos controlled-load

マルチリンク PPP インターリーブの設定

マルチクラス マルチリンク PPP インターリーブにより、大きいパケットをマルチリンクでカプセ

ル化し、リアルタイム音声トラフィックの遅延条件を満たす小さいパケットに分割することができ

ます。小さいリアルタイム パケットは、マルチリンクでカプセル化せず、大きいパケットのフラグ

メントの合間に伝送されます。インターリーブ機能はさらに、小型で遅延が問題になるパケット用

に特殊な送信キューを提供するので、そのようなパケットを他のフローより先に送信できます。イ

ンターリーブ機能は、他のベスト エフォート型トラフィックに使用される低速リンク上で、遅延が

問題になる音声パケットに遅延限度を設定します。

（注） インターリーブが適用されるのは、マルチリンク バンドル インターフェイスを設定できるイン

ターフェイスに限られます。この中には、仮想テンプレート、ダイヤラ インターフェイス、ISDN
（Integrated Services Digital Network）BRI（基本インターフェイス）または PRI インターフェイス（1
次群インターフェイス）が含まれます。

マルチリンク PPP インターリーブは、通常、WFQ および RSVP または IP precedence を組み合わせ

て使用し、音声パケットの配信を保証します。マルチリンク PPP インターリーブと WFQ は、デー

タの管理方法を定義するために使用します。これに対して RSVP または IP precedence は、音声パ

ケットにプライオリティを設定するために使用します。

ネットワークに次の条件が存在する場合は、マルチリンク PPP を設定する必要があります。

• PPP カプセル化を使用するポイントツーポイント接続

• 低速リンク

（注） 2 Mbps を超えるリンクでは、マルチリンク PPP を使用しないでください。

マルチリンク PPP インターリーブのイネーブル化

マルチリンク PPP のインターリーブ サポートは、仮想テンプレート、ダイヤラ インターフェイス、

および ISDN BRI/PRI インターフェイスに設定できます。インターリーブを設定するには、次の作

業が必要です。

• Cisco IOS Release 12.0 の『Dial Solutions Configuration Guide』を参照して、ダイヤラ インター

フェイスまたは仮想テンプレートを設定します。

• インターフェイスまたはテンプレートにマルチリンク PPP およびインターリーブを設定しま

す。
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設定済みで動作可能なインターフェイスまたは仮想インターフェイス テンプレートにマルチリン

ク PPP およびインターリーブを設定するには、インターフェイス モードで次のコマンドを使用し

ます。

（注） ip rtp reserve コマンドは、RSVP を設定する代わりに使用できます。RSVP を設定する場合、この

コマンドは不要です。

マルチリンク PPP の詳細については、Cisco IOS Release 12.0 の『Dial Solutions Configuration Guide』

にある「Configuring Media-Independent PPP and Multilink PPP」を参照してください。

マルチリンク PPP の設定例

次の例では、仮想インターフェイス テンプレートを定義し、マルチリンク PPP インターリーブを

イネーブルにして、 大リアルタイム トラフィック遅延を 20 ミリ秒に設定してから、その仮想テ

ンプレートをマルチリンク PPP バンドルに適用します。

interface virtual-template 1
ppp multilink
encapsulated ppp
ppp multilink interleave
ppp multilink fragment-delay 20
ip rtp reserve 16384 100 64

multilink virtual-template 1

RTP ヘッダー圧縮の設定

RTP（Real-Time Transport Protocol）は、IP ネットワーク上でパケット化された音声トラフィックを

伝送する場合に使用します。RTP ヘッダー圧縮を使用すると、RTP データ パケットの IP/UDP/RTP

ヘッダーが、通常は 40 バイトからおよそ 2 ～ 4 バイトに圧縮されます。図 4-1 を参照してください。

この圧縮機能は、低速リンクで VoIP を実行する場合に便利です。狭帯域幅シリアル リンクの両側

で圧縮をイネーブルにすると、その低速リンクを大量の RTP トラフィックが流れる場合に、ネット

ワークのオーバーヘッドを大幅に削減できます。

一般に、圧縮されたペイロードを使用する音声アプリケーション用には、RTP パケットのペイロー

ドはおよそ 20 ～ 160 バイトです。RTP ヘッダー圧縮が非常に有効なのは、RTP ペイロード サイズ

が小さい場合です（たとえば、20 ～ 50 バイトの圧縮音声ペイロード）。

コマンド 目的

ステップ 1 ppp multilink マルチリンク PPP をイネーブルにします。

ステップ 2 ppp multilink interleave リアルタイム パケットのインターリーブをイネーブルに

します。

ステップ 3 ppp multilink fragment-delay milliseconds 任意で、 大フラグメント遅延を設定します。

ステップ 4 ip rtp reserve lowest-UDP-port range-of-ports 

[maximum-bandwidth]
特定の宛先 UDP（User Datagram Protocol）ポートへのリア

ルタイム パケット フローに特殊キューを確保し、リアルタ

イム トラフィックに他のフローより高いプライオリティ

が与えられるようにします。この設定が有効なのは、RSVP

を設定していない場合だけです。
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図 4-1 RTP ヘッダー圧縮

ネットワークに次の条件が存在する場合は、RTP ヘッダー圧縮を設定する必要があります。

• 低速リンク

• 帯域幅を節約する必要性

（注） 2 Mbps を超えるリンクでは、RTP ヘッダー圧縮を使用しないでください。

VoIP 用に RTP ヘッダー圧縮を設定するには、次の作業が必要です。 初の作業は必須ですが、2 番

めの作業は任意です。

• シリアル インターフェイス上での RTP ヘッダー圧縮のイネーブル化（p.4-15）

• ヘッダー圧縮接続数の変更（p.4-16）

シリアル インターフェイス上での RTP ヘッダー圧縮のイネーブル化

RTP ヘッダー圧縮を使用するには、シリアル接続の両側で圧縮をイネーブルにする必要がありま

す。RTP ヘッダー圧縮をイネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モー

ドで次のコマンドを使用します。

ip rtp header-compression [passive]

passive キーワードを含めた場合、発信 RTP パケットが圧縮されるのは、同一インターフェイス上

の着信 RTP パケットが圧縮される場合だけです。passive キーワードを指定せずにコマンドを使用

した場合は、すべての RTP トラフィックが圧縮されます。

RTP 

20 8 

20  160 

12 

IP UDP RTP

RTP 

2  4 

IP/UDP/RTP 

12
07

6

20  160 
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ヘッダー圧縮接続数の変更

デフォルトの設定では、1 つのインターフェイス上で合計 16 の RTP ヘッダー圧縮接続がサポート

されます。RTP ヘッダー圧縮接続の数を変更するには、インターフェイス コンフィギュレーション

モードで次のコマンドを使用します。

ip rtp compression-connections number

RTP ヘッダー圧縮の設定例

次の例では、シリアル インターフェイスに対して RTP ヘッダー圧縮をイネーブルにします。

interface serial 0
ip rtp header-compression
encapsulation ppp
ip rtp compression-connections 25

カスタム キューイングの設定

IP RTP 予約、カスタム キューイングなど、一部の QoS 機能は、トランスポート プロトコルと対応

ポート番号に基づいて実行されます。リアルタイム音声トラフィックは、16384 ～ 16624 の範囲の

UDP ポートで伝送されます。この番号は、次の公式から算出されています。

16384 = 4 × Cisco 7200 VXR ルータの音声ポート数

これらのポート範囲には、カスタム キューイングおよび他のハイプライオリティ ストリーム識別

手段を設定する必要があります。

WFQ の設定

WFQ を使用すると、キューが帯域幅不足にならないこと、さらにトラフィックが予測可能なサー

ビスを受けることが保証されます。小容量のトラフィック ストリームには、優先的なサービスが与

えられます。大容量トラフィック ストリームに、残りの容量が分配され、同等または比例配分され

た帯域幅が与えられます。

WFQ は、通常、マルチリンク PPP インターリーブおよび RSVP または IP precedence を組み合わせ

て使用し、音声パケットの配信を保証します。WFQ とマルチリンク PPP は、データの管理方法を

定義するために使用します。これに対して RSVP または IP precedence は、音声パケットにプライオ

リティを設定するために使用します。

番号展開の設定

企業の電話網は通常、E.164 の完全電話番号のうちの一部分（内線番号）をダイヤルするだけで宛

先に到達できるように設定されています。VoIP は、内線番号を認識し、それを E.164 の完全電話番

号に展開するように設定できます。そのためには、destination-pattern および num-exp という 2 つ

のコマンドを同時に使用します。これらの 2 つのコマンドを設定する前に、個々の内線番号と E.164

の完全電話番号をマッピングしておくと便利です。この作業は、番号展開表を作成すると簡単にで

きます。
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番号展開表の作成

図 4-2 の例では、ある小規模企業が VoIP を使用して、自社の電話網と既存の IP ネットワークを統

合しようとしています。ルータ A（IP クラウドの左側）に対応付けられた宛先パターン（または展

開した電話番号）は、（408）555-xxxx です。xxxx には、内線番号を指定して、個々のダイヤル ピア

を特定します。ルータ B（IP クラウドの右側）に対応付けられた宛先パターン（または展開した電

話番号）は、（729）411-xxxx です。

図 4-2 VoIP ネットワークの例

表 4-2 に、この例に対応する番号展開表を示します。

（注） ピリオド（.）を使用することにより、電話番号内の変数（内線番号など）を表すことができます。

この例に含まれている情報をルータ A とルータ B の両方で設定する必要があります。

408 555-2001

408 555-1001

729 411-5001 729 411-5004

729 411-5002 729 411-5003

 A
WAN

WAN

T1 ISDN PRI

T1
ISDN PRI

10.1.1.1
10.1.1.2

IP 

 B

 0:D
0:D

26
55

9

1:D
72xx 72xx

408 555-3001

表 4-2 番号展開表の例

内線 宛先パターン num-exp コマンド エントリ

1001 4085551001 num-exp 1001 4085551001

2001 4085552001 num-exp 2001 4085552001

3.... 4085553... num-exp 3... 4085553...

5001 7294115001 num-exp 5001 7294115001

5002 7294115002 num-exp 5002 7294115002

5... 7294115... num-exp 5001 7294115...
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番号の展開

内線番号を特定の宛先パターンに展開する方法を定義するには、グローバル コンフィギュレーショ

ン モードで次のコマンドを使用します。

num-exp extension-number extension-string

 show num-exp コマンドで番号展開情報を表示すると、電話番号が正しくマッピングされているか

どうかを確認できます。

ダイヤル ピアとそれぞれに対応する宛先パターンを設定したあとで、show dialplan number コマン

ドを使用して番号展開情報を表示すると、電話番号がどのようにダイヤル ピアにマッピングされて

いるかを調べることができます。

ダイヤル ピアの設定

VoIP の機能を理解するには、ダイヤル ピアを理解しなければなりません。コール レグに関連した

特性はダイヤル ピアごとに定義します。図 4-3 および図 4-4 を参照してください。コール レグは、

接続された 2 地点間にある、コール コネクションの個々のセグメントです。特定の接続に関連する

すべてのコール レグに同じ接続 ID が与えられます。

ダイヤル ピアには 2 種類あります。

• POTS ― 従来型電話網接続の特性を規定するダイヤル ピア。POTS ピアは、音声ネットワーク

デバイス上の特定の音声ポートを指向します。

• VoIP ― パケット ネットワーク接続の特性を規定するダイヤル ピア（VoIP の場合は IP ネット

ワーク）。VoIP ピアは、特定の VoIP デバイスを指向します。

エンドツーエンド コールは、4 つのコール レグから構成されます。発信元ルータ側からの 2 つ（図

4-3 を参照）と宛先ルータ側からの 2 つ（図 4-4 を参照）です。ダイヤル ピアは、これらのコール

レグのそれぞれと対応付けられます。ダイヤル ピアを使用して、コール レグにアトリビュートを

適用し、コールの起点と宛先を特定します。コール レグに適用されるアトリビュートは、QoS、コー

デック、VAD、および Fax レートです。

図 4-3 発信元ルータ側から見たダイヤル ピア コール レグ

図 4-4 宛先ルータ側から見たダイヤル ピア コール レグ

10
35

3

IP 

POTS   1 
 

VoIP   2 
 

10
35

4

IP 

POTS   4 
 

VoIP   3 
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着信ダイヤル ピアおよび発信ダイヤル ピア

ダイヤル ピアは、着信と発信両方のコール レグに使用されます。これらの用語は、あくまでもルー

タの観点から定義されたものであることを覚えておいてください。着信コール レグは、ルータの外

部を起点とします。発信コール レグは、ルータが起点です。

着信コール レグの場合、ダイヤル ピアが発信元番号またはポート指定と対応付けられることがあ

ります。発信コール レグは常に、ダイヤル ピアと対応付けられます。発信ダイヤル ピアの識別に

は、宛先パターンを使用します。コールは確立時に発信ダイヤル ピアと対応付けられます。

POTS ピアは、電話番号と特定の音声ポートを対応付け、その電話番号に対する着信コールを受け、

発信コールができるようにします。VoIP ピアは、（宛先電話番号と特定の IP アドレスを対応付ける

ことにより）特定のデバイスを指向して、着信コールを受け、発信コールができるようにします。

POTS ピアと VoIP ピアはどちらも、VoIP 接続を確立する必要があります。

VoIP を使用する通信の確立は、IP スタティック ルートを設定する場合と同様です。定義済みの 2

つのエンドポイント間に特定の音声接続を確立します。図 4-5 では、（POTS ダイヤル ピア 1 から見

た）発信コールに対して、POTS ダイヤル ピアは（発信元電話番号または音声ポートにより）コー

ルの発信元を設定します。VoIP ダイヤル ピアは、宛先電話番号と特定の IP アドレスを対応付ける

ことにより、宛先を設定します。

図 4-5 POTS ダイヤル ピア 1 から見た発信コール

発信元と宛先間のコール接続を、図 4-5 のように設定するには、ルータ 10.1.2.2 上で次のコマンド

を入力します。

dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 1408526....
port 1/0/0

dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 1310520....
session target ipv4:10.1.1.2

この設定例では、VoIP ダイヤル ピアの宛先パターンのうち、 後の 4 桁がワイルドカードに置き

換えられています。この場合、ルータ 10.1.2.2 から [1310520] で始まる任意の番号列をコールする

と、ルータ 10.1.1.2 との接続が確立されます。したがって、ルータ 10.1.2.2 は、[1408526] から始ま

るすべての番号に対応します。ルータ 10.1.1.2 から [1408526] で始まる任意の番号列をコールする

と、ルータ 10.1.2.2 との接続が確立されます。したがって、ルータ 10.1.2.2 は、[1408526] から始ま

るすべての番号に対応します。数字の削除 / 追加については、「POTS ピアに対する発信ダイヤリン

グ」（p.4-21） を参照してください。

図 4-6 に、ダイヤル ピア 1 とダイヤル ピア 4 の間でエンドツーエンド コールが完了する例を示し

ます。

10
35

5

(408) 526.... (310) 520....

10.1.2.2
10.1.1.2

0:D
0:D

IP 

VoIP 

POTS 
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図 4-6 POTS ダイヤル ピア 2 から見た発信コール

図 4-6 のようにダイヤル ピア 1 とダイヤル ピア 4 の間のエンドツーエンド コールを完了するには、

ルータ 10.1.1.2 上で次のコマンドを入力します。

dial-peer voice 4 pots
destination-pattern 1310555....
port 1/0/0

dial-peer voice 3 voip
destination-pattern 1408555....
session target ipv4:10.1.2.2

ピア コンフィギュレーションの表の作成

VoIP のダイヤル ピアを設定するには、先に各ダイヤル ピアに関連する具体的なデータを特定して

おく必要があります。その方法の 1 つは、ピア コンフィギュレーションの表を作成することです。

図 4-2 を例にすると、ルータ A（IP アドレス 10.1.1.1）は、ルータ B を介して小規模な営業所を本

社に接続します。営業所には、ダイヤル ピアとして設定しなければならない電話が 3 台あります。

ルータ B（IP アドレス 10.1.1.2）は、本社へのプライマリ ゲートウェイなので、会社の PBX に接続

する必要があります。本社には、ダイヤル ピアとして設定しなければならない装置が 4 台ありま

す。いずれも、PBX に接続された基本電話です。図 4-2 は、この小規模な音声ネットワークを示し

ています。

表 4-3 に、図 4-2 の例に対応するピア コンフィギュレーションの表を示します。

POTS ピアの設定

S
66

14

(408) 555-4000

  1   2   3

VoIP 
POTS  

  4

(310) 555-1000

10.1.2.2 10.1.1.21/0/0 1/0/0

IP 

表 4-3 VoIP ネットワーク例に対応するピア コンフィギュレーションの表

ダイヤル ピアの
タグ Ext 宛先パターン タイプ

セッション 
ターゲット コーデック QoS

ルータ A 　 　 　 　 　 　

1 6.... +1408555.... POTS 　 　 　

10 　 +1729411.... VoIP IPV4 10.1.1.2 G.729 ベストエフォート

ルータ B 　 　 　 　 　 　

11 　 +1408555.... VoIP IPV4 10.1.1.1 G.729 ベストエフォート

4 2.... +1729411.... POTS 　 　 　



第 4 章      PA-VXA、PA-VXB、および PA-VXC の設定

VoIP の設定

4-21
T1/E1 Digital Voice Port Adapter インストレーション コンフィギュレーション

OL-3592-02-J

POTS ピアにより、特定の電話機に着信コールを受けさせることができます。POTS ピアを設定す

るには、（固有のタグ番号を割り当てることによって）ピアを固有のものとして識別し、電話番号

を定義し、確立対象のコールが経由する音声ポートと対応付ける必要があります。残りのダイヤル

ピア コンフィギュレーション コマンドに関しては通常、デフォルト値で問題なく接続を確立でき

ます。

ダイヤル ピア コンフィギュレーション モードを開始するには（さらに、音声関連のカプセル化方

式として POTS を選択するには）、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使

用します。

dial-peer voice number pots

dial-peer voice pots コマンドの number 値は、ダイヤル ピアを固有のものとして識別するためのタグ

です（この値は、ローカルに限って意味があります）。

識別した POTS ピアを設定するには、ダイヤル ピア コンフィギュレーション モードで次のコマン

ドを使用します。

POTS ピアに対する発信ダイヤリング

ルータは音声コールを受けると、コール情報に含まれている着信番号（E.164 完全電話番号）と

POTS ピアの宛先パターンとして設定されている番号を比較して、発信ダイヤル ピアを選択します。

さらに、着信番号と一致する宛先パターンに対応する左揃えの番号を削除します。プレフィクスを

設定している場合、残りの番号の前にプレフィクスが付加され、ダイヤル ストリングが作成され、

それがルータによってダイヤルされます。宛先パターンのすべての番号が削除されると、ユーザに

は（接続装置に応じて）ダイヤルトーンが聞こえます。

たとえば、E.164 着信番号を 1（310）767-2222 とする音声コールがあるとします。[1310767] という

宛先パターンで、プレフィクスとして [9] を設定している場合、ルータは E.164 の電話番号から

[1310767] を削除し、内線番号 [2222] を残します。さらに、残りの番号の前にプレフィクス [9] を付

加します。したがって、実際にダイヤルされる番号は [9, 2222] です。この例の中のカンマは、[9]

をダイヤルしてから [2] をダイヤルするまでに、ルータが 1 秒間のポーズを入れて、セカンダリ ダ

イヤルトーンのための余裕を作ることを意味します。

POTS ピアの DID

DID（Direct Inward Dial）は、着信 POTS コール レグに関して着信番号をどのように扱うかを決定

するために使用します。図 4-7 に示すように、着信とはルータの観点からの意味です。この場合、

ルータに着信したコール レグは、ルータを経由して該当する宛先パターンへ転送されます。

コマンド 目的

ステップ 1 destination-pattern string この POTS ダイヤル ピアに対応する宛先電話番号を定義し

ます。

ステップ 2 port controller number この POTS ダイヤル ピアを特定の論理ダイヤル インター

フェイスに対応付けます。
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図 4-7 着信および発信 POTS コール レグ

特に設定されていないかぎり、発信が到達したルータは、発信元へダイヤルトーンを送り、宛先ダ

イヤル ピアを識別できるまで番号を収集します。ダイヤル ピアが特定されると、次のコール レグ

を経由して宛先までコールが転送されます。

たとえば、コールを接続するスイッチがすでに番号を収集していた場合など、状況によって、ルー

タは着信番号の DNIS（Dialed Number Identification Service）を使用して、発信コール レグのダイヤ

ル ピアを特定しなければなりません。DID により、ルータは着信番号とダイヤル ピアを照合し、直

接発信コールを行うことができます。DID を使用した場合、ルータは発信元にダイヤルトーンを送

らず、番号も収集しません。設定されている宛先に直接コールを転送します。

DID および着信コール番号を使用するには、ダイヤル ピアが着信コール レグと対応付けられてい

なければなりません。次に、着信コール レグとダイヤル ピアを対応付けるためのアルゴリズムが、

どのような論理で形成されているかについて説明します。

着信コール レグとダイヤル ピアを対応付けるためのアルゴリズムでは、（コールに対応するシグナ

リングおよびインターフェイス情報から引き出した）3 つの入力、および定義された 4 つのダイヤ

ル ピア要素を使用します。3 つのシグナリング入力は、次のとおりです。

• 着信番号（DNIS） ― 宛先を表す一連の数字。ISDN セットアップ メッセージまたは CAS DNIS
から引き出されます。

• 発信元番号（ANI） ― 発信元を表す一連の数字。ISDN セットアップ メッセージまたは CAS
DNIS から引き出されます。

• 音声ポート ― コールを伝送する音声ポート

定義されている 4 つのダイヤル ピア要素は、次のとおりです。

• 宛先パターン ― ピアの接続先となる電話番号を表すパターン

• 応答アドレス ― ピアの接続元となる電話番号を表すパターン

• 着信コール番号 ― 着信コール レグを着信番号または DNIS に基づいてピアに対応付ける電話

番号を表すパターン

• ポート ― このピアへのコールが通過するポート

これらの要素を使用し、アルゴリズムは次のようになります。

for コール タイプ（VoIP または POTS）がダイヤル ピア タイプと一致するすべてのピア：

if 着信番号と着信コール番号のタイプが一致する場合、この 2 つを対応付ける

else if 発信元番号と応答アドレスのタイプが一致する場合、この 2 つを対応付ける

else if 発信番号と宛先パターンのタイプが一致する場合、この 2 つを対応付ける

else if 音声ポートとポートのタイプが一致する場合、この 2 つを対応付ける

このアルゴリズムは、応答アドレスに値が設定されていない場合、発信元番号が使用されることを

表しています。通常、発信元番号と応答アドレスは同じだからです。

PBX  A

 

PBX

26
56

0

IP 

72xx

 B

72xx
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特定の POTS ダイヤル ピアに DID を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードか

ら始めて、次のコマンドを使用します。

（注） DID は、発信側の POTS ダイヤル ピアに設定します。

VoIP ピアの設定

VoIP ピアにより、特定の電話機から発信コールを行うことができます。VoIP ピアを設定するには、

（固有のタグ番号を割り当てることによって）ピアを固有のものとして識別し、その宛先電話番号

および宛先 IP アドレスを定義する必要があります。POTS ピアの場合と同様、残りのダイヤル ピア

コンフィギュレーション コマンドに関しては通常、デフォルト値で問題なく接続を確立できます。

ダイヤル ピア コンフィギュレーション モードを開始するには（さらに、音声関連のカプセル化方

式として VoIP を選択するには）、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使

用します。

dial-peer voice number voip

dial-peer voice voip コマンドの number 値は、ダイヤル ピアを固有のものとして識別するためのタ

グです。

識別した VoIP ピアを設定するには、ダイヤル ピア コンフィギュレーション モードで次のコマン

ドを使用します。

設定の確認

次の作業によって、ダイヤル ピアの設定の有効性を確認できます。

• 設定したダイヤル ピアが比較的少ない場合は、show dial-peer voice コマンドを使用して、設定

したデータが有効かどうかを確認できます。このコマンドを使用すると、特定のダイヤル ピア

または設定したすべてのダイヤル ピアが表示されます。

• 特定の番号（宛先パターン）によって解決されるダイヤル ピアを表示するには、show dialplan
number コマンドを使用します。

トラブルシューティングに関するアドバイス

コールの接続で問題が生じ、その問題がダイヤル ピアの設定に関係している可能性がある場合は、

次の手順で問題を解決してください。

• 対応付けられた IP アドレスに ping を実行して、接続できるかどうかを確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 dial-peer voice number pots ダイヤル ピア コンフィギュレーション モードを開始して、

POTS ピアを設定します。

ステップ 2 direct-inward-dial この POTS ピアに DID を指定します。

コマンド 目的

ステップ 1 destination-pattern string この VoIP ダイヤル ピアに対応する宛先電話番号を定義し

ます。

ステップ 2 session-target {ipv4:destination-address | 

dns:host-name}
このダイヤル ピアの宛先 IP アドレスを指定します。
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• show dial-peer voice コマンドを使用して、ダイヤル ピアの動作状態がアップになっているかど

うかを確認します。

• ローカル ルータおよびリモート ルータ上で show dialplan number  コマンドを使用して、両方

でデータが正しく設定されているかどうかを確認します。

• 番号展開を設定している場合は、show num-exp コマンドを使用して、ローカル ルータ上の部

分的な番号がリモート ルータ上で E.164 の完全電話番号に正しく対応付けられているかどうか

を確認します。

• コーデック値を設定している場合は、接続のどちらかの側で、両方の VoIP ダイヤル ピアのコー

デック値が矛盾していると、問題が起きる可能性があります。必ず両方の VoIP ピアに同じコー

デック値を設定してください。

• debug vpm spi コマンドを使用して、ルータがダイヤルする出力文字列が有効かどうかを確認

します。

• debug cch323 rtp コマンドを使用して、RTP パケットのトランスポートを確認します。

• debug cch323 h225 コマンドを使用して、コールの確立を確認します。

音声ポートの設定

Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、Cisco 7301 ルータ、Cisco 7401ASR ルータ、

および Cisco 7500 シリーズ ルータの音声ポートは、次の 3 種類の基本的な音声シグナリングをサ

ポートします。

• FXO インターフェイスにより、PSTN のセントラル オフィス（または、地域の電話局が許可し

た場合は標準 PBX インターフェイス）に接続を転送できます。このインターフェイスは、構外

のエクステンション アプリケーションに有効です。

• FXS ― Foreign Exchange Station インターフェイスにより、基本電話機、キー セット、および

PBX の接続が可能になり、呼び出し音、電圧、およびダイヤルトーンを供給します。

• E&M ― [Ear and Mouth] インターフェイス（または [RecEive and TransMit] インターフェイス）

により、PBX トランク回線（内線間の連絡線）接続が可能になります。これは、2 線および 4
線電話およびトランク インターフェイスに対応するシグナリング技法です。

通常、各種の音声ポート コマンドで特定の音声ポートのシグナリング タイプに対応する特性を定

義します。既存の IP ネットワーク上で音声データを転送するように FXO および FXS ポートを設定

する場合、通常はデフォルトの音声ポート コマンド値で十分です。PBX ネットワークに固有の複

雑さのため、E&M ポートは電話網内のデバイスの仕様に応じて、特定の音声ポート値を設定する

必要があります。

FXO/FXS 音声ポートの設定

FXO/FXS 音声ポートは、どちらの場合も、通常はデフォルトの音声ポート値を変更する必要はあ

りません。これらの音声ポートについて、デフォルトの設定値を変更しなければならない場合、手

順は次のとおりです。ステップ 1 およびステップ 2 の項目は必須ですが、ステップ 3 の項目は省略

してもかまいません。

ステップ 1 voice-port コマンドを使用して、音声ポートを指定し、音声ポート コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 2 指定されたコマンドを使用して、次の必須音声ポート パラメータを設定します。

• ダイヤル タイプ（FXO のみ） ― dial-type コマンド

• 信号タイプ ― signal コマンド

• コール進行トーン ― cptone コマンド
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• 呼び出し音間隔（FXS のみ） ― ring frequency コマンド

• 呼び出し回数（FXO のみ） ― ring number コマンド

ステップ 3 指定されたコマンドを使用して、次のオプションの音声ポート パラメータを 1 つまたは複数設定し

ます。

• PLAR 接続モード ― connection plar コマンド

• ミュージックしきい値 ― music-threshold コマンド

• 記述 ― description コマンド

• コンフォート ノイズ（VAD がアクティブの場合 ― vad はダイヤル ピア用のコマンド） ―
comfort-noise コマンド

FXO/FXS 音声ポートを設定するには、特権 EXEC モードから始めて、次のコマンドを使用します。

有効性に関するアドバイス

次の作業によって、音声ポートの設定の有効性を確認できます。

• 接続された電話機の受話器を取り上げ、ダイヤルトーンが聞こえるかどうかを確認します。

• ダイヤルトーンが聞こえた場合は、DTMF（デュアル トーン多重周波数）検出の有無を調べま

す。番号をダイヤルしたときにダイヤルトーンが停止すれば、通常は正しく設定されています。

• show voice-port コマンドを使用して、設定したデータが有効かどうかを確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 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。

ステップ 2 voice-port slot-number/subunit-number/port 設定する音声ポートを指定し、音声ポート コンフィギュ

レーション モードを開始します。

ステップ 3 dial-type {dtmf | pulse} （FXO ポート専用）アウト ダイヤルに適したダイヤル タイ

プを選択します。

ステップ 4 signal {loop-start | ground-start} このインターフェイスに適した信号タイプを選択します。

ステップ 5 cptone country このインターフェイスに適した音声コール進行トーンを選

択します。

このコマンドのデフォルト値は us です。サポートされる国

の一覧については、『Voice, Video, and Home Applications

Command Reference』を参照してください。

ステップ 6 ring number number （FXO ポート専用）コールに応答するまでに検出する 大

呼び出し回数を指定します。

ステップ 7 connection plar string （任意）この音声ポートを PLAR（専用回線自動リングダウ

ン）接続に使用する場合、PLAR 接続を指定します。string

値で宛先電話番号を指定します。

ステップ 8 music-threshold number （任意）保留中の音楽について、しきい値（デシベル単位）

を指定します。有効な値は –70 ～ –30 dB です。

ステップ 9 description string （任意）この音声ポート接続について記述するテキストを追

加します。

ステップ 10 comfort-noise （任意）背景音を生成することを指定します。
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トラブルシューティングに関するアドバイス

コールの接続で問題が生じ、その問題が音声ポートの設定に関係している可能性がある場合は、次

の手順で問題解決を図ってください。

• 対応付けられた IP アドレスに ping を実行して、接続できるかどうかを確認します。

• show voice port コマンドを使用して、ポートがイネーブルであることを確認します。ポートが

オフラインの場合は、no shutdown コマンドを使用します。

• E&M インターフェイスを設定している場合、タイミング、タイプなど、PBX の具体的な設定

に関連する値が正しいかどうかを確認します。

• 音声ネットワーク モジュールが正しく取り付けられているかどうかを確認します。詳細につい

ては、音声ネットワーク モジュールに付属しているインストレーション マニュアル『Voice
Network Module and Voice Interface Card Configuration Note』を参照してください。

FXO/FXS 音声ポートの微調整

個々のネットワークの詳細に応じて、FXO/FXS 音声ポートのタイミング、入力ゲイン、および出

力減衰に関連する音声パラメータを調整しなければならない場合があります。これらのコマンドを

集合的に「音声ポート チューニング コマンド」といいます。

（注） 音声ポート チューニング コマンドでは、通常デフォルト値を変更する必要はありません。

FXO/FXS 音声ポートの音声ポート チューニングを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 voice-port コマンドを使用して、音声ポートを指定し、音声ポート コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 2 次の各パラメータについて、指定されたコマンドを使用して適切な値を選択します。

• 入力ゲイン ― input gain コマンド

• 出力減衰 ― output attenuation コマンド

• エコー キャンセルの範囲 ― echo-cancel enable および echo-cancel coverage コマンド

• ノンリニア処理 ― non-linear コマンド

• 初の番号のタイムアウト ― timeouts initial コマンド

• 番号間のタイムアウト ― timeouts interdigits コマンド

• タイムアウト以外のタイミング ― timing digit、timing inter-digit、timing pulse-digit、および

timing pulse-inter-digit コマンド

FXO/FXS 音声ポートを微調整するには、特権 EXEC モードから始めて、次のコマンドを使用します。
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（注） 音声ポート コマンドの変更後、shutdown および no shutdown コマンドを使用して、ポートをいっ

たんオフにしてからオンにしてください。

E&M 音声ポートの設定

E&M 音声ポートのパラメータは FXO/FXS 音声ポートと異なり、デフォルトのままでは通常、IP

ネットワーク上で音声データを伝送できません。E&M 音声ポートの値は、その音声ポートの接続

先となる特定の PBX 装置で指定された値と一致させる必要があります。

E&M 音声ポートは、次の手順で設定します。ステップ 1 およびステップ 2 の項目は必須ですが、ス

テップ 3 の項目は省略してもかまいません。

コマンド 目的

ステップ 1 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。

ステップ 2 voice-port slot-number/subunit-number/port 設定する音声ポートを指定し、音声ポート コンフィギュ

レーション モードを開始します。

ステップ 3 echo-cancel enable インターフェイスから送信され、同じインターフェイスに

戻る音声のエコー キャンセレーションをイネーブルにし

ます。

ステップ 4 echo-cancel coverage value エコー キャンセルのサイズ（ミリ秒単位）を調整します。

指定できる値は 16、24、および 32 です。

ステップ 5 non-linear ノンリニア処理をイネーブルにします。ノンリニア処理は、

近端の音声が検出されない場合に、あらゆる信号を遮断し

ます（ノンリニア処理はエコー キャンセレーションと組み

合わせて使用します）。

ステップ 6 timeouts initial seconds 発信側がダイヤル番号の 初の数字を入力するまでシステ

ムが待機する秒数を指定します。このコマンドで有効な値

は 0 ～ 120 です。

ステップ 7 timeouts interdigit seconds 発信側が（ 初の番号を入力したあとで）次の番号を入力

するまでシステムが待機する秒数を指定します。このコマ

ンドで有効な値は 0 ～ 120 です。

ステップ 8 timing digit milliseconds 音声ポートのダイヤル タイプが DTMF の場合、DTMF 番号

信号の長さを設定します。DTMF 番号信号の長さの範囲は

50 ～ 100 です。デフォルト値は 100 です。

ステップ 9 timing inter-digit milliseconds 音声ポートのダイヤル タイプが DTMF の場合は、DTMF 番

号信号間隔の長さを設定します。DTMF 番号信号間隔の範

囲は 50 ～ 500 です。デフォルト値は 100 です。

ステップ 10 timing pulse-digit milliseconds （FXO ポート専用）音声ポートのダイヤル タイプがパルス

の場合、パルス番号信号の長さを設定します。パルス番号

信号の長さの範囲は 10 ～ 20 です。デフォルト値は 20 で

す。

ステップ 11 timing pulse-inter-digit milliseconds （FXO ポート専用）音声ポートのダイヤル タイプがパルス

の場合、パルス番号信号間隔の長さを設定します。パルス

番号信号間隔の範囲は 100 ～ 1000 です。デフォルト値は

500 です。
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ステップ 1 voice-port コマンドを使用して、音声ポートを指定し、音声ポート コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 2 次の必須パラメータのそれぞれについて、指定されたコマンドを使用して適切なパラメータ値を選

択します。

• ダイヤル タイプ ― dial-type コマンド

• 信号タイプ ― signal コマンド

• コール進行トーン ― cptone コマンド

• 動作 ― operation コマンド

• タイプ ― type コマンド

• インピーダンス ― impedance コマンド

ステップ 3 指定されたコマンドを使用して、次のオプションのパラメータを 1 つまたは複数設定します。

• PLAR 接続モード ― connection plar コマンド

• ミュージックしきい値 ― music-threshold コマンド

• 記述 ― description コマンド

• コンフォート トーン（VAD がアクティブな場合） ― comfort-noise コマンド

E&M 音声ポートを設定するには、特権 EXEC モードから始めて、次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 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。

ステップ 2 voice-port slot-number/subunit-number/port 設定する音声ポートを指定し、音声ポート コンフィギュ

レーション モードを開始します。

ステップ 3 dial-type {dtmf | pulse} アウト ダイヤルに適したダイヤル タイプを選択します。

ステップ 4 signal {wink-start | immediate | delay-dial} このインターフェイスに適した信号タイプを選択します。

ステップ 5 cptone {australia | brazil | china | finland | 

france | germany | japan | northamerica | 

unitedkingdom}

このインターフェイスに適した音声コール進行トーンを選

択します。

ステップ 6 connection plar string （任意）この音声ポートを PLAR（専用回線自動リングダウ

ン）接続に使用する場合、PLAR 接続を指定します。string

値で宛先電話番号を指定します。

ステップ 7 music-threshold number （任意）保留中の音楽について、しきい値（デシベル単位）

を指定します。有効な値は –70 ～ –30 dB です。

ステップ 8 description string （任意）この音声ポート接続について記述するテキストを追

加します。

ステップ 9 comfort-noise （任意）背景音を生成することを指定します。
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有効性に関するアドバイス

次の作業によって、音声ポートの設定の有効性を確認できます。

• 接続された電話機の受話器を取り上げ、ダイヤルトーンが聞こえるかどうかを確認します。

• ダイヤルトーンが聞こえた場合は、DTMF 検出の有無を調べます。番号をダイヤルしたときに

ダイヤルトーンが停止すれば、通常は正しく設定されています。

• show voice-port コマンドを使用して、設定したデータが有効かどうかを確認します。

トラブルシューティングに関するアドバイス

コールの接続で問題が生じ、その問題が音声ポートの設定に関係している可能性がある場合は、次

の手順で問題解決を図ってください。

• 対応付けられた IP アドレスに ping を実行して、接続できるかどうかを確認します。宛先への

ping が成功しなかった場合は、『Network Protocols Configuration Guide, Part 1』を参照してくだ

さい。

• show voice port コマンドを使用して、ポートがイネーブルであることを確認します。ポートが

オフラインの場合は、no shutdown コマンドを使用します。

• E&M インターフェイスを設定している場合、タイミング、タイプなど、PBX の具体的な設定

に関連する値が正しいかどうかを確認します。

• 音声ネットワーク モジュールが正しく取り付けられているかどうかを確認します。詳細につい

ては、音声ネットワーク モジュールに付属しているインストレーション マニュアルを参照し

てください。

E&M 音声ポートの微調整

個々のネットワークの詳細に応じて、E&M 音声ポートのタイミング、入力ゲイン、および出力減

衰に関連する音声パラメータを調整しなければならない場合があります。これらのコマンドを集合

的に「音声ポート チューニング コマンド」といいます。

（注） 音声ポート チューニング コマンドでは、通常デフォルト値を変更する必要はありません。

E&M 音声ポートの音声ポート チューニングを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 voice-port コマンドを使用して、音声ポートを指定し、音声ポート コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 2 次の各パラメータについて、指定されたコマンドを使用して適切な値を選択します。

• 入力ゲイン ― input gain コマンド

• 出力減衰 ― output attenuation コマンド

• エコー キャンセルの範囲 ― echo-cancel enable および echo-cancel coverage コマンド

• ノンリニア処理 ― non-linear コマンド

• 初の番号のタイムアウト ― timeouts initial コマンド

• 番号間のタイムアウト ― timeouts interdigit コマンド
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• タイムアウト以外のタイミング ― timing clear-wait、timing delay-duration、timing delay-start、
timing dial-pulse min-delay、timing digit、timing inter-digit、timing pulse、timing pulse-inter-digit、
timing wink-duration、および timing wink-wait コマンド

E&M 音声ポートを微調整するには、特権 EXEC モードから始めて、次のコマンドを使用します。

（注） 音声ポート コマンドの変更後、shutdown および no shutdown コマンドを使用して、ポートをいっ

たんオフにしてからオンにしてください。

コマンド 目的

ステップ 1 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。

ステップ 2 voice-port slot-number/subunit-number/port 設定する音声ポートを指定し、音声ポート コンフィギュ

レーション モードを開始します。

ステップ 3 echo-cancel enable インターフェイスから送信され、同じインターフェイスに

戻る音声のエコー キャンセレーションをイネーブルにし

ます。

ステップ 4 echo-cancel coverage value エコー キャンセルのサイズ（ミリ秒単位）を調整します。

指定できる値は 16、24、および 32 です。

ステップ 5 non-linear ノンリニア処理をイネーブルにします。ノンリニア処理は、

近端の音声が検出されない場合に、あらゆる信号を遮断し

ます（ノンリニア処理はエコー キャンセレーションと組み

合わせて使用します）。

ステップ 6 timeouts initial seconds 発信側がダイヤル番号の 初の数字を入力するまでシステ

ムが待機する秒数を指定します。このコマンドで有効な値

は 0 ～ 120 です。

ステップ 7 timeouts interdigit seconds 発信側が（ 初の番号を入力したあとで）次の番号を入力

するまでシステムが待機する秒数を指定します。このコマ

ンドで有効な値は 0 ～ 120 です。

ステップ 8 timing clear-wait milliseconds 

timing delay-duration milliseconds 

timing delay-start milliseconds 

timing dial-pulse min-delay milliseconds

timing digit milliseconds

timing inter-digit milliseconds

timing pulse pulse-per-second 

timing pulse-inter-digit milliseconds

timing wink-duration milliseconds 

timing wink-wait milliseconds

タイミング パラメータを指定します。clear-wait で有効な

値は 200 ～ 2000 ms（ミリ秒）です。delay-duration で有効

な値は、100 ～ 5000 ms、delay-start で有効な値は、20 ～

2000 ms、dial-pulse min-delay で有効な値は、0 ～ 5000 ms、

digit で有効な値は、50 ～ 100 ms、inter-digit で有効な値は、

50 ～ 500 ms、pulse で有効な値は、10 ～ 20 パルス / 秒で

す。pulse-inter-digit で有効な値は、100 ～ 1000 ms、

wink-duration で有効な値は、100 ～ 400 ms、wink-wait で

有効な値は、100 ～ 5000 ms です。
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ダイヤル ピアおよびネットワーク インターフェイスの設定の最適化

ネットワーク インターフェイスをどのように設定しているかによって、VoIP ダイヤル ピア パラ

メータを追加設定しなければならないことがあります。ここでは、次の内容について説明します。

• ダイヤル ピア用 IP precedence の設定（p.4-31）

• ダイヤル ピア用 RSVP の設定（p.4-31）

• ダイヤル ピア用コーデックおよび VAD の設定（p.4-32）

ダイヤル ピア用 IP precedence の設定

リアルタイム音声トラフィックに他のネットワーク トラフィックより高いプライオリティを与え

る場合は、IP precedence を使用することにより、特定の VoIP ダイヤル ピアに対応付けられた音声

データ トラフィックを優先することができます。IP precedence は RSVP より優先度が高くなります

がアドミッション制御は行われません。

リアルタイム音声トラフィックが他の IP ネットワーク トラフィックより優先されるようにするに

は、グローバル コンフィギュレーション モードから始めて、次のコマンドを使用します。

IP precedence では、1 ～ 5 の数字で IP フローのクラスを指定します。6 ～ 7 は、ネットワークまた

はバックボーン ルーティングおよびアップデート用です。

たとえば、VoIP ダイヤル ピア 103 に対応する音声トラフィックに、他の IP ネットワーク トラフィッ

クより高いプライオリティを設定するには、次のように入力します。

dial-peer voice 103 voip
ip precedence 5

この例では、IP コール レグが VoIP ダイヤル ピア 103 と対応付けられている場合、このダイヤル

ピアを介して IP ネットワークに送信されるすべてのパケットで、優先順位ビットが 5 に設定され

ます。これらのパケットを受信するネットワークが、優先順位ビットを認識するように設定されて

いる場合、これらのパケットには、低い優先順位値が設定されているパケットより高いプライオリ

ティが与えられます。

ダイヤル ピア用 RSVP の設定

WAN または LAN インターフェイスを RSVP 用に設定している場合は、対応付けられたすべての

VoIP ピアに QoS を設定する必要があります。選択した VoIP ピアに QoS を設定するには、グロー

バル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 dial-peer voice number voip ダイヤル ピア コンフィギュレーション モードを開始して、

VoIP ピアを設定します。

ステップ 2 ip precedence number そのダイヤル ピアに対応する音声トラフィックの優先度を

選択します。

コマンド 目的

ステップ 1 dial-peer voice number voip ダイヤル ピア コンフィギュレーション モードを開始して、

VoIP ピアを設定します。

ステップ 2 req-qos [best-effort | controlled-load | 

guaranteed-delay]
使用する QoS を指定します。
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（注） 要求するサービス品質として controlled-load  を選択することを推奨します。

たとえば、VoIP ダイヤル ピア 108 に guaranteed delay という QoS を指定する場合、次のように入力

します。

dial-peer voice 108 voip
destination-pattern +1408528
req-qos controlled-load
session target ipv4:10.0.0.8

この例では、VoIP ダイヤル ピア 108 経由で接続が確立されるたびに、ローカル ルータ、パス上の

すべての中間ルータ、および 終宛先ルータ間で RSVP リザベーション要求が行われます。

予約した QoS が、選択された VoIP ピアの設定値に満たない場合に、SNMP トラップ メッセージが

生成されるようにするには、グローバル コンフィギュレーション モードから始めて次のコマンド

を使用します。

（注） RSVP リザベーションは一方向だけです。RSVP を設定する場合は、接続の両側の VoIP ダイヤル

ピアを RSVP 対応として設定する必要があります。

ダイヤル ピア用コーデックおよび VAD の設定

ダイヤル ピアのコーデック（Coder/Decoder）および VAD（音声アクティビティ検出）により、音

声セッションで使用する帯域幅が決まります。コーデックは通常、アナログ信号をデジタル ビット

ストリームに変調し、デジタル信号をアナログ信号に復調すために使用します。この場合は、ダイ

ヤル ピアに関する音声のボイス コーダ レートを指定します。VAD は、無音パケットの伝送を禁止

する目的で使用します。

VoIP ダイヤル ピア用コーデックの設定

選択した VoIP ピアにボイス コーダ レートを指定するには、グローバル コンフィギュレーション

モードから始めて次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 dial-peer voice number voip ダイヤル ピア コンフィギュレーション モードを開始して、

VoIP ピアを設定します。

ステップ 2 acc-qos [best-effort | controlled-load | 

guaranteed-delay]
QoS 値を指定します。この値を下回ると、SNMP トラップ

が生成されます。

コマンド 目的

ステップ 1 dial-peer voice number voip ダイヤル ピア コンフィギュレーション モードを開始して、

VoIP ピアを設定します。

ステップ 2 codec [g711alaw | g711ulaw | g729r8] 音声に必要なボイス コーダ レートを指定します。
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codec コマンドのデフォルト値は g729r8 です。このコマンドは一般に、デフォルトの設定が 適で

す。ただし、広帯域幅のネットワーク上で動作していて、音質が 重要視される場合は、codec コ

マンドを g711alaw または g711ulaw として設定します。これらの値を使用すると、音質が向上しま

すが、音声にはより広い帯域幅が必要になります。

たとえば、VoIP ダイヤル ピア 108 に G.711a-law というコーデック レートを指定する場合、次のよ

うに入力します。

dial-peer voice 108 voip
destination-pattern +1408528
codec g711alaw
session target ipv4:10.0.0.8

VoIP ダイヤル ピア用 VAD の設定

選択した VoIP ピアに対して、無音パケットの伝送を禁止するには、グローバル コンフィギュレー

ション モードから始めて次のコマンドを使用します。

vad コマンドはイネーブルがデフォルトの設定です。このコマンドは通常、デフォルトの設定が

適です。広帯域幅のネットワークで動作していて、音質が 重要視される場合は、vad をディセー

ブルにしてください。この値を使用すると、音質が向上しますが、音声にはより広い帯域幅が必要

になります。

たとえば、VoIP ダイヤル ピア 108 に対して VAD をイネーブルにする場合、次のように入力します。

dial-peer voice 108 voip
destination-pattern +1408528
vad
session target ipv4:10.0.0.8

コマンド 目的

ステップ 1 dial-peer voice number voip ダイヤル ピア コンフィギュレーション モードを開始して、

VoIP ピアを設定します。

ステップ 2 vad 無音パケットの伝送を禁止します（VAD のイネーブル設

定）。
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VoFR（Voice over Frame Relay）の設定
フレーム リレー上で VoIP が支障なく稼働するようにするには、VoIP の設定時にいくつか考慮しな

ければならない要素があります。パブリックなフレーム リレー クラウドでは、QoS が保証されま

せん。リアルタイム トラフィックがタイミングを外さずに送信されるようにするには、データ レー

トが CIR（認定情報速度）を超えないようにしなければなりません。CIR を超えると、パケットが

削除される可能性があります。また、フレーム リレー トラフィック シェーピングと RSVP を両方

とも設定することはできません。1 つのインターフェイスに複数の DLCI（データ リンク接続識別

子）が設定されている場合は、特にこのことを忘れないでください。

出力速度の遅い（64 kbps 以下）フレーム リレー リンクで、同一 PVC 上にデータと音声を流す場

合、次のソリューションを推奨します。

• 音声とデータでの DLCI の分離 ― 音声とデータに別々のサブインターフェイスを用意するこ

とにより、ライン単位で適切な QoS ツールを使用できます。たとえば、各 DLCI で 64 kbps ラ
インのうちの 32 kbps ずつを使用するなどです。

－ 両方の DLCI にアダプティブ トラフィック シェーピングを適用します。

－ RSVP または IP precedence を使用して音声トラフィックを優先します。

－ 圧縮 RTP を使用して、音声パケットのサイズを 小化します。

－ WFQ（均等化キューイング）を使用して、音声トラフィックを管理します。

• MTU サイズの引き下げ ― 音声パケットは一般的に小型です。MTU（ 大伝送ユニット）サイ

ズを（たとえば、300 バイトに）引き下げることにより、大型のデータ パケットを小型のデー

タ パケットに分割すると、音声パケットの合間に織り込むことが容易になります。

（注） MTU サイズの引き下げにより、データ スループット速度が左右されます。

• CIR と回線速度の一致 ― 必ずデータ転送速度が CIR を超えないようにしてください。これは、

汎用トラフィック シェーピングによって実現します。

－ RSVP または IP precedence を使用して音声トラフィックを優先します。

－ 圧縮 RTP を使用して、音声パケットのヘッダー サイズを 小化します。

• トラフィック シェーピング ― アダプティブ トラフィック シェーピングを使用し、BECN
（Backward Explicit Congestion Notification）に基づいて出力レートを抑制します。スイッチから

のフィードバックが無視される場合は、パケット（データと音声の両方）が廃棄される可能性

があります。フレーム リレー スイッチは音声パケットとデータ パケットを区別しないので、

音声パケットが廃棄されることもあり、その場合は音質が低下します。

－ RSVP、圧縮 RTP、MTU サイズの引き下げ、および BECN に基づいたアダプティブ トラ

フィック シェーピングを使用して、データ転送速度を CIR に保ちます。

－ 汎用トラフィック シェーピングを使用して、パケットから次のパケットまでの待ち時間を

短縮します。たとえば、Bc を 4000 に設定して、125 ms のパケット間待ち時間を実現します。
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VoFR の設定例

フレーム リレーの場合、メイン インターフェイスと共に、PVC ごとに 1 つずつ、複数のサブイン

ターフェイスを設定するのが慣例です。次の例では、フレーム リレーのメイン インターフェイス

とサブインターフェイスを 1 つずつ設定し、音声トラフィックとデータ トラフィックが正常に伝送

されるようにします。

interface serial 1/1
MTU 300
no ip address
encapsulation frame-relay
no ip route-cache
no ip mroute-cache
fair-queue 64 256 1000
frame-relay ip rtp header-compression

interface serial 1/1.1
MTU 300
ip address 10.0.0.5 255.0.0.0
ip rsvp bandwidth 48 48
no ip route-cache
no ip mroute-cache
bandwidth 64
traffic-shape rate 32000 4000 4000
frame-relay interface-dlci 16
frame-relay ip rtp header-compression

この設定例では、メイン インターフェイスは次のように設定されています。

• MTU サイズは 300 バイトです。

• このシリアル インターフェイスには IP アドレスは対応付けられていません。サブインターフェ

イスに IP アドレスが割り当てられています。

• カプセル化方式はフレーム リレーです。

• フェア キューイングはイネーブルです。

• IP RTP ヘッダー圧縮はイネーブルです。

サブインターフェイスは次のように設定されています。

• MTU サイズはメイン インターフェイスから引き継ぎます。

• サブインターフェイスの IP アドレスが指定されています。

• 帯域幅は 64 kbps に設定されています。

• RSVP はイネーブルでデフォルト値を使用します。すなわち、設定された帯域幅の 75% です。

• 汎用トラフィック シェーピングはイネーブルで、CIR は 32 kbps です。この場合、Bc = 4000
ビット、Be = 4000 ビットです。

• フレーム リレー DLCI 番号が指定されています。

• IP RTP ヘッダー圧縮はイネーブルです。

（注） トラフィックが CIR を上回ると、出力レートがその CIR で設定されている速度で維持されます（た

とえば、CIR が 32 kbps に設定されている場合、トラフィックが 32 kbps を上回ることはありませ

ん）。

フレーム リレーの詳細については、Cisco IOS Release 12.0 の『Wide-Area Networking Configuration

Guide』を参照してください。
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設定の確認
新規インターフェイスを設定したあと、show  コマンドを使用して新規インターフェイスまたはす

べてのインターフェイスのステータスを表示し、ping コマンドを使用して接続状態を確認します。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

• show コマンドによる新規インターフェイスのステータス確認（p.4-36）

• loopback コマンドの使用例（p.4-45）

show コマンドによる新規インターフェイスのステータス確認

表 4-4 に、show コマンドを使用して、新規インターフェイスが適切に設定され、正常に動作してい

るかどうか、また出力に PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC ポート アダプタが適切に表示されて

いるかどうかを確認する方法を示します。そのあとで、一部の show コマンドについて出力例を紹

介します。コマンドの詳細および使用例については、「関連資料」（p.viii） に記載されているマニュ

アルを参照してください。

トラブルシューティングに関するアドバイス

ポート アダプタに関する情報が show コマンドの出力に示されない場合は、カード タイプが指定さ

れていないことが原因と考えられます。

ポート アダプタは、E1 または T1 接続用に設定できるため、カード タイプを「基本的な設定」（p.4-5）

の手順に従って E1 または T1 として指定する必要があります。デフォルトのカード タイプはあり

ません。カード タイプを設定するまで、ポート アダプタは機能しません。

（注） このマニュアルで紹介する出力例は、実際にコマンドを実行した場合に得られる出力とは異なる場

合があります。このマニュアルに収録されている出力は一例です。

表 4-4 show コマンドの使用方法

コマンド 機能 例

show version  または 
show hardware

システムのハードウェア設定、タイプ別の搭載イ

ンターフェイス数、Cisco IOS ソフトウェア バー

ジョン、コンフィギュレーション ファイルの名

前 /ソース、およびブート イメージを表示します。

Router# show version

show controllers 現在のインターフェイス プロセッサおよびその

インターフェイスをすべて表示します。

Router# show controllers

show diag slot システムに搭載されている ポート アダプタのタ

イプとともに、特定のポート アダプタ スロット、

インターフェイス プロセッサ スロット、または

シャーシ スロットの情報を表示します。

Router# show diag 2

show interfaces type 

port-adapter-slot-number/

interface-port-number

Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルー

タ、Cisco 7401ASR ルータ、または Cisco 7500 シ

リーズ ルータ内の特定タイプのインターフェイ

ス（たとえば、DSPfarm）について、ステータス

情報を表示します。

Router# show interfaces DSPfarm 1/0
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アップに設定したインターフェイスがシャットダウンされている場合、またはハードウェアが正し

く動作していないというメッセージが表示された場合には、インターフェイスが正しく接続され、

終端されているかどうかを確認してください。なお、インターフェイスをアップに設定できないと

きは、製品を購入した代理店に連絡してください。ここで説明する内容は、次のとおりです。また

ここでは、一部のプラットフォームに固有の出力例を示します。

• show version または show hardware コマンドの使用例（p.4-37）

• show diag コマンドの使用例（p.4-41）

• show interfaces コマンドの使用例（p.4-43）

使用しているシステムに該当する項目を選択してください。show コマンドでの作業が終了したあ

とで、「loopback コマンドの使用例」（p.4-45） に進んでください。

show version または show hardware コマンドの使用例

 show version（または show hardware）コマンドを使用すると、システム ハードウェアの設定、タ

イプ別の搭載インターフェイス数、Cisco IOS ソフトウェア バージョン、コンフィギュレーション

ファイルの名前とソースおよびブート イメージが表示されます。

（注） このマニュアルで紹介する出力例は、実際にコマンドを実行した場合に得られる出力とは異なる場

合があります。このマニュアルに収録されている出力は一例です。

show protocols システム全体および特定のインターフェイスに

設定されているプロトコルを表示します。

Router# show protocols

show running-config 実行コンフィギュレーション ファイルを表示し

ます。

Router# show running-config

show startup-config NVRAM に保存されている設定を表示します。 Router# show startup-config

表 4-4 show コマンドの使用方法（続き）

コマンド 機能 例
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Cisco 7200 シリーズおよび Cisco 7200 VXR ルータ

次に、Cisco 7206VXR ルータから show version コマンドを実行した場合の例を示します。

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.0(5)XE3, 
TAC:Home:SW:IOS:Specials for info
Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 20-Nov-99 10:51 by en
Image text-base: 0x60008900, data-base: 0x6139A000

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], 
BOOTFLASH: 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.0(5)XE3,

Router uptime is 4 days, 21 hours, 8 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "slot0:c7200-is-mz.120-5.XE3"

cisco 7206VXR (NPE300) processor with 57344K/40960K bytes of memory.
R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 1.0, 256KB L2, 2048KB L3 Cache
6 slot VXR midplane, Version 2.0

Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
Primary Rate ISDN software, Version 1.1.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 ATM network interface(s)
10 Channelized T1/PRI port(s)
5 Voice resource(s)
125K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash PCMCIA card at slot 1 (Sector size 128K).
4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x0
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Cisco 7401ASR ルータ

次に、音声リソースとして PA-VXB-2TE1+ Port Adapter を搭載した Cisco 7401ASR ルータから、show

version コマンドを実行した場合の例を示します。

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) 7401ASR Software (C7401ASR-IS-M), Version 12.0(5)XE3, 
TAC:Home:SW:IOS:Specials for info
Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 20-Nov-99 10:51 by en
Image text-base: 0x60008900, data-base: 0x6139A000

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], 
BOOTFLASH: 7401ASR Software (C7401ASR-IS-M), Version 12.0(5)XE3,

Router uptime is 4 days, 21 hours, 8 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "slot1:c7401ASR-is-mz.120-5.XE3"

Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
Primary Rate ISDN software, Version 1.1.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 ATM network interface(s)
10 Channelized T1/PRI port(s)
5 Voice resource(s)
125K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash PCMCIA card at slot 1 (Sector size 128K).
4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x0
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Cisco 7500 シリーズ ルータ

次に、Cisco 7500 シリーズ ルータから show version コマンドを実行した場合の例を示します。

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) RSP Software (RSP-ISV-M), Version 12.1(20000613:174753) []
Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Jun-00 18:59 by ang
Image text-base: 0x60010968, data-base: 0x613FC000

ROM: System Bootstrap, Version 5.3(16645) [ang 571],RELEASE SOFTWARE
BOOTFLASH: GS Software (RSP-BOOT-M), Version 11.1(5654)XX [mwu 105]

cheng10 uptime is 14 hours, 6 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "tftp://223.255.254.254/muck/ang/rsp-isv-mz.1213t"

cisco RSP2 (R4600) processor with 81920K/2072K bytes of memory.
R4600 CPU at 100Mhz, Implementation 32, Rev 2.0
Last reset from power-on
G.703/E1 software, Version 1.0.
G.703/JT2 software, Version 1.0.
X.25 software, Version 3.0.0.
Bridging software.
Primary Rate ISDN software, Version 1.1.
Chassis Interface.
1 VIP2 controller (4 T1)(1 ATM)(2 Voice resources).
2 VIP2 R5K controllers (8 Ethernet)(4 T1)(1 ATM)(2 Voice resources).
8 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
24 Serial network interface(s)
2 ATM network interface(s)
125K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 1 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x100
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show diag コマンドの使用例

システムに搭載されているポート アダプタのタイプ（および各アダプタの具体的な情報）を表示す

るには、show diag slot コマンドを使用します。この場合 slotは、Cisco 7200 シリーズ、Cisco 7200 VXR、

および Cisco 7401ASR ルータではポート アダプタ スロット、Cisco 7500 シリーズ ルータではイン

ターフェイス プロセッサ スロットです。

（注） このマニュアルで紹介する出力例は、実際にコマンドを実行した場合に得られる出力とは異なる場

合があります。このマニュアルに収録されている出力は一例です。

Cisco 7200 シリーズおよび Cisco 7200 VXR ルータ

次に、Cisco 7200 シリーズ ルータのポート アダプタ スロット 1 に搭載された PA-VXC-2TE1 に対す

る show diag slot コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 1
Slot 1:
        VXC-2T1/E1 Port adapter, 2 ports
        Port adapter is analyzed 
        Port adapter insertion time 4d21h ago
        EEPROM contents at hardware discovery:
        Hardware revision 1.0           Board revision K0
        Serial number     14320311      Part number    73-3861-03
        Test history      0x0           RMA number     00-00-00
        EEPROM format version 1
        EEPROM contents (hex):
          0x20: 01 CF 01 00 00 DA 82 B7 49 0F 15 03 00 00 00 00
          0x30: A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

（注） Cisco 7200 VXR ルータでポート アダプタを動作させるには、正しいリビジョンの基本ハードウェ

アが必要です。ハードウェア リビジョンを表示するには、show diag コマンドを使用します。

Cisco 7401ASR ルータ

次に、Cisco 7401ASR ルータのポート アダプタ スロット 1 に搭載された PA-VXB-2TE1+ Port Adapter

に対する show diag slot コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 1
Slot 1:
        VXB-2T1/E1+ Port adapter, 2 ports
        Port adapter is analyzed 
        Port adapter insertion time 4d21h ago
        EEPROM contents at hardware discovery:
        Hardware revision 1.0           Board revision K0
        Serial number     14320311      Part number    73-3861-03
        Test history      0x0           RMA number     00-00-00
        EEPROM format version 1
        EEPROM contents (hex):
          0x20: 01 CF 01 00 00 DA 82 B7 49 0F 15 03 00 00 00 00
          0x30: A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
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Cisco 7500 シリーズ ルータ

次に、Cisco 7500 シリーズ ルータのインターフェイス プロセッサ スロット 1 に搭載された

PA-VXC-2TE1+ に対する show diag slot コマンドの出力例を示します。 

Router# show diag 1
Slot 1:
        Physical slot 1, ~physical slot 0xE, logical slot 1, CBus 0
        Microcode Status 0x4
        Master Enable, LED, WCS Loaded
        Board is analyzed 
        Pending I/O Status: None
        EEPROM format version 1
        VIP2 R5K controller, HW rev 2.02, board revision A0
        Serial number: 10945159  Part number: 73-2167-05
        Test history: 0x00        RMA number: 00-00-00
        Flags: cisco 7000 board; 7500 compatible

        EEPROM contents (hex):
          0x20: 01 1E 02 02 00 A7 02 87 49 08 77 05 00 00 00 00
          0x30: 50 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

        Slot database information:
        Flags: 0x4      Insertion time: 0x288C (3d19h ago)

        Controller Memory Size: 128 MBytes DRAM, 8192 KBytes SRAM

        PA Bay 0 Information:
                VXC-2T1/E1+ Port adapter, 2 ports
                EEPROM format version 4
                HW rev 0.02, Board revision A0
                Serial number: MIC04251WXZ  Part number: 73-5340-03 

        PA Bay 1 Information:
                VXC-2T1/E1 Port adapter, 2 ports
                EEPROM format version 1
                HW rev 0.01, Board revision A0
                Serial number: 15234366  Part number: 73-3861-03 
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show interfaces コマンドの使用例

show interfaces  コマンドを使用すると、指定したインターフェイスのステータス情報（物理スロッ

トおよびインターフェイス アドレスを含む）が表示されます。ここで紹介する例では、いずれも

DSPfarm インターフェイスを指定しています。

ルータ インターフェイスで使用できるインターフェイス サブコマンドおよびコンフィギュレー

ション オプションの詳細については、「関連資料」（p.viii） に記載されているマニュアルを参照して

ください。

（注） このマニュアルで紹介する出力例は、実際にコマンドを実行した場合に得られる出力とは異なる場

合があります。このマニュアルに収録されている出力は一例です。

Cisco 7200 シリーズおよび Cisco 7200 VXR ルータ

次に、Cisco 7200 シリーズ ルータでの show interfaces DSPfarm コマンドの出力例を示します。この

例では、PA-VXC-2TE1 Port Adapter がポート アダプタ スロット 1 に搭載されています。

Router# show interfaces DSPfarm 1/0
DSPfarm1/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is VXC-2T1/E1
  MTU 256 bytes, BW 12000 Kbit, DLY 0 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  C549 DSP Firmware Version: MajorRelease.MinorRelease (BuildNumber)
     DSP Boot Loader: 255.255 (255)
     DSP Application: 3.2 (10)
     Medium Complexity Application: 3.2 (12)
     High Complexity Application: 3.2 (12)
  Total DSPs 29, DSP0-DSP29, Jukebox DSP id 30
  Down DSPs: none
  Restarted DSPs due to background keep-alive failures DSPid(number of restart)e
  Total sig channels 116 used 48, total voice channels 116 used 0
     0 active calls, 24 max active calls, 163554 total calls
     CHT: 489702 total sec, 2 avg sec, 69 max sec
     230728928 rx packets, 0 rx drops, 239246561 tx packets, 0 tx frags
     0 curr_dsp_tx_queued, 12 max_dsp_tx_queued
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 4d20h
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/0, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     228929291 packets input, 574310582 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     239246561 packets output, 626450944 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
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Cisco 7401ASR ルータ

次に、Cisco 7401ASR ルータでの show interfaces DSPfarm コマンドの出力例を示します。この例で

は、PA-VXB-2TE1+ Port Adapter がポート アダプタ スロット 1 に搭載されています。

Router# show interfaces DSPfarm 1/0
DSPfarm1/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is VXB-2T1/E1+
  MTU 256 bytes, BW 12000 Kbit, DLY 0 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  C549 DSP Firmware Version: MajorRelease.MinorRelease (BuildNumber)
     DSP Boot Loader: 255.255 (255)
     DSP Application: 3.2 (10)
     Medium Complexity Application: 3.2 (12)
     High Complexity Application: 3.2 (12)
  Total DSPs 29, DSP0-DSP29, Jukebox DSP id 30
  Down DSPs: none
  Restarted DSPs due to background keep-alive failures DSPid(number of restart)e

  Total sig channels 116 used 48, total voice channels 116 used 0
     0 active calls, 24 max active calls, 163554 total calls
     CHT: 489702 total sec, 2 avg sec, 69 max sec
     230728928 rx packets, 0 rx drops, 239246561 tx packets, 0 tx frags
     0 curr_dsp_tx_queued, 12 max_dsp_tx_queued
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 4d20h
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/0, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     228929291 packets input, 574310582 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     239246561 packets output, 626450944 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
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Cisco 7500 シリーズ ルータ

次に、Cisco 7500 シリーズ ルータでの show interfaces DSPfarm コマンドの出力例を示します。この

例では、インターフェイス プロセッサ スロット 1 の VIP マザーボードのポート アダプタ スロット

0 に、PA-VXC-2TE1+ Port Adapter が搭載されています。

Router# show interfaces DSPfarm 1/0/0
DSPfarm1/0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is VXC-2T1/E1-PLUS
  MTU 256 bytes, BW 12000 Kbit, DLY 0 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation VOICE, loopback not set
  C549 DSP Firmware Version: MajorRelease.MinorRelease (BuildNumber)
     DSP Boot Loader: 3.4 (1)
     DSP Application: 3.2 (10)
     Medium Complexity Application: 3.4 (25)
     High Complexity Application: 3.4 (25)
  Total DSPs 30, DSP0-DSP29, Jukebox DSP id 30
  Down DSPs: none
  DSPs restarted: none
  Total sig channels 120 used 47, total voice channels 120 used 24
     24 active calls, 47 max active calls, 1196 total calls
     CHT: 3566 total sec, 2 avg sec, 33 max sec
     0 curr_dsp_tx_queued, 22 max_dsp_tx_queued
  Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 85000 bits/sec, 65 packets/sec
  5 minute output rate 75000 bits/sec, 65 packets/sec
     5651409 packets input, 683571491 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     5698903 packets output, 586641447 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次の「loopback コマンドの使用例」（p.4-45） に進み、PA-VXB または PA-VXC とスイッチまたは

ルータがネットワークに接続できるかどうかを確認してください。

loopback コマンドの使用例

ループバック テストでは、PA-VXA、PA-VXB、または PA-VXC インターフェイスとリモート デバ

イス（モデムまたは CSU/DSU など）の間の接続をテストすることによって、デバイスの異常を検

出し、問題個所を特定することができます。loopback サブコマンドを使用して、インターフェイス

をループバック モードにすると、ping コマンドで生成されたテスト パケットがリモート デバイス

またはコンパクト シリアル ケーブルを経由して戻ってきます。パケットが完全に戻ってくれば、接

続状態は良好です。パケットが戻ってこなければ、ループバック テストの経路内のリモート デバ

イスまたはコンパクト シリアル ケーブルに障害が発生していることがわかります。

ポートのモードによっては、loopback コマンドで次のような経路を確認することができます。

• PA-VXB または PA-VXC インターフェイス ポートにコンパクト シリアル ケーブルが接続され

ていない場合、またはライン プロトコルがアップに設定されているポートに DCE ケーブルが

接続されている場合、loopback コマンドによって確認できるのは、NPE（ネットワーク処理エ

ンジン）とインターフェイス ポート間の経路だけです（NPE およびポート アダプタを通過し

ない）。

• ポートに DTE ケーブルが接続されている場合は、loopback コマンドによって、NPE と DSU ま
たはモデム（NPE に近い側）の間の経路がテストされるので、 PA-VXB または PA-VXC イン

ターフェイスとコンパクト シリアル ケーブルをテストすることができます。
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T1 ループバックの例

loopback コマンドを使用して、T1 コントローラおよび T1 チャネルのループバックを指定します。

診断（diagnostic）、ローカル（line および payload）、リモート（IBOC および ESF）という 3 つのメ

イン ループバック モードを使用できます。loopback [diagnostic | local | remote] コマンドを使用して

ループバック形式を指定してください。

（注） T1 コントローラをシャットダウンするには、コントローラ プロンプトに shutdown コマンドを入

力します。

T1 コントローラ用の特定のループバック モードの例を示します。

• loopback diagnostic  コマンドの構文は、次のとおりです。

loopback [diagnostic]

初の T1 を診断ループバックに設定します。

Cisco 7200 シリーズ ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 2/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic

Cisco 7401ASR ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic

Cisco 7500 シリーズ ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 2/2/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic

上記の例では、loopback diagnostic コマンドによって、送信信号が受信信号として戻り、ネッ

トワークに AIS（アラーム表示信号）が送信されます。

• loopback local コマンドの構文は、次のとおりです。

loopback [local {payload | line}]

初の T1 をローカル ループバックに設定します。

Cisco 7200 シリーズ ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 2/0
Router(config-controller)# loopback local payload

Cisco 7401ASR ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback local payload
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Cisco 7500 シリーズ ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 2/2/0
Router(config-controller)# loopback local payload

上記の例では、loopback local payload コマンドによって着信信号がラインにループバックしま

す。

• loopback remote コマンドの構文は、次のとおりです。

loopback [remote {esf line | iboc | esf payload}]

初の T1 をリモート ライン インバンド ループバックに設定します。

Cisco 7200 シリーズ ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 2/0
Router(config-controller)# loop remote esf line

Cisco 7401ASR ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loop remote esf line

Cisco 7500 シリーズ ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 2/2/0
Router(config-controller)# loop remote esf line

このコマンドによって、遠端側は受信信号をそのまま送信元に戻します。

E1 ループバックの例

loopback コマンドを使用して、E1 コントローラのループバックを指定します。診断（diagnostic）と

ローカル（line および payload）の 2 つのメイン ループバック モードを使用できます。

loopback [diagnostic | local] コマンドを使用して、ループバック形式を指定してください。

（注） E1 コントローラをシャットダウンするには、コントローラ プロンプトに shutdown コマンドを入

力します。

E1 コントローラ用の特定のループバック モードの例を示します。

• loopback diagnostic  コマンドの構文は、次のとおりです。

loopback [diagnostic]

初の E1 を診断ループバックに設定します。

Cisco 7200 シリーズ ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller E1 2/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic
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Cisco 7401ASR ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller E1 1/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic

Cisco 7500 シリーズ ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller E1 2/2/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic

上記の例では、loopback diagnostic コマンドによって、送信信号が受信信号として戻り、ネッ

トワークに AIS が送信されます。

• loopback local コマンドの構文は、次のとおりです。

loopback [local {payload | line}]

初の E1 をローカル ループバックに設定します。

Cisco 7200 シリーズ ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller E1 2/0
Router(config-controller)# loopback local payload

Cisco 7401ASR ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller E1 1/0
Router(config-controller)# loopback local payload

Cisco 7500 シリーズ ルータ

Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller E1 2/2/0
Router(config-controller)# loopback local payload

上記の例では、loopback local コマンドによって着信信号がラインにループバックします。
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