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このマニュアルについて
『Cisco Broadband Access Center for Cable CLI リファレンス』をご利用いただきありがとうございま
す。ここでは、このマニュアルの後続の章について概要を示し、このマニュアルで使用されている
スタイルと表記法を説明します。
この章には、次の項があります。
•

対象読者（P.x）

•

マニュアルの構成（P.x）

•

表記法（P.x）

•

関連マニュアル（P.xi）

•

技術情報の入手方法（P.xii）

•

シスコ製品のセキュリティの概要（P.xiv）

•

テクニカル サポート（P.xv）

•

その他の資料および情報の入手方法（P.xvii）
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このマニュアルについて
対象読者

対象読者
『Cisco Broadband Access Center for Cable CLI リファレンス』は、Device Provisioning Engine（DPE）
のコマンドライン インターフェイス（CLI）を使用する方を対象としています。

マニュアルの構成
このマニュアルは次の章で構成されており、Broadband Access Center for Cable（BACC）の DPE の
CLI について使用方法が記載されています。

第1章

Broadband Access Center for Cable DPE の CLI に つ い て 説 明 し、ハ ー ド ウ ェ ア DPE、
コマンドライン インターフェイ Solaris 限定の DPE、またはその両方のタイプで使用
スの概要
されるコマンド間の違いを示します。

第2章

システム コマンド

第3章

サポートとトラブルシューティ DPE のサポートとトラブルシューティングに使用す
ングのコマンド
るコマンドについて説明します。

第4章

Device Provisioning Engine 構成の ハードウェア DPE およびソフトウェア DPE の両方
コマンド
で使用する CLI 構成コマンドについて説明します。

第5章

ログ システム管理のコマンド

ログ管理に関連するコマンドについて説明します。

第6章

PacketCable 音声技術のコマンド

PacketCable 音声技術に関連するコマンドについて説
明します。

第7章

SNMP エージェントのコマンド

DPE ANMP エージェントに関連するコマンドについ
て説明します。

用語集

DPE システムのさまざまな側面を管理するために使
用するコマンドについて説明します。

このマニュアルで使用されている用語と、説明され
ている技術に一般的に使用される用語を定義しま
す。

表記法
このマニュアルは、次の表記法を使用しています。
•

太字は、コマンド、キーワード、およびボタンに使用されています。

•

イタリック体は、ユーザが値を指定するコマンド入力に使用されています。

•

Screen フォントは、画面に表示される情報の例に使用されています。

•

太字の screen フォントは、ユーザが入力する情報の例に使用されています。

•

UNIX のパスは、/tools/list/connections のように示されています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま
す。
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このマニュアルについて
関連マニュアル

関連マニュアル
詳細については、次のマニュアルを参照してください。
•

Release Notes for Broadband Access Center for Cable, Release 2.7

•

Cisco Broadband Access Center for Cable Installation Guide

•

Cisco Broadband Access Center for Cable Administrator’s Guide

•

DPE-590 をサポートする場合は、次のマニュアルを参照してください。

− Device Provisioning Engine 590 Recovery CD-ROM Release Notes
− Cisco Content Engine 500 Series Hardware Installation Guide
•

DPE-2115 をサポートする場合は、次のマニュアルを参照してください。

− Device Provisioning Engine 2115 Recovery CD-ROM Release Notes
− Installation and Setup Guide for the Cisco 1102 VLAN Policy Server

注意

このマニュアルは、ポートおよびコネクタの識別と、ハードウェアのインストールにのみ使用して
ください。このマニュアルにある設定手順は、絶対に行わないでください。

•

Cisco Network Registrar User’s Guide

•

Cisco Network Registrar CLI Reference
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このマニュアルについて
技術情報の入手方法

技術情報の入手方法
シスコの製品マニュアルやその他の資料は、Cisco.com でご利用いただけます。また、テクニカル
サポートおよびその他のリソースを、さまざまな方法で入手することができます。ここでは、シス
コ製品に関する技術情報を入手する方法について説明します。

Cisco.com
次の URL から、シスコ製品の最新資料を入手することができます。
http://www.cisco.com/techsupport
シスコの Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com
シスコの Web サイトの各国語版には、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
シスコ製品の最新資料の日本語版は、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/jp

Product Documentation DVD（英語版）
シスコ製品のマニュアルおよびその他の資料は、
製品に付属の Product Documentation DVD パッケー
ジでご利用いただけます。Product Documentation DVD は定期的に更新されるので、印刷資料よりも
新しい情報が得られます。
Product Documentation DVD は、技術情報を包含する製品マニュアルをポータブルなメディアに格納
した、包括的なライブラリです。この DVD を使用することにより、シスコ製の各ハードウェアや
ソフトウェアのインストール、コンフィギュレーション、およびコマンドに関する複数のバージョ
ンのマニュアルにアクセスし、技術情報を HTML で参照できます。また、この DVD を使用すると、
シスコの Web サイトで参照できるのと同じマニュアルに、インターネットに接続せずにアクセス
できます。一部の製品については、PDF 版のマニュアルもご利用いただけます。
Product Documentation DVD は、1 回単位で入手することも、または定期購読することもできます。
Cisco.com 登録ユーザ（Cisco Direct Customers）の場合、Ordering ツールまたは Cisco Marketplace か
ら Product Documentation DVD（Product Number DOC-DOCDVD=）を発注できます。
Cisco Ordering ツール：
http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/
Cisco Marketplace：
http://www.cisco.com/go/marketplace/
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このマニュアルについて
技術情報の入手方法

マニュアルの発注方法（英語版）
2005 年 6 月 30 日以降、Cisco.com 登録ユーザの場合、Cisco Marketplace の Product Documentation
Store からシスコ製品の英文マニュアルを発注できるようになっています。次の URL にアクセスし
てください。
http://www.cisco.com/go/marketplace/
Ordering ツールを使用したマニュアル発注も引き続きご利用いただけます。
•

Cisco.com（Cisco Direct Customers）に登録されている場合、Ordering ツールから英文マニュア
ルを発注できます。次の URL にアクセスしてください。
http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/

•

Ordering ツールを使用した英文マニュアル発注の手順については、次の URL を参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm

•

Cisco.com に登録されていない場合、製品を購入された代理店へお問い合せください。

シスコシステムズマニュアルセンター
シスコシステムズマニュアルセンターでは、シスコ製品の日本語マニュアルの最新版を PDF 形式で
公開しています。また、日本語マニュアル、および日本語マニュアル CD-ROM もオンラインで発
注可能です。ご希望の方は、次の URL にアクセスしてください。
http://www2.hipri.com/cisco/
また、シスコシステムズマニュアルセンターでは、日本語マニュアル中の誤記、誤植に関するコメ
ントをお受けしています。次の URL の「製品マニュアル内容不良報告」をクリックすると、コメ
ント入力画面が表示されます。
http://www2.hipri.com/cisco/
なお、技術内容に関するお問い合せは、この Web サイトではお受けできませんので、製品を購入
された各代理店へお問い合せください。
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このマニュアルについて
シスコ製品のセキュリティの概要

シスコ製品のセキュリティの概要
シスコでは、オンラインの Security Vulnerability Policy ポータル（英文のみ）を無料で提供していま
す。URL は次のとおりです。
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
このサイトは、次の目的に利用できます。
•

シスコ製品のセキュリティ脆弱性を報告する。

•

シスコ製品に伴うセキュリティ事象についてサポートを受ける。

•

シスコからセキュリティ情報を受け取るための登録をする。

シスコ製品に関するセキュリティ勧告および注意事項の最新のリストには、次の URL からアクセ
スできます。
http://www.cisco.com/go/psirt
勧告および注意事項がアップデートされた時点でリアルタイムに確認する場合は、次の URL から
Product Security Incident Response Team Really Simple Syndication（PSIRT RSS）フィードにアクセス
してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html

シスコ製品のセキュリティ問題の報告
シスコでは、セキュアな製品を提供すべく全力を尽くしています。製品のリリース前には内部でテ
ストを行い、すべての脆弱性を早急に修正するよう努力しています。万一、シスコ製品に脆弱性が
見つかった場合は、PSIRT にご連絡ください。
•

緊急の場合：security-alert@cisco.com（英語のみ）
緊急とは、システムがアクティブな攻撃を受けている場合、または至急の対応を要する重大な
セキュリティ上の脆弱性が報告されている場合を指します。これに該当しない場合はすべて、
緊急でないと見なされます。

•

緊急でない場合：psirt@cisco.com（英語のみ）

緊急の場合は、電話で PSIRT に連絡することもできます。

ヒント

•

1 877 228-7302（英語のみ）

•

1 408 525-6532（英語のみ）

シスコに機密情報をお送りいただく際には、PGP（Pretty Good Privacy）または互換製品を使用して、
暗号化することをお勧めします。PSIRT は、PGP バージョン 2.x から 8.x と互換性のある暗号化情
報に対応しています。
無効になった、または有効期限が切れた暗号鍵は、絶対に使用しないでください。PSIRT に連絡す
る際に使用する正しい公開鍵には、Security Vulnerability Policy ページの Contact Summary セクショ
ンからリンクできます。次の URL にアクセスしてください。
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
このページ上のリンクからは、現在使用されている最新の PGP 鍵の ID にアクセスできます。
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テクニカル サポート
Cisco Technical Support では、24 時間テクニカル サポートを提供しています。Cisco.com の Cisco
Technical Support & Documentation Web サイトでは、多数のサポート リソースをオンラインで提供
しています。また、シスコと正式なサービス契約を交わしているお客様には、Cisco Technical
Assistance Center（TAC）のエンジニアが電話でのサポートにも対応します。シスコと正式なサービ
ス契約を交わしていない場合は、代理店にお問い合せください。

Cisco Technical Support & Documentation Web サイト
Cisco Technical Support & Documentation Web サイトでは、シスコ製品やシスコの技術に関するトラ
ブルシューティングにお役立ていただけるように、オンラインでマニュアルやツールを提供してい
ます。この Web サイトは、24 時間、いつでも利用可能です。URL は次のとおりです。
http://www.cisco.com/techsupport
Cisco Technical Support & Documentation Web サイトのツールにアクセスするには、Cisco.com のユー
ザ ID とパスワードが必要です。サービス契約が有効で、ユーザ ID またはパスワードを取得してい
ない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってください。
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

（注）

Web または電話でサービス リクエストを発行する前に、Cisco Product Identification（CPI）ツールを
使用して製品のシリアル番号を確認してください。CPI ツールには、Cisco Technical Support &
Documentation Web サイトから、Documentation & Tools の下の Tools & Resources リンクをクリック
するとアクセスできます。アルファベット順の索引ドロップダウン リストから Cisco Product
Identification Tool を選択するか、Alerts & RMAs の下の Cisco Product Identification Tool リンクを
クリックします。CPI ツールには、3 つの検索オプションがあります。製品 ID またはモデル名によ
る検索、ツリー表示による検索、show コマンド出力のコピー アンド ペーストによる特定製品の検
索です。検索結果では、製品が図示され、シリアル番号ラベルの位置が強調表示されます。ご使用
の製品でシリアル番号ラベルを確認し、その情報を記録してからサービス コールをかけてくださ
い。

Japan TAC Web サイト
Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ
メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ
さい。
http://www.cisco.com/jp/go/tac
サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ
トのドキュメントにアクセスできます。Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com の
ログイン ID とパスワードが必要です。ログイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の
URL にアクセスして登録手続きを行ってください。
http://www.cisco.com/jp/register
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サービス リクエストの発行
オンラインの TAC Service Request Tool を使用すると、S3 と S4 のサービス リクエストを短時間で
オープンできます（S3：ネットワークに軽微な障害が発生した、S4：製品情報が必要である）。状
況を入力すると、その状況を解決するための推奨手段が検索されます。これらの推奨手段で問題を
解決できない場合は、シスコのエンジニアが対応します。TAC Service Request Tool には、次の URL
からアクセスできます。
http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
S1 または S2 のサービス リクエストの場合、またはインターネットにアクセスできない場合は、
Cisco TAC に電話でお問い合せください（S1：ネットワークがダウンした、S2：ネットワークの機
能が著しく低下した）
。S1 および S2 のサービス リクエストには、シスコのエンジニアがすぐに割
り当てられ、業務を円滑に継続できるようサポートします。
Cisco TAC の連絡先については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/techsupport/contacts

サービス リクエストのシビラティの定義
シスコでは、報告されるサービス リクエストを標準化するために、シビラティを定義しています。
シビラティ 1（S1）：ネットワークが「ダウン」した状態か、業務に致命的な損害が発生した場合。
お客様およびシスコが、24 時間体制でこの問題を解決する必要があると判断した場合。
シビラティ 2（S2）
：既存のネットワーク動作が著しく低下したか、シスコ製品が十分に機能しない
ため、業務に重大な影響を及ぼした場合。お客様およびシスコが、通常の業務中の全時間を費やし
て、この問題を解決する必要があると判断した場合。
シビラティ 3（S3）
：ネットワークの動作パフォーマンスが低下しているが、ほとんどの業務運用は
継続できる場合。お客様およびシスコが、業務時間中にサービスを十分なレベルにまで復旧させる
必要があると判断した場合。
シビラティ 4（S4）：シスコ製品の機能、インストレーション、コンフィギュレーションについて、
情報または支援が必要な場合。業務の運用には、ほとんど影響がありません。

Cisco Broadband Access Center for Cable CLI リファレンス

xvi

OL-4696-01-J

このマニュアルについて
その他の資料および情報の入手方法

その他の資料および情報の入手方法
シスコの製品、テクノロジー、およびネットワーク ソリューションに関する情報について、さまざ
まな資料をオンラインおよび印刷物で入手できます。
•

Cisco Marketplace では、シスコの書籍やリファレンス ガイド、マニュアル、ロゴ製品を数多く
提供しています。購入を希望される場合は、次の URL にアクセスしてください。
http://www.cisco.com/go/marketplace/

•

Cisco Press では、ネットワーク全般、トレーニング、および認定資格に関する出版物を幅広く
発行しています。これらの出版物は、初級者にも上級者にも役立ちます。Cisco Press の最新の
出版情報などについては、次の URL からアクセスしてください。
http://www.ciscopress.com

• 『Packet』はシスコシステムズが発行する技術者向けの雑誌で、インターネットやネットワーク
への投資を最大限に活用するために役立ちます。本誌は季刊誌として発行され、業界の最先端
トレンド、最新テクノロジー、シスコ製品やソリューション情報が記載されています。また、
ネットワーク構成およびトラブルシューティングに関するヒント、コンフィギュレーション
例、カスタマー ケース スタディ、認定情報とトレーニング情報、および充実したオンライン
サービスへのリンクの内容が含まれます。
『Packet』には、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/packet
日本語版『Packet』は、米国版『Packet』と日本版のオリジナル記事で構成されています。日本
語版『Packet』には、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/news/packet/
• 『iQ Magazine』はシスコシステムズの季刊誌で、成長企業が収益を上げ、業務を効率化し、サー
ビスを拡大するためには技術をどのように利用したらよいかを学べるように構成されていま
す。本誌では、実例とビジネス戦略を挙げて、成長企業が直面する問題とそれを解決するため
の技術を紹介し、読者が技術への投資に関して適切な決定を下せるよう配慮しています。『iQ
Magazine』には、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/go/iqmagazine
デジタル版には、次の URL からアクセスできます。
http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/
• 『Internet Protocol Journal』は、インターネットおよびイントラネットの設計、開発、運用を担
当するエンジニア向けに、シスコが発行する季刊誌です。
『Internet Protocol Journal』には、次
の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/ipj
•

シスコシステムズが提供するネットワーキング製品、および各種のカスタマー サポート サー
ビスは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/index.html

•

Networking Professionals Connection は対話形式の Web サイトです。このサイトでは、ネットワー
キング製品やテクノロジーに関する質問、提案、および情報をネットワーキング担当者がシス
コの専門家や他のネットワーキング担当者と共有できます。次の URL にアクセスしてディス
カッションに参加してください。
http://www.cisco.com/discuss/networking

•

シスコは、国際的なレベルのネットワーク関連トレーニングを実施しています。最新情報につ
いては、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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C H A P T E R

1

Broadband Access Center for Cable
コマンドライン インターフェイスの概要
この章では、DPE で使用する CLI コマンドについて詳細に説明しています。コマンドライン イン
ターフェイスの起動方法と停止方法、およびハードウェア Device Provisioning Engine（DPE）の場
合と Solaris DPE の場合で異なる点を取り上げます。
このマニュアルで説明されている CLI は、DPE-590 デバイスと DPE-2115 デバイスの両方で使用さ
れます。これらのハードウェア DPE で使用されるコマンドと Solaris DPE で使用されるコマンドは
異なる場合があります。それぞれのタイプの DPE で使用されるコマンドについては、P.1-3 の「コ
マンドの使用方法」を参照してください。

DPE コマンドライン インターフェイスへのアクセス
コマンドライン インターフェイスへのアクセス方法は、ハードウェア DPE と Solaris DPE とで異な
ります。ハードウェア DPE にアクセスするには、Telnet を使用するか、または実際の DPE デバイ
スのコンソール ポートにアクセスします。Solaris の CLI には、ポート 2323 に Telnet 接続している
場合にのみアクセスできます。

ハードウェア CLI へのアクセス
DPE-590 または DPE-2115 のいずれかを使用している場合、コンピュータをハードウェア DPE のシ
リアル コンソール ポートに接続する必要があります。接続したら、次の手順を実行します。

ステップ 1

コンピュータと DPE 間の Hyper Terminal 接続を開始します。接続されると、DPE パスワードを入
力するように求められます。

ステップ 2

DPE パスワードを入力して、必要な CLI 操作を続行します。

（注）

デフォルトの DPE パスワードは changeme ですが、このパスワードは、BACC 管理者のユー
ザ インターフェイスを開始するために使用するパスワードとは異なります。
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Solaris CLI へのアクセス
Solaris Device Provisioning Engine のコマンドライン インターフェイスには、リモート ホストまたは
ローカル ホストのいずれかからアクセスできます。

リモート ホストからの Solaris DPE へのアクセス
リモート ホストから Solaris DPE のコマンドライン インターフェイスにアクセスするには、次のコ
マンドを実行します。
telnet remote-host-name 2323

ローカル ホストからの Solaris DPE へのアクセス
ローカル ホストから Solaris DPE のコマンドライン インターフェイスにアクセスするには、次のい
ずれかのコマンドを実行します。
telnet localhost 2323

または
telnet 0 2323

（注）

Solaris CLI に対して Telnet 接続できない場合、CLI が実行されていないことが考えられます。その
ときは、次のコマンドを使用して CLI サーバを起動する必要があります。
/etc/init.d/bprAgent start cli

CLI にアクセスしたら、操作を続行する前に DPE パスワードを入力する必要があります。
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コマンドの使用方法
CLI コマンドの中には、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できるものがあります。一
方、そのいずれかでしか使用できないものもあります。個々のコマンドでサポートされている DPE
は、それぞれのコマンドの説明で適切に示されています。また、このサポート状況は表 1-1 でも簡
単に確認できます。
表 1-1

DPE/CLI コマンドのサポート

コマンド

DPE
サポート コマンド

DPE
サポート コマンド

DPE
サポート

aaa authentication

両方

no debug dpe event-manager

両方

show dpe

両方

clear bundles

両方

no debug dpe exceptions

両方

show dpe config

両方

clear cache

両方

no debug dpe framework

両方

show hostname

両方

clear logs

両方

no debug dpe messaging

両方

show interface ethernet <0...1> ハード
config
ウェア

clock set

ハード
ウェア

no debug dpe netsnmp

両方

show interface ethernet <0...1> ハード
stats
ウェア

debug dpe cache

両方

no debug dpe registration

両方

show interface ethernet
<intf0|intf1> config

Solaris

debug dpe connection

両方

no debug dpe registration detail

両方

show interface ethernet
<intf0|intf1> stats

Solaris

debug dpe dpe-server

両方

no debug dpe snmp

両方

show ip

両方

debug dpe event-manager

両方

no debug dpe tftp

両方

show ip route

両方

debug dpe exceptions

両方

no docsis shared-secret

両方

show log

両方

debug dpe framework

両方

no dpe provisioning-group
primary

両方

show log last <1....9999>

両方

debug dpe messaging

両方

no dpe provisioning-group
secondary

両方

show log run

両方

debug dpe netsnmp

両方

no ip default-gateway

ハード
ウェア

show memory

両方

debug dpe registration

両方

no ip domain-name

ハード
ウェア

show packetcable snmp log

両方

debug dpe registration - detail

両方

no ip name-server

ハード
ウェア

show packetcable snmp log
last <1..9999>

両方

debug dpe snmp

両方

no ip route

ハード
ウェア

show packetcable snmp log run 両方

debug dpe tftp

両方

no ntp server

ハード
ウェア

show running-config

両方

debug on

両方

no packetcable

両方

show syslog

ハード
ウェア

disable

両方

no packetcable registration
encryption

両方

show syslog last

ハード
ウェア

docsis shared-secret

両方

no packetcable snmp
key-material

両方

show syslog run

ハード
ウェア

dpe port

両方

no snmp-server community
string [ro|rw]

両方

show tftp files

両方
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表 1-1

DPE/CLI コマンドのサポート （続き）

DPE
サポート コマンド

DPE
サポート コマンド

DPE
サポート

dpe provisioning-group
primary

両方

no snmp-server contact

両方

show version

両方

dpe provisioning-group
secondary

両方

no snmp-server host

両方

snmp-server community string 両方
[ro|rw]

dpe rdu-server（ホスト）

両方

no snmp-server inform

両方

snmp-server contact

両方

dpe rdu-server（IP）

両方

no snmp-server location

両方

snmp-server host

両方

dpe reload

両方

no snmp-server udp-port

Solaris

snmp-server inform

両方

dpe shared-secret

両方

no syslog log-server

ハード
ウェア

snmp-server location

両方

dpe start

両方

no tacacs-sever <host>

両方

snmp-server reload

両方

dpe stop

両方

no tftp allow-create-dirs

両方

snmp-server start

両方

enable

両方

no tftp allow-override

両方

snmp-server stop

両方

enable password

両方

no tftp allow-read-access

両方

snmp-server udp-port

Solaris

exit

両方

no tftp allow-write-access

両方

support bundle cache

両方

no tftp verify-ip

両方

support bundle state

両方
ハード
ウェア

コマンド

help

両方

ntp server（ホスト）

ハード
ウェア

support daemon ftp enabled

host（ホスト）

ハード
ウェア

ntp server（IP）

ハード
ウェア

support daemon telnet enabled ハード
ウェア

host（IP）

ハード
ウェア

packetcable enable

両方

syslog log-server

ハード
ウェア

hostname

ハード
ウェア

packetcable registration
encryption

両方

syslog mode both

ハード
ウェア

interface ethernet <intf0|intf1> Solaris
provisioning enabled

packetcable registration
kdc-service-key

両方

syslog mode local

ハード
ウェア

interface ethernet <intf0|intf1> Solaris
provisioning fqdn <fqdn>

packetcable registration
policy-privacy

両方

syslog mode remote

ハード
ウェア

tacacs-server retries

両方

interface ethernet 0...1 ip
address

ハード
ウェア

packetcable snmp key-material 両方

interface ethernet 0...1 ip
enabled

ハード
ウェア

packetcable snmp timeout

両方

tacacs-server timeout

両方

interface ethernet 0...1
provisioning enabled

ハード
ウェア

password

両方

tacacs-sever <host>

両方

interface ethernet 0...1
provisioning fqdn

ハード
ウェア

ping（ホスト）

ハード
ウェア

tftp allow-create-dirs

両方

ip default-gateway

ハード
ウェア

ping（IP）

ハード
ウェア

tftp allow-override

両方

ip domain-name

ハード
ウェア

poweroff

ハード
ウェア

tftp allow-read-access

両方

ip name-server

ハード
ウェア

reload

ハード
ウェア

tftp allow-write-access

両方

ip route

ハード
ウェア

show bundles

両方

tftp verify-ip

両方
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表 1-1

DPE/CLI コマンドのサポート （続き）

コマンド

DPE
サポート コマンド

DPE
サポート コマンド

DPE
サポート

log level

両方

show clock

両方

traceroute（ホスト）

ハード
ウェア

no debug

両方

show commands

両方

traceroute（IP）

ハード
ウェア

no debug dpe cache

両方

show cpu

両方

upgrade

ハード
ウェア

no debug dpe connection

両方

show device-config

両方

uptime

両方

no debug dpe dpe-server

両方

show disk

両方
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コマンドライン インターフェイスの構成
BACC CLI は、次の機能グループで構成されています。各章では、それぞれのグループについて詳
しく説明しています。
•

第 2 章「システム コマンド」

•

第 3 章「サポートとトラブルシューティングのコマンド」

•

第 4 章「Device Provisioning Engine 構成のコマンド」

•

第 5 章「ログ システム管理のコマンド」

•

第 6 章「PacketCable 音声技術のコマンド」

•

第 7 章「SNMP エージェントのコマンド」
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システム コマンド
この章では、Broadband Access Center for Cable（BACC）のハードウェア DPE を管理および監視す
るために使用できるコマンドライン インターフェイス（CLI）コマンドについて詳細に説明してい
ます。

コマンド
ここでは、DPE 全体に作用するシステム コマンドについて説明します。次のようなコマンドがあ
ります。
•

clock set（P.2-3）

•

disable（P.2-4）

•

enable password（P.2-4）

•

enable（P.2-6）

•

exit（P.2-6）

•

help（P.2-7）

•

hostname（P.2-8）

•

interface ethernet 0...1 ip address（P.2-9）

•

interface ethernet 0...1 ip enabled（P.2-10）

•

ip default-gateway（P.2-11）

•

no ip default-gateway（P.2-12）

•

ip domain-name（P.2-12）

•

no ip domain-name（P.2-13）

•

ip name-server（P.2-14）

•

no ip name-server（P.2-14）

•

ip route（P.2-15）

•

no ip route（P.2-15）

•

ntp server（ホスト）
（P.2-16）

•

ntp server（IP）（P.2-17）

•

no ntp server（P.2-17）

•

password（P.2-18）

•

poweroff（P.2-19）
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コマンド

•

reload（P.2-19）

•

show clock（P.2-20）

•

show commands（P.2-20）

•

show cpu（P.2-21）

•

show disk（P.2-22）

•

show hostname（P.2-22）

•

show interface ethernet <0...1> config（P.2-23）

•

show interface ethernet <0...1> stats（P.2-24）

•

show interface ethernet <intf0|intf1> config（P.2-25）

•

show interface ethernet <intf0|intf1> stats（P.2-26）

•

show ip route（P.2-27）

•

show ip（P.2-27）

•

show memory（P.2-28）

•

show running-config（P.2-29）

•

show tftp files（P.2-30）

•

show version（P.2-31）

•

tacacs-server <host>（P.2-32）

•

no tacacs-server <host>（P.2-33）

•

tacacs-server retries（P.2-34）

•

tacacs-server timeout（P.2-35）

•

upgrade（P.2-36）

•

uptime（P.2-37）
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clock set

clock set
使用上のガイドライン

（注）

このコマンドは、現在の時刻を設定するときに使用します。時刻の設定には DPE の日付が使用さ
れ、時刻は 24 時間形式で表されます。DPE では、時間合せに GMT が使用され、時刻の変更は即座
に有効になります。

ネットワーク タイム プロトコル（NTP）が使用されている場合、このコマンドを使用する必要は
ありません。詳細については、P.2-16 の「ntp server（ホスト）」を参照してください。
このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

シンタックスの説明

clock set コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
clock set <hh:mm:ss> <day> <month> <yyyy>

入力する内容は次のとおりです。

例

•

<hh:mm:ss>：現在の時刻を 24 時間形式で表します。たとえば、午前 5 時は 05:00:00、午後の
11:37:30 は 23:37:30 と表されます。

•

<day>：現在の日を 2 桁の数字で表します。

•

<month>：現在の月を 2 桁の数字で表します。

•

<yyyy>：現在の年を 4 桁の数字で表します。

clock set コマンドの使用例を次に示します。
dpe# clock set 11:26:00 21 12 2001
Fri Dec 21 11:26:00 GMT 2001

（注）

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。
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disable

disable
使用上のガイドライン

（注）

例

disable コマンドは、DPE CLI がイネーブル モードになっている場合にのみ使用します。いったん
ディセーブル モードをアクティブにすると、システム構成を表示できるコマンドだけが利用可能に
なります。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

disable コマンドの使用例を次に示します。
dpe# disable

enable password
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE でイネーブル モードに入るためのアクセス パスワードを変更するときに使
用します。すでにイネーブル モードになっている場合は、イネーブル パスワードだけを変更でき
ます。いったんパスワードを変更すると、どのユーザもその時点から、イネーブル モードに入るた
めに新しいパスワードの使用が要求されます。
このコマンドは、TACACS 認証がイネーブルになっている場合は使用できません（詳細について
は、P.4-3 の「aaa authentication」を参照してください）
。

（注）

このコマンドを使用しても、ログイン パスワードは変更されません。
このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

シンタックスの説明

enable password コマンドを入力するときは、コマンドラインまたは表示されたプロンプトに対し
て、パスワードを指定できます。次の構文を使用する必要があります。
enable password <password>

<password> は、現在有効なパスワードを表します。または、オプションで新しいパスワードを指
定します。このパラメータを省略した場合は、パスワードを入力するように求められます。

例

enable password コマンドの使用例を次に示します。

（注）

例によっては、パスワードのメッセージが異なることに注意してください。
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enable password

例 1：
dpe# enable password
New enable password:
Retype new enable password:
Password changed successfully.

結果：
これは、パスワードが正常に変更されたときの結果です。
例 2：
dpe# enable password
New enable password:
Retype new enable password:
Sorry, passwords do not match.

結果：
これは、入力されたパスワードが一致しないときの結果です。
例 3：
dpe# enable password cisco
Password changed successfully

結果：
これは、パスワードが正常に変更されたときの結果です。
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enable

enable
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

enable コマンドは、イネーブル モードに入るときに使用します。システム構成を表示するとき、イ
ネーブル モードである必要はありません。ただし、システムの構成、状態、およびデータを変更す
るときは、イネーブル モードでなければなりません。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

enable コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
enable

コマンドを入力すると、DPE をイネーブル状態にするときに使用されるパスワードを入力するよう
に求められます。

（注）

例

パスワードの設定については、P.2-4 の「enable password」を参照してください。

enable コマンドの使用例を次に示します。
dpe# enable
Password:
dpe#

exit
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE への Telnet 接続またはコンソール接続を閉じて、コンソールのログイン プ
ロンプトに戻るときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

exit コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
exit

このコマンドを実行すると、プロンプトが表示され、Telnet 接続が閉じられたことが示されます。

例

exit コマンドの使用例を次に示します。
dpe# exit
Connection closed.
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help

help
使用上のガイドライン

（注）

Command Types

このコマンドは、DPE CLI の使用方法に関するヘルプ画面を表示するときに使用します。特定のコ
マンドについてのヘルプが必要な場合は <system_command> ? を入力します。また、利用可能なコ
マンドをすべて表示するには ? を入力します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

2 種類のヘルプが用意されています。
1. コマンドの引数を入力しようとしているときは、完全なヘルプが利用できます。show ? のよう
に入力すると、指定可能な引数の説明が表示されます。
2. 引数の一部だけを入力し、それに相当する引数を調べたいときは、部分的なヘルプが用意され
ています。たとえば、show stat? のように入力します。

シンタックスの説明

help コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
help

コマンドを入力すると、画面プロンプトが表示され、ヘルプ機能の使用方法が示されます。

例

help コマンドの使用例を次に示します。
dpe# help
Help may be requested at any point in a command by entering a question mark '?'. If
nothing matches, the help list will be empty and you must backup until entering a '?'
shows the available options.
1) Full help is available when you are ready to enter a command argument (e.g. 'show
?') and describes each possible argument.
2) Partial help is provided when an abbreviated argument is entered and you want to
know what arguments match the input (e.g. 'show stat?'.)
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hostname

hostname
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE のホスト名を設定するときに使用します。ホスト名は、主に DPE での表示
に使用され、DPE の IP アドレスの DNS 名と一致している必要があります。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

hostname コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
hostname <hostname>

<hostname> は、割り当てられている DPE のホスト名を表します。
このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.2-19 の「reload」を参照してください。

例

hostname コマンドの使用例を次に示します。
dpe# hostname BPR_DPE_name
%OK (Requires appliance restart "> reload")
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interface ethernet 0...1 ip address

interface ethernet 0...1 ip address
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE で使用されているイーサネット インターフェイスの IP アドレスを設定する
ときに使用します。この IP アドレスは、有効なゲートウェイと常に合わせておく必要があります。
ゲートウェイが無効な場合、リブートが発生して、DPE がネットワーク上で使用できなくなる可能
性があります。IP アドレスが正しく設定されていない場合は、DPE のコンソール ポートを使用し
て、デバイスを有効な IP で設定し直します。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

interface ethernet <0...1> ip address コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要がありま
す。
interface ethernet <0...1> ipaddress <x.x.x.x> <y.y.y.y>

入力する内容は次のとおりです。
•

<0...1>：イーサネットのインターフェイスを表します。

•

<x.x.x.x>：割り当てられている DPE の IP アドレスを表します。

•

<y.y.y.y>：サブネット マスクを表します。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.2-19 の「reload」を参照してください。

例

interface ethernet <0...1> ip address コマンドの使用例を次に示します。
dpe# interface ethernet 0 ip address 10.10.10.5 255.255.255.0
%OK (Requires appliance restart "> reload")

（注）

変更内容を有効にするには、デバイスを再起動する必要があります。
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interface ethernet 0...1 ip enabled

interface ethernet 0...1 ip enabled
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、IP 通信をサポートするようにイーサネットのインターフェイスを設定するかどう
かを制御するときに使用します。両方のインターフェイスがディセーブルになっている場合、デバ
イスにはネットワークの接続性がありません。通常は、冗長性またはスプリット ネットワーキング
の使用を可能にするために、両方のインターフェイスがイネーブルになっていて、ネットワークに
接続されています。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

interface ethernet <0...1> IP enabled コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要がありま
す。
interface ethernet <0...1> ip enabled <true/false>

入力する内容は次のとおりです。
•

<0...1>：イーサネットのインターフェイスを表します。

•

<true/false>：DPE の IP インターフェイスがイネーブルかどうかを示します。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.2-19 の「reload」を参照してください。

例

interface ethernet <0...1> ip enabled コマンドの使用例を次に示します。
dpe# interface ethernet 0 ip enabled true
%OK (Requires appliance restart "> reload")
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ip default-gateway

ip default-gateway
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE のデフォルト ゲートウェイを設定するときに使用します。このデフォルト
ゲートウェイは、いずれかの DPE インターフェイスから直接アクセスできるものでなければなり
ません。そうでないと、DPE は利用できなくなります。
DPE をリブートする前に、この設定を確認する必要があります。無効な値が設定されている場合、
コンソール ポートから物理的に DPE に接続することが必要になることもあります。距離がある場
合には、実際的ではありません。

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

ip default-gateway コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
ip default-gateway <x.x.x.x>

(x.x.x.x) は、デフォルト ゲートウェイの IP アドレスを表します。
このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.2-19 の「reload」を参照してください。

例

ip default-gateway コマンドの使用例を次に示します。
dpe# ip default-gateway 10.10.20.10
%OK (Requires appliance restart "> reload")
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no ip default-gateway

no ip default-gateway
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE のデフォルト ゲートウェイをクリアするときに使用します。デフォルト ゲー
トウェイが指定されていない場合、直接のネットワーク接続か DPE のコンソール ポートを使用す
る以外に、DPE を利用できません。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

no ip default-gateway コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no ip default-gateway

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.2-19 の「reload」を参照してください。

例

no ip default-gateway コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no ip default-gateway
%OK (Requires appliance restart "> reload")

ip domain-name
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE のドメイン名を設定するときに使用します。このドメイン名は、RDU への
接続、または ping や traceroute コマンドの実行など、通信オペレーションの名前解決の際に使用さ
れるものです。ドメイン名は、DPE にも関連付けられます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

ip domain-name コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
ip domain-name <sub.domain.com>

<sub.domain.com> は、DPE の完全修飾ドメイン名（FQDN）を表します。

例

ip domain-name コマンドの使用例を次に示します。
dpe# ip domain-name cisco.com
%OK

（注）

このコマンドによって変更された内容は、即座に有効になります。
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no ip domain-name

no ip domain-name
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE のドメイン名をクリアするときに使用します。ドメイン名が指定されていな
い場合、すべてのリモート ホスト名を完全修飾ドメイン名で指定する必要があります。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

no ip domain-name コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no ip domain-name

例

no ip domain-name コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no ip domain-name
%OK

（注）

このコマンドによって変更された内容は、即座に有効になります。
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ip name-server

ip name-server
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE で使用されるネーム サーバの IP アドレスを設定するときに使用します。ネー
ム サーバは、ホスト名を通信の IP アドレスに解決するために使用されます。RDU の指定に FQDN
が使用される場合、RDU との通信を正常に行うには、有効なネーム サーバを指定する必要があり
ます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

ip name-server コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
ip name-server <x.x.x.x>*

入力する内容は次のとおりです。

例

•

<x.x.x.x>：ネーム サーバの IP アドレスを表します。

•

*：複数のネーム サーバが使用されている場合に、複数の IP アドレスのエントリを許可します。

ip name-server コマンドの使用例を次に示します。
dpe# ip name-server 10.10.10.5 10.10.10.8
%OK

（注）

このコマンドによって変更された内容は、即座に有効になります。

no ip name-server
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE のネーム サーバをクリアするときに使用します。構成されているネーム サー
バがない場合、すべての通信に明示的な IP アドレスを使用する必要があります。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

no ip name-server コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no ip name-server

例

no ip name-server コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no ip name-server
%OK
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ip route

ip route
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE のカスタム ルートを設定するときに使用します。次の構文の説明で示すよ
うに、3 つのパラメータが必要です。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

ip route コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
ip route <x.x.x.x> <y.y.y.y> <z.z.z.z>

入力する内容は次のとおりです。

例

•

<x.x.x.x>：宛先ネットワークを表します。

•

<y.y.y.y>：サブネット マスクを表します。

•

<z.z.z.z>：このネットワークへの通信時に使用するゲートウェイを表します。

ip route コマンドの使用例を次に示します。
dpe# ip route 10.10.10.5 255.255.255.0 10.10.20.10
%OK

no ip route
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、指定されたカスタム ルートをクリアするときに使用します。ただし、デフォルト
ルートはこの方法で削除できません。デフォルト ルートを変更するには、ip default-gateway コマ
ンドを使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

no ip route コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
no ip route <x.x.x.x>

<x.x.x.x> は、システムから削除するルートを表します。

（注）

例

このコマンドによって変更された内容は、即座に有効になります。

no ip route コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no ip route 10.10.10.5
%OK
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ntp server（ホスト）

ntp server（ホスト）
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ホストとして、タイム同期用のネットワーク タイム プロトコル（NTP）サーバ
を指定するときに使用します。すべてのサーバを特定するのに必要な数のホストを指定できます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

ntp server（ホスト）コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# ntp server <host_n> <host_n+>

入力する内容は次のとおりです。

例

•

<host_n>：1 つ目のサーバ ホスト名を表します。

•

<host_n+>：2 つ目以降のサーバ ホスト名を表します。これは、1 つのホスト名だけを入力する
場合は省略できます。

ホストが 1 台である場合と複数である場合の ntp server コマンドの使用例を次に示します。
例 1：
ホストが 1 台である場合の ntp server コマンドの使用例を次に示します。
dpe# ntp server clock.cisco.com

例 2：
ホストが複数である場合の ntp server コマンドの使用例を次に示します。
dpe# ntp server clock_1.cisco.com clock_2.cisco.com clock_3.cisco.com
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ntp server（IP）

ntp server（IP）
使用上のガイドライン

（注）

例

このコマンドは、IP アドレス形式を使用して、タイム同期用のネットワーク タイム プロトコル
（NTP）サーバを指定するときに使用します。すべてのサーバを特定するのに必要な数の IP アドレ
スを指定できます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

IP アドレスが 1 つである場合と複数である場合のこのコマンドの使用例を次に示します。
例 1：
IP アドレスが 1 つである場合の ntp server コマンドの使用例を次に示します。
dpe# ntp server 10.10.10.5

例 2：
IP アドレスが複数である場合の ntp server コマンドの使用例を次に示します。
dpe# ntp server 10.10.10.5 10.10.10.6 10.10.10.7

no ntp server
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ネットワーク タイム プロトコル（NTP）をディセーブルにするときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

no ntp server コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no ntp server

例

no ntp server コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no ntp server
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password

password
使用上のガイドライン

（注）

このコマンドは、現在のシステム パスワードを変更するものであり、TACACS 認証がイネーブル
になっている場合は使用できません（詳細については、P.4-3 の「aaa authentication」を参照してく
ださい）。以降のログイン、および管理者アカウントを使用した FTP アクセスのパスワードは自動
的に変更されます。

このコマンドによって変更された内容は新しいユーザには有効ですが、現在ログインしているユー
ザの接続は解除されません。
このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

シンタックスの説明

password コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
password <password>

<password> は、新しい DPE パスワードを表します。

例

password コマンドの使用例を次に示します。
例 1：
dpe# password
New password:
Retype new password:
Password changed successfully.

結果：
これは、パスワードが正常に変更されたときの結果です。
例 2：
dpe# password
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.

結果：
これは、入力されたパスワードが一致しないときの結果です。
例 3：
dpe# password cisco
Password changed successfully.

結果：
これは、パスワードが正常に変更されたときの結果です（記述の容易な方法を使用）。
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poweroff

poweroff
使用上のガイドライン

注意

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE の電源をオフにするときに使用します。コマンドを実行すると、現在のユー
ザはすべてシステムから削除され、DPE がクリーンにシャットダウンされます。このコマンドを実
行する前に、約 30 秒の間、ハード ドライブのアクティビティがないことを確認する必要がありま
す。

デバイスの電源スイッチを使用すると、DPE キャッシュが部分的に破損する原因になる可能性が
あります。その結果、次に電源をオンにしたときに、DPE でキャッシュの再作成により多くの時
間が必要になります。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

poweroff コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# poweroff

例

Telnet セッションでの poweroff コマンドの使用例を次に示します。
dpe# poweroff

reload
使用上のガイドライン

注意

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE をリブートするときに使用します。コマンドを実行すると、現在のユーザは
すべてシステムとの接続を解除されます。

デバイスの電源スイッチを使用すると、DPE キャッシュが部分的に破損する原因になる可能性が
あります。その結果、次に電源をオンにしたときに、DPE でキャッシュの再作成により多くの時
間が必要になります。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

reload コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# reload

例

reload コマンドの使用例を次に示します。
dpe# reload
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show clock

show clock
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、現在のシステムの時刻と日付を表示するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show clock コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show clock

コマンドを入力すると、日付と時刻が表示されます。

例

show clock コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show clock
Fri Dec 21 11:39:31 GMT 2001

show commands
使用上のガイドライン

このコマンドは、利用可能な DPE コマンドの一覧を表示するときに使用します。表示されるコマ
ンドは、使用中の接続タイプ（イネーブルまたはディセーブル）によって異なります。セキュリ
ティ上の理由から、ハードウェア DPE で Telnet セッションとオペレーションのコンソール モード
のどちらが使用されているかによって、このコマンドの出力結果は異なります。

シンタックスの説明

show commands コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show commands

コマンドを入力すると、利用可能な DPE コマンドのリストが表示されます。

例

show commands コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show commands
> clear bundles
> clear cache
> clear logs
> clock set <hh:mm:ss> <1-31> <1-12> <yyyy>
> debug dpe cache
> debug dpe connection

（注）

ここでは、出力例の一部のみ紹介しています。
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show cpu

show cpu
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE が実行されているデバイスの CPU 使用状況を表示するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show cpu コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show cpu

コマンドを入力すると、CPU のアクティビティと統計が表示されます。

例

ハードウェア DPE の場合の show cpu コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show cpu
avg-cpu:
%user
0.00
0.00

%nice
0.00

%sys
%idle
100.00

Solaris DPE の場合の show cpu コマンドの使用例を次に示します。
# show cpu

CPU

minf mjf

xcal intr ithr csw

icsw migr smtx srw

syscl

usr

sys

wt

idl

0

30

0

0

464

323

406

0

0

0

0

280

0

1

0

99

0

6

0

0

465

324

405

1

0

0

0

232

0

0

0

100
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show disk

show disk
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE が現在使用しているディスクを確認するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show disk コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show disk

コマンドを入力すると、ディスク ドライブ統計が表示されます。

例

show disk コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show disk

Filesystem

Size

Used

Avail

Use%

Mounted on

/dev/sda1
/dev/sda5

1.9G
14M

198M
57M

1.6G
13M

11%
1%

/
/opt

show hostname
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE のホスト名を表示するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show hostname コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show hostname

コマンドを入力すると、ホスト名が表示されます。

例

show hostname コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show hostname
hostname = BACC_host
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show interface ethernet <0...1> config

show interface ethernet <0...1> config
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、イーサネットのインターフェイスの設定を表示するときに使用します。これらは
DPE のリブート時に使用される設定です。現在設定されている IP アドレスを表示するには、show
interface ethernet <0...1> config コマンドを使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

show interface ethernet <0...1> config コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要がありま
す。
show interface ethernet <0...1> config

<0...1> は、イーサネットのインターフェイス番号を表します。

例

show interface ethernet <0...1> config コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show interface ethernet 0 config
ip address = 10.10.10.5
netmask = 255.255.255.0
enabled = true
for prov = true
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show interface ethernet <0...1> stats

show interface ethernet <0...1> stats
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE のイーサネット インターフェイスの統計を表示するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

show interface ethernet <0...1> stats コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要がありま
す。
show interface ethernet <0..1> stats

<0...1> は、イーサネットのインターフェイス番号を表します。

例

show interface ethernet <0...1> stats コマンドの使用例を次に示します。

dpe# show interface ethernet 0 stats
eth0

Link encap:Ethernet HWaddr 00:B0:D0:F7:07:C2
inet addr:10.10.10.5 Bcast:10.10.10.2 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3539 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3233 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
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show interface ethernet <intf0|intf1> config

show interface ethernet <intf0|intf1> config
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、イーサネットのインターフェイスの設定を表示するときに使用します。これらは
DPE のリブート時に使用される設定です。現在設定されている IP アドレスを表示するには、show
interface ethernet [intf0|intf1] config コマンドを使用します。

このコマンドは、Solaris DPE に限り使用できます。

show interface ethernet [intf0|intf1] config コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があ
ります。
show interface ethernet <intf0/intf1> config

<intf0/intf1> は、イーサネットのインターフェイス番号を表します。

例

show interface ethernet <intf0/intf1> config コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show interface ethernet hme0 config
ip address = 10.10.10.5
netmask = 255.255.255.0
enabled = true
for prov = true
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show interface ethernet <intf0|intf1> stats

show interface ethernet <intf0|intf1> stats
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE のイーサネット インターフェイスの統計を表示するときに使用します。

このコマンドは、Solaris DPE に限り使用できます。

show interface ethernet [intf0/intf1] stats コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があ
ります。
show interface ethernet <intf0/intf1> stats

<intf0/intf1> は、イーサネットのインターフェイス番号を表します。

例

show interface ethernet [intf0|intf1] stats コマンドの使用例を次に示します。

dpe# show interface ethernet hme0 stats
hme0

Link encap:Ethernet HWaddr 00:B0:D0:F7:07:C2
inet addr:10.10.10.5 Bcast:10.10.10.2 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3539 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3233 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
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show ip route

show ip route
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE の IP ルーティング テーブル（すべてのカスタム ルートを含む）を表示する
ときに使用します。デフォルト ゲートウェイはフラグ列に G フラグで示され、デフォルト ゲート
ウェイの開始を表します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show ip route コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show ip route

コマンドを入力すると、ルーティング テーブルが表示されます。

例

show ip route コマンドの使用例を次に示します。

:

dpe# show ip route
Destination

Gateway

Genmask

Flags

Metric

Ref

Use

Iface

10.10.10.5

10.10.20.10

255.255.0.0

U

0

0

0

eth0

10.10.10.6

10.10.20.25

255.255.0.125

U

0

0

0

lo

10.10.10.9

10.10.20.50

255.255.0.255

UG

0

0

0

eth0

show ip
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE の現在の一般的な IP 設定を表示するときに使用します。特定のインターフェ
イス設定を表示する場合は、show interface コマンドを使用します。これらは DPE のリブート時に
使用される設定です。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show ip コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show ip

コマンドを入力すると、DPE の IP 設定が表示されます。

例

show ip コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show ip
hostname = BPR_host
domainname = cisco.com
gateway = 10.10.20.10
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show memory

show memory
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE が実行されているデバイスで現在使用可能なメモリおよびスワップ領域を表
示するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show memory コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show memory

コマンドを入力すると、現在のメモリ統計が表示されます。

例

show memory コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show memory

Mem:
Swap:

255112K av,
265032K av,

148928K used
0K used

106184K free
265032 free

OK shrd

5428K buff
72468K cached
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show running-config

show running-config
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE の現在の設定を表示するときに使用します。このコマンドを実行すると、す
べての設定オプションが表示されます。オプションの設定には、実際のコマンドが使用されます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show running-config コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show running-config

コマンドを入力すると、DPE の現在の実行設定が表示されます。

例

show running-config コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show running-config
dpe port 49186
dpe rdu-server server_x.cisco.com 49187
hostname dpe
interface ethernet 0 ip address 10.10.10.5 255.255.255.0
interface ethernet 0 ip enabled true
interface ethernet 0 provisioning enabled true
ip default-gateway 10.10.20.10

（注）

ここでは、出力例の一部のみ紹介しています。
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show tftp files

show tftp files
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE キャッシュに格納されているファイルだけを表示するときに使用します。こ
のコマンドでは、ローカル ディレクトリにあるファイルは表示されません。ファイル サイズも一
緒に表示されます。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show tftp files コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show tftp files

コマンドを入力すると、キャッシュに現在格納されているすべての TFTP ファイルのリストが画面
に表示されます。

例

show tftp files コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show tftp files
The list of TFTP files currently in DPE cache
filename
size
bronze.cm
310
gold.cm
310
silver.cm
310

（注）

このコマンドを使用して、最大 500 個までの TFTP ファイルを表示できます。
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show version

show version
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、デバイスで実行されている DPE ソフトウェアの現在のバージョンを表示すると
きに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show version コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show version

コマンドを入力すると、現在インストールされている BACC のバージョンが画面に表示されます。

例

show version コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show version
Version: BACC 2.7 (bacc_27_S_000000000000)
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tacacs-server <host>

tacacs-server <host>
使用上のガイドライン

CLI では、TACACS+ サーバのリストが保持されています。このコマンドは、TACACS+ サーバを
CLI の TACACS+ サーバ リストの末尾に追加するときに使用します。TACACS+ 認証がイネーブル
の場合、各サーバの認証はリストされている順序で試行されます。この試行は、認証交換が成功す
るまで、またはリストの最後に到達するまで継続されます。リストの最後に到達した場合、CLI は
自動的にローカル認証モードに戻ります。
オプションで暗号キーを指定すると、CLI で TACACS+ 暗号化を使用できます。この暗号キーを使
用する場合、暗号キーは、指定した TACACS+ サーバで設定されているキーと一致する必要があり
ます。暗号キーを省略すると、TACACS+ 暗号化はディセーブルになります。

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。ハードウェア DPE で
は、コンソール モードでのみ使用できます。

tacacs-server コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
tacacs-server host <host> [key <encryption-key>]

入力する内容は次のとおりです。

例

•

<host>：TACACS+ サーバの IP アドレスまたはホスト名のいずれかを指定します。

•

<encryption-key>：実際の暗号キーを表します。

tacacs-server コマンドの使用例を次に示します。
例 1：
次の例では、IP アドレス（10.0.1.1）を使用し、暗号化なしで TACACS+ サーバを追加しています。
tacacs-server host 10.0.1.1
% OK

例 2：
次の例では、IP アドレス（10.0.1.1）を使用し、暗号キー（hg667YHHj）を指定して TACACS+ サー
バを追加しています。
tacacs-server host 10.0.1.1 key hg667YHHj
% OK

例 3：
次の例では、ホスト名（tacacs1.cisco.com）を使用し、暗号化なしで TACACS+ サーバを追加してい
ます。
tacacs-server host tacacs1.cisco.com
% OK

例 4：
次の例では、ホスト名（tacacs1.cisco.com）を使用し、暗号キー（hg667YHHj）を指定して TACACS+
サーバを追加しています。
tacacs-server host tacacs1.cisco.com key hg667YHHj
% OK
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no tacacs-server <host>

no tacacs-server <host>
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、TACACS+ サーバを CLI の TACACS+ サーバ リストから削除するときに使用しま
す。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。ハードウェア DPE で
は、コンソール モードでのみ使用できます。

no tacacs-server コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
tacacs-server host <host>

<host> には、TACACS+ サーバの IP アドレスまたはホスト名のいずれかを指定します。

例

no tacacs-server コマンドの使用例を次に示します。
例 1：
次の例では、IP アドレスを使用して TACACS+ サーバを削除しています。
dpe# no tacacs-server host 10.0.1.1
% OK

例 2：
次の例では、ホスト名を使用して TACACS+ サーバを削除しています。
dpe# no tacacs-server host tacacs1.cisco.com
% OK
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tacacs-server retries

tacacs-server retries
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

特定の TACACS+ サーバを到達不能であると CLI が見なすまで実行される TACACS+ プロトコル交
換のリトライ回数を設定します。この制限に達すると、CLI は TACACS+ サーバ リストの次のサー
バに進みます。または、TACACS+ リストの最後に到達した場合は、ローカル認証に戻ります。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。ハードウェア DPE で
は、コンソール モードでのみ使用できます。

tacacs-server retries コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
tacacs-server retries <value>
% OK

<value> は、1 〜 100 の無次元数です。このコマンドのデフォルト値は 2 です。

（注）

例

この値はすべての TACACS+ サーバに適用されます。

tacacs-server retries コマンドの使用例を次に示します。
dpe# tacacs-server retries 10
% OK
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tacacs-server timeout

tacacs-server timeout
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、プロトコル交換が失敗したと見なすまで CLI が TACACS+ サーバの応答を待機す
る最大時間を設定するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。ハードウェア DPE で
は、コンソール モードでのみ使用できます。

tacacs-server timeout コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
tacacs-server timeout <value>

<value> には、CLI が待機する時間の長さを指定します。この値の有効範囲は 1 〜 300 秒で、デフォ
ルト値は 5 秒です。

（注）

例

この値はすべての TACACS+ サーバに適用されます。

タイムアウト値を 10 秒に設定する場合の tacacs-server timeout コマンドの使用例を次に示します。
dpe# tacacs-server timeout 10
% OK
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upgrade

upgrade
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE で新しいソフトウェア アップグレードが必要なときに使用します。このと
き、アップロードされたアップグレード ファイルが使用されます。これらのファイルは、.bpr とい
う拡張子を持ち、FTP 着信ディレクトリに FTP 送信されます。アップグレードのプロセスでは、利
用可能なアップデートがすべてスキャンされ、必要なアップデートが決定されます。ファイルは次
のカテゴリに分類されます。
•

無効：DPE によって要求された形式と一致しないファイルです。

•

適用不可：DPE ではこれらのパッチは許可されません。アップデートが旧バージョンからのも
のであるか、またはバージョン間（現在のバージョンとアップデートされたバージョン）の差
が大きすぎるためです。

•

適用可：これらのファイルを使用したアップデートが可能です。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

upgrade コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# upgrade

コマンドを入力すると、DPE アップグレード プロセスが開始されます。アップデートが完了する
と、アップデートが成功したことを示すプロンプトが表示されます。

例

upgrade コマンドの使用例を次に示します。
dpe# upgrade
Starting BPR upgrade process
+ Scanning for available updates...
+ Determining applicable updates...
+ Compiling list of updates...
Invalid update files:
- update-FOOBAR.bpr
Updates not applicable:
- update-invalid.bpr ... BPR version 2.5
Applicable updates:
1 update-valid.bpr ..... BACC version 2.6 FC-2
Select update [exit]: 1
Updating with BACC version 2.7 FC-2
+ Starting update executor...
[SNIP]
+ Update succesful!
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uptime

uptime
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、システムの稼動時間の長さを表示するときに使用します。この情報は、デバイス
がリブートする頻度を測定するときに役立ちます。また、安定した状態での DPE の信頼性をチェッ
クするときにも有用です。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

uptime コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# uptime

コマンドを入力すると、さまざまな DPE 統計が表示されます。

例

uptime コマンドの使用例を次に示します。
dpe# uptime
11:54am up 2:07, 3users, load average: 0.27, 0.08, 0.02
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uptime
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3

サポートとトラブルシューティングの
コマンド
この章では、Broadband Access Center for Cable（BACC）の Device Provisioning Engine（DPE）のト
ラブルシューティング サポートを提供するために使用できるコマンドライン インターフェイス
（CLI）コマンドについて詳細に説明しています。

コマンド
ここでは、DPE 操作のサポートとトラブルシューティングに役立つ CLI コマンドについて説明しま
す。次のような CLI コマンドがあります。
•

clear bundles（P.3-2）

•

host（ホスト）（P.3-2）

•

host（IP）
（P.3-3）

•

ping（ホスト）（P.3-3）

•

ping（IP）
（P.3-4）

•

show bundles（P.3-5）

•

support bundle cache（P.3-6）

•

support bundle state（P.3-7）

•

support daemon ftp enabled（P.3-8）

•

support daemon telnet enabled（P.3-9）

•

traceroute（ホスト）
（P.3-10）

•

traceroute（IP）（P.3-10）
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clear bundles

clear bundles
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE に存在するアーカイブ済みのバンドルをクリアするときに使用します。この
ようなバンドルは support bundles コマンドで作成されるもので、通常は、Cisco TAC で使用される
アーカイブ済みのログとステート情報が含まれます。アーカイブ済みのステートは消失するため、
このコマンドを実行する前に、すべてのバンドルが取得されたことを確認する必要があります。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

clear bundles コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# clear bundles

コマンドを入力すると、バンドルをクリアしていることを示すプロンプトが表示されます。それが
完了すると、クリアされたメモリの量がバイト単位で表示されます。

例

clear bundles コマンドの使用例を次に示します。
dpe# clear bundles
Clearing Cisco support bundles...
+ 90112 bytes cleared.

host（ホスト）
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

host（ホスト）コマンドでは、DNS を使用しているホストの IP アドレスのルックアップが行われ
ます。このコマンドを使用して、RDU の IP アドレスが正常に解決されているかどうかを確認する
ことができます。システムのドメイン名が指定された場合は、ホスト名の解決時に、そのドメイン
の検索も自動的に行われます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

host（ホスト）コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
host <host>

<host> は、DNS で解決するホストを表します。

例

host（ホスト）コマンドの使用例を次に示します。
dpe# host dpe.cisco.com
dpe.cisco.com has address 10.10.10.5
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host（IP）

host（IP）
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

host（IP）コマンドでは、指定された IP アドレスのホスト名のルックアップが行われます。このコ
マンドを使用して、IP アドレスが DNS に正しく逆マッピングされているかどうかを確認すること
ができます。IP アドレスが見つかるまで、構成されたネーム サーバごとに IP アドレスの逆ルック
アップが行われます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

host（IP）コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
host <x.x.x.x>

<x.x.x.x> は、PING の対象となる IP アドレスを表します。

例

host（IP）コマンドの使用例を次に示します。
dpe# host 10.10.10.5
5.10.10.10 in-addr.arpa domain name pointer dpe.cisco.com

ping（ホスト）
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

ping（ホスト）コマンドは、ホストとドメインの名前を使用して、指定されたホストの PING を実
行するときに使用します。プロセスを停止するには、Enter キーを押します。ping コマンドは、ネッ
トワークの接続性の問題を診断するのに役立ちます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

ping（ホスト）コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
ping <host>

<host> は、PING の対象となるホストを表します。

例

ping（ホスト）コマンドの使用例を次に示します。
dpe# ping dpe.cisco.com
% Press <enter> to stop.
PING dpe.cisco.com (10.10.10.5) from 10.10.20.20 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.20.5:
64 bytes from 10.10.20.5:
64 bytes from 10.10.20.5:

icmp_seq=0 ttl=241 time=105.113 msec
icmp_seq=1 ttl=241 time=99.947 msec
icmp_seq=2 ttl=241 time=99.951 msec

Stopped.
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ping（IP）

ping（IP）
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

ping（IP）コマンドは、ホストの IP アドレスを使用して、指定されたホストの PING を実行すると
きに使用します。プロセスを停止するには、Enter キーを押します。ping コマンドは、ネットワー
クの接続性の問題を診断するのに役立ちます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

ping（IP）コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
ping <x.x.x.x>

<x.x.x.x> は、ホストの IP アドレスを表します。

例

ping（IP）コマンドの使用例を次に示します。
dpe# ping 10.10.20.5
% Press <enter> to stop.
PING dpe.cisco.com (10.10.10.5) from 10.10.20.20 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.20.5:
64 bytes from 10.10.20.5:
64 bytes from 10.10.20.5:

icmp_seq=0 ttl=241 time=105.113 msec
icmp_seq=1 ttl=241 time=99.947 msec
icmp_seq=2 ttl=241 time=99.951 msec

64 bytes from 10.10.20.20:
64 bytes from 10.10.20.20:
64 bytes from 10.10.20.20:

icmp_seq=0 ttl=241 time=101.005 msec
icmp_seq=1 ttl=241 time=149.904 msec
icmp_seq=2 ttl=241 time=119.886 msec

Stopped.
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show bundles

show bundles
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、発信ディレクトリで現在利用できるすべてのバンドルを表示するときに使用しま
す。このようなバンドルは support bundle コマンドで作成されるもので、DPE の FTP サーバから
アクセスできます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show bundles コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show bundles

コマンドを入力すると、アーカイブされているバンドルが表示されます。ただし、バンドルが存在
しない場合は、利用可能なバンドルがないことを示すプロンプトが表示されます。

例

show bundles コマンドの使用例を次に示します。
例 1：
dpe# show bundles
/outgoing/state-20010817-113741.bpr
/outgoing/cache-20010817-113745.bpr

結果：
これは、現在アーカイブされているバンドルが存在するときの結果です。
例 2：
dpe# show bundles
No bundles currently available.

結果：
これは、現在アーカイブされているバンドルが存在しないときの結果です。
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support bundle cache

support bundle cache
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、現在の DPE キャッシュをバンドルするときに使用します。これは、Cisco TAC に
送信するためのキャッシュをアーカイブするときに役立ちます。作成したバンドルは、FTP サーバ
の発信ディレクトリから利用できます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

support bundle cache コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# support bundles cache

コマンドを入力すると、TAC によって使用されるキャッシュ バンドルが作成されます。このコマ
ンドにより、バンドル ファイルの圧縮サイズなどを含むバンドルの詳細が表示されます。

例

support bundle cache コマンドの使用例を次に示します。
dpe# support bundle cache
Creating cache bundle for Cisco support...
+ /outgoing/cache-20010817-113745.bpr
+ Adding DPE cache...
+ Adding supporting files...
+ Compressing cache bundle...
+ Size: 4045 bytes, 409600 uncompressed
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support bundle state

support bundle state
使用上のガイドライン

（注）

このコマンドは、現在の DPE ステートをバンドルするときに使用します。これは、Cisco TAC に送
信するための DPE の設定とログ ファイルをアーカイブするときに役立ちます。作成したバンドル
は、FTP サーバの発信ディレクトリから利用できます。

Cisco TAC に情報を送信するときは、このコマンドで取得した DPE バンドル、および RDU で取得
したステート バンドルを送信する必要があります。このステート バンドルは、
<BACC_HOME>/rdu/bin ディレクトリから bundleState.sh コマンドを実行することで生成されます。
このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

シンタックスの説明

support bundle state コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show bundle state

コマンドを入力すると、DPE の現在のステートがまとめてバンドルされます。そのバンドル ファ
イルは圧縮され、TAC で使用されるものとして識別されます。

例

support bundle state コマンドの使用例を次に示します。
dpe# support bundle state
Creating state bundle for Cisco support...
+ /outgoing/state-<date>-<time>.bpr
+ Adding a process listing to the support bundle...
+ Adding a network connection listing to the support bundle...
+ Adding and compressing files for support bundle...
+ Size: 1205782 bytes

（注）

<BACC_HOME>/rdu/bin/bundlestate のスクリプトは、RDU で利用できます。このスクリプトは、
Cisco TAC に情報を送信するときに、RDU システム ステート（ログなど）をバンドルするために
使用されます。
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support daemon ftp enabled

support daemon ftp enabled
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE の FTP サービスをイネーブルまたはディセーブルにするとき
に使用します。FTP サービスは、アップグレード バンドルのアップロード時およびサポート バン
ドルのダウンロード時に必要となります。このようなタスクを実行するために、FTP サービスのイ
ネーブルとディセーブルを短時間ずつで切り替えることができます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

support daemon ftp enabled コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
support daemon ftp enabled <true/false>

入力する内容は次のとおりです。
•

<true>：ハードウェア DPE の FTP サービスをイネーブルにします。

•

<false>：ハードウェア DPE の FTP サービスをディセーブルにします。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して変更内容を有
効にする必要があります。詳細については、P.2-19 の「reload」を参照してください。

例

support daemon ftp enabled コマンドの使用例を次に示します。
dpe# support daemon ftp enabled true
%OK (Requires appliance restart "> reload")
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support daemon telnet enabled

support daemon telnet enabled
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE の Telnet プロトコルをイネーブルまたはディセーブルにする
ときに使用します。Telnet は比較的にセキュリティの信頼性の低いプロトコルなので、Telnet をディ
セーブルにすることによってシステムを若干セキュアにすることができます。Telnet をディセーブ
ルにしても、システムにはコンソール モードからアクセスできます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

support daemon telnet enabled コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
support daemon telnet enabled <true/false>

入力する内容は次のとおりです。
•

<true>：DPE の Telnet インターフェイスをイネーブルにします。

•

<false>：DPE の Telnet インターフェイスをディセーブルにします。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して変更内容を有
効にする必要があります。詳細については、P.2-19 の「reload」を参照してください。

例

support daemon telnet enabled コマンドの使用例を次に示します。
dpe# support daemon telnet enabled true
%OK (Requires appliance restart "> reload")
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traceroute（ホスト）

traceroute（ホスト）
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE と宛先ホストとの間のホップを含め、指定されたホストへのルートを表示す
るときに使用します。通信を検証して、ゲートウェイとルートが正しく設定されているかどうかを
確認するときに役立ちます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

traceroute（ホスト）コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
traceroute <host>

<host> は、ホストを表します。

例

traceroute（ホスト）コマンドの使用例を次に示します。
dpe# traceroute BACC_host.cisco.com
Press <enter> to stop.
traceroute to BACC_host.cisco.com (10.10.10.5), 30 hops max, 38 byte packets
1 10.10.10.5 0.454 ms 0.239 ms 0.230 ms
Stopped.

traceroute（IP）
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE と宛先ホストとの間のホップを含め、指定されたホストへのルートを表示す
るときに使用します。通信を検証して、ゲートウェイとルートが正しく設定されているかどうかを
確認するときに役立ちます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

traceroute（IP）コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
traceroute <x.x.x.x>

<x.x.x.x> は、ホストの IP アドレスを表します。

例

traceroute（IP）コマンドの使用例を次に示します。
dpe# traceroute 10.10.10.5
Press <enter> to stop.
traceroute to 10.10.10.5 (10.10.10.5), 30 hops max, 38 byte packets
1 10.10.10.5 0.454 ms 0.239 ms 0.230 ms
Stopped.
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Device Provisioning Engine 構成の
コマンド
この章では、ハードウェア DPE とソフトウェア DPE の両方で実行できるコマンドライン インター
フェイス（CLI）コマンドについて詳細に説明しています。これらのコマンドは、Broadband Access
Center for Cable（BACC）の Device Provisioning Engine（DPE）を管理および監視するために使用さ
れます。

（注）

CLI コマンドには、ハードウェア DPE とソフトウェア DPE の両方で実行できるものもありますが、
特定の DPE タイプでしか使用できないものもいくつかあります。コマンドのリストおよび使用で
きる DPE については、P.1-3 の「コマンドの使用方法」および表 1-1 を参照してください。
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コマンド

コマンド
ここでは、DPE に作用する次の構成コマンドについて説明します。

（注）

•

aaa authentication（P.4-3）

•

clear cache（P.4-4）

•

docsis shared-secret（P.4-5）

•

no docsis shared-secret（P.4-6）

•

dpe port（P.4-6）

•

dpe provisioning-group primary（P.4-7）

•

no dpe provisioning-group primary（P.4-8）

•

dpe provisioning-group secondary（P.4-9）

•

no dpe provisioning-group secondary（P.4-10）

•

dpe rdu-server（ホスト）（P.4-11）

•

dpe rdu-server（IP）（P.4-12）

•

dpe reload（P.4-13）

•

dpe shared-secret（P.4-14）

•

dpe start（P.4-15）

•

dpe stop（P.4-15）

•

interface ethernet 0...1 provisioning enabled（P.4-16）

•

interface ethernet 0...1 provisioning fqdn（P.4-17）

•

interface ethernet <intf0|intf1> provisioning enabled（P.4-18）

•

interface ethernet <intf0|intf1> provisioning fqdn <fqdn>（P.4-19）

•

show device-config（P.4-20）

•

show dpe（P.4-21）

•

show dpe config（P.4-22）

•

tftp allow-create-dirs（P.4-23）

•

no tftp allow-create-dirs（P.4-23）

•

tftp allow-override（P.4-24）

•

no tftp allow-override（P.4-24）

•

tftp allow-read-access（P.4-25）

•

no tftp allow-read-access（P.4-25）

•

tftp allow-write-access（P.4-26）

•

no tftp allow-write-access（P.4-26）

•

tftp verify-ip（P.4-27）

•

no tftp verify-ip（P.4-27）

この付録で紹介されている DPE の CLI コマンドの出力例は、コマンドをハードウェア DPE と
Solaris DPE のどちらで実行したかによって、若干異なる場合があります。
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aaa authentication

aaa authentication
使用上のガイドライン

このコマンドは、ローカル ユーザ（ログイン）認証またはリモート TACACS+ ユーザ認証を実行す
るように CLI を設定するときに使用します。この設定は、すべての Telnet インターフェイスおよび
コンソール CLI インターフェイスに適用されます。

シンタックスの説明

aaa authentication コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# aaa authentication <mode>

<mode> には、次のいずれかを指定します。

（注）

例

•

local：これまでのすべてのバージョンの BACC で使用されているデフォルトの認証方式です。

•

tacacs：この認証方式では、TACACS+ サーバ リストで見つかった各サーバとの TACACS+ 交換
が CLI によって試行されます。この試行は、指定した回数だけ継続されます。プロトコル交換
が成功する前にサーバ リストの最後に到達した場合は、自動的にローカル認証モードになりま
す。したがって、TACACS+ サービスがまったく使用不可である場合でも CLI にアクセスでき
ます。

TACACS+ 認証ではユーザ名とパスワードを入力するように求められますが、ローカル認証ではパ
スワードの入力だけが求められます。このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で
使用できます。ハードウェア DPE では、コンソール モードでのみ使用できます。

認証モードを TACACS に設定する場合の aaa authentication コマンドの使用例を次に示します。
dpe# aaa authentication tacacs
%OK
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clear cache

clear cache
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE キャッシュ全体を消去して、サーバをクリーンな状態にリセットするときに
使用します。DPE を再起動すると、RDU に接続されて、RDU のデータベースに格納されている情
報を基にキャッシュが再作成されます。DPE で大きな問題が発生したときは、キャッシュをクリア
するだけです。このコマンドを実行すると、自動的に DPE のデバイス キャッシュが再作成される
か、キャッシュへの読み込みが再開されます。このプロセスは、完了までに長時間かかる場合があ
ります。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

clear cache コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# clear cache

コマンドを入力すると、DPE キャッシュがクリアされ、その結果クリアになった領域の大きさを示
すプロンプトが表示されます。キャッシュをクリアできない状況が存在する場合は、失敗の理由も
表示されます。

例

clear cache コマンドの使用例を次に示します。
例 1：
dpe# clear cache
Clearing DPE cache...
+ 417792 bytes cleared.

結果：
これは、キャッシュが正常にクリアされたときの結果です。
例 2：
dpe# clear cache
DPE must be stopped before clearing cache.

結果：
これは、DPE が停止されていなかったときの結果です。
例 3：
dpe# clear cache
Clearing DPE cache...
+ Cache already cleared.

結果：
これは、キャッシュがすでにクリアされていたときの結果です。
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docsis shared-secret

docsis shared-secret
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE 上の DOCSIS 共有秘密（DSS）を設定するときに使用します。DSS は、CMTS
メッセージの完全性チェック（MIC）の計算に使用されます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。ハードウェア DPE で
は、コンソール モードでのみ使用できます。

docsis shared-secret コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# docsis shared-secret (format) (secret)

入力する内容は次のとおりです。
•

(format)：後続の共有秘密ストリングが、クリア テキストで入力されるか、暗号化されたテキ
スト ストリングとして入力されるかを指定します。フォーマットを指定するには、次のように
入力します。
− 0：クリア テキスト ストリングを使用する場合。これがデフォルトの設定です。
− 7：IOS によって暗号化された共有秘密テキスト ストリングを使用する場合。

•

(secret)：実際の秘密ストリングを表します。

このコマンドを実行した後に show running config コマンドを使用すると、新しい行が表示され、共
有秘密とそのフォーマットが示されます。

例

docsis shared-secret コマンドの使用例を次に示します。
dpe# docsis shared-secret 0 changeme
%OK (Warning: Current input accepted. Note a secure connection is recommended to set
or change the docsis shared secret
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no docsis shared-secret

no docsis shared-secret
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE の DSS 機能をディセーブルにするときに使用します。このコマンドを使用
しても、DSS の使用が完全にディセーブルになるわけではありません。DPE の DSS をディセーブ
ルにすると、ローカル機能の代わりに RDU のグローバル DSS が使用されます。
このコマンドを入力すると、DSS は即座にディセーブルになります。

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。ハードウェア DPE で
は、コンソール モードでのみ使用できます。

no docsis shared-secret コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# no docsis shared-secret

例

no docsis shared-secret コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no docsis shared-secret
%OK

dpe port
使用上のガイドライン

（注）

このコマンドは、DPE で Network Registrar 拡張ポイントとの通信に使用されるポート番号を設定す
るときに使用します。ファイアウォールに関連した理由で変更する必要がない限り、このポート番
号はそのまま使用できます。

このコマンドを実行する前に、DPE を停止しておく必要があります。稼動中の DPE でこのコマン
ドを実行しようとした場合、
「ERROR: DPE must be stopped before changing the port number」と
いうエラー メッセージが表示されます。このコマンドによって変更された内容を有効にするには、
DPE を再起動する必要があります。
このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

シンタックスの説明

dpe port コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# dpe port <port>

<port> は、DPE への接続用に割り当てられたポート番号を表します。

例

dpe port コマンドの使用例を次に示します。
dpe# dpe port 49186
%OK
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dpe provisioning-group primary

dpe provisioning-group primary
使用上のガイドライン

（注）

このコマンドは、DPE サーバで使用されるプライマリ プロビジョニング グループを設定するとき
に使用します。ほとんどの DPE は単一のプライマリ プロビジョニング グループを使用して構成さ
れますが、複数のプロビジョニング グループを選択すると、複数の DHCP サーバでこの DPE を使
用できるようになります。

音声技術がイネーブルになっているとき、DPE は常に単一のプロビジョニング グループにしか所
属できません。

デバイス数の多いプロビジョニング グループを新しく割り当てたとき、DPE を再起動するのに長
時間かかる場合があります。これは、各プロビジョニング グループではキャッシュの同期化、新し
いプロビジョニング グループではキャッシュの完全な再作成が必要なためです。
通常の状況では、プロビジョニング グループは、DPE が最初にネットワーク上に配置されたとき
にのみ変更するものです。

（注）

プロビジョニング グループの変更内容を有効にするには、DPE を再起動する必要があります。
このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

シンタックスの説明

dpe provisioning-group primary コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe provisioning-group primary <name>*

入力する内容は次のとおりです。
•

name：割り当てられたプライマリ プロビジョニング グループを表します。

•

*：複数のプロビジョニング グループのエントリを許可します。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して変更内容を有
効にする必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参照してください。

例

dpe provisioning-group primary コマンドの使用例を次に示します。
dpe# dpe provisioning-group primary PrimaryProvGroup
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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no dpe provisioning-group primary

no dpe provisioning-group primary
使用上のガイドライン

（注）

このコマンドは、構成されたプライマリ プロビジョニング グループをクリアするときに使用しま
す。プライマリ プロビジョニング グループが利用できない場合、他のプロビジョニング グループ
のバックアップまたは TFTP ファイル キャッシュとして、DPE を使用することができます。

変更内容を有効にするには、DPE を再起動する必要があります。
このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

シンタックスの説明

no dpe provisioning-group primary コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# no dpe provisioning-group primary

コマンドを入力すると、設定されているすべてのプライマリ プロビジョニング グループがクリア
されます。このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して
DPE を再起動することで変更内容を有効にする必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe
reload」を参照してください。

例

no dpe provisioning-group primary コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no dpe provisioning-group primary
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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dpe provisioning-group secondary

dpe provisioning-group secondary
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE サーバで使用されるセカンダリ プロビジョニング グループを設定するとき
に使用します。ほとんどの DPE は単一のプライマリ プロビジョニング グループを使用して構成さ
れますが、複数のプロビジョニング グループを選択すると、複数の DHCP サーバでこの DPE を使
用できるようになります。セカンダリ プロビジョニング グループは、プライマリ プロビジョニン
グ グループが利用できないか過負荷の状態に陥っている場合にのみ、プロビジョニングに使用され
ます。
デバイス数の多いプロビジョニング グループを新しく割り当てたとき、DPE を再起動するのに長
時間かかる場合があります。これは、各プロビジョニング グループではキャッシュの同期化、新し
いプロビジョニング グループではキャッシュの完全な再作成が必要なためです。
通常の状況では、プロビジョニング グループは、デバイスが最初にネットワーク上に配置されたと
きにのみ変更するものです。

（注）

プロビジョニング グループの変更内容を有効にするには、DPE を再起動する必要があります。
このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

シンタックスの説明

dpe provisioning-group secondary コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe provisioning-group secondary <name>*

入力する内容は次のとおりです。
•

name：割り当てられたセカンダリ プロビジョニング グループを表します。

•

*：複数のプロビジョニング グループのエントリを許可します。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して変更内容を有
効にする必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参照してください。

例

dpe provisioning-group secondary コマンドの使用例を次に示します。
dpe# dpe provisioning-group secondary SecondaryProvGroup
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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no dpe provisioning-group secondary

no dpe provisioning-group secondary
使用上のガイドライン

（注）

このコマンドは、構成されたセカンダリ プロビジョニング グループをクリアするときに使用しま
す。セカンダリ プロビジョニング グループが利用できない場合、他のプロビジョニング グループ
のプライマリとして、DPE を使用することができます。

このコマンドによって変更された内容を有効にするには、DPE を再起動する必要があります。
このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

シンタックスの説明

no dpe provisioning-group secondary コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# no dpe provisioning-group secondary

コマンドを入力すると、設定されているすべてのセカンダリ プロビジョニング グループがクリア
されます。このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して
DPE を再起動することで変更内容を有効にする必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe
reload」を参照してください。

例

no dpe provisioning-group secondary コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no dpe provisioning-group secondary
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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dpe rdu-server（ホスト）

dpe rdu-server（ホスト）
使用上のガイドライン

（注）

このコマンドは、この DPE が接続される RDU を表示するときに使用します。通常、RDU はデフォ
ルトのポートに設定しますが、セキュリティ上の理由から、RDU を標準以外のポートで実行する
ように設定することもできます。

変更内容を有効にするには、DPE を再起動する必要があります。
このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

シンタックスの説明

dpe rdu-server コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe rdu-server <host> <port>

入力する内容は次のとおりです。
•

<host>：RDU が実行されているホストを表します。

•

<port>：DPE との接続に使用される RDU のリスニング ポート番号
（通常は 49187）を表します。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して変更内容を有
効にする必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参照してください。

例

dpe rdu-server コマンドの使用例を次に示します。
dpe# dpe rdu-server rdu.cisco.com 49187
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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dpe rdu-server（IP）

dpe rdu-server（IP）
使用上のガイドライン

（注）

このコマンドは、この DPE が接続される RDU を割り当てるときに使用します。これは、関連付け
られたポートの IP アドレスとして指定します。通常、RDU はデフォルトのポートに常駐しますが、
セキュリティ上の理由から、RDU を標準以外のポートに設定することもできます。

変更内容を有効にするには、DPE を再起動する必要があります。
このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

シンタックスの説明

dpe rdu-server コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe rdu-server <x.x.x.x> <port>

入力する内容は次のとおりです。
•

<x.x.x.x>：RDU の IP アドレスを表します。

•

<port>：DPE との接続に使用される RDU のリスニング ポート（通常は 49187）を表します。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して変更内容を有
効にする必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参照してください。

例

dpe rdu-server コマンドの使用例を次に示します。
dpe# dpe rdu-server 10.10.20.1 49187
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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dpe reload

dpe reload
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE を再起動するときに使用します。DPE は、リロード オペレーションを行う
前に実行されている必要があります。DPE が 60 秒以内に停止されていない場合、BACC エージェ
ントによって DPE が自動的に停止され、その旨を伝えるアラート メッセージが表示されます。メッ
セージが表示された後、DPE が再起動します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

dpe reload コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# dpe reload

コマンドを入力すると、DPE が再起動されたことを示すプロンプトが表示されます。

例

dpe reload コマンドの使用例を次に示します。
dpe# dpe reload
dpe has been restarted
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dpe shared-secret

dpe shared-secret
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、RDU との通信に必要な共有秘密情報を設定するときに使用します。2 台のサーバ
で設定された共有秘密情報が一致しない場合、通信は失敗します。セキュリティ上の理由から、こ
のコマンドはコンソール接続の場合にのみ利用できます。Telnet 接続の場合はアクセスできません。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。ハードウェア DPE で
は、コンソール モードでのみ使用できます。変更内容を有効にするには、DPE を再起動する必要
があります。

dpe shared-secret コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe shared-secret <secret>

<secret> は、RDU の共有秘密を表します。このコマンドをコンソール モードで実行した場合、こ
れは暗号化されたテキストとして表示されることがあります。Telnet セッションで実行した場合は、
共有秘密情報が設定されていることのみ通知されます。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して変更内容を有
効にする必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参照してください。

例

dpe shared-secret コマンドの使用例を次に示します。
dpe# dpe shared-secret private
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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dpe start

dpe start
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE を起動するときに使用します。DPE がすでに実行されているときは使用でき
ません。DPE を正常に起動しても、DPE が正常に実行されるという保証はありません。DPE ログ
をチェックして、DPE が正しく起動されたことを確認します。さらに、ログを定期的にチェックし
て、別のエラーが発生していないかどうかを確認します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

dpe start コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# dpe start

コマンドを入力すると、DPE が起動します。

例

dpe start コマンドの使用例を次に示します。
dpe# dpe start
dpe has been started

dpe stop
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE を停止するときに使用します。DPE が実行されていないときは使用できませ
ん。DPE が 60 秒以内に停止されていない場合、DPE エージェントによって DPE が自動的に停止さ
れ、その旨を伝えるアラート メッセージが表示されます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

dpe stop コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# dpe stop

コマンドを入力すると、DPE が停止します。

例

dpe stop コマンドの使用例を次に示します。
dpe# dpe stop
dpe has been stopped
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interface ethernet 0...1 provisioning enabled

interface ethernet 0...1 provisioning enabled
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、イーサネットのインターフェイスをプロビジョニング オペレーションに使用する
かどうかを制御するときに使用します。このコマンドは、スプリット ネットワーキングの使用を許
可するときに使用します。スプリット ネットワーキングとは、通信に直面するデバイスをプロビ
ジョニング システム側の通信と分離するための技術です。プロビジョニングがイネーブルになって
いるポートだけが、DHCP サーバとの通信に使用されます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

interface ethernet <0...1> provisioning enabled コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要
があります。
interface ethernet <0...1> provisioning enabled <true/false>

入力する内容は次のとおりです。
•

<0...1>：イーサネットのインターフェイスを表します。

•

<true/false>：このインターフェイスでプロビジョニングがイネーブルになっているかどうかを
示します。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参照してください。

例

interface ethernet <0...1> provisioning enabled コマンドの使用例を次に示します。
dpe# interface ethernet 0 provisioning enabled true
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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interface ethernet 0...1 provisioning fqdn

interface ethernet 0...1 provisioning fqdn
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、特定のインターフェイスに完全修飾ドメイン名を設定するときに使用します。プ
ロビジョニング FQDN は、特定の DPE インターフェイスを接続するためにデバイスに設定する
FQDN です。そのインターフェイス上でプロビジョニングがイネーブルになっている場合にのみ使
用されます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

interface ethernet <0...1> provisioning fqdn コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要が
あります。
interface ethernet <0...1> provisioning fqdn <fqdn>

入力する内容は次のとおりです。

（注）

•

<0...1>：イーサネットのインターフェイスを表します。

•

<fqdn>：特定のインターフェイスに設定される完全修飾ドメイン名を表します。

両方の DPE アプライアンス インターフェイスの IP をイネーブルにし、プロビジョニング FQDN を
同一の名前に設定しても、PacketCable には何の影響もありません。この音声技術には、常に最初
のインターフェイスの IP アドレスが使用されるためです。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参照してください。

例

interface ethernet <0...1> provisioning fqdn コマンドの使用例を次に示します。
dpe# interface ethernet 0 provisioning fqdn dpe.cisco.com
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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interface ethernet <intf0|intf1> provisioning enabled

interface ethernet <intf0|intf1> provisioning enabled
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、P.4-16 の「interface ethernet 0...1 provisioning enabled」のコマンドと同じ機能を実
行するときに使用します。唯一の例外は、このコマンドは Solaris DPE に限り実行可能であるとい
うことです。プロビジョニング FQDN は、特定の DPE インターフェイスを接続するためにデバイ
スに設定する FQDN です。そのインターフェイス上でプロビジョニングがイネーブルになっている
場合にのみ使用されます。

このコマンドは、Solaris DPE に限り使用できます。

interface ethernet [intf0/intf1] provisioning enabled コマンドを入力するときは、次の構文を使用する
必要があります。
interface ethernet <intf0/intf1> provisioning enabled <true/false>

入力する内容は次のとおりです。
•

<intf0/intf1>：イーサネットのインターフェイスを表します。

•

<true>：イネーブルになっているプロビジョニングを示します。

•

<false>：ディセーブルになっているプロビジョニングを示します。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参照してください。

例

interface ethernet [intf0/intf1] provisioning enabled コマンドの使用例を次に示します。
dpe# interface ethernet hme0 provisioning enabled true
% OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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interface ethernet <intf0|intf1> provisioning fqdn <fqdn>

interface ethernet <intf0|intf1> provisioning fqdn <fqdn>
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、特定のインターフェイスに完全修飾ドメイン名を設定するときに使用します。こ
れは、DHCP オプション 177 サブオプション -3 の SNMPEntity として送信される FQDN です。

このコマンドは、Solaris DPE に限り使用できます。

interface ethernet [intf0/intf1] provisioning fqdn コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必
要があります。
interface ethernet [intf0/intf1] provisioning fqdn <fqdn>

入力する内容は次のとおりです。
•

<intf0/intf1>：イーサネットのインターフェイスを表します。

•

<fqdn>：特定のインターフェイスに設定される完全修飾ドメイン名を表します。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参照してください。

例

interface ethernet [intf0/intf1] provisioning fqdn コマンドの使用例を次に示します。
dpe# interface ethernet hme0 provisioning fqdn cisco.com
% OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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show device-config

show device-config
使用上のガイドライン

このコマンドは、デバイス構成の設定を表示するときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show device-config コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
show device-config <mac>

<mac> には、任意のデバイスの MAC アドレスを指定します。有効な MAC アドレス形式は、
type,len,addr です。次の例を参考にしてください。
•

1,6,00:01:02:03:04:05、または

•

9,10,43:43:31:32:33:34:35:36:2d:41

正確なサイズのオクテット、たとえば 000102030405 や 00:01:02:03:04:05（MAC アドレス ヘッダー
が 1,6 である場合）も使用できます。

例

show device-config コマンドの使用例を次に示します。この使用例の目的上、DPE の MAC アドレス
を 1,6,00:00:00:00:00:03 と仮定します。
dpe# dpe show device-config 00:00:00:00:00:03
Retrieved the following configuration from DPE.
DHCP Configuration for device 1,6,00:00:00:00:00:03 in default provisioning-group
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

（注）

ここでは、デモのためにコマンドの出力例の一部のみ紹介しています。
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show dpe

show dpe
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE が実行されているかどうかをチェックするときに使用します。結果として、
プロセスの状態および稼動の統計（実行されている場合）が表示されます。このコマンドによって、
DPE が正常に実行されているかどうかは確認できません。プロセスが実行されているかどうかのみ
示されます。ただし、DPE が実行されているときに出力される DPE 統計は、DPE によって要求が
正常にサービスされているかどうかを確認するために使用できます。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show dpe コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show dpe

コマンドを入力すると、選択した DPE の稼動情報が表示されます。

例

show dpe コマンドの使用例を次に示します。
例 1：
dpe# show dpe
CSRC BPR Device Provisioning Engine is not running

結果：
これは、DPE が実行されていないときの結果です。
例 2：
dpe# show dpe
BPR Agent is running
dpe is running
Version BPR 2.7 (cbpr_27_L_000000000000).
Caching 0 device configs and 0 external files.
Received 0 cache hits and 0 misses.
Received 0 lease updates.
Connection status is Disconnected.
Sent 0 SNMP informs and 0 SNMP sets.
Received 0 MTA provisioning successful SNMP informs.
Received 0 MTA provisioning failed SNMP informs.
Running for 6 days 41 mins 35 secs.

結果：
これは、DPE が実行されているときの結果です。
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show dpe config

show dpe config
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、現在の DPE 設定を表示するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show dpe config コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# show dpe config

コマンドを入力すると、DPE 設定が表示されます。

例

show dpe config コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show dpe config
dpe port = 49186
rdu host = host.cisco.com
rdu port = 49187
primary groups = Default
secondary groups = [no value]
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tftp allow-create-dirs

tftp allow-create-dirs
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、TFTP の書き込み要求によるディレクトリの作成を許可するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# tftp allow-create-dirs

例

tftp allow-create-dirs コマンドの使用例を次に示します。
dpe# tftp allow-create-dirs
%OK

（注）

TFTP の読み取りオペレーション中、TFTP サーバではキャッシュのみが検索されます。ただし、tftp
allow-read-access CLI コマンドが実行されている場合、キャッシュの前にローカル ファイル システ
ムが検索されます。必要なファイルがローカル ファイル システムに存在する場合は、そこから読
み取りが行われます。それ以外の場合、TFTP サーバではキャッシュだけが検索され、そこにファ
イルが存在すればそのまま使用されます。キャッシュにファイルが存在しない場合、TFTP サーバ
から RDU にファイルの要求が送信されます。
TFTP では、DPE キャッシュへの書き込みは行われません。対象となるのは、ローカル ファイル シ
ステムだけです。tftp allow-write-access DPE CLI コマンドを実行すると、TFTP ホーム ディレクトリ
に書き込むことができます。デフォルトでは、ディレクトリの作成やファイルの上書きは許可され
ていませんが、tftp allow-create-dirs や tftp allow-override コマンドを使用すれば可能になります。

no tftp allow-create-dirs
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、TFTP の書き込み要求によるディレクトリの作成をディセーブルにするときに使
用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# no tftp allow-create-dirs

例

no tftp allow-create-dirs コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no tftp allow-create-dirs
%OK
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tftp allow-override

tftp allow-override
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、TFTP の書き込み要求による既存ファイルの上書きを許可するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# tftp allow-override

例

tftp allow-override コマンドの使用例を次に示します。
dpe# tftp allow-override
%OK

no tftp allow-override
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、TFTP の書き込み要求による既存ファイルの上書きをディセーブルにするときに
使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# no tftp allow-override

例

no tftp allow-override コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no tftp allow-override
%OK
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tftp allow-read-access

tftp allow-read-access
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ファイル システムからの TFTP の読み取り要求をイネーブルにするときに使用し
ます。このコマンドがイネーブルなとき、ローカル ディレクトリに DPE の必要なファイルが見つ
からない場合は、DPE キャッシュが検索されます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# tftp allow-read-access

例

tftp allow-read-access コマンドの使用例を次に示します。
dpe# tftp allow-read-access
%OK

no tftp allow-read-access
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ファイル システムからの TFTP の読み取り要求をディセーブルにするときに使用
します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# no tftp allow-read-access

例

no tftp allow-read-access コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no tftp allow-read-access
%OK

Cisco Broadband Access Center for Cable CLI リファレンス
OL-4696-01-J

4-25

第4章

Device Provisioning Engine 構成のコマンド

tftp allow-write-access

tftp allow-write-access
使用上のガイドライン

（注）

例

このコマンドは、ローカル ファイル システムへの TFTP の書き込み要求をサポートするときに使用
します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

tftp allow-write-access コマンドの使用例を次に示します。
dpe# tftp allow-write-access
%OK

no tftp allow-write-access
使用上のガイドライン

（注）

例

このコマンドは、ファイル システムへの TFTP の書き込み要求をディセーブルにするときに使用し
ます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no tftp allow-write-access コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no tftp allow-write-access
%OK
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tftp verify-ip

tftp verify-ip
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、TFTP の動的構成要求における要求者の IP アドレスの検証をイネーブルにすると
きに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

tftp verify-ip コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# tftp verify-ip

例

tftp verify-ip コマンドの使用例を次に示します。
dpe# tftp verify-ip
%OK

no tftp verify-ip
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、TFTP の動的構成要求における要求者の IP アドレスの検証をディセーブルにする
ときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no tftp verify-ip コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no tftp verify-ip

例

no tftp verify-ip コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no tftp verify-ip
%OK
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no tftp verify-ip
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ログ システム管理のコマンド
この章では、Broadband Access Center for Cable（BACC）の Device Provisioning Engine（DPE）のロ
グ システムを管理および監視するために使用できるコマンドライン インターフェイス（CLI）コマ
ンドについて詳細に説明しています。
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コマンド

コマンド
ここでは、DPE ログの管理方法に影響するシステム コマンドについて説明します。次のようなコ
マンドがあります。

（注）

•

clear logs（P.5-3）

•

debug dpe cache（P.5-4）

•

no debug dpe cache（P.5-4）

•

debug dpe connection（P.5-5）

•

no debug dpe connection（P.5-5）

•

debug dpe dpe-server（P.5-6）

•

no debug dpe dpe-server（P.5-6）

•

debug dpe event-manager（P.5-7）

•

no debug dpe event-manager（P.5-7）

•

debug dpe exceptions（P.5-8）

•

no debug dpe exceptions（P.5-8）

•

debug dpe framework（P.5-9）

•

no debug dpe framework（P.5-9）

•

debug dpe messaging（P.5-10）

•

no debug dpe messaging（P.5-10）

•

debug dpe tftp（P.5-11）

•

no debug dpe tftp（P.5-11）

•

debug on（P.5-12）

•

no debug（P.5-12）

•

log level（P.5-13）

•

show log（P.5-14）

•

show log last <1..999>（P.5-14）

•

show log run（P.5-15）

•

show syslog（P.5-15）

•

show syslog last（P.5-16）

•

show syslog run（P.5-16）

•

syslog log-server（P.5-17）

•

no syslog log-server（P.5-18）

•

syslog mode both（P.5-18）

•

syslog mode local（P.5-19）

•

syslog mode remote（P.5-19）

どのデバッグ コマンドを使用する場合も、DPE のデバッグをイネーブルにしておく必要がありま
す。この機能をイネーブルにするには、debug on コマンドを実行します。
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clear logs

clear logs
使用上のガイドライン

このコマンドは、システムに存在する古いログ ファイルを削除するときに使用します。次のファイ
ルが対象となります。
•

DPE ログ ファイル

•

ハードウェア ログ ファイル

•

syslog ファイル

時の経過とともに、古いログ ファイルは DPE 内に蓄積します。このようなログをバンドルするに
は、support bundle state コマンドを使用します。ログをクリアする前に、バンドルを作成すること
をお勧めします。これによって、必要なファイルが消失してしまうのを防ぐことができます。

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

clear logs コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# clear logs

このコマンドを使用すると、ログをグリアしていることを示すプロンプトが表示されます。クリア
されたログ ファイルの数も示されます。

例

clear logs コマンドの使用例を次に示します。
dpe# clear logs
Clearing historic log files...
+ Removing 1 DPE log files...
+ No more historic logs.
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debug dpe cache

debug dpe cache
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE キャッシュのデバッグ ロギングをイネーブルにするときに使用します。次
のような DPE キャッシュに関するメッセージが記録されます。
•

キャッシュ エントリのロギングの要求

•

キャッシュのアップデート

•

DPE サブシステムによるその他のインタラクション

このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

debug dpe cache コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# debug dpe cache

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# debug dpe cache
%OK

no debug dpe cache
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE キャッシュのデバッグ ロギングをディセーブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no debug dpe cache コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no debug dpe cache

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# no debug dpe cache
%OK
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debug dpe connection

debug dpe connection
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE 接続のデバッグをイネーブルにするときに使用します。通信サブシステムの
ステータスやエラー メッセージが記録されます。DPE と RDU との間の通信に関する問題を検出す
るために役立ちます。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

debug dpe connection コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# debug dpe connection

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# debug dpe connection
%OK

no debug dpe connection
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE 接続のデバッグをディセーブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no debug dpe connection コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no debug dpe connection

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# no debug dpe connection
%OK
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debug dpe dpe-server
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE サーバのデバッグをイネーブルにするときに使用します。DPE サーバの総合
的なステータスや問題に関するログ メッセージが記録されます。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

debug dpe dpe-server コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# debug dpe dpe-server

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# debug dpe dpe-server
%OK

no debug dpe dpe-server
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE サーバのデバッグをディセーブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no debug dpe dpe-server コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no debug dpe dpe-server

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# no debug dpe dpe-server
%OK
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debug dpe event-manager

debug dpe event-manager
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE イベント マネージャのデバッグをイネーブルにするときに使用します。イ
ベント マネージャのステータスに関するログ メッセージや状態が記録されます。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

debug dpe event-manager コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# debug dpe event-manager

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# debug dpe event-manager
%OK

no debug dpe event-manager
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE イベント マネージャのデバッグをディセーブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no debug dpe event-manager コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no debug dpe event-manager

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# no debug dpe event-manager
%OK
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debug dpe exceptions

debug dpe exceptions
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE 例外のデバッグをイネーブルまたはディセーブルにするときに使用します。
システムのオペレーション中に発生した例外の完全なスタック トレースが記録されます。システム
の破損や異常動作のように異例の事態が発生した場合、Cisco TAC サポートにお問い合せいただく
前にこのコマンドを実行すると、貴重な情報を提示することができます。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

debug dpe exceptions コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# debug dpe exceptions

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# debug dpe exceptions
%OK

no debug dpe exceptions
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE 例外のデバッグをディセーブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no debug dpe exceptions コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no debug dpe exceptions

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# no debug dpe exceptions
%OK

Cisco Broadband Access Center for Cable CLI リファレンス

5-8

OL-4696-01-J

第5章

ログ システム管理のコマンド
debug dpe framework

debug dpe framework
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE フレームワークのデバッグをイネーブルにするときに使用します。DPE サー
バの基礎をなすフレームワークに関するログ情報が記録されます。この基礎をなすインフラストラ
クチャによって、BACC の各種サーバは支えられています。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

debug dpe framework コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# debug dpe framework

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# debug dpe framework
%OK

no debug dpe framework
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE フレームワークのデバッグをディセーブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no debug dpe framework コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no debug dpe framework

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# no debug dpe framework
& OK
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debug dpe messaging

debug dpe messaging
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE メッセージングのデバッグをイネーブルにするときに使用します。DPE の
メッセージング サブシステムに関する詳細情報が記録されます。このサブシステムは、主に DPE
と RDU との間の通信に使用されます。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

debug dpe messaging コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# debug dpe messaging

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# debug dpe messaging
%OK

no debug dpe messaging
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE メッセージングのデバッグをディセーブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no debug dpe messaging コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no debug dpe messaging

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# no debug dpe messaging
%OK
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debug dpe tftp

debug dpe tftp
使用上のガイドライン

このコマンドは、TFTP 転送のデバッグをイネーブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

debug dpe tftp コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# debug dpe tftp

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# debug dpe tftp
%OK

no debug dpe tftp
使用上のガイドライン

このコマンドは、TFTP メッセージのデバッグをディセーブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no debug dpe tftp コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no debug dpe tftp

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# no debug dpe tftp
%OK
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debug on

debug on
使用上のガイドライン

このコマンドは、デバッグ ロギングをイネーブルにするときに使用します。予想されるシステムの
問題をトラブルシューティングするときに役立ちます。このコマンド以外に、debug dpe cache など
のコマンドを使用して、特定のデバッグ カテゴリを個々にイネーブルにする必要があります。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

debug on コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# debug on

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# debug on
%OK

注意

デバッグ ロギングをイネーブルにすると、DPE のパフォーマンスにサーバの影響が及ぶ可能性が
あります。デバッグをイネーブルにした状態で、DPE を長時間にわたって実行しないようにしま
す。

no debug
使用上のガイドライン

このコマンドは、すべてのデバッグ ロギングをディセーブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no debug コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no debug

例

このコマンドには、特別な構文は必要ありません。次の例に示すように入力します。
dpe# no debug
%OK
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log level

log level
使用上のガイドライン

このコマンドは、保存される DPE ログ メッセージの最小レベルを設定するときに使用します。ロ
グ レベルの詳細については、
『Cisco Broadband Access Center for Cable Administrator’s Guide』を参照
してください。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

DPE の CLI コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
log level <number>

入力する内容は次のとおりです。
•

<number>：保存されるログ レベルを数字で表します。DPE のログ レベルは次のとおりです。
− 0（緊急）：緊急なメッセージをすべて保存するようにロギング サービスを設定します。
− 1（アラート）：即時のアクションが必要なアクティビティ、およびそれ以上のレベルのア
クティビティをすべて保存するようにロギング サービスを設定します。
− 2（クリティカル）
：異常な状態、およびそれ以上のレベルの状態をすべて保存するように
ロギング サービスを設定します。
− 3（エラー）
：エラー メッセージ、およびそれ以上のレベルのメッセージをすべて保存する
ようにロギング サービスを設定します。
− 4（警告）：警告メッセージ、およびそれ以上のレベルのメッセージをすべて保存するよう
にロギング サービスを設定します。
− 5（通知）：通知メッセージ、およびそれ以上のレベルのメッセージをすべて保存するよう
にロギング サービスを設定します。
− 6（情報）
：出力されたログ メッセージをすべて保存するようにロギング サービスを設定し
ます。
− 7（デバッグ）
：デバッグ アクティビティに使用されたメッセージをすべて保存するように
ロギング サービスを設定します。

例

情報メッセージを保存する場合の log level コマンドの使用例を次に示します。
dpe# log level 6
% OK
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show log

show log
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE の最新のログ エントリをすべて表示するときに使用します。ログには、シ
ステム エラーや重大な問題のロギングを含め、一般的な DPE プロセスの情報が記録されます。シ
ステムが困難な状態に陥っているときは、このログをチェックします。ログに含まれる情報が不十
分な場合は、デバッグ ロギング機能をイネーブルにして、問題に関連したカテゴリをさまざまに変
更してみます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show log コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
show log

例

show log コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show log
2001 12 21 11:22:20 CDT: %BPR-5: Notification DPE: Device Provisioning Engine starting
up

show log last <1..999>
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE の最新のログ エントリのうち、指定された数だけを表示するときに使用し
ます。システムが困難な状態に陥っているときは、このログをチェックします。ログに含まれる情
報が不十分な場合は、デバッグ ロギング機能をイネーブルにして、問題に関連したカテゴリをさま
ざまに変更してみます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show log last コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
show log last <1..999>

<1..999> は、表示するログ エントリの数を表します。

例

show log last コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show log last 1
2001 12 21 11:28:17 CDT: %BPR-5: Notification DPE: Device Provisioning Engine starting
up
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show log run

show log run
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、実行中の DPE ログを表示するときに使用します。このコマンドを実行すると、
DPE ログに記録されたすべてのメッセージの表示が開始されます。コマンドの実行は、Enter キー
を押すまで継続されます。システムが困難な状態に陥っているときは、このログをチェックします。
ログに含まれる情報が不十分な場合は、デバッグ ロギング機能をイネーブルにして、問題に関連し
たカテゴリをさまざまに変更してみます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show log run コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# show log run

例

show log run コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show log run
Press <enter> to stop.
2001 12 21 11:43:43 CDT:
up
2001 12 21 11:43:44 CDT:
BPR_host.cisco.com:49187
2001 12 21 11:43:44 CDT:

%BPR-5: Notification DPE: Device Provisioning Engine starting
%BPR-6: Info DPE: Attempt to connect to RDU
failed;
%BPR-6: Info TFTP: Ready to service requests

Stopped.

show syslog
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE の最新の syslog エントリをすべて表示するときに使用します。syslog ファイ
ルには、DPE に関連した各種プロセスからのアラートを含め、一般的な DPE システムの情報が記
録されます。システムが困難な状態に陥っているときは、このログをチェックします。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

show syslog コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# show syslog

例

show syslog コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show syslog
Jan 2 12:27:37 test-dpe-2 BPR: %DPE-1-109: Failed to connect to RDU
...

（注）

ここでは、出力例の一部のみ紹介しています。
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show syslog last

show syslog last
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE の最新の syslog エントリのうち、指定された数だけを表示するときに使用し
ます。syslog ファイルには、DPE に関連した各種プロセスからのアラートを含め、一般的な DPE シ
ステムの情報が記録されます。システムが困難な状態に陥っているときは、このログをチェックし
ます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
show syslog last <1.999>

<1..999> は、表示する syslog エントリの数を表します。

例

show syslog last コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show syslog last 1
Jan 2 12:27:37 test-dpe-2 BPR: %DPE-1-109: Failed to connect to RDU

show syslog run
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、実行中の syslog を表示するときに使用します。このコマンドを実行すると、syslog
ログに記録されたすべてのメッセージの表示が開始されます。コマンドの実行は、Enter キーを押
すまで継続されます。syslog には、DPE に関連した各種プロセスからのアラートを含め、一般的な
DPE システムの情報が記録されます。システムが困難な状態に陥っているときは、このログを
チェックします。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

show syslog run コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# show syslog run

例

show syslog run コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show syslog run
Press <enter> to stop.
Jan 2 12:27:37 test-dpe-2 BPR: %DPE-1-109: Failed to connect to RDU
Stopped.

Cisco Broadband Access Center for Cable CLI リファレンス

5-16

OL-4696-01-J

第5章

ログ システム管理のコマンド
syslog log-server

syslog log-server
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、syslog モードが両方またはリモートのみに設定されている場合に syslog メッセー
ジを送信するように、ログ サーバを構成するときに使用します。モードがローカルのみに設定され
ている場合、この設定を変更しても効果はありません。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

syslog log-server コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
syslog log-server <x.x.x.x>

<x.x.x.x> は、ログ サーバの IP アドレスを表します。
このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.2-19 の「reload」を参照してください。

例

syslog log-server コマンドの使用例を次に示します。
dpe# syslog log-server 10.10.10.15
%OK (Requires appliance restart "> reload")
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no syslog log-server

no syslog log-server
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、syslog サーバに割り当てられた設定をクリアするときに使用します。syslog モー
ドが両方またはリモートのみに設定されている場合に syslog ログ サーバをクリアすると、新しいロ
グ サーバが構成されるまで、ログ モードは自動的にローカルに設定されます。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

no syslog log-server コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no syslog log-server

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.2-19 の「reload」を参照してください。

例

no syslog log-server コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no syslog log-server
%OK (Requires appliance restart "> reload")

syslog mode both
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、リモート サーバにメッセージを送信し、メッセージはローカルのログに保存する
ように、syslog サブシステムを構成するときに使用します。リモート システムは syslog メッセージ
を受け取るように構成されている必要があります。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

syslog mode both コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# syslog mode both

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.2-19 の「reload」を参照してください。

例

syslog mode コマンドの使用例を次に示します。
dpe# syslog mode both
%OK (Requires appliance restart "> reload")
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syslog mode local

syslog mode local
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ログ メッセージをローカルだけに記録するように、syslog サブシステムを構成す
るときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

syslog mode local コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# syslog mode local

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.2-19 の「reload」を参照してください。

例

syslog mode コマンドの使用例を次に示します。
dpe# syslog mode local
%OK (Requires appliance restart "> reload")

syslog mode remote
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、リモート サーバにメッセージを送信し、メッセージはローカルのログに保存しな
いように、syslog サブシステムを構成するときに使用します。リモート システムは syslog メッセー
ジを受け取るように構成されている必要があります。

このコマンドは、ハードウェア DPE に限り使用できます。

syslog mode remote コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# syslog mode remote

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に reload コマンドを実行して変更内容を有効に
する必要があります。詳細については、P.2-19 の「reload」を参照してください。

例

syslog mode コマンドの使用例を次に示します。
dpe# syslog mode remote
%OK (Requires appliance restart "> reload")

Cisco Broadband Access Center for Cable CLI リファレンス
OL-4696-01-J

5-19

第5章

ログ システム管理のコマンド

syslog mode remote
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PacketCable 音声技術のコマンド
こ の 章 で は、Broadband Access Center for Cable（BACC）の Device Provisioning Engine（DPE）の
PacketCable 音声技術を管理および監視するために使用できるコマンドライン インターフェイス
（CLI）コマンドについて詳細に説明しています。

コマンド
ここでは、DPE の PacketCable（音声技術）機能に作用するコマンドについて説明します。次のよ
うなコマンドがあります。

（注）

•

debug dpe netsnmp（P.6-2）

•

no debug dpe netsnmp（P.6-2）

•

debug dpe registration（P.6-3）

•

debug dpe registration-detail（P.6-3）

•

no debug dpe registration（P.6-4）

•

no debug dpe registration-detail（P.6-4）

•

debug dpe snmp（P.6-5）

•

no debug dpe snmp（P.6-5）

•

no packetcable（P.6-6）

•

packetcable enable（P.6-6）

•

packetcable registration encryption（P.6-7）

•

no packetcable registration encryption（P.6-7）

•

packetcable registration kdc-service-key（P.6-8）

•

packetcable registration policy-privacy（P.6-9）

•

packetcable snmp key-material（P.6-10）

•

no packetcable snmp key-material（P.6-11）

•

packetcable snmp timeout（P.6-11）

•

show packetcable snmp log（P.6-12）

•

show packetcable snmp log last <1..9999>（P.6-12）

•

show packetcable snmp log run（P.6-13）

どのデバッグ コマンドを使用する場合も、DPE のデバッグをイネーブルにしておく必要がありま
す。この機能をイネーブルにするには、debug on コマンドを実行します。
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debug dpe netsnmp

debug dpe netsnmp
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE で実行されている PacketCable SNMP サービスの詳細なデバッグをイネーブ
ルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

debug dpe netsnmp コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# debug dpe netsnmp

例

debug dpe netsnmp コマンドの使用例を次に示します。
dpe# debug dpe netsnmp
%OK

no debug dpe netsnmp
このコマンドは、DPE で実行されている PacketCable SNMP サービスの詳細なデバッグをディセー
ブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no debug dpe snmp コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# no debug dpe snmp

例

no debug dpe netsnmp コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no debug dpe netsnmp
%OK
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debug dpe registration

debug dpe registration
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE で実行されている PacketCable のセキュアな登録サービスのデバッグをイ
ネーブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

debug dpe registration コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# debug dpe registration

例

debug dpe registration コマンドの使用例を次に示します。
dpe# debug dpe registration
%OK

debug dpe registration-detail
使用上のガイドライン

このコマンドは、デバッグ メッセージの PacketCable 登録詳細カテゴリをイネーブルにするときに
使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

debug dpe registration-detail コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# debug dpe registration-detail

例

debug dpe registration-detail コマンドの使用例を次に示します。
dpe# debug dpe registration-detail
%OK
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no debug dpe registration

no debug dpe registration
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE で実行されている PacketCable のセキュアな登録サービスのデバッグをディ
セーブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no debug dpe registration コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# no debug dpe registration

例

no debug dpe registration コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no debug dpe registration
%OK

no debug dpe registration-detail
使用上のガイドライン

このコマンドは、デバッグ メッセージの PacketCable 登録詳細カテゴリをディセーブルにするとき
に使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no debug dpe registration-detail コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# no debug dpe registration-detail

例

no debug dpe registration-detail コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no debug dpe registration-detail
%OK
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debug dpe snmp

debug dpe snmp
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE で実行されている PacketCable SNMP サービスの詳細なデバッグをイネーブ
ルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

debug dpe snmp コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# debug dpe snmp

例

debug dpe snmp コマンドの使用例を次に示します。
dpe# debug dpe snmp
%OK

no debug dpe snmp
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE で実行されている PacketCable SNMP サービスの詳細なデバッグをディセー
ブルにするときに使用します。
このコマンドをライセンスのない DPE で実行した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
This DPE is not licensed. Your request cannot be serviced.
Please check with your system administrator for DPE licenses.

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no debug dpe snmp コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# no debug dpe snmp

例

no debug dpe snmp コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no debug dpe snmp
%OK
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no packetcable

no packetcable
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、PacketCable サービスをディセーブルにするときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no packetcable コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# no packetcable

コマンドを入力すると、PacketCable 音声技術のサポートが DPE 上でディセーブルになります。こ
のコマンドを使用したときは、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して DPE を再起動
することで変更内容を有効にする必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参照
してください。

例

no packetcable コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no packetcable
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")

packetcable enable
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、PacketCable サービスをイネーブルにするときに使用します。PacketCable をイネー
ブルにするには、次の作業を行う必要があります。
•

FQDN のインターフェイスを少なくとも 1 つ設定し、プロビジョニングをイネーブルにします。

•

KDC サービス キーを設定します。詳細については、P.6-8 の「packetcable registration
kdc-service-key」を参照してください。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

packetcable enable コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# packetcable enable

コマンドを入力すると、PacketCable 音声技術が DPE 上でイネーブルになります。このコマンドを
使用したときは、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して DPE を再起動することで変
更内容を有効にする必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参照してください。

例

packetcable enable コマンドの使用例を次に示します。
dpe# packetcable enable
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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packetcable registration encryption

packetcable registration encryption
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、MTA 設定ファイルの暗号化をイネーブルにするときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

packetcable registration encryption コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# packetcable registration encryption

例

packetcable registration encryption コマンドの使用例を次に示します。
dpe# packetcable registration encryption
%OK

no packetcable registration encryption
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、MTA 設定ファイルの暗号化をディセーブルにするときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no packetcable registration encryption コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# no packetcable registration encryption

例

no packetcable registration encryption コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no packetcable registration encryption
%OK
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packetcable registration kdc-service-key

packetcable registration kdc-service-key
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、KDC と DPE との間の通信に必要なセキュリティ キーを生成および設定するとき
に使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。ハードウェア DPE で
は、コンソール モードでのみ使用できます。

packetcable registration kdc-service-key コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があ
ります。
dpe# packetcable registration kdc-service-key <password>

この <password> は、任意に作成するパスワードで、長さは 6 〜 20 文字です。

（注）

このコマンドで入力するパスワードは、KDC の設定時に Keygen ツールで入力したパスワードと一
致している必要があります。KeyGen ツールの使用方法については、
『Cisco Broadband Access Center
for Cable Administrators Guide』を参照してください。

コマンドを入力すると、セキュリティ キーが生成されます。このコマンドを使用したときは、この
コマンドの後に dpe reload コマンドを実行して DPE を再起動することで変更内容を有効にする必
要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参照してください。

例

packetcable registration kdc-service-key コマンドの使用例を次に示します。
dpe# packetcable registration kdc-service-key ciscosystems101
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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packetcable registration policy-privacy

packetcable registration policy-privacy
この CLI コマンドは、MTA 通信における SNMP プライバシーの施行に関するカスタマー ポリシー
を設定するときに使用します。0 の値を入力すると、MTA では SNMP-v3 のプライバシー オプショ
ンが選択されます。0 以外の値を入力すると、プロビジョニング サーバによって SNMPv3 のプライ
バシー オプションが特定のプロトコルに設定されます（現在は DES に制限されています）。

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

packetcable registration policy-privacy コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があり
ます。
dpe# packetcable registration policy-privacy <value>

入力する内容は次のとおりです。
•

<value>：カスタマー ポリシーを表す 0、または 0 以外の値を入力します。次のような値があり
ます。
− 0：MTA でプライバシー オプションが選択されることを示します（プライバシーがオプ
ションである場合）。
− 1：デフォルトの値です。ポリシーが施行されることを示し、すべての MTA でプライバ
シーが使用されます。プライバシーが使用されない場合、MTA は起動しません。
− 32：プライバシーが存在しないことを示します。
− 33：すべてのデバイスでプライバシーがイネーブルになっていることを示します。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して DPE を再起
動することで変更内容を有効にする必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参
照してください。

例

packetcable registration policy-privacy コマンドの使用例を次に示します。
dpe# packetcable registration policy-privacy 1
%OK (Requires DPE restart “> dpe reload”>
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packetcable snmp key-material

packetcable snmp key-material
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、RDU とのセキュアな通信に必要なセキュリティ キーを DPE で生成および設定す
るときに、コンソール モードで使用します。RDU とのセキュアな通信チャネルは、PacketCable
SNMPv3 のクローニング サポートにのみ使用されます。

コマンドライン ツール generateSharedSecret.sh を使用して、RDU 上に同じキーを設定する必要が
あります。このツールは <BACC_HOME>/rdu/bin ディレクトリにあります。このコマンドは、ハー
ドウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。ハードウェア DPE では、コンソール モード
でのみ使用できます。

packetcable snmp key-material コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# packetcable snmp key-material <password>

この <password> は、任意に作成するパスワードで、長さは 6 〜 20 文字です。

（注）

この CLI コマンドを実行した後、変更内容を有効にするために DPE をリロードする必要がありま
す。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して DPE を再起
動することで変更内容を有効にする必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参
照してください。

例

packetcable snmp key-material コマンドの使用例を次に示します。
dpe# packetcable snmp key-material ciscosystems101
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")
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no packetcable snmp key-material

no packetcable snmp key-material
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、SNMPv3 サービス キーをクリアして、SNMPv3 のクローニング サポートをオフ
にするときに使用します。セキュリティ上の理由から、このコマンドは Telnet セッションの使用時
には利用できません。また、コンソール モードからのみ設定可能です。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no packetcable snmp key-material コマンドを入力するときは、次のように入力するだけです。
dpe# no packetcable snmp key-material

コマンドを入力すると、SNMP キー関連情報が使用不可になります。このコマンドを使用したとき
は、このコマンドの後に dpe reload コマンドを実行して DPE を再起動することで変更内容を有効
にする必要があります。詳細については、P.4-13 の「dpe reload」を参照してください。

例

no packetcable snmp key-material コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no packetcable snmp key-material
%OK (Requires DPE restart "> dpe reload")

packetcable snmp timeout
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、PacketCable SNMP サービスで、SNMP の SET オペレーションに対する応答の待
機時間（秒単位）を動的に設定するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

packetcable snmp timeout コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
packetcable snmp timeout <time>

<time> は、PacketCable SNMP サービスの待機時間を秒単位で示します。デフォルトの値は 10 秒で
す。

例

packetcable snmp timeout コマンドの使用例を次に示します。
dpe# packetcable snmp timeout 15
%OK
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show packetcable snmp log

show packetcable snmp log
使用上のガイドライン

（注）

例

このコマンドは、PacketCable SNMP プロビジョニング サービスの最新のログ エントリを表示する
ときに使用します。このログには、一般的な PacketCable SNMP プロビジョニング サービス、およ
び MTA プロビジョニングのエラーや重大な問題のロギングに関する情報が含まれます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show packetcable snmp log コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show packetcable snmp log
Error [SS_MSG] 2003-03-18 14:30:44,000 - SNMP Service Tracing Set To 400
...

（注）

ここでは、出力例の一部のみ紹介しています。

show packetcable snmp log last <1..9999>
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、PacketCable SNMP ログ ファイルの中から、指定された数の行を表示するときに
使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
show packetcable snmp log last <1..9999>

<1..9999> は、表示するログ ファイルの行数を表します。

例

show packetcable snmp log last コマンドの使用例を次に示します。
dpe# show packetcable snmp log last 1
Error [SS_MSG] 2003-03-18 14:35:44,000 - SNMP Service Tracing Set To 800
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show packetcable snmp log run

show packetcable snmp log run
使用上のガイドライン

（注）

例

このコマンドは、最新の PacketCable SNMP サービスのログ ファイルを表示するときに使用します。
コマンドが中断されるまでの新しいログ メッセージもすべて表示されます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

show packetcable snmp log run コマンドの使用例を次に示します。
dpe # show packetcable snmp log run
Press <enter> to stop.
2003 12 17 11:43:43 CDT: %CSRC-5: Notification DPE: Device Provisioning Engine
starting up
2003 12 17 11:43:44 CDT: %CSRC-6: Info DPE: Attempt to connect to RDU dpe failed;
2003 12 17 11:43:44 CDT: %CSRC-6: Info TFTP: Ready to service requests
Stopped.
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show packetcable snmp log run
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SNMP エージェントのコマンド
この章では、Broadband Access Center for Cable（BACC）の Device Provisioning Engine（DPE）にあ
る SNMP エージェントを管理および監視するために使用できるコマンドライン インターフェイス
（CLI）コマンドについて詳細に説明しています。

コマンド
ここでは、DPE SNMP エージェントに作用する次のコマンドについて説明します。
•

snmp-server community string [ro|rw]（P.7-2）

•

no snmp-server community string（P.7-3）

•

snmp-server host（P.7-4）

•

no snmp-server host（P.7-5）

•

snmp-server reload（P.7-6）

•

snmp-server start（P.7-7）

•

snmp-server stop（P.7-7）

•

snmp-server contact（P.7-8）

•

no snmp-server contact（P.7-8）

•

snmp-server location（P.7-9）

•

no snmp-server location（P.7-9）

•

snmp-server inform（P.7-10）

•

no snmp-server inform（P.7-11）

•

snmp-server udp-port（P.7-11）

•

no snmp-server udp-port（P.7-12）
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snmp-server community string [ro|rw]

snmp-server community string [ro|rw]
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、外部の SNMP マネージャが DPE の SNMP エージェントにアクセスするための、
コミュニティのアクセス ストリングを設定するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

snmp-server community コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
snmp-server community string [ro | rw]

入力する内容は次のとおりです。
•

<string>：SNMP コミュニティを表します。

•

<ro>：読み取り専用（ro）コミュニティ ストリングを割り当てます。実行できるのは Get 要求
（クエリー）だけです。NMS と管理対象デバイスは、同じコミュニティ ストリングを参照する
必要があります。

•

<rw>：読み取りと書き込み（rw）コミュニティ ストリングを割り当てます。SNMP アプリケー
ションでは、Set オペレーションに rw アクセスが必要です。rw コミュニティ ストリングを使
用すると、OID 値への書き込みアクセスが可能になります。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に snmp-server reload コマンドを実行して
SNMP エージェントを再起動する必要があります。詳細については、P.7-6 の「snmp-server reload」
を参照してください。

例

snmp-server community コマンドの使用例を次に示します。
dpe# snmp-server community test_community ro
%OK (Requires SNMP restart "> snmp-server reload")
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no snmp-server community string

no snmp-server community string
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、特定のコミュニティ ストリングを削除するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

no snmp-server community string コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
no snmp-server community string

入力する内容は次のとおりです。
•

例

<string>：SNMP コミュニティを表します。

no snmp-server community コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no snmp-server community test_community
%OK (Requires SNMP restart "> snmp-server reload")
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snmp-server host

snmp-server host
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、すべての SNMP 通知の受信者を指定し、複数のホストにトラップまたは通知のい
ずれかを送信するように SNMP エージェントを設定するときに使用します。このコマンドを複数の
インスタンスで使用して、複数の通知受信者を指定することができます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

snmp-server host コマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
snmp-server host <host-addr> notification [community <community>] [udp-port <port>]

入力する内容は次のとおりです。
•

<host-addr>：通知の送信先となるホストの IP アドレスを指定します。

•

<community>：SNMP 通知の送信中に使用するコミュニティ ストリングを指定します。

•

<port>：SNMP 通知の送信に使用する UDP ポートを表します。デフォルトの UDP ポート番号
は 162 です。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に snmp-server reload コマンドを実行して
SNMP エージェントを再起動する必要があります。詳細については、P.7-6 の「snmp-server reload」
を参照してください。

例

snmp-server host コマンドの使用例を次に示します。
dpe# snmp-server host 10.10.10.5 notification community public udp-port 162
%OK (Requires SNMP server restart "> snmp-server reload")
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no snmp-server host

no snmp-server host
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、指定された通知受信者を削除するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
no snmp-server host <host-add> notification

入力する内容は次のとおりです。
•

<host-add>：ホストの IP アドレスを表します。

このコマンドを使用したときは、このコマンドの後に snmp-server reload コマンドを実行して
SNMP エージェントを再起動する必要があります。詳細については、P.7-6 の「snmp-server reload」
を参照してください。

例

このコマンドの使用例を次に示します。
dpe# no snmp-server host 10.10.10.5 notification
%OK (Requires SNMP server restart "> snmp-server reload")
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snmp-server reload

snmp-server reload
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE で SNMP エージェントのプロセスをリロードするときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
snmp-server reload

このコマンドを入力すると、リロードされた SNMP エージェント プロセスが表示されます。

例

ハードウェア DPE での snmp-server reload コマンドの使用例を次に示します。
dpe# snmp-server reload
nativeSnmpAgent has been restarted
%OK

Solaris DPE での snmp-server reload コマンドの使用例を次に示します。
dpe# snmp-server reload
nativeSnmpAgent has been restarted
dpeSnmpAgent has been restarted
%OK
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snmp-server start

snmp-server start
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE で SNMP エージェントのプロセスを開始するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
snmp-server start

例

ハードウェア DPE での snmp-server start コマンドの使用例を次に示します。
dpe# snmp-server start
nativeSnmpAgent has been started
%OK

Solaris DPE での snmp-server start コマンドの使用例を次に示します。
dpe# snmp-server start
nativeSnmpAgent has been started
dpeSnmpAgent has been started
%OK

snmp-server stop
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、DPE の SNMP エージェントのプロセスを停止するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
snmp-server stop

例

ハードウェア DPE での snmp-server stop コマンドの使用例を次に示します。
dpe# snmp-server stop
nativeSnmpAgent has been stopped
%OK

Solaris DPE での snmp-server stop コマンドの使用例を次に示します。
dpe# snmp-server stop
nativeSnmpAgent has been stopped
dpeSnmpAgent has been stopped
%OK
Cisco Broadband Access Center for Cable CLI リファレンス
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snmp-server contact

snmp-server contact
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、MIB II で定義されているシステム接点（sysContact）を示す文字列を入力すると
きに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
snmp-server contact <text>

入力する内容は次のとおりです。
•

例

<text>：任意の DPE 担当者の接点名を示します。

snmp-server contact コマンドの使用例を次に示します。
dpe# snmp-server contact joe
%OK (Requires SNMP server restart "> snmp-server reload")

no snmp-server contact
使用上のガイドライン

このコマンドは、DPE 担当者のシステム接点を削除するときに使用します。

シンタックスの説明

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
no snmp-server contact

例

no snmp-server contact コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no snmp-server contact
%OK (Requires SNMP server restart "> snmp-server reload")
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snmp-server location

snmp-server location
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、MIB II で定義されているシステム ロケーション（sysLocation）を示す文字列を入
力するときに使用します。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
snmp-server location <text>

入力する内容は次のとおりです。
•

例

<text>：DPE の物理ロケーションを表します。

snmp-server location コマンドの使用例を次に示します。
dpe# snmp-server location st_louis
%OK

no snmp-server location
使用上のガイドライン

このコマンドは、システム ロケーションを削除するときに使用します。

シンタックスの説明

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
no snmp-server location

例

no snmp-server location コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no snmp-server location
%OK
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snmp-server inform

snmp-server inform
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

このコマンドは、SNMP エージェントから SNMP マネージャに送信される SNMP 通知のタイプを
指定するときに使用します。デフォルトではトラップが送信されますが、このコマンドを使用する
と、トラップではなく SNMP 情報を送信できます。

このコマンドは、ハードウェア DPE と Solaris DPE の両方で使用できます。

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
snmp-server inform [retries <count> timeout <time>]

入力する内容は次のとおりです。

（注）

例

•

<count>：SNMP エージェントからマネージャに情報を送信できる回数を表します。設定した
リトライ回数に達する前にタイムアウト期間が終了した場合、SNMP サーバは情報の送信を停
止します。

•

<time>：SNMP サーバが情報の送信を継続する時間の長さ（ミリ秒）を表します。タイムアウ
ト期間が終了する前に最大リトライ回数に達した場合、SNMP サーバは情報の送信を停止しま
す。

SNMP 情報を設定するときのリトライ回数およびタイムアウトの指定は両方ともオプションです。
指定しない場合は、デフォルト値の 1 回および 5000 ミリ秒が使用されます。

snmp-server inform コマンドの使用例を次に示します。
dpe# snmp-server inform retries 5 timeout 500
%OK

この例では、SNMP 情報は、リトライが停止されるまでに最大 5 回送信されます。リトライが 5 回
行われる前に 500 ミリ秒のタイムアウト期間が終了した場合、情報の送信は停止されます。
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no snmp-server inform

no snmp-server inform
使用上のガイドライン

このコマンドは、SNMP マネージャに送信される SNMP 通知を切り替えて、デフォルト設定である
トラップに戻すときに使用します。

シンタックスの説明

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
dpe# no snmp-server inform

例

no snmp-server inform コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no snmp-server inform
%OK

snmp-server udp-port
使用上のガイドライン

（注）

このコマンドは、SNMP エージェントがリッスンする UDP ポート番号を特定するときに使用しま
す。

このコマンドは、Solaris DPE に限り使用できます。

このコマンドは、他のアプリケーションによって使用されるポート間の共有違反を回避するために
Solaris DPE で必要です。ポート番号を変更することにより、ポートの競合が発生しなくなります。
SNMP エージェントのデフォルトのポート番号 8001 は、Solaris コンピュータ上の他の SNMP エー
ジェントとのポートの競合を回避する標準的な SNMP エージェント ポートとは異なります。

（注）

シンタックスの説明

SNMP エージェントが使用する UDP ポートを標準的なポート（番号 161）に変更することをお勧
めします。

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
snmp-server udp-port

例

<port>

snmp-server udp-port コマンドの使用例を次に示します。
dpe# snmp-server udp-port 161
%OK
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no snmp-server udp-port

no snmp-server udp-port
使用上のガイドライン

（注）

シンタックスの説明

Solaris DPE 限定のこのコマンドは、SNMP エージェントがリッスンするポートを変更してデフォル
トの UDP ポート番号（8001）に戻すときに使用します。

SNMP エージェントの標準的なポート番号である 161 以外のポート番号を使用すると、同じ Solaris
コンピュータで実行されている他の SNMP エージェントとポートの競合が発生する可能性が高ま
ります。

このコマンドを入力するときは、次の構文を使用する必要があります。
no snmp-server udp-port

例

no snmp-server udp-port コマンドの使用例を次に示します。
dpe# no snmp-server udp-port
%OK
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A
API

アプリケーション プログラミング インターフェイス（Application programming interface）。サービスへ
のインターフェイスを定義する関数呼び出し規定の仕様です。

B
BACC

Broadband Access
Center for Cable

ブロードバンド モデムの構成と管理を行う有線サービス プロバイダーの統合ソリューションで、加入
者の自動登録とアクティベーションを可能にし、これを管理します。BACC は大量のデバイスをサポー
トできるスケーラブルな製品です。
「BACC」を参照。

C
CableHome

CMTS

CMTS 共有秘密情報
CPE

CableHome は、CATV 事業者が高品質な付加価値サービスをホーム ローカルエリア ネットワーク
（LAN）に展開するための標準化されたインフラストラクチャを開発する CableLabs の先進技術です。
ケーブル モデム ターミネーション システム（Cable modem termination system）。CMTS は、デジタル信
号をケーブル ネットワーク上のケーブル モデムと交換するコンポーネントです。CMTS は、通常、プ
ロバイダーのローカル オフィスにあります。
「共有秘密情報」を参照。
顧客宅内装置（Customer premises equipment）。電話、コンピュータ、モデムなど、顧客側で用意され、
インストールされる着信側機器です。

D
Device Provisioning
Engine

「DPE」を参照。

DPE

Device provisioning engine。DPE は、BACC のスケーラビリティを保証し、デバイスへの設定ファイル
のダウンロードなどの構成要求を処理するために、デバイス情報をキャッシュします。

DSTB

デジタル セットトップ ボックス（Digital set-top box）。テレビをインターネットへのユーザ インター
フェイスにして、デジタル テレビ信号の受信とデコードを行うデバイスです。
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F
完全修飾ドメイン名（Fully qualified domain name）
。FQDN は、ホスト名以外も含む、システムの完全名
です。たとえば、cisco がホスト名で、www.cisco.com が FQDN です。

FQDN

I
IP アドレスは、インターネットにパケットで送信される情報の送信者または受信者を識別する 32 ビッ
トの数値です。

IP アドレス

K
限定された Kerberos 機能を実装する鍵発行局。PacketCable MTA のプロビジョニングに使用します。

KDC

M
MAC アドレス

LAN に接続するすべてのポートまたはデバイスに必要な、標準化されたデータリンク層アドレス。ネッ
トワークのその他のデバイスは、これらのアドレスを使用して、ネットワークで特定のポートを検索
し、ルーティング テーブルとデータ構造を作成および更新します。MAC アドレスの長さは 6 バイトで、
IEEE が管理します。ハードウェア アドレス、MAC レイヤ層アドレス、物理アドレスとも言います。
ネットワーク アドレスと比較してください。

MSO

マルチプル サービス オペレータ（Multiple service operator）
。複数のケーブル TV またはブロードバンド
システムを運営する企業のことです。

MTA

ブロードバンド（PacketCable）ネットワークの顧客側の終端装置。

N
NAT

ネットワーク アドレス変換。グローバルに一意な IP アドレスを使用する必要性を減らすメカニズムで
す。NAT を使用すると、グローバルに一意でないアドレスをグローバルにルーティング可能なアドレ
ス空間に変換することによって、このようなアドレスを持つ組織をインターネットに接続できます。
Network Address Translation とも言います。

NR

Cisco Network Registrar。ネットワーク ポリシーおよびサービス ポリシーに基づき、IP アドレス、構成
パラメータ、DNS 名を DOCSIS ケーブル モデムおよび PC に提供するソフトウェア製品です。

NTP

ネットワーク タイム プロトコル（Network Time Protocol）。NTP は、ネットワークを通じてサーバ ク
ロックを同期させるためのプロトコルです。

R
RDU

Regional Distribution Unit。RDU は、BACC プロビジョニング システムのプライマリ サーバです。デバ
イス構成の生成を管理し、すべての API 要求を処理し、BACC システムを管理します。
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T
TFTP

Trivial File Transfer Protocol。あるコンピュータから別のコンピュータにネットワーク経由でファイルを
転送するファイル転送プロトコル（FTP）の簡素化したバージョン。

TLV

Type-Length-Value。DOCSIS または PacketCable 設定ファイル内のタプルです。

Trivial File Transfer
Protocol

「TFTP」を参照。

Type Length Value

「TLV」を参照。

U
uBr

ユニバーサル ブロードバンド ルータ（Universal Broadband Router）
。Cisco 7246、7223 などがあります。
DOCSIS CMTS の Cisco ルータ実装です。

V
Voice over IP
VoIP

「VoIP」を参照。
Voice over IP。VoIP は、IP ベースのデータ ネットワークによる通話呼および FAX 送信を可能にし、最
適な QoS と優れた費用対効果を発揮します。

X
XGCP

ネットワーク間でデータを受け渡すために使用するゲートウェイ コントロール プロトコル（Gateway
Control Protocol）。M（メディア）GCP と S（シンプル）GCP が含まれています。

あ
アクティブ ログ

アラート

これらのデータベース ログ ファイルには、まだデータベースに書き込まれていないデータが含まれて
います。冗長になるまで、アクティブ ログ ファイルは保存しておく必要があります。
「冗長ログ」と
「削除可能ログ」も参照。
ネットワークの問題をオペレータまたは管理者に通知する syslog または SNMP メッセージ。

え
エージェント

ウォッチドッグ エージェントは、RDU、JRun、SNMP の各エージェントなどの BACC コンポーネント
プロセスを監視、中止、開始、再開するデーモン プロセスです。

か
鍵発行局

「KDC」を参照。
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RDU データベースの大きな変更の概要が含まれているログファイル。システム デフォルト、テクノロ
ジー デフォルト、DHCP 基準、サービス クラスの変更が含まれます。

監査ログ

完全修飾ドメイン名

「FQDN」を参照。

き
キャッシング

前のトランザクションで学習した情報を後のトランザクションで処理するために使用する複製の形式。

共有秘密情報

2 台のサーバまたはデバイス間で安全な通信を行うために使用する文字列。

く
クライアントクラス

共通ネットワークに接続されたユーザに、固有のサービスを提供する Network Registrar の機能。クライ
アントクラスは、デバイスに固有の DHCP サービスを提供するために、BACC DHCP 基準で使用されま
す。

け
ケーブル モデム ター 「CMTS」を参照。
ミネーション システム

こ
DHCP、TFTP、または SNMP を使用してデバイスに配送される属性のセットを組み合わせるプロセス。

構成の生成
顧客宅内装置

「CPE」を参照。

さ
削除可能ログ

データベースのログ ファイルは、バックアップされるか、このログ ファイルのデータを含むデータベー
ス全体がバックアップされると、削除可能になります。
「アクティブ ログ」と「冗長ログ」も参照。

し
冗長性

インターネットワーキングでの、デバイス、サービス、接続などの複製。障害が発生した場合は、障害
が発生したデバイス、サービス、接続の代わりに、冗長なデバイス、サービス、接続が機能を実行します。

冗長ログ

データベースのログ ファイルは、データがデータベースに書き込まれると、冗長になります。「アク
ティブ ログ」と「削除可能ログ」も参照。
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せ
静的設定ファイル

デバイスの設定ファイルとして使用します。たとえば、gold.cm という静的設定ファイルは、gold DOCSIS
サービス クラスを設定します。BACC は、このファイル タイプをその他のバイナリ ファイルと同様に
扱います。

設定ファイル

プロビジョニングするデバイスの構成パラメータが含まれているファイル。

選択タグ

Network Registrar スコープに関連付けられた選択タグ。スコープに関連付けられたクライアントおよび
クライアントクラスを定義します。

た
帯域幅

ネットワーク信号で利用可能な最高周波数と最低周波数の差。あるネットワーク メディアまたはプロ
トコルの定格スループット キャパシティを表すこともあります。

タプル

プログラミング言語では、順序付けされた値のセット。データ型としてのタプルは、一般的に、あるプ
ログラムから別のプログラムにパラメータ文字列を渡したり、リレーショナル データベースの値属性
のセットを表すために使用されます。

て
テンプレート ファイル DOCSIS または PacketCable MTA オプションおよび値 を含むテキスト ファイ ル。DOCSIS または
PacketCable MTA サービス クラスと組み合わせて使用して、動的ファイル生成を行います。

と
動的設定ファイル

テンプレート ファイルを使用して、動的に作成される設定ファイル。プロビジョニング プロセスでの、
柔軟性とセキュリティを高めます。

ね
ネットワーク アドレス 「NAT」を参照。
変換
ネットワーク オペレー 日常的にネットワークを監視および制御し、アラームの確認と対応、スループットの監視、新しい回線
の構成、問題の解決などの作業を実行する人。
「ネットワーク管理者」も参照。
タ
ネットワーク管理者
ネットワーク タイム
プロトコル

ネットワークの運用、メンテナンス、および管理を担当する人。
「ネットワーク オペレータ」も参照。
「NTP」を参照。

は
パブリッシング

プロビジョニング情報を外部データストアにリアルタイムで発行すること。データをデータストアに書
き込むために、パブリッシング プラグインを開発する必要があります。
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Glossary

ふ
ブロードバンド

複数の独立した信号を 1 本のケーブルに多重化する転送システム。テレコミュニケーションの用語で
は、音声レベルのチャネル（4 kHz）を超える帯域幅のチャネルのことです。LAN の用語では、アナロ
グ シグナリングを使用する同軸ケーブルのことです。

プロビジョニング API

オペレーティング システムにさまざまな機能を実行させるために、プログラムで使用できる一連の
BACC 関数。

プロビジョニング グ
ループ

ネットワーク トポロジまたは地理的条件に基づいて DPE サーバと DHCP サーバをグループ化するこ
と。

ま
マルチプル サービス
オペレータ

「MSO」を参照。

め
メディア ターミナル
アダプタ

「MTA」を参照。

り
領域

単一の Kerberos データベースと鍵発行局のセットによる論理ネットワーク。

領域名

慣習的に、領域名はすべて大文字を使用して、領域とインターネット ドメインを区別します。
「領域」
を参照。
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