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シリアルインターフェイスの設定
Cisco819サービス統合型ルータ（ISR）は、同期（デフォルト）および非同期のシリアルインター
フェイスプロトコルをサポートします。

Cisco 819 ISRのシリアルインターフェイスを設定すると、WANアクセス、レガシープロトコル
転送、コンソールサーバおよびダイヤルアクセスサーバなどのアプリケーションをイネーブル

にすることができます。また、リモートネットワーク管理、外部ダイヤルモデムアクセス、低

密度WANアグリゲーション、レガシープロトコル転送および高ポート密度のサポートをイネー
ブルにします。

シリアルインターフェイスにより、次の機能が実現されます。

• WANアクセスおよびアグリゲーション

•レガシープロトコル転送

•ダイヤルアクセスサーバ
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シリアルインターフェイスを使用して、リモートサイトのWANアクセスを提供できます。最大
8 Mbpsのシリアル速度のサポートの場合、低密度および中密度のWANアグリゲーションに理想
的です。

図 1：WAN コンセントレーション

レガシープロトコル転送
シリアルおよび同期/非同期ポートは、TCP/IPネットワーク全体での理想的なレガシートラフィッ
クの転送に適していて、ネットワークコンバージェンスを容易にします。Cisco IOSRソフトウェ
アでサポートされるレガシープロトコルには、次のものが含まれます。

•同期データリンク制御（SDLC）プロトコル

•バイナリ同期通信プロトコル（Bisync）

• X.25プロトコル

図 2：ネットワークコンバージェンス

Cisco 819シリーズ ISRは、シスコスマートシリアルコネクタを使用します。サポートされてい
るケーブルを以下の表に示します。

表 1：Cisco 819 ISR のスマートシリアルケーブル

コネクタタイプ長さケーブルタイプ製品番号

オス型10フィート（3m）V.35 DTECAB-SS-V35MT

メス型10フィート（3m）V.35 DCECAB-SS-V35FC 10
フィート（3m）メス型

オス型10フィート（3m）EIA/TIA-232 DTECAB-SS-232MT
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コネクタタイプ長さケーブルタイプ製品番号

メス型10フィート（3m）EIA/TIA-232 DTECAB-SS-232FC

オス型10フィート（3m）EIA/TIA-449 DTECAB-SS-449MT

メス型10フィート（3m）EIA/TIA-449 DTECAB-SS-449FC

オス型10フィート（3m）X.21 DTECAB-SS-X21MT

メス型10フィート（3m）X.21 DTECAB-SS-X21FC

オス型10フィート（3m）EIA/TIA-530 DTECAB-SS-530MT

オス型10フィート（3m）EIA/TIA-232 DTECAB-SS-530AMT

シリアルインターフェイスの設定
プライマリインターフェイスがダウンしていることをルータが検出した場合、バックアップイン

ターフェイスはイネーブルになっています。指定された期間中にプライマリ接続が復旧した場合、

バックアップインターフェイスがディセーブルになります。

バックアップインターフェイスがスタンバイモードから起動した場合も、ルータはそのバック

アップインターフェイスに関する指定されたトラフィックを受信しない限り、バックアップイン

ターフェイスをイネーブルにしません。

シリアルインターフェイスを設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

Cisco HDLC カプセル化
Ciscoハイレベルデータリンクコントローラ（HDLC）は、HDLCを使用して、同期シリアルリ
ンクでデータを送信するためのシスコ独自のプロトコルです。また、Cisco HDLCは、シリアル
リンクのキープアライブを維持するシリアルラインアドレス解決プロトコル（SLARP）と呼ばれ
る単純な制御プロトコルも提供します。CiscoHDLCは、効率的なパケットの説明およびエラー制
御を行う、オープンシステムインターコネクション（OSI）スタックのレイヤ2（データリンク）
におけるデフォルトのデータカプセル化のデフォルトプロトコルです。

Cisco HDLCは、シリアルインターフェイスのデフォルトのカプセル化タイプです。（注）

シリアルインターフェイスでのカプセル化がHDLCから他のカプセル化タイプに変更されると、
主要なインターフェイスに設定されたシリアルサブインターフェイスは、新しく変更されたカプ

セル化を引き継ぎますが、削除されません。
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Cisco HDLCでは、キープアライブタイマー, （5ページ）で説明するように、キープアライブ
を使用してリンクステートをモニタします。

PPP のカプセル化
PPPは、同期シリアルリンクでデータを送信するために使用される標準プロトコルです。また、
PPPは、リンクのプロパティをネゴシエートするリンク制御プロトコル（LCP）も提供します。
LCPは、エコー要求および応答を使用して、リンクの継続的なアベイラビリティをモニタリング
します。

インターフェイスにPPPカプセル化が設定されている場合、リンクがダウンしたと宣言され、
エコー応答（ECHOREP）を受信せずに 5回のエコー要求（ECHOREQ）パケットが送信され
た後、完全な LCPネゴシエーションが再開されます。

（注）

PPPは、リンク上で動作するデータプロトコルのプロパティをネゴシエートする、次の Network
Control Protocol（NCP）を提供します。

• IPのプロパティをネゴシエートする IPコントロールプロトコル（IPCP）

• MPLSのプロパティをネゴシエートするマルチプロトコルラベルスイッチングコントロー
ルプロセッサ（MPLSCP）

• CDPのプロパティをネゴシエートする Cisco Discovery Protocolコントロールプロセッサ
（CDPCP）

• IPバージョン 6（IPv6）のプロパティをネゴシエートする IPv6CP

• OSIのプロパティをネゴシエートするオープンシステムインターコネクションコントロー
ルプロセッサ（OSICP）

PPPは、キープアライブタイマー, （5ページ）の説明にあるように、キープアライブを使用し
てリンクステートをモニタリングします。

PPPは次の認証プロトコルをサポートします。これらのプロトコルでは、接続によるデータトラ
フィックのフローを許可する前にそのアイデンティティを証明するために、リモートデバイスが

必要です。

•チャレンジハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）：CHAPは、リモートデバイスにチャ
レンジメッセージを送信します。リモートデバイスは、共有秘密を使用してチャレンジの

値を暗号化し、暗号化された値とその名前を応答メッセージでローカルルータに戻します。

ローカルルータは、リモートデバイスの名前をローカルユーザ名またはリモートセキュリ

ティサーバデータベース内に保存された関連秘密に一致させようとします。保存された秘

密を使用して、元のチャレンジを暗号化し、暗号化された値が一致していることを確認しま

す。

• Microsoftチャレンジハンドシェイク認証プロトコル（MS-CHAP）：MS-CHAPは CHAPの
Microsoftバージョンです。CHAPの標準バージョンと同様に、MS-CHAPは PPP認証に使用
されます。この場合、認証は、Microsoft Windows NTまたはMicrosoft Windows 95を使用す
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るパーソナルコンピュータとネットワークアクセスサーバとして機能する Ciscoルータま
たはアクセスサーバの間で行われます。

•パスワード認証プロトコル（PAP）：PAP認証では、ローカルユーザ名データベース内また
はリモートセキュリティサーバデータベース内の一致するエントリに照らし合わせてチェッ

クする名前とパスワードを送信するために、リモートデバイスが必要です。

シリアルインターフェイスでCHAP、MS-CHAP、およびPAPをイネーブルにするには、インター
フェイスコンフィギュレーションモードで pppauthenticationコマンドを使用します。

PPPをイネーブル化またはディセーブル化しても、リモートデバイスに対してローカルルー
タ自身を識別させる機能は影響を受けません。

（注）

マルチリンク PPP
マルチリンク PPP（MLPPP）は、Cisco 819 ISRシリアルインターフェイスでサポートされていま
す。MLPPPは、複数の物理リンクを1つの論理リンクに組み合わせる方式を提供します。MLPPP
を実装することによって、複数の PPPシリアルインターフェイスを 1つのマルチリンクインター
フェイスに組み合わせます。MLPPPは、複数のPPPリンクでデータグラムの断片化、再編成、お
よび配列を行います。

MLPPPは、QoSを除くPPPシリアルインターフェイスでサポートされる同じ機能を提供します。
また、次の追加機能も提供します。

• 128バイト、256バイト、および 512バイトのフラグメントサイズ

•長いシーケンス番号（24ビット）

•失われたフラグメントの検出タイムアウト期間（80 ms）

•最小アクティブリンクの設定オプション

•マルチリンクインターフェイスでの LCPエコー要求および応答のサポート

•フル T1および E1フレームおよび非フレームリンク

キープアライブタイマー

シスコキープアライブは、リンクステートをモニタリングする場合に便利です。キープアライブ

は、キープアライブタイマーの値によって決定される頻度で、定期的にピアに送信され、ピアか

ら受信されます。受け入れ可能なキープアライブがピアから受信されない場合、リンクはダウン

状態に移行します。ピアから受け入れ可能なキープアライブが受信されるか、キープアライブが

ディセーブルになると、リンクはすぐにアップ状態に移行します。
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keepaliveコマンドは、HDLCまたは PPPカプセル化を使用するシリアルインターフェイスに
適用されます。フレームリレーカプセル化を使用するシリアルインターフェイスには適用さ

れません。

（注）

各カプセル化タイプでは、ピアによって無視される特定の数のキープアライブがシリアルイン

ターフェイスのダウン状態への移行をトリガーします。HDLCカプセル化の場合、無視されるキー
プアライブが 3つあると、インターフェイスがダウン状態になります。PPPカプセル化の場合、
無視されるキープアライブが5つあると、インターフェイスがダウン状態になります。ECHOREQ
パケットは、LCPネゴシエーションが完了した場合（LCPが開いている場合など）に限り、送信
されます。

LCPが ECHOREQパケットをピアに送信する頻度を設定するには、インターフェイスコンフィ
ギュレーションモードで keepaliveコマンドを使用します。システムを 10秒のデフォルトキープ
アライブインターバルに戻すには、keepaliveコマンドに noキーワードを指定して使用します。
キープアライブをディセーブルにするには、keepalivedisableコマンドを使用します。PPPとCisco
HDLCの両方で、キープアライブ 0はキープアライブをディセーブルにし、showrunning-config
コマンドの出力に keepalivedisableとしてレポートされます。

LCPがピアで動作していて、ECHOREQパケットを受信すると、キープアライブがピアでイネー
ブルかどうかに関係なく、ECHOREPパケットで応答します。

キープアライブは、2つのピアの間で独立しています。一方のピアの端ではキープアライブをイ
ネーブルにし、もう一方の端ではディセーブルにすることができます。キープアライブがローカ

ルでディセーブルの場合でも、LCPは受信する ECHOREQパケットに ECHOREPパケットで応答
します。同様に、LCPは、それぞれの端のキープアライブの期間が異なる場合でも機能します。

フレームリレーのカプセル化

シリアルインターフェイスでフレームリレーカプセル化がイネーブルの場合、インターフェイ

スの設定は階層型になっており、次の要素で構成されます。

•シリアルメインインターフェイスは、物理インターフェイスおよびポートで構成されます。
Cisco HDLCおよび PPPカプセル化接続をサポートするシリアルインターフェイスを使用し
ていない場合、シリアルメインインターフェイスの下に相手先固定接続（PVC）があるサブ
インターフェイスを設定する必要があります。フレームリレー接続は、PVCでのみサポート
されます。

•シリアルサブインターフェイスは、シリアルメインインターフェイスの下に設定されます。
シリアルサブインターフェイスは、シリアルサブインターフェイスの下に PVCを設定する
まで、トラフィックをアクティブに伝送しません。レイヤ 3の設定は、一般的にサブイン
ターフェイス上で行われます。

•シリアルインターフェイスでのカプセル化がHDLCから他のカプセル化タイプに変更される
と、主要なインターフェイスに設定されたシリアルサブインターフェイスは、新しく変更さ

れたカプセル化を引き継ぎますが、削除されません。
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•ポイントツーポイント PVCは、シリアルサブインターフェイスの下に設定されます。メイ
ンインターフェイスの下にPVCを直接設定できません。1つのサブインターフェイスに対し
て 1つのポイントツーポイント PVCを設定できます。PVCはあらかじめ定義された回線パ
スを使用し、パスが中断されるとエラーが発生します。PVCは、どちらかの設定から回線を
削除しない限り、アクティブな状態に保たれます。シリアル PVCでの接続は、フレームリ
レーカプセル化だけをサポートします。

親インターフェイスの管理状態は、サブインターフェイスとその PVCの状態を決定します。
親インターフェイスまたはサブインターフェイスの管理状態が変わると、その親インターフェ

イスまたはサブインターフェイスの下に設定されたすべての子PVCの管理状態も変わります。

（注）

シリアルインターフェイスにフレームリレーの暗号化を設定するには、

encapsulation(FrameRelayVC-bundle)コマンドを使用します。

フレームリレーインターフェイスは、次の 2つのタイプのカプセル化フレームをサポートしま
す。

• Cisco（デフォルト）

• IETF

PVCに Ciscoまたは IETFカプセル化を設定するには、PVCコンフィギュレーションモードで
encapコマンドを使用します。PVCにカプセル化のタイプが明示的に設定されていない場合、そ
の PVCは、メインシリアルインターフェイスからカプセル化のタイプを引き継ぎます。

Ciscoカプセル化は、MPLSに設定されたシリアルメインインターフェイスで必要です。IETF
カプセル化は、MPLSではサポートされていません。

（注）

インターフェイスにフレームリレーのカプセル化を設定する前に、そのインターフェイスから以

前のレイヤ 3のすべての設定が除去されていることを確認する必要があります。たとえば、メイ
ンインターフェイスの下に直接設定されている IPアドレスがないことを確認する必要がありま
す。IPアドレスが直接設定されていると、メインインターフェイスの下で行われたフレームリ
レー設定が実行できなくなります。

フレームリレーインターフェイスでの LMI
ローカル管理インターフェイス（LMI）プロトコルは、PVCの追加、削除、およびステータスを
モニタリングします。また、LMIは、フレームリレーUNIインターフェイスを形成するリンクの
完全性を確認します。デフォルトでは、cisco LMIはすべての PVCでイネーブルです。

LMIのタイプが cisco（デフォルトの LMIタイプ）である場合、1つのインターフェイスでサポー
トできる PVCの最大数は、メインインターフェイスのMTUサイズに関連しています。カードま
たは SPAでサポートされる PVCの最大数を計算するには、次の公式を使用します。

(MTU - 13)/8 = PVCの最大数
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シリアルインターフェイスでのmtuコマンドのデフォルト設定は 1504バイトです。したがっ
て、ciscoLMIが設定されたシリアルインターフェイスでサポートされる PVCのデフォルト数
は 186です。

（注）

シリアルインターフェイスの設定
ここでは、次のタスクについて説明します。

同期シリアルインターフェイスの設定

同期シリアルインターフェイスは、さまざまなシリアルネットワークインターフェイスカード

またはシステムでサポートされています。このインターフェイスは、T1（1.544Mbps）とE1（2.048
Mbps）の速度での全二重方式の動作をサポートします。

同期シリアルインターフェイスを設定するには、次の項で説明する作業を実行します。一覧内の

各作業は、必須と任意に分けています。

この章で説明する設定作業の例については、インターフェイスの有効化設定の例, （23ページ）
を参照してください。

同期シリアルインターフェイスの指定

同期シリアルインターフェイスを指定し、インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

目的コマンド

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。
Router(config)# interface serial 0

同期シリアルカプセル化の指定

デフォルトでは、同期シリアル回線は、ウィンドウイングまたは再送信を行わずにハイレベル

データリンク制御（HDLC）の同期フレーム構成およびエラー検出機能を提供する HDLCシリア
ルカプセル化方式を使用します。同期シリアルインターフェイスは、次のシリアルカプセル化

方式をサポートします。

• HDLC

•フレームリレー

• PPP
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•同期データリンク制御（SDLC）

• SMDS

• Cisco Serial Tunnel（STUN）

• Cisco Bisync Serial Tunnel（BSTUN）

• X.25ベースのカプセル化

カプセル化方式を定義するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで次のコマン

ドを使用します。

目的コマンド

同期シリアルカプセル化を設定します。
Router(config-if)# encapsulation {hdlc |
frame-relay | ppp | sdlc-primary |
sdlc-secondary | smds | stun | x25 | bstun}

フレームリレーカプセル化には、physical-layerasyncコマンドを使用できません。（注）

カプセル化の方式は、Cisco IOSソフトウェアで設定するプロトコルまたはアプリケーションのタ
イプに応じて設定されます。

• PPPについては、「ConfiguringMedia-Independent PPP andMultilink PPP」で説明しています。

•その他のカプセル化方式は、プロトコルまたはアプリケーションについて説明するそれぞれ
の文書および章で定義されています。また、シリアルカプセル化方式については、『Cisco
IOS Interface and Hardware Component Command Reference』の encapsulationコマンドの箇所で
説明しています。

デフォルトでは、同期インターフェイスは全二重方式で動作します。半二重モードの SDLCイン
ターフェイスを設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで次のコマンド

を使用します。

目的コマンド

半二重モードのSDLCインターフェイスを設定
します。

Router(config-if)# half-duplex

バイナリ同期通信（Bisync）は、半二重プロトコルです。各ブロックの送信は明示的に確認され
ます。同期送信に関連する問題を回避するには、プライマリおよびセカンダリステーションの暗

黙のロールがあります。ブロックレシーブタイムアウトの期間内にセカンダリからの応答がない

場合、プライマリは最後のブロックを再び送信します。
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全二重方式のシリアルインターフェイスを設定するには、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードで次のコマンドを使用します。

目的コマンド

スイッチドRTS信号を使用して、インターフェ
イスがBisyncを実行できるように指定します。

Router(config-if)# full-duplex

PPP の設定
PPPを設定するには、「Configuring Media-Independent PPP and Multilink PPP」を参照してくださ
い。

Bisync の設定
Cisco819 ISRの同期シリアルポートアダプタのBisync機能を設定するには、「BlockSerialTunneling
(BSTUN) Overview」を参照してください。ここに挙げたすべてのコマンドは、Cisco 891 ISRの同
期シリアルポートアダプタに適用されます。インターフェイス番号を指定するすべてのコマンド

構文は、Cisco 891 ISRの slot/port構文をサポートします。

HDLC データの圧縮の設定
HDLCカプセル化を使用するシリアルインターフェイスでは、ポイントツーポイントソフトウェ
ア圧縮を設定できます。損失のないデータ圧縮によって、HDLCフレームのサイズが減少します。
使用される圧縮アルゴリズムは、Stacker（LZS）アルゴリズムです。

圧縮はソフトウェアで行われ、システムパフォーマンスに大いに影響を与える可能性がありま

す。CPUロードが 65%を超える場合、圧縮をディセーブルにすることを推奨します。CPUロー
ドを表示するには、showprocesscpu EXECコマンドを使用します。

トラフィックの大部分がすでに圧縮されたファイルである場合、圧縮を使用しないでください。

HDLCで圧縮を設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで次のコマンド
を使用します。

手順の概要

1. encapsulationhdlc
2. compressstac
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

シリアル回線の1つのプロトコルのカプセル化
をイネーブルにします。

encapsulationhdlc

例：

Router(config-if)# encapsulation hdlc

ステップ 1   

圧縮をイネーブルにします。compressstac

例：

Router(config-if)# compress stac

ステップ 2   

NRZI ラインコーディングフォーマットの使用
NonReturn-to-Zero（NRZ）および NonReturn-to-Zero Inverted（NRZI）フォーマットは、Cisco 819
シリアルポートでサポートされます。

NRZとNRZIは、一部の環境でのシリアル接続で必要なラインコーディングフォーマットです。
NRZ符号化が最も一般的です。NRZI符号化は、主に IBM環境での EIA/TIA-232接続で使用され
ます。

すべてのシリアルインターフェイスのデフォルト設定は、NRZフォーマットです。デフォルトは
nonrzi-encodingです。

NRZIフォーマットをイネーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレーションモード
で次のいずれかのコマンドを使用します。

手順の概要

1. 次のいずれかを実行します。

• nrzi-encoding

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

NRZI符号化フォーマットをイネーブルにします。次のいずれかを実行します。ステップ 1   

ルータの NRZI符号化フォーマットをイネーブル
にします。

• nrzi-encoding
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目的コマンドまたはアクション

例：

Router(config-if)# nrzi-encoding

Router(config-if)# nrzi-encoding [mark]

内部クロックのイネーブル化

DTEが送信クロックを戻さない場合、ルータで次のインターフェイスコンフィギュレーションコ
マンドを使用して、内部で生成されたクロックをシリアルインターフェイスでイネーブルにしま

す。

手順の概要

1. transmit-clock-internal

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

内部で生成されたクロックをシリアルインター

フェイスでイネーブルにします。

transmit-clock-internal

例：

Router(config-if)# transmit-clock-internal

ステップ 1   

送信クロック信号の反転

長いケーブルまたは TxC信号（送信エコークロック回線、TXCEまたは SCTEクロックとしても
知られています）を送信していないケーブルを使用するシステムは、速い伝送速度で動作する場

合に、エラー率が高くなる可能性があります。たとえば、PA-8TおよびPA-4T+同期シリアルポー
トアダプタのインターフェイスが多数のエラーパケットを報告している場合、位相偏移が問題で

ある可能性があります。クロック信号を反転させると、この偏移を修正できます。クロック信号

を反転させるには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用しま

す。

手順の概要

1. inverttxclock
2. invertrxclock
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

インターフェイスのクロック信号を反転させます。inverttxclock

例：

Router(config-if)# invert txclock

ステップ 1   

T1/E1インターフェイスを使用しないUIOシリアルイ
ンターフェイスの RXクロックのフェーズを反転させ
ます。

invertrxclock

例：

Router(config-if)# invert rxclock

ステップ 2   

送信遅延の設定

シリアルインターフェイスで、一部のホストが受信するよりも速くバックツーバックデータパ

ケットを送信できます。パケット送信後の最小デッドタイムを指定し、この条件を除去できます。

この設定は、MCIおよび SCIインターフェイスカードのシリアルインターフェイスと HSSIまた
はMIPで使用できます。インターフェイスコンフィギュレーションモードで、システムに応じ
て次のいずれかのコマンドを使用します。

目的コマンド

MCIおよび SCI同期シリアルインターフェイ
スに送信遅延を設定します。

Router(config-if)# transmitter-delay
microseconds

HSSIまたはMIPに送信遅延を設定します。
Router(config-if)# transmitter-delay hdlc-flags

DTR 信号パルシングの設定
すべてのシリアルインターフェイスに、パルシングデータターミナルレディ（DTR）信号を設
定できます。シリアル回線プロトコルがダウンした場合（同期ずれなどの原因による）、インター

フェイスハードウェアはリセットされ、DTR信号は少なくとも指定された間隔で非アクティブに
なります。この機能は、DTR信号のトグリングによって同期をリセットする暗号化デバイスまた
は他の同様のデバイスの処理に役立ちます。DTR信号パルシングを設定するには、インターフェ
イスコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用します。

目的コマンド

DTR信号パルシングを設定します。
Router(config-if)# pulse-time seconds
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回線アップ/ダウンインジケータとしての DCD の無視と DSR のモニタリング
デフォルトでは、シリアルインターフェイスが DTEモードで動作しているとき、回線アップ/ダ
ウンインジケータとして、データキャリア検出（DCD）信号をモニタリングします。デフォルト
では、DCEデバイスはDCD信号を送信します。DTEインターフェイスは、DCD信号を検出する
と、インターフェイスの状態をアップ状態に変更します。

一部の構成（SDLCマルチドロップ環境など）では、DCEデバイスは、インターフェイスの活動
を妨げる DCD信号ではなく、データセットレディ（DSR）信号を送信します。インターフェイ
スが回線アップ/ダウンインジケータとしてDCD信号ではなくDSR信号をモニタリングするよう
に設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用しま

す。

手順の概要

1. ignore-dcd

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

シリアルインターフェイスが回線アップ/ダウンインジ
ケータとして DSR信号をモニタリングするように設定し
ます。

ignore-dcd

例：

Router(config-if)# ignore-dcd

ステップ 1   

次の作業

この機能が必要かどうかきちんと確認できる場合を除いて、このコマンドの使用には注意して

ください。インターフェイスの実際の状態が表示されなくなります。実際にはインターフェイ

スがダウンしているのに、表示を見るだけではわからない場合があります。

注意

シリアルネットワークインターフェイスモジュールのタイミングの指定

Cisco 819シリーズ ISRでは、シリアルネットワークインターフェイスモジュールのタイミング
信号の設定を指定できます。ボードが DCEとして動作していて、DTEが端末タイミング（SCTE
または TT）を提供する場合、DCEが DTEから SCTEを使用するように設定できます。回線が高
速および長距離で動作している場合、この方法によって、クロックに対するデータの位相偏移が

妨げられます。
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DCEがDTEからSCTEを使用するように設定するには、インターフェイスコンフィギュレーショ
ンモードで次のコマンドを使用します。

手順の概要

1. dce-terminal-timingenable

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

DCEがDTEから SCTEを使用するように設
定します。

dce-terminal-timingenable

例：

Router(config-if)# dce-terminal-timing enable

ステップ 1   

シリアルネットワークインターフェイスモジュールのタイミングの指定

ボードが DTEとして動作している場合、DTEがデータを送信するために使用する DCEから得ら
れる TXCクロック信号を反転できます。DCEが DTEから SCTEを受信できず、データが高速で
動作し、送信回線が長い場合、クロック信号を反転させます。この場合も、クロックに対するデー

タの位相偏移が妨げられます。

ルータがTXCクロック信号を反転させるようにインターフェイスを設定するには、インターフェ
イスコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用します。

手順の概要

1. dte-invert-txc

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

TXCクロック信号を反転させるタイミング設定
を指定します。

dte-invert-txc

例：

Router(config-if)# dte-invert-txc

ステップ 1   
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低速シリアルインターフェイスの設定

この項では、低速シリアルシリアルインターフェイスを設定する方法について説明します。次の

項で構成されています。

設定例については、低速シリアルインターフェイスの例, （23ページ）を参照してください。

半二重 DTE および DCE ステートマシン
次の項では、半二重DTE送受信ステートマシンと半二重DCE送受信ステートマシンとの間の通
信について説明します。

半二重 DTE ステートマシン

以下の図に示すように、低速インターフェイス用の半二重DTE送信ステートマシンは、休止時は
準備状態のままです。送信のためにフレームが使用可能な場合、ステートマシンは送信遅延状態

になり、half-duplextimertransmit-delayコマンドで定義された時間にわたって待ち状態になりま
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す。デフォルトは 0ミリ秒です。送信遅延は、半二重リンクをデバッグし、バックツーバックフ
レームを処理できない低速レシーバを補助するために使用されます。

図 3：半二重 DTE 送信ステートマシン

定義されたミリ秒（ms）の間、アイドル状態になった後で、ステートマシンにより、送信要求
（RTS）信号がアサートされ、DCEがクリアツーセンド（CTS）待ち状態に変わって CTSがア
サートされます。half-duplextimerrts-timeoutコマンドで設定された値でタイムアウトタイマーが
開始されます。デフォルトは 3 msです。CTSがアサートされる前にタイムアウトタイマーの期
限が切れた場合、ステートマシンは準備状態に戻り、RTSのアサートが解除されます。タイマー
が切れる前にCTSがアサートされると、ステートマシンは送信のステートになり、フレームを送
信します。

送信するフレームがなくなると、ステートマシンは送信完了待ち状態に変わります。マシンで

は、シリアルコントローラが空になるまで FIFO送信を待ち、half-duplextimerrts-drop-delayイン
ターフェイスコマンドによって定義された値で遅延タイマーが開始され、RTSドロップ待ち遅延
状態に変わります。

RTSドロップ待ち遅延状態のタイマーの期限が切れると、ステートマシンでは、RTSのアサート
が解除され、CTSドロップ待ち状態に変わります。half-duplextimercts-drop-timeoutインターフェ
イスコマンドで設定された値でタイムアウトタイマーが開始され、ステートマシンでは、CTS
のアサート解除を待ちます。デフォルトは 250msです。CTS信号のアサートが解除されるか、ま
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たは、タイムアウトタイマーの期限が切れると、ステートマシンは準備状態に戻ります。CTSの
アサートが解除される前にタイマーの期限が切れると、エラーカウンタの値が増加します。この

値は、該当のシリアルインターフェイスで showcontrollersコマンドを実行すると表示できます。

以下の図に示すように、低速インターフェイス用の半二重DTE受信ステートマシンはアイドル状
態にあり、準備状態でフレームを受信します。巨大フレームは、サイズが最大伝送単位（MTU）
を超えるすべてのフレームです。巨大フレームの先頭を受信すると、ステートマシンは巨大状態

に代わり、巨大フレームの末尾を受信するまで、フレームフラグメントは廃棄されます。この時

点で、ステートマシンは準備状態に戻り、次のフレームの到達を待ちます。

図 4：半二重 DTE 受信ステートマシン

巨大フレームを受信すると、エラーカウンタの値が増やされます。エラーカウンタを表示するに

は、該当するシリアルインターフェイスで showinterfacesコマンドを使用します。

半二重 DCE ステートマシン

以下の図で説明されているように、DCEモードの低速シリアルインターフェイスでは、半二重
DCE送信ステートマシンは休止時、準備状態でアイドルになっています。出力キューが空ではな
くなったときなど、シリアルインターフェイスで送信にフレームを使用できる場合、ステートマ

シンではタイマーが開始され（half-duplextimertransmit-delayコマンドのミリ秒単位の値に基づ
いて）、送信遅延状態に変わります。DTE送信状態のマシンと同様、送信遅延状態により、フレー
ムの送信間の遅延を設定するオプションが与えられます。たとえば、この機能を使用すると、高

速に継続されて複数フレームが受信されるときに、データを損失した低速レシーバを補うことが

できます。デフォルトの transmit-delay値は 0 msです。0以外の遅延値を指定するには、
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half-duplextimertransmit-delayインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用しま
す。

図 5：半二重 DCE 送信ステートマシン

送信遅延状態の後の次の状態は、インターフェイスが固定キャリアモード（デフォルト）か制御

キャリアモードかで異なります。

インターフェイスが固定キャリアモードの場合、次の状態を経過します。

1 transmit-delayタイマーの期限が切れると、ステートマシンは送信状態になります。送信する
フレームがなくなるまで、ステートマシンは送信状態のままになります。

2 送信するフレームがなくなると、ステートマシンは、送信完了待ち状態に変わります。これ

は、送信 FIFOが空になるのを待つ状態です。
3 FIFOが空になると、DCEが準備状態に戻り、出力キューに次のフレームが表示されるのを待
ちます。

インターフェイスが制御キャリアモードの場合、インターフェイスでは、データキャリア検出

（DCD）信号を使用してハンドシェイクが実行されます。このモードでは、インターフェイスが
アイドル状態で、送信するものがない場合に、DCDのアサートが解除されます。送信ステートマ
シンは、次の状態を経過します。

1 transmit-delayタイマーの期限が切れると、DCEによって DCDがアサートされ、DCD-txstart
遅延状態に移行し、DCDのアサーションと送信の開始との間の時間に遅延が生じるようにな
ります。タイマーは、dcd-txstart-delayコマンドを使用して指定された値に基づいて、開始さ
れます。（このタイマーのデフォルト値は 100 msです。遅延値を指定するには、
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half-duplextimerdcd-txstart-delayインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用
します）

2 この遅延タイマーの期限が切れると、ステートマシンが送信状態になり、送信するフレームが

なくなるまでフレームが送信されます。

3 DCEによって最後のフレームが送信されると、送信完了待ち状態になります。これは、送信
FIFOが空になり、最後のフレームがワイヤに送信されるのを、待つ状態です。次に、DCEで
は、dcd-drop-delayコマンドを使用して値を指定することによって、遅延タイマーが開始され
ます。（このタイマーのデフォルト値は 100 msです。遅延値を指定するには、
half-duplextimerdcd-drop-delayインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用し
ます）

4 DCEは、DCDドロップ待ち遅延状態に変わります。この状態によって、最後のフレームの送
信と、DCE送信の制御キャリアモードでのDCDのアサーション解除との間での、時間の遅延
が発生します。

5 タイマーの期限が切れると、DCEによって DCDのアサートが解除され、準備状態に戻って、
そのインターフェイス上で送信するフレームが存在するまでそこに残ります。

以下の図で示すように、半二重 DCE受信ステートマシンは休止時、準備状態でアイドルになっ
ています。DTEによって RTSがアサートされると、この状態から変化します。応答で、cts-delay
コマンドを使用して指定された値に基づいて、DCEによってタイマーが開始されます。一部の
DTEインターフェイスでは、この遅延が想定されているため、このタイマーによって、CTSのア
サーションが遅延されます（このタイマーのデフォルト値は 0msです。遅延値を指定するには、
half-duplextimercts-delayインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用します）。

図 6：半二重 DCE 受信ステートマシン

タイマーの期限が切れると、DCEステートマシンによって CTSがアサートされ、受信状態に変
わります。受信するフレームが存在するまで、受信状態のままになります。巨大フレームの先頭

を受信すると、巨大状態に代わり、巨大フレームのすべてのフレームが廃棄され続けて、受信状

態に戻ります。

DTEによってRTSのアサートが解除されるときに、準備状態に戻ります。RTSのアサーション解
除に対する DCEの応答によって、CTSのアサートが解除され、準備状態に戻ります。
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低速シリアルインターフェイスを固定キャリアモードに設定

低速シリアルインターフェイスを制御キャリアモードから固定キャリアモードに戻すには、イ

ンターフェイスコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用します。

手順の概要

1. nohalf-duplexcontrolled-carrier

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

低速シリアルインターフェイスを固定キャリ

アモードに設定します。

nohalf-duplexcontrolled-carrier

例：

Router(config-if)# no half-duplex
controlled-carrier

ステップ 1   

半二重タイマーの調整

半二重タイマーのパフォーマンスを最適化するには、インターフェイスコンフィギュレーション

モードで次のコマンドを使用します。

目的コマンド

半二重タイマーを調整します。
Router(config-if)# half-duplex timer {cts-delay
value | cts-drop-timeout value
|
dcd-drop-delay value | dcd-txstart-delay value

|
rts-drop-delay value
| rts-timeout value |
transmit-delay value
}

タイマー調整コマンドを使用すると、半二重ステートマシンのタイミングを調整し、使用してい

る半二重環境の特定の要件に合わせることができます。

half-duplextimerコマンドとそのオプションによって、高速シリアルインターフェイスでのみ使
用可能な次の 2つのタイマー調整コマンドが置き換えられることに注意してください。

• sdlccts-delay

• sdlcrts-timeout
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同期モードと非同期モードの切り替え

低速シリアルインターフェイスのモードを同期または非同期のいずれかに指定するには、イン

ターフェイスコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用します。

手順の概要

1. physical-layer{sync|async}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

低速インターフェイスのモードを同期または非同

期のいずれかに指定します。

physical-layer{sync|async}

例：

Router(config-if)# physical-layer sync

ステップ 1   

同期モードと非同期モードの切り替え

このコマンドは、Cisco2520ルータからCisco2523ルータで使用可能な低速シリアルインターフェ
イスにのみ適用されます。

シリアルインターフェイス上で非同期モードから同期モードに変更するときには、インター

フェイスの状態は、デフォルトで、ダウン状態になります。次にインターフェイスをアップ状

態にするには、noshutdownオプションを使用する必要があります。

（注）

同期モードでは、低速シリアルインターフェイスによって、次の 2つのコマンドを除く、高速シ
リアルインターフェイスで使用可能なすべてのインターフェイスコンフィギュレーションコマ

ンドがサポートされます。

• sdlccts-delay

• sdlcrts-timeout

非同期モードにした場合、低速シリアルインターフェイスによって、標準非同期インターフェイ

スで使用可能なすべてのコマンドがサポートされます。デフォルトは同期モードです。

このコマンドを使用した場合、物理レイヤのコマンドのため、showrunning-configおよび
showstartup-configコマンドの出力には表示されません。

（注）
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Cisco 2520ルータから Cisco 2523ルータで低速シリアルインターフェイスのデフォルトモード
（同期）に戻るには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用し

ます。

手順の概要

1. nophysical-layer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

インターフェイスを、そのデフォルトモードであ

る同期モードに戻します。

nophysical-layer

例：

Router(config-if)# no physical-layer

ステップ 1   

インターフェイスの有効化設定の例

次に、シリアルインターフェイスのインターフェイス設定を開始する例を示します。PPPカプセ
ル化がシリアルインターフェイス 0に割り当てられます。

interface serial 0
encapsulation ppp

同じコマンドでもルータになると、たとえば PPPカプセル化をスロット 1のポート 0に割り当て
るため、次のようになります。

interface serial 1/0
encapsulation ppp

次の例では、lassというアドレスプールを使用するインターフェイス 7を除くすべてのインター
フェイス上で、デフォルトアドレスプールが使用されるよう、アクセスサーバを設定する方法

を示します。

ip address-pool local
ip local-pool lass 172.30.0.1
async interface
interface 7
peer default ip address lass

低速シリアルインターフェイスの例

ここでは、低速シリアルインターフェイスの次の設定例について説明します。
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同期モードまたは非同期モードの例

次に、低速シリアルインターフェイスを同期モードから非同期モードに変更する例を示します。

interface serial 2
physical-layer async

次に、低速シリアルインターフェイスを、非同期モードからデフォルトの同期モードに戻す例を

示します。

interface serial 2
physical-layer sync

または

interface serial 2
no physical-layer

次に、一般的な非同期インターフェイスコンフィギュレーションコマンドの一部の例を示しま

す。

interface serial 2
physical-layer async
ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
async default ip address 10.0.0.1
async mode dedicated
async default routing

次に、インターフェイスが同期モードにある場合に使用可能な、一般的な同期シリアルインター

フェイスコンフィギュレーションコマンドの一部の例を示します。

interface serial 2
physical-layer sync
ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
no keepalive
ignore-dcd
nrzi-encoding
no shutdown

半二重タイマーの例

次に、cts-delayタイマーを 1234 msに設定し、transmit-delayタイマーを 50 msに設定する例を示
します。

interface serial 2
half-duplex timer cts-delay 1234
half-duplex timer transmit-delay 50
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