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はじめに

ここでは、このマニュアルの目的、構成、および関連製品やサービスに関する詳細の入手方法につ

いて説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。

• マニュアルの改訂履歴（p.xvi）

• 目的（p.xvii）

• マニュアルの構成（p.xviii）

• 関連資料（p.xx）

• マニュアルの表記法（p.xxi）

• マニュアルの入手方法（p.xxiii）



xvi
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

はじめに

マニュアルの改訂履歴

マニュアルの改訂履歴

表 1 に、このマニュアルの変更内容の一覧を示します。

表 1 マニュアルの改訂履歴

リリース No リビジョン 日付 変更の概要

12.0(31)S Release 
12.0(31)S

2005 年 4 月 26 日 最初のリリースで第 1 版です。Cisco 12000 SIP-400 または Cisco 12000
SIP-600 に搭載された次の SPA について、Cisco IOS コマンドと設定手
順が記載されています。

• 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA

• 5 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA

• 10 ポート ギガビット イーサネット SPA

• 2 ポート および 4 ポート クリア チャネル T3/E3 SPA

• 2 ポート および 4 ポート チャネライズド T3 SPA

• 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA

12.0(31)S2 Release 
12.0(31)S2

2005 年 9 月 22 日 Cisco 12000 シリーズ ルータに、Cisco 12000 SIP-600 による次のハード
ウェアのサポートが導入されました。

• 2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA

12.0(32)S Release 
12.0(32)S

2006 年 1 月 20 日 Cisco 12000 シリーズ ルータに、次の SIP ハードウェアのサポートが導
入されました。

• Cisco 12000 SIP-401

• Cisco 12000 SIP-501

• Cisco 12000 SIP-601

Cisco 12000 シリーズ ルータに、次の SPA と SIP 401/501/601 のサポー
トが導入されました。

• 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA

• 8 ポート ファスト イーサネット SPA

• 10 ポート ギガビット イーサネット SPA

Cisco 12000 シリーズ ルータに、Cisco 12000 SIP-601 による次のハード
ウェアのサポートが導入されました。

• 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA

• 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA

Cisco 12000 シリーズ ルータに、Cisco 12000 SIP-501 と Cisco 12000
SIP-601 による次のハードウェアのサポートが導入されました。

• 2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA



xvii
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

はじめに

目的

目的

このマニュアルでは、Cisco 12000 シリーズ ルータでサポートされている SPA Interface Processor
（SIP）および Shared Port Adapter（SPA）の設定およびトラブルシューティングについて説明します。

12.0(32)SY Release 
12.0(32)SY

2006 年 6 月 26 日 Cisco 12000 シリーズ ルータに、Cisco 12000 SIP-401、Cisco 12000
SIP-501、および Cisco 12000 SIP-601 による次のハードウェアのサポー
トが導入されました。

• 8 ポート ファスト イーサネット SPA（SPA-8X1FE-TX-V2）

• 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA（SPA-1X10GE-L-V2）

• 2 ポート ギガビット イーサネット SPA（SPA-2X1GE-V2）

• 5 ポート ギガビット イーサネット SPA（SPA-5x1GE-V2）

• 10 ポート ギガビット イーサネット SPA（SPA-10X1GE-V2）

• 2 ポート OC-3c/STM-1 および OC-12c/STM-4 POS SPA

• 4 ポート OC-3c/STM-1 および OC-12c/STM-4 POS SPA

• 8 ポート OC-3c/STM-1 および OC-12c/STM-4 POS SPA

• 4 ポート OC-3c/STM-1 POS SPA

• 8 ポート OC-3c/STM-1 POS SPA

表 1 マニュアルの改訂履歴（続き）

リリース No リビジョン 日付 変更の概要
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マニュアルの構成

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章 タイトル 説明

Part 1 SPA IOS ソフトウェアと SIP および SPA の概要につい
て説明します。

第 1 章 Cisco IOS ソフトウェアの使用 CLI（コマンドライン インターフェイス）のアク
セス方法、および Cisco IOS ソフトウェアや関連
ツールの使用方法について説明します。

第 2 章 SIP および SPA 製品の概要 モジュラ サービス カード（SIP）と SPA の概要を
示します。

第 3 章 Cisco 12000 シリーズ ルータの SIP
の概要

Cisco 12000 シリーズ ルータでサポートされる SIP
について、リリース履歴、および機能と MIB（管
理情報ベース）サポートの概要を示します。

Part 2 ギガビット イーサネット SPA ギガビット イーサネット SPA の設定について説
明します。

第 4 章 ギガビット イーサネット SPA の概
要

Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載されたギガ
ビット イーサネット SPA のリリース履歴、および
機能と MIB（管理情報ベース）サポートの概要を
示します。

第 5 章 ファスト イーサネットおよびギガ
ビット イーサネット SPA の設定

Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載されたギガ
ビット イーサネット SPA の設定方法について説
明します。

第 6 章 ギガビット イーサネット SPA のト
ラブルシューティング

この章では、ギガビット イーサネット SPA の動作
のトラブルシューティングに使用できる技術につ

いて説明します。

第 7 章 ギガビット イーサネット SPA のコ
マンドの概要

ファスト イーサネットおよびギガビット イーサ
ネット SPA カードを設定、モニタ、およびメンテ
ナンスするために必要なコマンドのうち、最も重

要なコマンドをアルファベット順に示します。

Part 3 シリアル SPA シリアル SPA について説明します。

第 8 章 シリアル SPA の概要 2 ポートおよび 4 ポート T3/E3 SPA と 2 または 4
ポート CT3 SPA について、リリース履歴、機能、
および MIB の概要を示します。

第 9 章 2 ポートおよび 4 ポート チャネラ
イズド T3 SPA の設定

Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された 2 ポート
および 4 ポート チャネライズド T3 SPA の設定方
法について説明します。

第 10 章 2 ポートおよび 4 ポート T3/E3 SPA
の設定

Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された 2 ポート
および 4 ポート T3/E3 SPA の設定方法について説
明します。

第 13 章 シリアル SPA のコマンドの概要 シリアル SPA の設定、モニタ、およびメンテナン
スに関連する主なコマンドをアルファベット順に

示します。
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マニュアルの構成

Part 4 POS SPA POS SPA について説明します。

第 14 章 POS SPA の概要 Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された Packet
over SONET（POS）SPA のリリース履歴、および
機能と MIB（管理情報ベース）サポートの概要を
示します。

第 15 章 POS SPA の設定 Cisco 12000 SIP-600 シリーズ ルータに搭載された
POS SPA の設定方法について説明します。

第 16 章 POS SPA のコマンドの概要 POS SPA の設定、モニタ、およびメンテナンスに
関連する主なコマンドをアルファベット順に示し

ます。

Part 5 FPD FPD について説明します。

第 17 章 FPD のアップグレード Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された 
Field-Programmable Gate Array（FPGA）のアップ
グレード情報について説明します。

第 18 章 FPD 関連コマンドの概要 Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された SPA で
使用する Field-Programmable Device（FPD）イメー
ジの設定、モニタ、およびアップグレードに関連

する主なコマンドを、アルファベット順に示しま

す。

第 19 章 SIP および SPA コマンド リファレ
ンス

Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載される SPA の
すべての新規コマンドと変更されたコマンドにつ

いて、Cisco IOS ソフトウェア コマンドのリファレ
ンス情報（構文、使用上の注意事項、例など）を

説明します。

章 タイトル 説明
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関連資料

関連資料

ここでは、Cisco 12000 シリーズ ルータを設定するときに役立つその他の資料を示します。下記の
資料はオンラインで入手できます。

• 『Cisco 7600 Series Router SIP, SSC, and SPA Hardware Installation Guide』

• 『Cisco 7600 Series Router SIP, SSC, and SPA Software Configuration Guide』

• 『Cisco IOS Release Release Notes for Cisco 12000 Series Routers』

• 『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 12000 Series Routers』

Cisco 12000 シリーズ ルータ の文書
Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された SIP および SPA を設定する場合は、重要なハードウェア
インストレーション情報について次の関連資料も参照する必要があります。

• 『Cisco 7600 Series Router SIP, SSC, and SPA Hardware Installation Guide』

Cisco 12000 シリーズ ルータに関するその他の資料が、Cisco 12000 シリーズ ルータを設定するとき
に役立つことがあります。次の URL には、さまざまな Cisco 12000 シリーズ ルータとそれらに付随
する Field Replaceable Unit（FRU; 現場交換可能ユニット）について幅広い文書があります。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis12000/

そのほかにも、Cisco 12000 シリーズ ルータに関連する資料があります。関連資料の完全なリスト
については、次の URL にある各種のロードマップ文書を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis12000/roadmap/

Cisco IOS ソフトウェアのマニュアル
ルータ、スイッチ、またはゲートウェイ、およびこれらで稼働する Cisco IOS ソフトウェアには、
豊富な機能が組み込まれています。Cisco IOSソフトウェア機能のマニュアルは、次の URL から入
手できます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/

Cisco IOS Release 12.0 S ソフトウェアのマニュアル

リリース ノートやシステム エラー メッセージを含む Cisco IOS Release 12.0 S のマニュアルは、次
の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis12000/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis12000/roadmap/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/index.htm
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マニュアルの表記法

マニュアルの表記法

SIP および SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドでは、さまざまなシスコ製品（ルー
タ、アクセス サーバ、スイッチなど）を、一般にルータという用語で表しています。例では、Cisco
IOS ソフトウェアをサポートするルータ、アクセス サーバ、およびその他のネットワーキング デ
バイスが、ルータの代わりに使用されています。これらの製品は、単に説明を分かりやすくするた

めに使用されています。例の中で特定の製品が使用されていても、ほかの製品がサポートされてい

ないという意味ではありません。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

コマンド構文の説明では、次の表記法を使用しています。

角カッコまたは波カッコをネストした場合は、任意または必須の要素内に任意または必須の選択肢

があることを示します。次に例を示します。

表記 説明

^ または Ctrl ^ および Ctrl 記号は Control キーを表します。たとえば、̂D または Ctrl-D と
いうキーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味
します。キーは大文字で表記されていますが、大文字と小文字の区別はあ

りません。

ストリング ストリングはイタリック体で表記された、引用符を付けない一組の文字で

す。たとえば、SNMP コミュニティ ストリングとして public を設定する場
合、ストリングの前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、そ

の引用符も含めてストリングとみなされます。

表記 説明

太字 太字は、表示どおりにユーザが入力しなければならないコマンドおよび

キーワードを示します。

イタリック体 イタリック体は、ユーザが値を指定する引数を示します。

[x] 角カッコ内の要素（キーワードまたは引数）は省略可能です。

| 縦棒は、省略可能な、または必須のキーワード セットまたは引数セットの
うちの選択肢を示します。

[x | y] 縦棒で区切られたキーワードまたは引数を囲む角カッコは、省略可能な選

択肢を示します。

{x | y} 縦棒で区切られたキーワードまたは引数を囲む波カッコは、必須の選択肢

を示します。

表記 説明

[x {y | z}] 角カッコ内の波カッコおよび縦棒は、省略可能な要素の中で、必ずどれか

1つを選択しなければならないことを示します。
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はじめに

マニュアルの表記法

例には、次の表記法を使用しています。

読者の注意を促すために、次の表記法が使用されています。

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。

（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。

表記 説明

screen 画面に表示される情報の例は、Courier フォントで示されます。
bold screen ユーザが入力しなければならないテキストの例は、太字の Courier フォン

トで示されます。

< > かぎカッコで囲まれたテキストは、パスワードなど、画面に出力されない

テキストを表します。

! 行の先頭にある感嘆符は、コメント行を表します（特定のプロセスでは、

Cisco IOS ソフトウェアにより感嘆符が表示されることもあります）。

[ ] 角カッコ内は、システム プロンプトに対するデフォルトの応答です。
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マニュアルの入手方法

マニュアルの入手方法

シスコ製品のマニュアルおよびその他の資料は、Cisco.com で入手することができます。また、テ
クニカル サポートおよびその他のテクニカル リソースは、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
シスコの最新のマニュアルは、次の URL からアクセスしてください。

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 

http://www.cisco.com/jp

シスコの Web サイトの各国語版へは、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Product Documentation DVD
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、ポータブル メディアに収容された、技術的な製品マニュアルの総
合的なライブラリです。この DVD を使用すると、シスコ製品の各種バージョンのハードウェアの
インストレーション、ソフトウェアのインストール、設定、およびコマンドに関するガイドにアク

セスし、HTML で技術マニュアルを表示できます。DVD を使用することで、インターネットに接
続しなくてもシスコの Web サイトと同じマニュアルを参照できます。製品によっては、マニュア
ルの PDF バージョンも用意されています。

Product Documentation DVD は単一製品として、またはサブスクリプションとして入手できます。
Cisco.com（Cisco Direct Customers）に登録されている場合、Ordering ツールまたは Cisco Marketplace
から Product Documentation DVD（Customer Order 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/

http://www.cisco.com/techsupport
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/
http://www.cisco.com/go/marketplace/
http://www.cisco.com/jp
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マニュアルの入手方法

マニュアルの発注方法

Cisco.com に登録されている場合、2005 年 6 月 30 日から、次の URL にある Cisco Marketplace の
Product Documentation Store でシスコ製品のマニュアルを発注できます。

http://www.cisco.com/go/marketplace/

Ordering ツールを使用したマニュアルの発注も引き続きサポートされています。

• Cisco.com（Cisco Direct Customers）に登録されている場合、Ordering ツールからマニュアルを
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 ツールを使用したマニュアルの発注方法については、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わせください。

http://www.cisco.com/go/marketplace/
http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm
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シスコ製品のセキュリティ

シスコ製品のセキュリティ

シスコでは、無償の Security Vulnerability Policy ポータルを次の URL で提供しています。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html

このサイトから、以下のタスクを実行できます。

• シスコ製品における脆弱性を報告する。

• シスコ製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける。

• シスコからのセキュリティ情報を入手するために登録を行う。

シスコ製品に関するセキュリティ勧告および注意のリストが以下の URLで確認できます。

http://www.cisco.com/go/psirt

勧告および注意事項が変更された際に、リアルタイムで確認したい場合は、以下の URL から Product
Security Incident Response Team Really Simple Syndication（PSIRT RSS）にアクセスできます。

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、安全な製品を提供することを目指しています。製品のリリース前に社内でテストを実

施し、すべての脆弱性を迅速に修正するように努めております。お客様がシスコ製品の脆弱性を発

見したと思われる場合は、次の PSIRT にご連絡ください。

• 緊急度の高い問題 ― security-alert@cisco.com

緊急度の高い問題とは、システムが激しい攻撃を受けている状態、または急を要する深刻なセ

キュリティの脆弱性を報告する必要がある状態を指します。それ以外の状態はすべて、緊急度

の低い問題とみなされます。

• 緊急度の低い問題 ― psirt@cisco.com

緊急度の高い問題の場合、次の電話番号で PSIRT に問い合わせることができます。

• 1 877 228-7302

• 1 408 525-6532

ヒント お客様が第三者に知られたくない情報をシスコに送信する場合、Pretty Good Privacy（PGP）または
PGP と互換性のある製品を使用して情報を暗号化することを推奨します。PSIRT は、PGP バージョ
ン 2.x ～ 8.x と互換性のある暗号化情報を取り扱うことができます。

無効な暗号鍵または失効した暗号鍵は使用しないでください。PSIRT と通信する際は、次の URL に
ある Security Vulnerability Policy ページの Contact Summary にリンクされている有効な公開鍵を使用
してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.htm

このページのリンクに、現在使用されている PGP 鍵の ID があります。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
http://www.cisco.com/go/psirt
http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html
mailto:security-alert@cisco.com
mailto:psirt@cisco.com
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.htm
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テクニカル サポート

テクニカル サポート
Cisco Technical Support では、評価の高い 24 時間体制のテクニカル 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、広範囲にわたるオンライン
でのサポート リソースを提供しています。さらに、シスコシステムズとサービス契約を結んでいる
場合は、Technical Assistance Center（TAC）のエンジニアによる電話サポートも提供されます。シ
スコシステムズとサービス契約を結んでいない場合は、リセラーにお問い合わせください。

Cisco Technical Support & Documentation Web サイト
Cisco Technical Support & Documentation Web サイトでは、オンラインで資料やツールを利用して、
トラブルシューティングやシスコ製品およびテクノロジーに関する技術上の問題の解決に役立て

ることができます。この Web サイトは 24 時間ご利用いただけます。次の URL にアクセスしてく
ださい。

http://www.cisco.com/techsupport

Cisco Technical Support & Documentation Web サイト上のツールにアクセスする際は、いずれも
Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。サービス契約が有効で、ログイン ID また
はパスワードを取得していない場合は、次の URL で登録手続きを行ってください。

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

（注） テクニカル サポートにお問い合わせいただく前に、Cisco Product Identification（CPI）ツールを使用
して、製品のシリアル番号をご確認ください。CPI ツールへは、Documentation & Tools の下にある
Tools & Resources リンクをクリックして、Cisco Technical Support & Documentation Web サイトから
アクセスできます。Alphabetical Index ドロップダウン リストから Cisco Product Identification Tool
を選択するか、Alerts & RMAs の下にある Cisco Product Identification Tool リンクをクリックしてく
ださい。CPI ツールは、製品 ID またはモデル名、ツリー表示、または特定の製品に対する show コ
マンド出力のコピー＆ペーストによる 3 つの検索オプションを提供します。検索結果には、シリア
ル番号のラベルの場所がハイライトされた製品の説明図が表示されます。テクニカル サポートにお
問い合わせいただく前に、製品のシリアル番号のラベルを確認し、メモなどに控えておいてくださ

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/

http://www.cisco.com/techsupport
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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テクニカル サポート

Service Request ツールの使用
オンラインの TAC Service Request ツールを使えば、S3 および S4 の問題について最も迅速にテクニ
カル サポートを受けられます（ネットワークの障害が軽微である場合、あるいは製品情報が必要な
場合）。状況をご説明いただくと、TAC Service Request ツールが推奨される解決方法を提供します。
これらの推奨リソースを使用しても問題が解決しない場合は、シスコの技術者が対応します。TAC
Service Request ツールは次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest

問題が S1 または S2 であるか、インターネットにアクセスできない場合は、電話で TAC にご連絡
ください（運用中のネットワークがダウンした場合、あるいは重大な障害が発生した場合）。S1 お
よび S2 の問題にはシスコの技術者がただちに対応し、業務を円滑に運営できるよう支援します。

電話でテクニカル サポートを受ける際は、次の番号のいずれかをご使用ください。

アジア太平洋：+61 2 8446 7411（オーストラリア：1 800 805 227）
EMEA ：+32 2 704 55 55
米国： 1 800 553-2447

TAC の連絡先一覧については、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/techsupport/contacts

問題の重大度の定義

すべての問題を標準形式で報告するために、問題の重大度を定義しました。

重大度 1（S1） ― ネットワークがダウンし、業務に致命的な損害が発生する場合。24 時間体制であ
らゆる手段を使用して問題の解決にあたります。

重大度 2（S2） ― ネットワークのパフォーマンスが著しく低下、またはシスコ製品のパフォーマン
ス低下により業務に重大な影響がある場合。通常の業務時間内にフルタイムで問題の解決にあたり

ます。

重大度 3（S3） ― ネットワークのパフォーマンスが低下しているが、ほとんどの業務運用が機能し
ている場合。通常の業務時間内にサービスの復旧を行います。

重大度 4（S4） ― シスコ製品の機能、インストレーション、基本的な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で、業務への影響がほとんどまたはまったくない場合。

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
http://www.cisco.com/techsupport/contacts
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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することができます。

• Cisco Marketplace では、さまざまなシスコの書籍、参考資料、マニュアル、およびロゴ入り商
品を提供しています。Cisco Marketplace には、次の URL から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、トレーニング、認定関連の出版物を幅広く発行しています。
初心者から上級者まで、さまざまな読者向けの出版物があります。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テクニカル ユーザ向けの季刊誌で、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のに役立ちます。『Packet』には、ネットワーク
分野の最新動向、テクノロジーの進展、およびシスコの製品やソリューションに関する記事を

はじめ、ネットワークの配置やトラブルシューティングのヒント、設定例、お客様の事例研究、

認定やトレーニングに関する情報、および多数の詳細なオンライン リソースへのリンクが盛り
込まれています。『Packet』には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/packet

• 『iQ Magazine』は、シスコのテクノロジーを使って収益の増加、ビジネス効率の向上、および
サービスの拡大を図る方法について学ぶことを目的とした、シスコシステムズが発行する成長

企業向けの季刊誌です。この季刊誌は、実際の事例研究や事業戦略を用いて、これら企業が直

面するさまざまな課題や、問題解決の糸口となるテクノロジーを明確化し、テクノロジーの投

資に関して読者が正しい決断を行う手助けをします。『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

または次の URL でデジタル版をご覧いただけます。

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、シスコシステムズ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ク製品およびカスタマー サポート サービスについて
は、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products/index.html

• Networking Professionals Connection は、ネットワーキング専門家がネットワーキング製品やネッ
トワーキング技術に関する質問、提案、情報をシスコの専門家および他のネットワーキング専

門家と共有するためのインタラクティブな Web サイトです。ディスカッションに参加するに
は、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/discuss/networking

• シスコシステムズは最高水準のネットワーク関連のトレーニングを実施しています。トレーニ

ングの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

http://www.cisco.com/go/marketplace/
http://www.ciscopress.com
http://www.cisco.com/packet
http://www.cisco.com/go/iqmagazine
http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/
http://www.cisco.com/ipj
http://www.cisco.com/en/US/products/index.html
http://www.cisco.com/discuss/networking
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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Cisco IOS ソフトウェアの使用

この章では、Cisco IOS ソフトウェアを使用した Shared Port Adapter（SPA）の設定を準備するとき
に役立つ情報を提供します。具体的な内容は次のとおりです。

• ルータ コンソールを使用して CLI にアクセスする方法（p.1-2）

• キーボード ショートカットの使用（p.1-6）

• ヒストリ バッファによるコマンドの呼び出し（p.1-6）

• コマンド モードの概要（p.1-7）

• ヘルプの利用方法（p.1-8）

• コマンドの no 形式および default 形式の使用（p.1-12）

• 設定変更の保存（p.1-12）

• show コマンドおよび more コマンドの出力のフィルタリング（p.1-13）

• プラットフォームおよび Cisco IOS ソフトウェア イメージのサポート情報の検索（p.1-14）
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ルータ コンソールを使用して CLI にアクセスする方法
ここでは、直接接続されたコンソールを使用して CLI（コマンドライン インターフェイス）にアク
セスする方法や、Telnet を使用してリモート コンソールを実現し、CLI にアクセスする方法につい
て説明します。

• 直接接続されたコンソールを使用して CLI にアクセスする方法（p.1-2）

• Telnet を使用してリモート コンソールから CLI にアクセスする方法（p.1-3）

• モデムを使用してリモート コンソールから CLI にアクセスする方法（p.1-5）

各サービスを介してルータを設定およびアクセスする手順については、『Cisco IOS Terminal Services
Configuration Guide』および『Cisco IOS Terminal Services Command Reference』を参照してください。

コンソール ケーブル接続の詳細については、『Cisco 7600 Series Router SIP, SSC, and SPA Hardware
Installation Guide』を参照してください。

直接接続されたコンソールを使用して CLI にアクセスする方法
ここでは、ルータのコンソール ポートに接続し、コンソール インターフェイスを使用して CLI に
アクセスする方法について説明します。

コンソール ポートとの接続

端末または PC を介してルータ上のコンソール インターフェイスを使用する場合は、事前に次の手
順を実行します。

ステップ 1 端末エミュレーション ソフトウェアを次のように設定します。

• 9600 bps（ビット /秒）

• 8 データ ビット

• パリティなし

• 2 ストップ ビット

（注） これらは、ルータのデフォルトのシリアル通信パラメータです。ご使用の端末またはホストの要件

に合わせてそれらのデフォルトを変更する方法については、『Cisco IOS Terminal Services Configuration
Guide』を参照してください。

ステップ 2 ロールオーバー ケーブルを使用して、端末または PC をコンソール ポートに接続します。

この接続を行うには、RJ-45/RJ-45 ロールオーバー ケーブルの一端をルータのコンソール ポートに
取り付けます。さらに、そのケーブルの他端を ASCII 端末、または端末エミュレーション ソフト
ウェアを実行する PC に取り付けます。ASCII 端末または PC のポートには、RJ-45/DB-9 あるいは
RJ-45/DB-25 アダプタが必要な場合があります。
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コンソール インターフェイスの使用方法

コンソール インターフェイスを使用して CLI にアクセスする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ルータのコンソール ポートに端末ハードウェアを接続し、端末エミュレーション ソフトウェアを
適切に設定すると、次のプロンプトが表示されます。

Press Return for Console prompt

ステップ 2 Return キーを押して、ユーザ EXEC コンフィギュレーション モードを開始します。次のプロンプ
トが 表示されます。

Router>

ステップ 3 ユーザ EXEC コンフィギュレーション モードから、次の例のように enable コマンドを入力します。

Router> enable

ステップ 4 パスワード プロンプトで、システムのパスワードを入力します。次に、パスワード「enablepass」を
入力する例を示します。

Password: <enablepass>

ステップ 5 イネーブル パスワードが受け入れられると、イネーブル EXEC コンフィギュレーション モード プ
ロンプトが表示されます。

Router#

ステップ 6 これで、イネーブル EXEC コンフィギュレーション モードでの CLI へのアクセスが完了し、目的
の作業を完了するために必要なコマンドを入力することができます。

ステップ 7 コンソール セッションを終了するには、次の例のように quit コマンドを入力します。

Router# quit

Telnet を使用してリモート コンソールから CLI にアクセスする方法
ここでは、Telnet を使用してルータのコンソール インターフェイスに接続し、CLI にアクセスする
方法について説明します。

Telnet を使用してルータ コンソールに接続するための準備

Telnet を使用して TCP/IP ネットワークからルータにリモートにアクセスするには、事前に line vty
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、vty（仮想端末回線）をサポートするよ
うにルータを設定する必要があります。また、ログインを要求するように vty 回線を設定し、パス
ワードを指定する必要もあります。
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（注） 回線上でログインがディセーブル化されないようにするには、login ライン コンフィギュレーショ
ン コマンドを設定するときに、password コマンドでパスワードを指定する必要があります。
Authentication, Authorization, Accounting（AAA; 認証、許可、アカウンティング）を使用している場
合は、login authentication ライン コンフィギュレーション コマンドを設定する必要があります。
login authentication コマンドを使用してリストを設定するときに、回線上で AAA 認証に関するロ
グインがディセーブル化されないようにするには、aaa authentication login グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して、リストを設定する必要もあります。AAA サービスの詳細に
ついては、『Cisco IOS Security Configuration Guide』および『Cisco IOS Security Command Reference』
を参照してください。

また、ルータに Telnet 接続を行う前に、ルータの有効ホスト名またはルータに設定された IP アド
レスを取得しておく必要があります。Telnet を使用してルータに接続するための要件、Telnet サー
ビスのカスタマイズ方法、および Telnet キー シーケンスの使用方法については、『Cisco IOS Terminal
Services Configuration Guide』を参照してください。

Telnet を使用してコンソール インターフェイスにアクセスする方法

Telnet を使用してコンソール インターフェイスにアクセスする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 端末または PC から次のいずれかのコマンドを入力します。

• connect host [port] [keyword]

• telnet host [port] [keyword]

host はルータのホスト名または IP アドレス、port は 10 進数のポート番号（23 がデフォルト）、
keyword はサポートされているキーワードです。詳細については、『Cisco IOS Terminal Services
Command Reference』を参照してください。

（注） アクセス サーバを使用している場合は、ホスト名または IP アドレスとともに有効なポート番号を
指定する必要があります（ telnet 172.20.52.40 2004 など）。

次に、telnet コマンドを使用してルータ「Router」に接続する例を示します。

unix_host% telnet Router
Trying 172.20.52.40...
Connected to 172.20.52.40.
Escape character is '^]'.
unix_host% connect 

ステップ 2 パスワード プロンプトで、ログイン パスワードを入力します。次に、パスワード「mypass」を入
力する例を示します。

User Access Verification

Password: <mypass>

（注） パスワードを設定していない場合は、Return キーを押します。
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ステップ 3 ユーザ EXEC コンフィギュレーション モードから、次の例のように enable コマンドを入力します。

Router> enable

ステップ 4 イネーブル パスワードが受け入れられると、イネーブル EXEC コンフィギュレーション モード プ
ロンプトが表示されます。

Router#

ステップ 5 これで、イネーブル EXEC コンフィギュレーション モードでの CLI へのアクセスが完了し、目的
の作業を完了するために必要なコマンドを入力することができます。

ステップ 6 Telnet セッションを終了するには、次の例のように exit または logout コマンドを使用します。

Router# logout

モデムを使用してリモート コンソールから CLI にアクセスする方法
モデムを使用して非同期接続でリモート ルータにアクセスするには、AUX ポートを設定し、そこ
にモデムを接続する必要があります。

Cisco 12000 シリーズ ルータの AUX ポートを使用したモデム接続の詳細については、『Cisco 12000
Series Router Shared Port Adapter Hardware Installation Guide』を参照してください。

モデムおよび Reverse Telnet を使用したルータへの接続に関する詳細なガイドラインについては、次
の URL にある『Configuring a Modem on the AUX Port for EXEC Dialin Connectivity 』を参照してくだ
さい。

http://www.cisco.com/warp/public/471/mod-aux-exec.html

http://www.cisco.com/warp/public/471/mod-aux-exec.html
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キーボード ショートカットの使用
コマンドに大文字と小文字の区別はありません。また、コマンドおよびパラメータは、現在使用で

きる他のコマンドまたはパラメータとの区別が可能な文字数まで省略できます。最後に実行した 20
個のコマンドをヒストリ バッファから呼び出して、プロンプトで実行または編集できます。

表 1-1 に、コマンドを入力および編集するためのキーボード ショートカットを示します。

ヒストリ バッファによるコマンドの呼び出し
ヒストリ バッファには、最後に入力したコマンドが 20 個まで保管されます。ヒストリ置換によっ
て、特別な短縮コマンドを使用して、再入力せずに保管されているコマンドを呼び出すことができ

ます。

表 1-2 にヒストリ置換コマンドを示します。

表 1-1 キーボード ショートカット

キーストローク 説明

Ctrl-B を押下、または 

左矢印キーを押下1

1. 矢印キーは、VT100 などの ANSI 互換端末に限り有効です。

カーソルを 1 文字分だけ後退させます。

Ctrl-Fを押下、または

右矢印キーを押下 1

カーソルを 1 文字分だけ進めます。

Ctrl-A を押下 コマンドラインの先頭にカーソルを移動します。

Ctrl-E を押下 コマンドラインの末尾にカーソルを移動します。

Esc B を押下 カーソルを 1 ワード分だけ後退させます。

Esc F を押下 カーソルを 1 ワード分だけ進めます。

表 1-2 ヒストリ置換コマンド

コマンド 説明

Ctrl-P または上矢印キー 1

1. 矢印キーは、VT100 などの ANSI 互換端末に限り有効です。

直前に入力したコマンドから始めて、ヒストリ バッファに保管
されているコマンドを呼び出します。キー シーケンスを繰り返
すと、古いコマンドが順に呼び出されます。

Ctrl-N または下矢印キー 1 Ctrl-P または上矢印キーでコマンドを呼び出したあとで、ヒスト
リ バッファ内のより新しいコマンドに戻ります。キー シーケン
スを繰り返すと、より新しいコマンドが順に呼び出されます。

Router# show history EXEC モードで、最後に入力したいくつかのコマンドを表示し
ます。

http://www.cisco.com/warp/public/471/mod-aux-exec.html
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コマンド モードの概要
Cisco IOS ソフトウェアにアクセスするには、CLI を使用します。CLI には多くのモードがあり、使
用しているモードにより利用できるコマンドが異なります。CLI プロンプトで疑問符（?）を入力
すると、各コマンド モードで使用できるコマンドのリストを取得できます。

CLI にログインしたときのモードはユーザ EXEC モードです。ユーザ EXEC モードでは、使用でき
るコマンドが制限されています。すべてのコマンドを使用できるようにするには、通常はパスワー

ドを使用して、イネーブル EXEC モードを開始する必要があります。イネーブル EXEC モードから
は、ユーザ モードまたはイネーブル モードを含むすべての EXEC コマンドを発行できます。また、
グローバル コンフィギュレーション モードも開始できます。ほとんどの EXEC コマンドは 1 回限
りのコマンドです。たとえば、show コマンドは重要なステータス情報を表示し、clear コマンドは
カウンタまたはインターフェイスをクリアします。EXEC コマンドはソフトウェアの再起動時に保
存されません。

コンフィギュレーション モードでは、実行コンフィギュレーションを変更できます。その後、実行
コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに保存しておくと、変更された
コマンドはソフトウェアの再起動後も保存されます。特定の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 モードを開始する必要があります。グローバル コ
ンフィギュレーション モードからは、インターフェイス コンフィギュレーション モードや、プロ
トコル固有モードなど、その他のさまざまなモードを開始できます。

ROM モニタ モードは、Cisco IOS ソフトウェアを正常にロードできない場合に使用される独立した
モードです。ソフトウェアの起動時に有効なソフトウェア イメージが見つからない場合、または起
動時にコンフィギュレーション ファイルが破損している場合は、ROM モニタ モードが開始される
ことがあります。

表 1-3 に、Cisco IOS ソフトウェアの一般的な各コマンド モードへのアクセス方法、および終了方
法について説明します。また、各モードで表示されるプロンプトの例も示します。

コマンド モードの詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management
Configuration Guide』の「Using the Command-Line Interface」の章を参照してください。

表 1-3 コマンド モードのアクセスおよび終了

コマンド モード アクセス方式 プロンプト 終了方法

ユーザ EXEC ログインします。 Router> logout コマンドを使用します。

イネーブル EXEC ユーザ EXEC モードで、enable
EXEC コマンドを使用します。

Router# ユーザ EXEC モードに戻るには、disable コ
マンドを使用します。

グローバル コン
フィギュレーショ

ン

イネーブル EXEC モードで、
configure terminal イネーブル
EXEC コマンドを使用します。

Router(config)# グローバル コンフィギュレーション モード
からイネーブル EXEC モードに戻るには、
exit コマンドまたは end コマンドを使用し
ます。

インターフェイス

コンフィギュレー

ション

グローバル コンフィギュレー
ション モードで、interface コ
マンドを使用してインター

フェイスを指定します。

Router(config-if)# グローバル コンフィギュレーション モード
に戻るには、exit コマンドを使用します。

イネーブル EXEC モードに戻るには、end コ
マンドを使用します。

ROM モニタ イネーブル EXEC モードで、
reload EXEC コマンドを使用
します。システムが起動してか

らの最初の 60 秒間内に、Break
キーを押します。

> ROM モニタ モードを終了するには、continue
コマンドを使用します。
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ヘルプの利用方法

CLI プロンプトで疑問符（?）を入力すると、各コマンド モードで使用できるコマンド リストが表
示されます。コンテキスト ヘルプ機能を使用すると、コマンドに関連するキーワードと引数のリス
トも取得できます。

コマンド モード、コマンド、キーワード、または引数に固有のヘルプ情報を表示するには、次のい
ずれかのコマンドを使用します。

例：コマンド オプションの確認方法
ここでは、コマンド構文を表示する例を示します。コマンド構文には、任意または必須のキーワー

ドおよび引数が含まれています。コマンドのキーワードおよび引数を表示するには、コンフィギュ

レーション プロンプトで疑問符（?）を入力するか、またはコマンドの一部を入力したあとに 1 ス
ペース空けて、疑問符（?）を入力します。使用可能なキーワードおよび引数のリストと簡単な説
明が表示されます。たとえば、グローバル コンフィギュレーション モードで arap コマンドのすべ
てのキーワードまたは引数を表示する場合は、arap ? と入力します。

コマンド ヘルプ出力の <cr> 記号は、「CR（復帰）」を表します。旧式のキーボードでは、CR キー
は Return キーです。最近のキーボードでは、CR キーは Enter キーです。コマンド ヘルプ出力の末
尾に <cr> 記号が表示されている場合は、Enter キーを押してコマンドを完了することができます。
<cr> 記号の前に表示されている引数とキーワードはオプションです。<cr> 記号自体は、使用できる
引数またはキーワードがこれ以上ないため、Enter キーを押してコマンドを完了する必要があるこ
とを示します。

表 1-4 に、コマンドを入力する際に疑問符（?）を使用する例を示します。この表は、Cisco IOS
Release 12.0(3) を実行している Cisco 7206 ルータのシリアル インターフェイスで IP アドレスを設定
する手順を示しています。

コマンド 説明

help コマンド モードのヘルプ システムの概要を示します。
abbreviated-command-entry? 特定の文字ストリングで始まるコマンドのリストが表示されます（コマンドと疑問

符の間にはスペースを入れないでください）。

abbreviated-command-entry<Tab> 指定したコマンド省略形に基づいて、完全なコマンド名が表示されます。

? 特定のコマンド モードで使用できるすべてのコマンドが表示されます。
command ? コマンドラインで次に入力する必要のあるキーワードまたは引数が表示されます

（コマンドと疑問符の間にスペースを入れてください）。
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表 1-4 コマンド オプションの確認方法

コマンド コメント

Router> enable
Password: <password>
Router#

enable コマンドおよびパスワードを
入力して、イネーブル EXEC コマン
ドを開始します。イネーブル EXEC
モードが開始されると、プロンプト

が Router# に変わります。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

configure terminal イネーブル EXEC
コマンドを入力して、グローバル コ
ンフィギュレーション モードを開
始します。グローバル コンフィギュ
レーション モードが開始されると、
プロンプトが Router(config)# に変
わります。

Router(config)# interface serial ?
<0-6> Serial interface number

Router(config)# interface serial 4 ?
/

Router(config)# interface serial 4/ ?
<0-3> Serial interface number

Router(config)# interface serial 4/0 ?
<cr>
Router(config)# interface serial 4/0
Router(config-if)#

interface serial グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用し
て、設定するシリアル 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
始します。

? を入力し、コマンドラインに次に
入力する内容を表示します。この例

では、シリアル インターフェイスの
スロット番号とポート番号を、ス

ラッシュで区切って入力する必要

があります。

<cr> 記号が表示されている場合は、
Enter キーを押してコマンドを完了
することができます。

インターフェイス コンフィギュ
レーション モードが開始されると、
プロンプトが Router(config-if)#
に変わります。
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Router(config-if)# ?
Interface configuration commands:

.

.

.
ip Interface Internet Protocol config commands
keepalive Enable keepalive
lan-name LAN Name command
llc2 LLC2 Interface Subcommands
load-interval Specify interval for load calculation for an

interface
locaddr-priority Assign a priority group
logging Configure logging for interface
loopback Configure internal loopback on an interface
mac-address Manually set interface MAC address
mls mls router sub/interface commands
mpoa MPOA interface configuration commands
mtu Set the interface Maximum Transmission Unit (MTU)
netbios Use a defined NETBIOS access list or enable

name-caching
no Negate a command or set its defaults
nrzi-encoding Enable use of NRZI encoding
ntp Configure NTP
.
.
.

Router(config-if)#

? を入力し、シリアル インターフェ
イスに使用できるすべてのイン

ターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドのリストを表示し
ます。次の例では、使用可能なイン

ターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドの一部のみを示し
ています。

Router(config-if)# ip ?
Interface IP configuration subcommands:

access-group Specify access control for packets
accounting Enable IP accounting on this interface
address Set the IP address of an interface
authentication authentication subcommands
bandwidth-percent Set EIGRP bandwidth limit
broadcast-address Set the broadcast address of an interface
cgmp Enable/disable CGMP
directed-broadcast Enable forwarding of directed broadcasts
dvmrp DVMRP interface commands
hello-interval Configures IP-EIGRP hello interval
helper-address Specify a destination address for UDP broadcasts
hold-time Configures IP-EIGRP hold time
.
.
.

Router(config-if)# ip

インターフェイスに設定するコマ

ンドを入力します。この例では、ip
コマンドを使用しています。

? を入力し、コマンドラインに次に
入力する内容を表示します。次の例

では、使用可能なインターフェイス

IP コンフィギュレーション コマン
ドの一部のみを示しています。

Router(config-if)# ip address ?
A.B.C.D IP address
negotiated IP Address negotiated over PPP

Router(config-if)# ip address

インターフェイスに設定するコマ

ンドを入力します。この例では、ip
address コマンドを使用しています。

? を入力し、コマンドラインに次に
入力する内容を表示します。この例

では、IP アドレスまたは negotiated
キーワードを入力する必要があり

ます。

CR（<cr>）が表示されないため、コ
マンドを完了するには、キーワード

または引数をさらに入力する必要

があります。

表 1-4 コマンド オプションの確認方法（続き）

コマンド コメント
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Router(config-if)# ip address 172.16.0.1 ?
A.B.C.D IP subnet mask

Router(config-if)# ip address 172.16.0.1

使用するキーワードまたは引数を

入力します。この例では、IP アドレ
ス 172.16.0.1 を使用しています。

? を入力し、コマンドラインに次に
入力する内容を表示します。この例

では、IP サブネット マスクを入力す
る必要があります。

<cr> が表示されないため、コマンド
を完了するには、キーワードまたは

引数をさらに入力する必要があり

ます。

Router(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.0 ?
secondary Make this IP address a secondary address
<cr>

Router(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

IP サブネット マスクを入力します。
この例では、IP サブネット マスク
255.255.255.0 を使用しています。

? を入力し、コマンドラインに次に
入力する内容を表示します。この例

では、secondary キーワードを入力
するか、Enter キーを押します。

<cr> が表示されます。Enter キーを
押してコマンドを終了するか、別の

キーワードを入力します。

Router(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#

この例では、Enter キーを押してコ
マンドを完了しています。

表 1-4 コマンド オプションの確認方法（続き）

コマンド コメント
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コマンドの no 形式および default 形式の使用
ほとんどすべてのコンフィギュレーション コマンドには no 形式があります。通常、コマンドの機
能をディセーブルにするには、no 形式のコマンドを指定します。ディセーブルになっている機能を
再びイネーブルにしたり、デフォルトでディセーブル化されている機能をイネーブルにしたりする

には、no キーワードを指定しないでコマンドを使用します。たとえば、IP ルーティングはデフォ
ルトでイネーブルに設定されています。IP ルーティングをディセーブルにするには、no ip routing
コマンドを使用します。IP ルーティングを再びイネーブルにするには、ip routing コマンドを使用
します。Cisco IOS ソフトウェアのコマンド リファレンスには、コンフィギュレーション コマンド
の完全な構文、および no 形式のコマンドの機能が記載されています。

コンフィギュレーション コマンドには、default 形式もあります。これは、コマンドの設定をデフォ
ルト値に戻します。大部分のコマンドはデフォルトではディセーブルです。その場合、default 形式
の使用は、コマンドの no 形式を使用した場合と同じ結果をもたらします。ただし、デフォルトで
はイネーブルで、特定のデフォルト値に設定される変数を持つコマンドもあります。この場合は、

コマンドの default 形式を使用すると、コマンドがイネーブルになり、変数がデフォルト値に設定
されます。Cisco IOS ソフトウェアのコマンド リファレンスには、その機能が no 形式とは異なる場
合、コマンドの default 形式の効果について説明が記載されています。

設定変更の保存

設定の変更をスタートアップ コンフィギュレーションに保存して、ソフトウェアのリロードや停電が
発生した場合に変更内容が失われないようにするには、copy system:running-config nvram:startup-config
コマンドを使用します。次に例を示します。

Router# copy system:running-config nvram:startup-config
Building configuration...

設定の保存に 1 ～ 2 分かかることがあります。設定が保存されると、次の出力が表示されます。

[OK]
Router#

この手順を実行すると、ほとんどのプラットフォームでは、設定が NVRAM（不揮発性 RAM）に
保存されます。クラス A フラッシュ ファイル システム プラットフォームでは、CONFIG_FILE 環
境変数で指定された場所に設定が保存されます。CONFIG_FILE 環境変数のデフォルト値は、
NVRAM です。
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show コマンドおよび more コマンドの出力のフィルタリング
show コマンドと more コマンドの出力を検索し、フィルタリングすることができます。この機能
は、大量の出力を並べ替える必要がある場合や、不要な出力を除外する場合に役立ちます。

この機能を使用するには、show コマンドまたは more コマンドのあとに続けて、「パイプ」文字（|）、
キーワード begin、include、exclude のいずれか 1 つと、検索またはフィルタリングする正規表現を
入力します（正規表現は大文字と小文字を区別します）。

command | {begin | include | exclude} regular-expression

この出力は、コンフィギュレーション ファイル内の情報の特定の行に一致します。次に、show
interface コマンドに出力修飾子を使用して、「protocol」という表現が現れる行のみを出力する例を
示します。

Router# show interface | include protocol

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Serial4/0 is up, line protocol is up
Serial4/1 is up, line protocol is up
Serial4/2 is administratively down, line protocol is down
Serial4/3 is administratively down, line protocol is down

検索とフィルタリングの機能については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network 
Management Configuration Guide』の「Using the Command-Line Interface」の章を参照してください。
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プラットフォームおよび Cisco IOS ソフトウェア イメージのサポート
情報の検索

Cisco IOS ソフトウェアは、特定のプラットフォームをサポートするソフトウェア イメージで構成
されたフィーチャ セットにパッケージ化されています。各プラットフォームで使用できるフィー
チャ セットは、リリースに収められている Cisco IOS ソフトウェア イメージによって異なります。
個々のリリースで使用できるソフトウェア イメージのフィーチャ セットを特定したり、特定の
Cisco IOS ソフトウェア イメージで機能が使用できるかどうかを確認したりする場合は、Cisco
Feature Navigator を使用するか、またはソフトウェアのリリース ノートを参照してください。

Cisco Feature Navigator の使用
プラットフォームのサポートおよび Cisco IOS ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を調
べるには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスします。アクセスには、Cisco.com のアカ
ウントが必要です。アカウントを持っていないか、またはユーザ名やパスワードを忘れた場合は、

ログイン ダイアログ ボックスで Cancel をクリックし、表示される説明に従ってください。

Software Advisor の使用
Cisco IOS リリースで機能がサポートされているかを確認したり、この機能に関するソフトウェア
マニュアルの入手先を調べたり、ルータに搭載されたハードウェアに対する Cisco IOS ソフトウェ
アの最低限のソフトウェア要件を調べたりするには、シスコが提供している Cisco.com の Software
Advisor ツールを使用してください（http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/CompNav/Index.pl）。

このツールにアクセスするには、Cisco.com に登録する必要があります。

ソフトウェア リリース ノートの使用
Cisco IOS ソフトウェア リリースには、次の情報を記載したリリース ノートが含まれています。

• プラットフォームのサポート情報

• メモリに関する推奨事項

• 新機能の情報

• 全プラットフォームの未解決および解決済みの重大度 1 および 2 の注意事項

リリース ノートには、最新のリリースに固有の情報が記載されています。これらの情報には、以前
のリリースに記載済みの機能に関する情報が含まれていないことがあります。以前の機能の情報に

ついては、Cisco Feature Navigator を参照してください。

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/CompNav/Index.pl
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2

SIP および SPA 製品の概要

この章では、モジュラ サービス カード（SIP）と Shared Port Adapter（SPA）の概要を示します。具
体的な内容は次のとおりです。

• SIP と SPA の概要（p.2-2）

• SPA 光モジュールの互換性（p.2-4）

• SIP および SPA の互換性（p.2-5）

Cisco 12000 シリーズ ルータでサポートされている特定の SIP および SPA のハードウェアの詳細に
ついては、『Cisco 7600 Series Router SIP, SSC, and SPA Hardware Installation Guide』を参照してくだ
さい。
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SIP と SPA の概要
SIP と SPAは、シスコシステムズ ルータのモジュール性、柔軟性、および密度を高めてネットワー
ク接続を実現するための、新しいキャリア カードおよびポート アダプタ アーキテクチャです。こ
こでは、SIP と SPA について説明し、これらを使用する場合の注意事項を示します。

SIP
次に、SIP の一般的な特性の一部を示します。

• SIP は、ライン カードのようにルータ スロットに装着するキャリア カードです。このカード自
体にネットワーク接続機能はありません。

• SIP には、SPA を 1 つまたは複数装着するためのサブスロットが複数装備されています。SPA
には、ネットワーク接続用のインターフェイス ポートがあります。

• 通常動作時は、すべてのサブスロットに SPA を装着するか、またはすべての空のサブスロット
にブランク フィラー プレートを取り付けた状態で、SIP をルータに搭載する必要があります。

• SIP では、SPA がサブスロットに装着されているときに Online Insertion and Removal（OIR; ホッ
トスワップ）がサポートされます。

SPA
次に、SPA の一般的な特性の一部を示します。

• SPA は、互換性のある SIP キャリア カードのサブスロットに装着するモジュラ タイプのポー
ト アダプタです。これにより、ネットワーク接続を実現し、インターフェイスのポート密度を
高めることができます。SIP には、SIP のタイプに応じて SPA を 1 つまたは複数装着できます。

• SPA は、次のサイズのものを使用できます（図 2-1 および図 2-2 を参照）。

－ シングルハイト SPA ― 1 つの SIP サブスロットに装着

－ ダブルハイト SPA ― 縦に並んだ 2 つの SIP サブスロットに装着

図 2-1 シングルハイトおよびダブルハイト SPA のサイズ
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図 2-2 SPA の水平シャーシ スロットおよび垂直シャーシ スロットの向き

• SPA にはそれぞれ、1 つまたは複数のネットワークとのインターフェイスとなるコネクタまた
はポートが一定数装備されています。これらのインターフェイスは、Cisco IOS の CLI（コマン
ドライン インターフェイス）内で個別に設定できます。

• 通常動作時は、SIP の各サブスロットにブランク フィラー パネル、または動作可能な SPA を
装着する必要があります。

• SPA は OIR をサポートします。これらは SIP で個別に着脱できます。SPA を搭載した SIP の
OIR もサポートされます。

SFP および XFP 光モジュール
SFP および XFP 光モジュールの詳細については、『Cisco 7600 Series Router SIP, SSC, and SPA
Hardware Installation Guide』の該当する SPA の項を参照してください。

表 2-1 に、SFP モジュールとそれらの説明を示します。

11
68
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表 2-1 SFP モジュール

SPA
SFP モジュール
製品番号 SFP モジュール 説明

5 ポート ギガビット 
イーサネット SPA

SFP-GE-S 短波長（1000BASE-SX） 1000BASE-SX（短波長）アプリケーション用のク
ラス 1 レーザー（850 nm）を装備しています。

5 ポート ギガビット 
イーサネット SPA

SFP-GE-L 長波長 /長距離
（1000BASE-LX/LH）

1000BASE-LX/LH（長波長）アプリケーション用
のクラス 1 レーザー（1310 nm）を装備していま
す。

5 ポート ギガビット 
イーサネット SPA

SFP-GE-Z 超長距離（1000BASE-ZX） 1000BASE-ZX（超長波長）アプリケーション用の
クラス 1 レーザー（1550 nm）を装備しています。

1 ポート 10 ギガビット 
イーサネット SPA

XFP-10GLR XFP-10GLR-OC192SR 1000BASE-LX/LH（長波長）アプリケーション用
のクラス 1 レーザー（1310 nm）を装備していま
す。

1 ポート 10 ギガビット 
イーサネット SPA

XFP-10GER XFP-10GER-OC192IR 1000BASE-ZX（超長波長）アプリケーション用の
クラス 1 レーザー（1550 nm）を装備しています。
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SPA 光モジュールの互換性

表 2-2 に、SPA で使用できると認定された光モジュールのタイプを示します。

表 2-2 SPA 光モジュールの互換性

SPA 認定された光モジュール

2 ポート T3/E3 シリアル SPA なし

4 ポート クリア チャネル T3/E3 SPA なし

2 ポート チャネライズド T3 SPA なし

4 ポート チャネライズド T3 SPA なし

1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA XFP-10GLR-OC192SR
XFP-10GER-OC192IR

5 ポート ギガビット イーサネット SPA SFP-GE-S

SFP-GE-L

SFP-GE-Z

10 ポート ギガビット イーサネット SPA SFP-GE-S

SFP-GE-L

SFP-GE-Z

1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA なし

2 ポート OC48-POS/RPR SPA SFP-OC48-SR OC48/STM16c SFP、短距離

SFP-OC48-IR1 OC48/ STM16c SFP、中距離

SFP-OC48-LR2 OC48/STM16c SFP、長距離（80 km）

2 ポート、4ポート、および 8 ポート 
OC-3c/STM-1 および OC-12c/STM-4 POS SPA 

SFP-OC3-SR OC3c/STM1 SFP、短距離

SFP-OC3-IR1 OC3c/STM1 SFP、中距離

SFP-OC3-LR2 OC3c/STM1 SFP、長距離（80 km）

SFP-OC12-SR OC12c/STM4 SFP、短距離

SFP-OC12-IR1 OC12c/STM4 SFP、中距離

SFP-OC12-LR2 OC12c/STM4 SFP、長距離（80 km）
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SIP および SPA の互換性
表 2-3 に、Cisco 12000 シリーズ ルータ でサポートされる SIP と各 SIP がサポートする SPA を示し
ます。

表 2-3 Cisco 12000 シリーズ ルータ上の SIP と SPA の互換性

SIP のタイプ SIP のタイプ

SPA
2.5G ISE 
SIP 400

10G 
SIP 600

2.5G 
SIP 401

5G 
SIP 501

10G 
SIP 601

2 ポート T3/E3 シリアル SPA ○ ○ ○ ○

4 ポート クリア チャネル T3/E3 SPA ○ ○ ○ ○

2 ポート チャネライズド T3 SPA ○ ○ ○ ○

4 ポート チャネライズド T3 SPA ○ ○ ○ ○

8 ポート ファスト イーサネット SPA ○ ○ ○

1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA ○ ○

5 ポート ギガビット イーサネット SPA ○ ○ ○

10 ポート ギガビット イーサネット SPA ○ ○

1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA ○ ○

2 ポート OC48-POS/RPR SPA ○ ○ ○

2 ポート、4ポート、および 8 ポート 
OC-3c/STM-1 および OC-12c/STM-4 POS SPA

○
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3

Cisco 12000 シリーズ ルータの SIP の
概要

この章では、Cisco 12000 シリーズ ルータでサポートされる SPA Interface Processor（SIP） について、
リリース履歴、および機能と MIB（管理情報ベース）サポートの概要を示します。

この章の内容は次のとおりです。

• リリース履歴（p.3-1）

• サポートされる機能（p.3-2）

• サポートされる MIB（p.3-6）

• SPA ハードウェア タイプの表示（p.3-9）

リリース履歴

リリース 変更内容

Cisco IOS Release 12.0(31)S Cisco 12000 シリーズ ルータに、次の SIP ハードウェアのサポート
が導入されました。

• Cisco 12000 SIP-400

• Cisco 12000 SIP-600

Cisco IOS Release 12.0(32)S Cisco 12000 シリーズ ルータに、次の SIP ハードウェアのサポート
が導入されました。

• Cisco 12000 SIP-401

• Cisco 12000 SIP-501

• Cisco 12000 SIP-601



第 3章      Cisco 12000 シリーズ ルータの SIP の概要
サポートされる機能

3-2
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

サポートされる機能

ここでは、SIP のハードウェアおよびソフトウェアでサポートされる主な機能の一覧を示します。

Cisco 12000 SIP-401、Cisco 12000 SIP-501、Cisco 12000 SIP-600、および 
Cisco 12000 SIP-601 の機能

Cisco 12000 SIP-401、Cisco 12000 SIP-501、Cisco 12000 SIP-600、および Cisco 12000 SIP-601 は、パ
フォーマンスを低下させずにパケットの分類、フォワーディング、キューイング、およびアカウン

ティングを実行する、共通の 10 Gbps フォワーディングおよびキューイング エンジンを備えていま
す。Cisco 12000 SIP-401、Cisco 12000 SIP-501、Cisco 12000 SIP-600、および Cisco 12000 SIP-601 に
は 2 つのフォワーディング エンジンがあり、それぞれ入力と出力に使用されます。これによって、
ユーザは入力インターフェイスと出力インターフェイスに異なる機能と QoS ポリシーを実装でき
ます。出力フォワーディング エンジンではマルチキャスト レプリケーションが行われ、QoS が組
み込まれた非常にスケーラブルなマルチキャストが実現されます。

モジュール型の Physical Layer Interface Module（PLIM; 物理レイヤ インターフェイス モジュール）
のフロントエンドには、最大 2 つの Shared Port Adapter（SPA）を取り付けることができます。各
SPA は、SPA コントローラへの専用 10 Gbps インターフェイスを備えています。SPA コントローラ
では公平な帯域幅割り当てアルゴリズムが使用され、2 つの SPA 間で利用可能な帯域幅と超過帯域
幅が共有されます。オーバーサブスクライブ型の SPA は、非オーバーサブスクライブ型の SPA で
パケット廃棄を発生させません。一方の SPA で使用されていない帯域幅があれば、他方の SPA で
使用されます。

Cisco 12000 SIP-401、Cisco 12000 SIP-501、Cisco 12000 SIP-600、および Cisco 12000 SIP-601 は、次
のプラグイン可能 SPA とレイヤ 2 カプセル化の任意の組み合わせをサポートしています。

• 連結された OC-192 と OC-48

• ギガビット イーサネットおよび 10 ギガビット イーサネット インターフェイス

• PPP（ポイントツーポイント プロトコル）

• High Level Data Link Control（HDLC; ハイレベル データリンク制御）

• フレーム リレー

• Dynamic Packet Transport（DPT; ダイナミック パケット トランスポート）

• Resilient Packet Ring（RPR; 復元パケット リング）

• 802.17 

• VLAN

SPA コントローラは、SPA インターフェイス間を流れるユーザ トラフィックをレイヤ 3 フォワー
ディング エンジンに適応させます。SPA コントローラには、Deficit Round Robin（DRR）と Strict
Priority Servicing という 2 つのレベルのプライオリティ キューイングがあります。Strict Priority
Servicing は、オーバーサブスクライブ型の構成でプライオリティの低いパケットから廃棄すること
によって、プライオリティの高いパケットを保護します（着信トラフィック レートは 20 Gbps で一
定）。

Cisco 12000 SIP-401、Cisco 12000 SIP-501、Cisco 12000 SIP-600、および Cisco 12000 SIP-601 は、次
の主な機能を提供します。

• あらゆるインターフェイス、サブインターフェイス、フレーム リレー接続、VLAN に対する
4096 個の入力シェープド キューの動的割り当て

• 入力キューイング： 

－ 2048 個の Modified DRR（MDRR）キュー

－ 16 個のハイ プライオリティ キュー
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－ 8 個のマルチキャスト キュー

－ 2 個のファブリック プライオリティ キュー

• 出力キューイング： 

－ 8192 個の Modified DRR（MDRR）キュー（4096 個のインターフェイスで動的に共有）

－ 階層型シェーピング（インターフェイス、キュー）

• 多数の IPv4、IPv6、Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチン
グ）、MPLS VKPN ユニキャストおよびマルチキャスト ルート：最大 100 万個の IPv4/MPLS ルー
トと最大 512,000 個の IPv6 プレフィクス

• VLAN または送信元 /宛先 MAC アドレス単位のフィルタリング、トランキング、アカウンティ
ング、QoS、マッチ VLAN QoS、Hot Standby Router Protocol（HSRP）/Virtual Router Redundancy
Protocol（VRRP）階層型レート制限とポリシング、ダイナミック キューイング、およびトラ
フィック シェーピング

• ハードウェアでの入力および出力 Full NetFlow バージョン 8

• ハードウェアでの入力および出力 Sampled NetFlow バージョン 5、8、および 9

• Building Integrated Timing Supply（BITS）

• SPA の Online Insertion Removal（OIR; ホットスワップ）。一方の SPA で OIR を行っても、他方
の SPA インターフェイスのトラフィックは影響を受けません。

• Multi-Router Automatic Protection Switching（MR-APS; マルチルータ自動保護スイッチング）

• レイヤ 2 VPN over MPLS（Any Transport over MPLS [AToM]）と Over IP Layer 2 Tunneling Protocol
Version 3（L2TPv3）

Cisco 12000 SIP-401、Cisco 12000 SIP-501、および Cisco 12000 SIP-601 は、Cisco 12000 SIP-400 と
Cisco 12000 SIP-600 では使用できない次の主な機能を提供します。

• 電源装置電圧のより精細な制御

12.0(32)S リリースでは、電圧増加の割合（%）を指定できます。割合を指定しない場合、使用
される値はデフォルトの割合である 5% です。

公称電源電圧、マージン割合（%）、および実際のリードバック電圧が表示されるように出力が
強化され、期待される値が書き込まれ、実際に正しく適用されたことを確認できます。

Cisco 12000 SIP-400 の機能
Cisco 12000 SIP-400 は、2.5 Gbps IP Services Engine（ISE）SIP であり、高レベルのパフォーマンス、
スケーラブルな物理および論理接続、ハイタッチの QoS およびセキュリティ機能が必要なアプリ
ケーションに使用される SPA を搭載できます。Cisco 12000 SIP-400 では、2.5 G ISE ライン カード
で以前から提供されていた利点により機能が強化され、拡張されているため、通信事業者は、VoIP、
MPLS VPN、インターネット アクセス、低速専用線アグリゲーション（DS3、E3、CT3、n x T1、n
x DS0）といったサービスを提供できます。

Cisco 12000 SIP-400 は、パフォーマンスを低下させずにパケットの分類、フォワーディング、キュー
イング、およびアカウンティングを処理する、共通の 10 Gbps フォワーディングおよびキューイン
グ エンジンを備えています。12000 シリーズ ISE テクノロジーに基づくこのフォワーディング エン
ジンの特長は、エッジに最適な、適応性の高い独自のプログラマブル ネットワーク プロセッサに
あります。このプロセッサは、Application-Specific Integrated Circuit（ASIC; 特定用途向け集積回路）
のハードウェア パフォーマンスとソフトウェアの柔軟性を兼ね備えています。

モジュール型の Physical Layer Interface Module（PLIM; 物理レイヤ インターフェイス モジュール）
のフロントエンドには、最大 4 つの SPA を取り付けることができます。各 SPA は、SPA コントロー
ラへの専用 2.5 Gbps インターフェイスを備えています。Cisco 12000 SIP-400 は、次のプラグイン可
能 SPA とレイヤ 2 カプセル化の任意の組み合わせをサポートしています。

• T3
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• E3

• CT3

• PPP/HDLC/FR

• MLPPP

• MLFR

SPA コントローラは、SPA インターフェイス間を流れるトラフィックをレイヤ 3 フォワーディング
エンジンに適応させます。SPA コントローラには、DRR と Strict Priority Servicing という 2 つのレ
ベルのプライオリティ キューイングがあります。Strict Priority Servicing は、プライオリティの高い
トラフィックを保護します。

主な機能

Cisco 12000 SIP-400 は、次の主な機能と利点を備えています。

• QoS

• Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）

• セキュリティ

• アカウンティング

• ハイ アベイラビリティ

QoS

トラフィック シェーピング

トラフィック シェーピングは、階層型サービス モデルを構築しようとしているサービス プロバイ
ダーに特に有効です。トラフィック シェーピングによって、Cisco 12000 SIP-400 は、入力と出力の
両方向でトラフィックのバーストを吸収できます。Cisco 12000 SIP-400 は、最大 2048 個の入力
シェープド キューと最大 1024 個の出力シェープド キューをサポートしており、これらはあらゆる
インターフェイスまたはサブインターフェイスに動的に割り当てられます。トラフィックは、64
Kbps までシェーピングできます。

トラフィックのレート制限とマーキング

Committed Access Rate（CAR; 専用アクセス レート）または Modular QoS CLI（MQC）を使用したト
ラフィックのレート制限とマーキングによって、サービス プロバイダーは、内部のネットワーク
リソースへのアクセスを制御できます。これらの機能を使用すると、Denial of Service（DoS; サービ
ス拒否）攻撃から保護したり、階層型サービスを提供したりできます。

LLQ を備えた MDRR によるトラフィックの優先順位付け

Low Latency Queuing（LLQ; 低遅延キューイング）を備えた MDRR によるトラフィックの優先順位
付けによって、パケット デキューイング プロセスを制御して差別化フローの通過遅延を保証する、
クラスベースのパケット キューイングを実現します。Cisco 12000 SIP-400 は、次のキューをサポー
トしています。

• 2048 個のユニキャスト MDRR キュー

• 16 個のハイ プライオリティ キュー

• 1 個の入力方向のマルチキャスト キュー

• 4096 個の MDRR キュー（出力方向の 1024 個のインターフェイス間で動的に共有）
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WRED および クエリー管理による輻輳制御

WRED およびクエリー管理による輻輳制御は、プライオリティの高いフローのパケットが廃棄され
る前に、プライオリティの低いフローを選択的に廃棄することを可能にします。

PE

Cisco 12000 SIP-400 は、サービスに最適化されたネットワークの開発をサポートし、回線ベースの
ネットワークからパケットベースのネットワークへの移行を加速できる、次の包括的な MPLS 機能
を提供します。

• レイヤ 2 VPN over MPLS（Any Transport over MPLS）および over IP（L2TPv3）

• レイヤ 3 VPN over MPLS および over IP、マルチキャスト VPN

• Multilink Point-to-point Protocol（MLPPP）

• Multilink Frame Relay（MLFR）

• Link Fragmentation and Interleaving（LFI）over Frame Relay

• IPv6 ユニキャスト /マルチキャスト

• 6PE

セキュリティ

Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）と Unicast Reverse Packet Check（uRPF）は、特定の
インターフェイスで望ましくないパケットを検査し、フィルタリングすることによって、セキュリ

ティとアクセス制御を提供します。ACL では、フィルタリングは送信元および宛先 IP アドレス、
トランスポート プロトコル、入力および出力インターフェイスについて行うことができます。

アカウンティング

ISE アカウンティング ツールは、お客様への請求のためのデータを提供し、ネットワーク利用率の
モニタリングを実現します。Cisco 12000 SIP-400 は、次のアカウンティング ツールを提供します。

• ハードウェアでの入力および出力 Full Netflow v8

• ハードウェアでの入力および出力 Sampled NetFlow v5/v8/v9

• インターフェイス、プロトコル、またはサービス クラス アカウント単位の BGP ポリシー アカ
ウンティング

ハイ アベイラビリティ

Cisco 12000 SIP-400 は、SPA の OIR をサポートしています。一方の SPA で OIR を行っても、他方
の SPA インターフェイスのトラフィックは影響を受けません。

Cisco 12000 SIP-400 は、レイヤ 3 NSF/SSO もサポートしています。
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サポートされる MIB
Cisco 12000 シリーズ ルータに Cisco 12000 SIP-600 が搭載されている場合、Cisco IOS Release
12.0(32)S では、次の MIB がサポートされます。

• IPv6 MIB

• ICMPv6 MIB

• IPv6 TCP MIB

• IPv6 UDP MIB

• SNMP v1、v2c、v3（RFC 1157、1901-07）

• MIB II、インターフェイス拡張を含む（RFC 1213、2011-13、2233）

• Cisco GSR Manager

• CiscoView

• ifIndex persistence

• 64 ビット カウンタ

• APS Extensions MIB

• ATM CON MIB

• ATM Forum Address MIB

• ATM Forum MIB

• ATM MIB

• BGP-4 MIB

• CAR MIB

• Cisco AAL5 MIB

• Cisco APS MIB

• Cisco ATM Extensions MIB

• Cisco BGP Policy Accounting MIB

• Cisco Bulk File MIB

• Cisco CAR MIB

• Cisco CDP MIB

• Cisco Class-Based QoS MIB（MQC MIB）

• Cisco Config Copy MIB

• Cisco Config Man MIB

• Cisco Enhanced MemPool MIB

• Cisco EnvMon MIB

• Cisco Flash MIB

• Cisco Frame Relay MIB

• Cisco FRU MIB

• Cisco FTP Client MIB

• Cisco HSRP Extensions MIB

• Cisco HSRP MIB

• Cisco IETF ATM2 PVCTRAP MIB

• Cisco Image MIB

• Cisco IP Statistics MIB

• Cisco IP Mroute MIB

• Cisco MDRR MIB
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• Cisco Memory Pool MIN

• Cisco Optical Monitoring MIB

• Cisco PIM MIB

• Cisco Ping MIB

• Cisco Process MIB

• Cisco Queue MIB

• Cisco RTT Monitor MIB（SAA）

• Cisco SRP MIB

• Cisco Syslog MIB

• Cisco TCP MIB

• Cisco VLAN IFTABLE Relationship MIB

• Cisco WRED MIB

• DPT MIB

• DS1/E1 MIB

• DS3/E3 MIB

• Entity MIB

• Entity II MIB

• Ethernet MIB

• Ethernet RMON MIB

• Ether-like MIB

• Event MIB

• Expression MIB

• Fabric MIB

• Frame Relay MIB（IETF）

• Frame Relay DTE MIB

• HSRP MIB

• IF MIB

• IF MIB for VLAN

• IGMP MIB

• Interfaces MIB

• Int-Serv MIB

• Int-Serv Guaranteed MIB

• IP Mroute MIB

• MPLS MIB

• MPLS LDP MIB

• MPLS LSR MIB

• MPLS-TE MIB

• MPLS-TE Topo MIB

• MPLS-VPN MIB

• MPLS-DE-TE MIB

• MQC MIB

• MSDP MIB

• Old Cisco Chassis MIB

• Old Cisco CPU MIB
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• Old Cisco Interfaces MIB

• Old Cisco IP MIB

• Old Cisco Memory MIB

• Old Cisco System MIB

• Old Cisco TCP MIB

• Old Cisco TS MIB

• OSPFv2 MIB

• PIM MIB

• PSA Microcode MIB

• RFC1213 MIB

• RFC1253 MIB

• RFC1315 MIB

• RFC1406 MIB

• RFC1407 MIB

• RFC1398 MIB

• RFC1595 MIB

• RMON MIB

• RS232C MIB

• RSVP MIB

• SNMP Framework MIB

• SNMP Target MIB

• SNMP USM MIB

• SNMP VACM MIB

• SNMPv2 MIB

• SNMP v3 MIB

• SONET/SDH MIB

• SONET Traps

• Syslog Trap Alert on DLCI loss

• TCP MIB

• UDP MIB

• WRED MIB

選択されたプラットフォーム、Cisco IOS リリース、およびフィーチャ セットに対応する MIB を検
索し、ダウンロードするには、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs 

必要な MIB 情報が Cisco MIB Locator でサポートされていない場合は、次の URL にある Cisco MIB
ページからサポート対象 MIB のリストを入手して、MIB をダウンロードすることもできます。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

Cisco MIB Locator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を忘
れたか、紛失した場合は、cco-locksmith@cisco.comに空の電子メールを送信してください。送信さ
れた電子メール アドレスが Cisco.com に登録されているかどうか確認されます。チェックが成功す
ると、アカウントの詳細と新規のランダム パスワードが電子メールで通知されます。承認された
ユーザは次の URL の指示に従って、Cisco.com のアカウントを確立できます。

http://www.cisco.com/register

http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
http://www.cisco.com/register
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SPA ハードウェア タイプの表示
Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された SPA ハードウェアのタイプを確認するには、show gsr コ
マンドを使用します。

表 3-1 に、Cisco 12000 シリーズ ルータでサポートされている SPA のタイプごとに、show コマンド
の出力に表示されるハードウェアの説明を示します。

表 3-1 show コマンドで表示される SPA ハードウェアの説明

SPA show gsr コマンドの説明

2 ポート T3/E3 シリアル SPA SPA-2XT3/E3

4 ポート T3/E3 シリアル SPA SPA-4XT3/E3

1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA SPA-1XCOC3

8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA SPA-8XCT1/E1

2 ポート クリア チャネル T3/E3 SPA SPA-2XT3/E3

2 ポートおよび 4 ポート クリア チャネル T3/E3 SPA SPA-4XT3/E3

2 ポート チャネライズド T3 SPA SPA-2XCT3/DS0

4 ポート チャネライズド T3 to DS0 SPA SPA-4XCT3/DS0

8 ポート ファスト イーサネット SPA SPA-8XFE、SPA-8x1FE-TX-V2

2 ポート ギガビット イーサネット SPA SPA-2XGE、SPA-2X1GE-V2

5 ポート ギガビット イーサネット SPA SPA-5XGE、SPA-5x1GE-V2

1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA SPA-1XTENGE-XFP、SPA-1X10GE-L-V2

10 ポート ギガビット イーサネット SPA SPA-10XGE-XFP、SPA-10X1GE-V2

1 ポート OC-192c/STM-64 POS SPA SPA-OC192POS

2 ポート OC48-POS/RPR SPA SPA-2XOC48POS

2 ポート OC-3c/STM-1 および OC-12c/STM-4 POS SPA SPA-2XOC12-POS

4 ポート OC-3c/STM-1 および OC-12c/STM-4 POS SPA SPA-4XOC12-POS

8 ポート OC-3c/STM-1 および OC-12c/STM-4 POS SPA SPA-8XOC12-POS

4 ポート OC-3c/STM-1 POS SPA SPA-4XOC3-POS

8 ポート OC-3c/STM-1 POS SPA SPA-8XOC3-POS

http://www.cisco.com/register
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show gsr コマンドの例
次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 1 に Cisco 12000 SIP-400 が搭載され、スロット 3 に
は Cisco 12000 SIP-600 が搭載されている場合に、show gsr コマンドを実行したときの出力例を示し
ます。

Router# show gsr
hdm-193#show gsr
Slot 0  type  = ISE 2.5G SPA Interface Card
        state = IOS RUN   Line Card Enabled
        subslot 0/0: SPA-4XT3/E3 (0x40B), status is ok
        subslot 0/1: SPA-4XT3/E3 (0x40B), status is ok
        subslot 0/2: SPA-4XT3/E3 (0x40B), status is ok
        subslot 0/3: SPA-2XCT3/DS0 (0x43C), status is ok
Slot 1  type  = ISE 2.5G SPA Interface Card
        state = IOS RUN   Line Card Enabled
        subslot 1/0: SPA-4XT3/E3 (0x40B), status is ok
        subslot 1/1: SPA-2XT3/E3 (0x40C), status is ok
        subslot 1/2: SPA-4XT3/E3 (0x40B), status is ok
        subslot 1/3: SPA-2XT3/E3 (0x40C), status is ok
Slot 2  type  = ISE 2.5G SPA Interface Card
        state = IOS RUN   Line Card Enabled
        subslot 2/0: SPA-4XT3/E3 (0x40B), status is ok
        subslot 2/1: SPA-4XT3/E3 (0x40B), status is ok
        subslot 2/2: SPA-2XT3/E3 (0x40C), status is ok
        subslot 2/3: SPA-4XT3/E3 (0x40B), status is ok
Slot 3  type  = ISE 2.5G SPA Interface Card
        state = IOS RUN   Line Card Enabled
        subslot 3/0: SPA-4XT3/E3 (0x40B), status is out of service
        subslot 3/1: SPA-4XT3/E3 (0x40B), status is ok
        subslot 3/2: Empty
        subslot 3/3: Empty
Slot 4  type  = ISE 2.5G SPA Interface Card
        state = IOS RUN   Line Card Enabled
        subslot 4/0: Empty
        subslot 4/1: Empty
        subslot 4/2: Empty
        subslot 4/3: Empty
Slot 9  type  = Performance Route Processor
        state = ACTV RP   IOS Running  ACTIVE
Slot 16 type  = Clock Scheduler Card(10) OC-192
        state = Card Powered
Slot 17 type  = Clock Scheduler Card(10) OC-192
        state = Card Powered  PRIMARY CLOCK
Slot 18 type  = Switch Fabric Card(10) OC-192
        state = Card Powered
Slot 19 type  = Switch Fabric Card(10) OC-192
        state = Card Powered
Slot 20 type  = Switch Fabric Card(10) OC-192
        state = Card Powered
Slot 21 type  = Switch Fabric Card(10) OC-192
        state = Card Powered
Slot 22 type  = Switch Fabric Card(10) OC-192
        state = Card Powered
Slot 24 type  = Alarm Module(10)
        state = Card Powered
Slot 25 type  = Alarm Module(10)
        state = Card Powered
Slot 29 type  = Blower Module(16)
        state = Card Powered
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4

ギガビット イーサネット SPA の概要

この章では、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載されたギガビット イーサネット Shared Port Adapter
（SPA）のリリース履歴、機能および MIB（管理情報ベース）サポートの概要を示します。

この章の内容は次のとおりです。

• リリース履歴（p.4-2）

• サポートされる機能（p.4-3）

• サポートされる MIB（p.4-4）

• SPA のアーキテクチャ（p.4-5）

• SPA ハードウェア タイプの表示（p.4-6）
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リリース履歴

表 4-1 に、Cisco 12000 シリーズ ルータのイーサネット SPA に関連した機能および機能拡張につい
て、リリースと変更の履歴を示します。

表 4-1 リリース履歴 イーサネット SPA の

リリース 変更内容

Cisco IOS Release 12.0(31)S Cisco 12000 シリーズ ルータに、次の SPA のサポートが導入されま
した。

• 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA

• 5 ポート ギガビット イーサネット SPA

• 10 ポート ギガビット イーサネット SPA

Cisco IOS Release 12.0(32)S Cisco 12000 シリーズ ルータに、次の SPA と SIP 401/501/601 のサ
ポートが導入されました。

• 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA

• 8 ポート ファスト イーサネット SPA

• 10 ポート ギガビット イーサネット SPA

Cisco IOS Release 12.0(32)SY Cisco 12000 シリーズ ルータに、次の SPA と SIP 401/501/601 のサ
ポートが導入されました。

• 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA バージョン 2

• 8 ポート ファスト イーサネット SPA バージョン 2

• 2 ポート ギガビット イーサネット SPA バージョン 2

• 5 ポート ギガビット イーサネット SPA バージョン 2

• 10 ポート ギガビット イーサネット SPA バージョン 2
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サポートされる機能

ここでは、ギガビット イーサネットでサポートされる主な機能の一覧を示します。

ギガビット イーサネット SPA の機能
次に、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載されたギガビット イーサネット SPA でサポートされる重
要なハードウェア機能およびソフトウェア機能の一部を示します。

• 自動ネゴシエーション

• 全二重動作

• 802.1Q VLAN（仮想 LAN）終端

• ジャンボ フレームのサポート（9188バイト）

• CLI（コマンドライン インターフェイス）制御 Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワッ
プ）のサポート

• 802.3X フロー制御

• SPA ごとに最大 4000 の VLAN

• SPA ごとに最大 5000 の MAC（メディア アクセス制御）アカウンティング エントリ（入力で
は送信元 MAC アカウンティング、出力では宛先 MAC アカウンティング）

• SPA ごとに最大 2000 の宛先 MAC アドレス フィルタリング用 MAC アドレス エントリ、およ
びポートごとに最大 1000 の MAC アドレス フィルタリング エントリ

• ポリシー ドロップ、オーバーサブスクライブ ドロップ、CRC（巡回冗長検査）エラー ドロッ
プ、パケット サイズ、ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャスト パケット用
のポート単位のバイト カウンタおよびパケット カウンタ

• ポリシー ドロップ、オーバーサブスクライブ ドロップ、ユニキャスト、マルチキャスト、お
よびブロードキャスト パケット用の VLAN 単位のバイト カウンタおよびパケット カウンタ

• 正常なバイトおよび廃棄されたバイト用のポート単位のバイト カウンタ

• Ethernet over Multi-protocol Label Switching（EoMPLS）

• Quality of Service（QoS; サービス品質）

• Hot Standby Router Protocol（HSRP）

• Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP）
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サポートされる MIB
Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載されたギガビット イーサネット SPA では、次の MIB がサポー
トされます。

• Entity-MIB（RFC 2737）

• Cisco-entity-asset-MIB

• Cisco-entity-field-replaceable unit（FRU）-control-MIB

• Cisco-entity-alarm-MIB

• Cisco-entity-sensor-MIB

• IF-MIB

• Etherlike-MIB（RFC 2665）

• Remote Monitoring（RMON）-MIB（RFC 1757）

• Cisco-class-based-QoS-MIB

• MPLS-related MIBs

• Ethernet MIB/RMON

選択されたプラットフォーム、Cisco IOS リリース、およびフィーチャ セットに対応する MIB を検
索し、ダウンロードするには、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

必要な MIB 情報が Cisco MIB Locator でサポートされていない場合は、次の URL にある Cisco MIB
ページからサポート対象 MIB のリストを入手して、MIB をダウンロードすることもできます。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

Cisco MIB Locator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を忘
れたか、紛失した場合は、cco-locksmith@cisco.comに空の電子メールを送信してください。送信さ
れた電子メール アドレスが Cisco.com に登録されているかどうか確認されます。チェックが成功す
ると、アカウントの詳細と新規のランダム パスワードが電子メールで通知されます。承認された
ユーザは次の URL の指示に従って、Cisco.com のアカウントを確立できます。

http://www.cisco.com/register

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
http://www.cisco.com/register
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SPA のアーキテクチャ
ここでは、ギガビット イーサネット SPA のアーキテクチャの概要、およびパケットの入出力方向
パスを示します。アーキテクチャの一部は、SPA ソフトウェアで参照されており、一部の SPA CLI
および show コマンド出力のトラブルシューティングや解釈を行う際の理解に役立ちます。

ギガビット イーサネット SPA のすべての着信および発信パケットは、PHY（物理）SFP 光デバイ
ス、MAC デバイス、および ASIC（特定用途向け IC）デバイスを経由します。

パケットの入力方向パス

ここでは、ギガビット イーサネット SPA を経由する入力パケットのパスについて説明します。

1. PHY SFP 光デバイスはレーザー光インターフェイス コネクタのいずれか 1 つから、ポート単位
で着信フレームを受信します。

2. PHY レーザー光デバイスは受信したフレームを処理し、XAUI パスを介して MAC デバイスに
送信します。

3. MAC デバイスはフレームを受信し、CRC を除去し、SPI 4.2 バスを介して ASIC にパケットを
送信します。

4. ASIC は MAC デバイスからパケットを受信し、イーサネット情報を分類します。etype、ポー
ト、VLAN、および送信元や宛先アドレス情報に基づく CAM 検索によって、パケットを廃棄
するか、または SPA インターフェイスに転送するかが決まります。パケットが SPA インター
フェイスに転送される場合、追加的なダウンストリームのパケット処理に使用される 8 バイト
の SHIM ヘッダーがそのパケットの先頭に付加されます。

パケットの出力方向パス

ここでは、ギガビット イーサネット SPA を介して SPA Interface Processor（SIP）から送信される出
力パケットのパスについて説明します。

1. パケットは SPI 4.2 バスを使用して ASIC に送信されます。パケットは、パケット データにレ
イヤ 2 およびレイヤ 3 のヘッダーが付加された状態で受信されます。

2. ASIC はポート番号、宛先 MAC アドレス、宛先アドレス タイプ、および VLAN ID を使用して、
パラレル CAM 検索を実行します。転送されるパケットは、SPI 4.2 バスを介して MAC デバイ
スに転送されます。

3. パケットは MAC デバイスから PHY レーザー光インターフェイスに転送され、そこから送信さ
れます。

http://www.cisco.com/register
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SPA ハードウェア タイプの表示
Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された SPA ハードウェア タイプを確認するには、show interfaces
コマンドを使用します。これらのコマンドの詳細については、第 19 章「SIP および SPA コマンド
リファレンス」を参照してください。

表 4-2 に、Cisco 12000 シリーズ ルータでサポートされているギガビット イーサネット SPA の各タ
イプについて、show コマンドの出力に表示されるハードウェアの説明を示します。

show interfaces コマンドの例
次に、スロット 3 に 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA が搭載された Cisco 12000 シリーズ
ルータで show interfaces fastethernet コマンドを実行した場合の出力例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet 3/0/0
GigabitEthernet3/0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is GigMac 1 Port 10 GigabitEthernet, address is 0008.7db3.8dfe (bia )
  Internet address is 10.0.0.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
.
.
.

表 4-2 show コマンドで表示される SPA ハードウェアの説明

SPA
show interfaces および show controllers コマンド
の説明

1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA Hardware is GigMac 1 Port 10 GigabitEthernet

5 ポート ギガビット イーサネット SPA Hardware is FiveGigE

10 ポート ギガビット イーサネット SPA Hardware is TenGigE
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ファスト イーサネットおよびギガビッ
ト イーサネット SPA の設定

この章では、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された Cisco 1 ポート 10 ギガビット イーサネット
SPA、5 ポート ギガビット イーサネット SPA、8 ポート ファスト イーサネット SPA、および Cisco
10 ポート ギガビット イーサネット SPA の設定方法について説明します。具体的な内容は次のとお
りです。

• 設定作業（p.5-2）

• インターフェイスの設定の確認（p.5-15）

• 設定例（p.5-17）

システム イメージおよびコンフィギュレーション ファイルの管理については、『Cisco IOS
Configuration Fundamentals Configuration Guide』 Release 12.0 および『Cisco IOS Configuration Fundamentals
Command Reference』 Release 12.0 を参照してください。

この章で使用しているコマンドの詳細については、まず新規コマンドまたは変更されたコマンドが

記載されている第 19 章「SIP および SPA コマンド リファレンス」を参照してください。また、関
連する Cisco IOS Release 12.0 ソフトウェア コマンド リファレンスおよびマスター インデックスも
参照してください。これらのマニュアルの入手方法については、「関連資料」（p.xx）を参照してく
ださい。
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設定作業

ここでは、Cisco 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA、5 ポート ギガビット イーサネット SPA、
8 ポート ファスト イーサネット、および Cisco 10 ポート ギガビット イーサネット SPA の設定方法、
および設定の確認方法について説明します。

内容は、次のとおりです。

• 必要な設定作業（p.5-2）

• インターフェイス アドレスの指定（p.5-5）

• インターフェイスの MAC アドレスの変更（p.5-7）

• インターフェイスの MTU サイズの変更（p.5-8）

• カプセル化タイプの設定（p.5-10）

• インターフェイスの自動ネゴシエーションの設定（p.5-10）

• VLAN でのサブインターフェイスの設定（p.5-11）

• リンクのフロー制御サポートの設定（p.5-13）

• 設定の保存（p.5-13）

• SPA でのインターフェイスのシャットダウンおよび再起動（p.5-14）

必要な設定作業

ここでは、ギガビット イーサネット Shared Port Adapter（SPA）を設定するために必要な手順を示
します。必須の設定コマンドの中には、ネットワークに最適なデフォルト値を提供するものがあり

ます。そのデフォルト値がネットワークに適している場合は、そのコマンドを設定する必要はあり

ません。このようなコマンドの説明カラムには、「（必要に応じて）」と示されています。
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ファスト イーサネット SPA の必須の設定作業

8 ポート ファスト イーサネット SPA を設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 説明

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2 Router(config)# interface fastethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-number]

設定するファスト イーサネット インターフェイスを指
定します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの位置を指定し
ます。「インターフェイス アドレスの指定」（p.5-5）
を参照してください。

• .subinterface-number ― （任意）セカンダリ インター
フェイス（サブインターフェイス）の番号を指定し

ます。

ステップ 3 Router(config-if)# ip address ip-address 
mask [secondary]

インターフェイスのプライマリまたはセカンダリ IP ア
ドレスを設定します。

• ip-address ― インターフェイスの IP アドレスを指定
します。

• mask ― 関連付けられた IP サブネットのマスクを指
定します。

• secondary ― （任意）設定されたアドレスがセカン
ダリ IP アドレスになるように指定します。このキー
ワードを省略すると、設定されたアドレスはプライ

マリ IP アドレスとなります。

ステップ 4 Router(config-if)# duplex {full | half} （必要に応じて）インターフェイスのデュプレックス動作

を設定します。

デフォルトは full です。

ステップ 5 Router(config-if)# speed {10 | 100} （必要に応じて）インターフェイスの速度（Mbps）を設
定します。

ステップ 6 Router(config-if)# mtu bytes （必要に応じて）インターフェイスの最大パケット サイ
ズを指定します。

• bytes ― パケットの最大バイト数を指定します。デ
フォルト値は 1500 バイトです。

ステップ 7 Router(config-if)# no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。
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ギガビット イーサネット SPA の必須の設定作業

Cisco 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA、5 ポート ギガビット イーサネット SPA、および
Cisco 10 ポート ギガビット イーサネット SPA を設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 説明

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2 Router(config)# interface gigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-number]

または

Router(config)# interface 
tengigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-number]

設定するギガビット イーサネットまたは 10 ギガビット
イーサネット インターフェイスを指定します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの位置を指定し
ます。「インターフェイス アドレスの指定」（p.5-5）
を参照してください。

• .subinterface-number ― （任意）セカンダリ インター
フェイス（サブインターフェイス）の番号を指定し

ます。

ステップ 3 Router(config-if)# ip address ip-address 
mask [secondary]

IPv4 の場合：

IPv4 を使用するインターフェイスのプライマリまたはセ
カンダリ IP アドレスを設定します。

• ip-address ― インターフェイスの IP アドレスを指定
します。

• mask ― 関連付けられた IP サブネットのマスクを指
定します。

• secondary ― （任意）設定されたアドレスがセカン
ダリ IP アドレスになるように指定します。このキー
ワードを省略すると、設定されたアドレスはプライ

マリ IP アドレスとなります。

ステップ 4 Router(config)# ip accounting 
mac-address {input | output}

（任意）MAC アドレス アカウンティングをイネーブルに
します。MAC アドレス アカウンティングは、LAN イン
ターフェイスの送信元および宛先 MAC アドレスに基づ
いて、IP トラフィックのアカウンティング情報を提供し
ます。

• input ― インターフェイスに着信するトラフィック
に対して MAC アドレス アカウンティングを指定し
ます。

• output ― インターフェイスから送信されるトラ
フィックに対して MAC アドレス アカウンティング
を指定します。

ステップ 5 Router(config-if)# mtu bytes （必要に応じて）インターフェイスの最大パケット サイ
ズを指定します。

• bytes ― パケットの最大バイト数を指定します。

デフォルト値は 1500 バイトです。
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インターフェイス アドレスの指定
 SPA を使用するときのインターフェイス アドレスのフォーマットは、slot/subslot/port です。

• slot ― SPA を搭載した SIP が装着された Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット番号を指定し
ます。

• subslot ― 選択する SPA が搭載された MSC 上のセカンダリ スロットを指定します。

• port ― SPA 上の選択するインターフェイス番号を指定します。

－ Cisco 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA では、0 しか指定できません。

－ 5 ポート ギガビット イーサネット SPA では、0 ～ 4 の範囲で指定できます。

－ 8 ポート ファスト イーサネット SPA では、0 ～ 7 の範囲で指定できます。

－ Cisco 10 ポート ギガビット イーサネット SPA では、0 ～ 9 の範囲で指定できます。

ステップ 6 Router(config-if)# standby 
[group-number] ip [ip-address 
[secondary]]

（Hot Standby Router Protocol [HSRP] 設定の場合のみ必須）
HSRP グループの番号および仮想 IP アドレスを使用し
て、HSRP グループを作成（またはイネーブルに）します。

• （任意）group-number ― HSRP をイネーブルにするイ
ンターフェイスのグループ番号。指定できる範囲は

0 ～ 255 で、デフォルトは 0 です。HSRP グループが
1 つしかない場合は、グループ番号を入力する必要は
ありません。

• （HSRP を設定する場合は、1 つのインターフェイス
で必須、それ以外は任意）ip-address ― ホット スタ
ンバイ ルータ インターフェイスの仮想 IP アドレス。
少なくとも 1 つのインターフェイスに対して仮想 IP
アドレスを入力する必要があります。入力した仮想

IP アドレスを他のインターフェイスで学習すること
ができます。

• （任意）secondary ― IP アドレスはセカンダリ ホット
スタンバイ ルータ インターフェイスです。ルータが
セカンダリ ルータとスタンバイ ルータのいずれに
も指定されておらず、プライオリティも設定されて

いない場合は、プライマリ IP アドレスが比較され、
IP アドレスが最も大きいルータがアクティブ ルー
タ、IP アドレスが 2 番めに大きいルータがスタンバ
イ ルータになります。

このコマンドは HSRP をイネーブルにしますが、それ以上
の設定は行いません。HSRP の設定方法については、『Cisco
IOS Release 12.2 IP Configuration Guide』の「Configuring Hot
Standby Routing Protocol」の項を参照してください。

ステップ 7 Router(config-if)# no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。

コマンド 説明

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcprt1/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcprt1/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcprt1/1cfip.htm#1001531
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcprt1/1cfip.htm#1001531
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図 5-1 に、Cisco 12000 シリーズ ルータ上の Cisco 10 ポート ギガビット イーサネット SPA のスロッ
ト、サブスロット、およびインターフェイス ポートの位置を示します。

図 5-1 Cisco 10 ポート ギガビット イーサネット SPA と 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA
のスロット、サブスロット、およびポートの位置

Cisco 12000 ルータへのカードの取り付けの詳細については、『Cisco 12000 SIP and SPA Hardware
Installation Guide』を参照してください。

表 5-1 ギガビット イーサネット SPA のスロットとポートの位置

コール アウト番号 説明

1 スロット 3

2 サブスロット 0、ポート 3/0/0

3 サブスロット 1、ポート 3/1/0 ～ 3/1/9
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http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis12000/linecard/lc_spa/spa_hw/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis12000/linecard/lc_spa/spa_hw/index.htm
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インターフェイスの MAC アドレスの変更
ファスト イーサネットおよびギガビット イーサネット SPA は、ポートごとにデフォルト MAC ア
ドレスを使用します。このアドレスは、Cisco 12000 シリーズ ルータのバックプレーン上にある
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory（EEPROM; 電気的消去再書き込み可能 ROM）
に格納された基本アドレスから取得されます。

インターフェイスのデフォルト MAC アドレスをユーザ定義アドレスに変更するには、インター
フェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

インターフェイスのデフォルト MAC アドレスに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

MAC アドレスの確認

インターフェイスの MAC アドレスを確認するには、 show interfaces gigabitethernet イネーブル
EXEC コマンドを使用して、[address is] フィールドの値を調べます。

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 3 に搭載された SPA のインターフェイス 0 について、
MAC アドレスが 0008.7db3.8dfe である場合の例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet 3/0/0
GigabitEthernet3/0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is GigMac 1 Port 10 GigabitEthernet, address is 0008.7db3.8dfe (bia )
  Internet address is 10.0.0.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
.
.
.

MAC アドレス アカウンティング統計情報の収集
ip accounting mac-address [input | output] コマンドを入力すると、インターフェイス上で MAC アド
レス アカウンティングをイネーブルにできます。

MAC アドレス アカウンティングをイネーブルにしたら、show interface mac コマンドを入力して、
MAC アドレス統計情報を収集できます。

コマンド 説明

Router(config-if)# mac-address ieee-address インターフェイスのデフォルト MAC アドレスをユー
ザ定義アドレスに変更します。

• ieee-address ― 48 ビットの IEEE（米国電気電子学
会）MAC アドレスを、3 つの 4 桁 16 進数のドッ
ト形式で指定します（xxxx.yyyy.zzzz）。
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HSRP の設定
Hot Standby Router Protocol（HSRP）は、ファスト イーサネットおよびギガビット イーサネット SPA
で使用できます。HSRP を使用すると、個々のルータのアベイラビリティに依存することなくホス
トから IP トラフィックがルーティングされるため、ネットワークのアベイラビリティが高まりま
す。HSRP はルータ グループ内で、アクティブ ルータおよびスタンバイ ルータを選択する場合に
使用されます（アクティブ ルータは、パケットをルーティングするために選択されるルータです。
スタンバイ ルータは、アクティブ ルータが故障した場合、または設定条件が満たされた場合に、
ルーティング処理を引き継ぐルータです）。

インターフェイス上で HSRP をイネーブルにするには、standby [group-number] ip [ip-address
[secondary]] コマンドを使用します。standby コマンドは、さまざまな HSRP 要素を設定する場合に
も使用します。このマニュアルでは、複雑な HSRP 設定は扱いません。HSRP の設定方法について
は、『Cisco IOS Release 12.2 IP Configuration Guide』の「Configuring Hot Standby Routing Protocol」の
項を参照してください。

次の HSRP 設定では、ポート GigabitEthernet 2/1/0 のスタンバイ グループ 2 にプライオリティ 110 が
設定されています。また、このポートにスイッチオーバーが発生した場合に、プリエンプティブな

遅延が発生するように設定されています。

Router(config)# interface GigabitEthernet 2/1/0
Router(config-if)# standby 2 ip 120.12.1.200
Router(config-if)# standby 2 priority 110
Router(config-if)# standby 2 preempt

インターフェイスの MTU サイズの変更
Cisco IOS ソフトウェアは、プロトコル スタックのレベルに応じて、3 つの異なるタイプの設定可
能な MTU オプションをサポートします。

• インターフェイス MTU ― ネットワークから着信したトラフィックが、SPA によって調べられ
ます。インターフェイス タイプごとに、サポートされるインターフェイス MTU サイズおよび
デフォルト値は異なります。インターフェイス MTU は、廃棄される前にインターフェイスで
受信可能な最大パケット サイズ（バイト数）を定義します。フレームがインターフェイス MTU
サイズよりも小さく、インターフェイス タイプの最小フレーム サイズ（イーサネットの場合
は 64 バイトなど）以上である場合、フレームの処理は継続されます。

• IP MTU ― サブインターフェイスに設定できます。パケットを分割するかどうかを判別するた
めに、Cisco IOS ソフトウェアで使用されます。IP パケットが IP MTU サイズを超過すると、パ
ケットは分割されます。

• タグまたは Multiprotocol Label Switching（MPLS;マルチプロトコル ラベル スイッチング）MTU
― サブインターフェイスに設定できます。最大 6 つの異なるラベル（タグ ヘッダー）をパケッ
トに付加できます。ラベルの最大数は、Cisco IOS ソフトウェア リリースによって異なります。

カプセル化方式および MPLS MTU ラベル数に応じて、パケットに余分なオーバーヘッドが追加さ
れます。たとえば、Subnetwork Access Protocol（SNAP）カプセル化の場合は 8 バイト ヘッダーが追
加されますが、dot1q カプセル化の場合は 2 バイト ヘッダーが追加されます。また、MPLS ラベル
ごとに、4 バイト ヘッダーが追加されます（ラベル数 n× 4 バイト）。

Cisco 12000 シリーズ ルータ上のファスト イーサネットおよびギガビット イーサネット SPA では、
デフォルトの MTU サイズは 1500 バイトです。設定可能な最大 MTU は 9216 バイトです。SPA は
追加オーバーヘッドを格納できるように、設定された MTU サイズに 38 バイトを自動的に追加しま
す。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcprt1/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcprt1/1cfip.htm#1001531
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インターフェイス MTUの設定時の注意事項

Cisco 12000 シリーズ ルータ上のファスト イーサネットまたはギガビット イーサネット SPA でイ
ンターフェイス MTU サイズを設定する場合は、次の注意事項を考慮してください。

• デフォルトのインターフェイス MTU サイズは、1500 バイト パケットに、次に示す追加オー
バーヘッドを格納するための追加の 38 バイトを加えた値です。

－ レイヤ 2 ヘッダー ― 14 バイト

－ SNAP ヘッダー ― 8 バイト

－ dot1q ヘッダー ― 4 バイト

－ 2 個の MPLS ラベル ― 8 バイト

－ CRC ― 4 バイト

（注） ご使用の Cisco IOSソフトウェア リリースに応じて、サポートされるMPLSラベルの最大数は異な
ります。3 つ以上の MPLS ラベルをサポートする必要がある場合は、SPA のインターフェイスのデ
フォルトのインターフェイス MTU サイズを増加させる必要があります。

• MPLS を使用している場合は、mpls mtu コマンドをインターフェイス MTU 以下の値に設定し
てください。

• MPLS ラベルを使用している場合は、MPLS ラベルを格納できるように、デフォルトのインター
フェイス MTU サイズを増加させる必要があります。MPLS ラベル数が 1 増えるごとに、パケッ
トに 4 バイトのオーバーヘッドが追加されます。

インターフェイス MTU の設定作業

インターフェイスの MTU サイズを変更するには、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドで次のコマンドを使用します。

デフォルトの MTU サイズに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

コマンド 説明

Router(config-if)# mtu bytes インターフェイスの最大パケット サイズを設定します。

• bytes ― パケットの最大バイト数を指定します。

デフォルト値は 1500 バイトです。
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MTU サイズの確認

インターフェイスの MTU サイズを確認するには、show interfaces fastethernet 、show interfaces
gigabitethernet、または show interfaces tengigabitethernet イネーブル EXEC コマンドを使用して、
[MTU] フィールドの値を調べます。

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 3 に MSC が搭載され、その上部サブスロット（0）
にギガビット イーサネット SPA が搭載されている場合、この SPA のインターフェイス ポート 0（1
番めのポート）の MTU サイズが 1500 バイトである例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet 3/0/0
GigabitEthernet3/0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is GigMac 1 Port 10 GigabitEthernet, address is 0008.7db3.8dfe (bia )
  Internet address is 10.0.0.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full Duplex, 10000Mbps, link type is autonegotiation, media type is T
  output flow-control is on, input flow-control is on
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:01, output 00:00:01, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
        Available Bandwidth 10000000 kilobits/sec
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     11 packets input, 1154 bytes, 0 no buffer
     Received 1 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     67 packets output, 20951 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

カプセル化タイプの設定

Cisco 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA、5 ポート ギガビット イーサネット SPA、8 ポート
ファスト イーサネット SPA、および Cisco 10 ポート ギガビット イーサネット SPA のインターフェ
イスは、デフォルトで Advanced Research Projects Agency（ARPA）カプセル化をサポートします。
これらのインターフェイスでは、フレームを送信するために Service Access Point（SAP;サービス ア
クセス ポイント）または SNAP カプセル化を設定することはできません。ただし、SAP および SNAP
カプセル化を使用するフレームは正常に受信されます。

SPA インターフェイスでサポートされるその他のカプセル化方式は、VLAN（仮想 LAN）の場合、
IEEE 802.1Q カプセル化のみです。

インターフェイスの自動ネゴシエーションの設定

イーサネット インターフェイスは、自動ネゴシエーションと呼ばれる接続設定アルゴリズムを使用
します。ローカルおよびリモート デバイスは自動ネゴシエーションを使用して、リンクを介した通
信設定の互換性を保つことができます。各デバイスは自動ネゴシエーションを使用して送信機能を

アドバタイズし、リンクで使用する設定について合意します。

Cisco 12000 シリーズ ルータのファスト イーサネットおよびギガビット イーサネット インター
フェイスでは、自動ネゴシエーションがイネーブル化されていると、フロー制御の自動ネゴシエー

ションが行われます。10 ギガビット イーサネット インターフェイスでは、自動ネゴシエーション
は実行できません。
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自動ネゴシエーションに関して、次の注意事項に従う必要があります。

• リンクの一端で自動ネゴシエーションがディセーブルである場合は、リンクの反対側でもディ

セーブルにする必要があります。リンクの一端で自動ネゴシエーションがディセーブルである

にもかかわらず、反対側でイネーブルである場合、リンクは両端で適切に起動しません。

• フロー制御はデフォルトでイネーブルです。

• 自動ネゴシエーションがリンク両端でディセーブルな場合、フロー制御は有効です。

自動ネゴシエーションのディセーブル化

自動ネゴシエーションは、自動的にイネーブルになります。自動ネゴシエーション中に、フロー制

御がアドバタイズされます。自動ネゴシエーションがディセーブル化されたリンクにファスト イー
サネットまたはギガビット イーサネット インターフェイスが接続されている場合は、リンクの反
対側で自動ネゴシエーションを再びイネーブルにするか、ファスト イーサネットまたはギガビット
イーサネット SPA で自動ネゴシエーションをディセーブルにする必要があります。リンクの一端で
のみ自動ネゴシエーションがディセーブルになっている場合は、リンクの両端が適切に起動しませ

ん。

ファスト イーサネットまたはギガビット イーサネット インターフェイスで自動ネゴシエーション
をディセーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを
使用します。

自動ネゴシエーションのイネーブル化

自動ネゴシエーションは、自動的にイネーブルになります。自動ネゴシエーション中に、フロー制

御のアドバタイズと設定が実行されます。ファスト イーサネットまたはギガビット イーサネット
インターフェイスで自動ネゴシエーションを再イネーブル化するには、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。

VLAN でのサブインターフェイスの設定
VLAN で Cisco 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA、5 ポート ギガビット イーサネット SPA、
8 ポート ファスト イーサネット SPA、および Cisco 10 ポート ギガビット イーサネット SPA のサブ
インターフェイスを設定するには、IEEE 802.1Q カプセル化を使用します。

（注） Cisco 10 ポート ギガビット イーサネット SPA では、Inter-Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）カ
プセル化はサポートされていません。

コマンド 説明

Router(config-if)# no negotiation auto ギガビット イーサネット SPA インターフェイスで自動
ネゴシエーションをディセーブルにします。フロー制御

はアドバタイズされません。

コマンド 説明

Router(config-if)# negotiation auto ギガビット イーサネット SPA インターフェイスで自動
ネゴシエーションをイネーブルにします。フロー制御が

アドバタイズされます。
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VLAN の SPA サブ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。

VLAN のサブインターフェイス設定の確認

VLAN のサブインターフェイスの設定およびステータスを確認するには、show vlans イネーブル
EXEC コマンドを使用します。

次に、VLAN 番号 200 の SPA 上にあるポート 0 のサブインターフェイス番号 1 のステータスについ
て例を示します。

Router# show vlans
VLAN ID:200 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

Protocols Configured:         Received:       Transmitted:
          IP                  0                  14

VLAN trunk interfaces for VLAN ID 200:

GigabitEthernet4/1/0.1 (200)

      IP:12.200.21.21

      Total 0 packets, 0 bytes input
      Total 2 packets, 120 bytes output

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# interface fastethernet 
slot/subslot/port.subinterface-number

または

Router(config)# interface gigabitethernet 
slot/subslot/port.subinterface-number

または

Router(config)# interface 
tengigabitethernet 
slot/subslot/port.subinterface-number

設定するファスト イーサネット、ギガビット イーサネッ
ト、または 10 ギガビット イーサネット インターフェイ
スを指定します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの位置を指定し
ます。「インターフェイス アドレスの指定」（p.5-5）
を参照してください。

• .subinterface-number ― セカンダリ インターフェイ
ス（サブインターフェイス）番号を指定します。

ステップ 2 Router(config-subif)# encapsulation 
dot1q vlan-id

カプセル化フォーマットを IEEE 802.1Q（「dot1q」）とし
て定義します。vlan-id は VLAN の番号（1 ～ 4095）です。

ステップ 3 Router(config-if)# ip address ip-address 
mask [secondary]

インターフェイスのプライマリまたはセカンダリ IP ア
ドレスを設定します。

• ip-address ― インターフェイスの IP アドレスを指定
します。

• mask ― 関連付けられた IP サブネットのマスクを指
定します。

• secondary ― （任意）設定されたアドレスがセカン
ダリ IP アドレスになるように指定します。このキー
ワードを省略すると、設定されたアドレスはプライ

マリ IP アドレスとなります。
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リンクのフロー制御サポートの設定

フロー制御は、自動ネゴシエーションの結果に基づいてオンまたはオフになります。このプロセス

の詳細については、「インターフェイスの自動ネゴシエーションの設定」（p.5-10）を参照してくだ
さい。

フロー制御ステータスの確認

SPA 上のファスト イーサネットまたはギガビット イーサネット インターフェイスのフロー制御ス
テータスを確認するには、show interfaces fastethernet、show interfaces gigabitethernet、または show
interfaces tengigabitethernet イネーブル EXEC コマンドを使用し、[output flow-control is] および
[input flow-control is] 出力行を表示して、入出力フロー制御がオンになっているか、またはオフに
なっているかを確認します。このコマンド出力の [pause input] および [pause output] カウンタは、イ
ンターフェイスで送受信されるポーズ フレーム数を表示する場合に使用できます。

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 3 に MSC が搭載され、そのサブスロット 0 に SPA が
搭載されている場合に、SPA のインターフェイス ポート 3（4 番めのポート）の MAC デバイスで
送受信されたポーズ フレーム数がゼロである例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet 3/0/3
GigabitEthernet3/0/3 is up, line protocol is up 
  Hardware is GigabitEthernet, address is 0008.7db3.8e01 (bia 0008.7db3.8e01)
  Internet address is 13.0.0.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full Duplex, 1000Mbps, link type is autonegotiation, media type is T
  output flow-control is on, input flow-control is on
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:09, output 00:00:09, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
        Available Bandwidth 1000000 kilobits/sec
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     5 packets input, 520 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     26 packets output, 8286 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

設定の保存

実行コンフィギュレーションを NVRAM（不揮発性 RAM）に保存するには、イネーブル EXEC コ
ンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

コンフィギュレーション ファイルの管理方法については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals
Configuration Guide』 Release 12.0 および『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』
Release 12.0 を参照してください。

コマンド 説明

Router# copy running-config startup-config 新しい設定を NVRAM に書き込みます。
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SPA でのインターフェイスのシャットダウンおよび再起動 
SPA の任意のインターフェイス ポートを個別にシャットダウンしたり、再起動したりすることがで
きます。インターフェイスをシャットダウンすると、トラフィックが停止し、インターフェイスは

「管理上のダウン」ステートになります。

SPA の Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワップ）の準備を行っている場合は、SPA を非
アクティブにする前に、各インターフェイスを個別にシャットダウンする必要はありません。

hw-module subslot shutdown コマンドを使用すると、インターフェイスのトラフィックは自動的に
停止し、SPA とともにインターフェイスが非アクティブになって、OIR を実行できるようになりま
す。

同様に、SPA または MSC の OIR 後に、SPA のインターフェイスを個別に再起動する必要はありま
せん。

SPA のインターフェイスをシャットダウンするには、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。

SPA のインターフェイスを再起動するには、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。

コマンド 説明

Router(config-if)# shutdown インターフェイスをディセーブルにします。

コマンド 説明

Router(config-if)# no shutdown ディセーブル化されたインターフェイスを再起動しま

す。
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インターフェイスの設定の確認

show running-configuration コマンドを使用してルータ設定を表示するだけでなく、show interfaces
gigabitethernet コマンドを使用して Cisco 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA、5 ポート ギガ
ビット イーサネット SPA、および Cisco 10 ポート ギガビット イーサネット SPA の詳細をポートご
とに表示することもできます。8 ポート ファスト イーサネット SPA の場合、show interfaces
fastethernet を実行すると、ポートごとの詳細情報を収集できます。

ポート単位のインターフェイス ステータスの確認
ファスト イーサネットまたはギガビット イーサネット SPA についてインターフェイスの詳細情報
をポートごとに確認するには、show interfaces fastethernet、show interfaces gigabitethernet、または
show interfaces tengigabitethernet コマンドを使用します。コマンド出力の説明については、第 19 章
「SIP および SPA コマンド リファレンス」を参照してください。

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 3 に MSC が搭載され、その上部サブスロット（0）
にギガビット イーサネット SPA が搭載されている場合について、SPA のインターフェイス ポート
0 の出力例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet 3/0/0
GigabitEthernet3/0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is GigMac 1 Port 10 GigabitEthernet, address is 0008.7db3.8dfe (bia )
  Internet address is 10.0.0.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full Duplex, 10000Mbps, link type is autonegotiation, media type is T
  output flow-control is on, input flow-control is on
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:01, output 00:00:01, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
        Available Bandwidth 10000000 kilobits/sec
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     11 packets input, 1154 bytes, 0 no buffer
     Received 1 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     67 packets output, 20951 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
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次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 7 に MSC が搭載され、その上部サブスロット（0）
にファスト イーサネット SPA が搭載されている場合について、SPA のインターフェイス ポート 0
の出力例を示します。

Router# show interfaces fastethernet 7/0/0
FastEthernet7/0/0 is administratively down, line protocol is down 
  Hardware is FastEthernet, address is 0000.001c.a400 (bia 0000.001c.a400)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full Duplex, 100Mbps, link type is autonegotiation, media type is 100BaseTx
  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
        Available Bandwidth 100000 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     Transmitted 0 broadcasts
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
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設定例

ここでは、次の設定例を示します。

• 基本的なインターフェイス設定例（p.5-17）

• MAC アドレスの設定例（p.5-18）

• MTU の設定例（p.5-19）

• VLAN の設定例（p.5-19）

基本的なインターフェイス設定例

次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始し、設定するインターフェイスを指定し、
インターフェイスに IP アドレスを設定して、設定を保存する例を示します。ここでは、Cisco 12000
シリーズ ルータのスロット 3 に MSC が搭載され、そのサブスロット 0 に SPA が搭載されている場
合に、SPA のインターフェイス ポート 0 を設定する例を示します。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
! 
! Specify the interface address
!
Router(config)# interface gigabitethernet 3/0/1
!
! Configure an IP address
!
Router(config-if)# ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
!
! Start the interface
!
Router(config-if)# no shut
!
! Save the configuration to NVRAM
!
Router(config-if)# exit
Router# copy running-config startup-config
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次に、ポートの設定が同じで IPv6 アドレスが使用されている場合の例を示します。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
!
!Enable IPv6 Routing
!
Router(config)#
! 
! Specify the interface address
!
Router(config)# interface gigabitethernet 3/0/1
!
! Configure an IP address
!
Router(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
Router(config-if)# ipv6 address FEC0:11:1001:11::1/64
!
! Start the interface
!
Router(config-if)# no shut
!
! Save the configuration to NVRAM
!
Router(config-if)# exit
Router# copy running-config startup-config

MAC アドレスの設定例
次に、インターフェイスのデフォルト MAC アドレスを 1111.2222.3333 に変更する例を示します。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
! 
! Specify the interface address
!
Router(config)# interface gigabitethernet 3/0/1
!
! Modify the MAC address
!
Router(config-if)# mac-address 1111.2222.3333
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MTU の設定例
次に、インターフェイス MTU を 9216 バイトに設定する例を示します。

（注） SPA では、設定されたインターフェイス MTU サイズに 36 バイトが自動的に追加されます。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
! 
! Specify the interface address
!
Router(config)# interface gigabitethernet 3/0/1
!
! Configure the interface MTU
!
Router(config-if)# mtu 9216

VLAN の設定例
次に、SPA のインターフェイス ポート 2（3 番めのポート）にサブインターフェイス番号 268 を作
成し、IEEE 802.1Q カプセル化を使用して、ID 番号 269 の VLAN でサブインターフェイスを設定す
る例を示します。

（注） SPA では、ISL カプセル化はサポートされません。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
! 
! Specify the interface address
!
Router(config)# interface gigabitethernet 3/0/1.268
!
! Configure dot1q encapsulation and specify the VLAN ID
!
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 268
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6

ギガビット イーサネット SPA のトラ
ブルシューティング

この章では、ギガビット イーサネット Shared Port Adapter（SPA）の動作のトラブルシューティン
グに使用できる技術について説明します。

具体的な内容は次のとおりです。

• 一般的なトラブルシューティングの方法（p.6-2）

• 基本的なインターフェイス トラブルシューティングの実行（p.6-3）

• SPA 自動回復の概要（p.6-7）

• インターフェイスへの内部ループバックの設定（p.6-8）

• Cisco IOS Event Tracer を使用した問題のトラブルシューティング（p.6-9）

• SPA の OIR の準備（p.6-9）

ここでは、基本的なインターフェイスのトラブルシューティング情報を示します。SPA に問題があ
る場合は、「基本的なインターフェイス トラブルシューティングの実行」の手順に従って、インター
フェイスの設定に問題がないかどうかを調べてください。

より高度なトラブルシューティングの手順については、この章の他のセクションを参照してくださ

い。
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一般的なトラブルシューティングの方法

ここでは、SPA Interface Processor（SIP）および SPA のトラブルシューティングに関する一般情報
を示します。具体的な内容は次のとおりです。

• debug コマンドの使用（p.6-2）

• show コマンドの使用（p.6-2）

debug コマンドの使用
Cisco 12000 シリーズ ルータでサポートされる他の debug コマンドと、debug hw-module subslot イ
ネーブル EXEC コマンドを使用すると、Cisco 12000 シリーズ ルータの SPA に関する特定のデバッ
グ情報を取得できます。

debug hw-module subslot コマンドは、シスコシステムズのテクニカル サポート担当者が使用する
ためのものです。debug hw-module subslot コマンドについての詳細は、第 19 章「SIP および SPA
コマンド リファレンス」を参照してください。

注意 デバッグ出力には CPU プロセス内で高いプライオリティを割り当てられており、これによってシ
ステムが使用不可能になる場合があります。そのため、debug コマンドは、特定の問題のトラブル
シューティングを行う目的に限って使用するか、またはシスコ社のテクニカル サポート スタッフ
とのトラブルシューティング セッションの際にのみ使用してください。また、debug コマンドは、
ネットワーク トラフィックやユーザが少ない時間帯に使用することを推奨します。こうした時間
帯にデバッグを実行すれば、debug コマンド処理によるオーバーヘッドの増加がシステム利用へ影
響を与える可能性を減らすことができます。

Cisco 12000 シリーズ ルータでサポートされるその他の debug コマンドの詳細については、『Cisco
IOS Debug Command Reference』および該当する Cisco IOS リリースの関連機能に関するマニュアル
を参照してください。

show コマンドの使用
Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された SIP および SPA のモニタとトラブルシューティングに
は、いくつかの show コマンドを使用できます。この章では、show interfaces コマンドおよび show
controllers コマンドを使用した SPA のトラブルシューティング手順について説明します。

show コマンドを使用して SIP および SPA を確認およびモニタする手順については、このマニュア
ルの以下の章を参照してください。

• 第 5 章「ファスト イーサネットおよびギガビット イーサネット SPA の設定」

• 第 7 章「ギガビット イーサネット SPA のコマンドの概要」

• 第 19 章「SIP および SPA コマンド リファレンス」
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基本的なインターフェイス トラブルシューティングの実行
基本的なインターフェイス トラブルシューティングを実行するには、通常、show interfaces
gigabitethernet コマンドを使用し、出力内の各部分を調べて、インターフェイスの動作状況を確認
します。

次に、show interfaces gigabitethernet コマンドの出力例を示します。調べる必要のある出力内の重
要な部分は、太字で示しています。

Router# show interfaces gigabitethernet 3/0/0
GigabitEthernet3/0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is GigMac 1 Port 10 GigabitEthernet, address is 0008.7db3.8dfe (bia )
  Internet address is 10.0.0.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full Duplex, 10000Mbps, link type is autonegotiation, media type is T
  output flow-control is on, input flow-control is on
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:01, output 00:00:01, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
        Available Bandwidth 10000000 kilobits/sec
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     11 packets input, 1154 bytes, 0 no buffer
     Received 1 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     67 packets output, 20951 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

インターフェイスが適切に動作しているかどうかを確認するには、表 6-1 に記載された手順を実行
します。

表 6-1 基本的なインターフェイス トラブルシューティング手順

アクション 例

ステップ 1 グローバル コンフィギュレーション
モードで、show interfaces gigabitethernet
コマンドを入力します。

Router# show interfaces gigabitethernet 2/1/1

ステップ 2 インターフェイスが起動していること

を確認します。

Router# show interfaces gigabitethernet 2/1/1
GigabitEthernet2/1/1 is up, line protocol is up 

ステップ 3 ライン プロトコルが起動しているこ
とを確認します。

Router# show interfaces gigabitethernet 2/1/1
GigabitEthernet2/1/1 is up, line protocol is up 

ステップ 4 インターフェイスのデュプレックス

モードが、リモート インターフェイス
の設定と一致することを確認します。

次に、ローカル インターフェイスが現在全二重モードで動作して
いる例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet 2/1/1
[text omitted]

Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
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ステップ 5 インターフェイスの速度が、リモート

インターフェイスの速度と一致するこ

とを確認します。

次に、ローカル インターフェイスが現在 100 Mbps で動作してい
る例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet 2/1/1
. 
.
.

Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
. 
.
.

ステップ 6 インターフェイスの出力ハング ス
テータスを調べます。

Router# show interfaces gigabitethernet 2/1/1
. 
.
.

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:22, output 00:00:02, output hang never
.
.
.

ステップ 7 CRC（巡回冗長検査）カウンタを調べ
ます。

Router# show interfaces gigabitethernet 2/1/1
. 
.
.

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     5 packets input, 320 bytes
     Received 1 broadcasts (0 IP multicast)

0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
.
.
.

ステップ 8 レイト コリジョン カウンタを調べま
す。

Router# show interfaces gigabitethernet 2/1/1
.
.
.

0 input packets with dribble condition detected
     8 packets output, 529 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
.
.
.

ステップ 9 キャリア信号カウンタを調べます。 Router# show interfaces gigabitethernet 2/1/1
.
.
.

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     2 lost carrier, 0 no carrier
.
.
.

表 6-1 基本的なインターフェイス トラブルシューティング手順（続き）

アクション 例
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検出された問題を修正するための確認手順および対処方法については、以下を参照してください。

• インターフェイスの起動の確認（p.6-5）

• ライン プロトコルの起動の確認（p.6-5）

• 出力ハング ステータスの確認（p.6-5）

• CRC カウンタの確認（p.6-6）

• レイト コリジョンの確認（p.6-6）

• キャリア信号の確認（p.6-6）

インターフェイスの起動の確認

show interfaces gigabitethernet コマンドの出力で、インターフェイスが起動しているかどうかを確
認します。インターフェイスがダウンしている場合は、次の対処方法を実行してください。

• インターフェイスが管理上のダウン ステートの場合は、no shutdown 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、インターフェイスをイネーブルにします。

• ケーブルが完全に接続されているかどうかを確認します。

• ケーブルが折れ曲がっていたり、破損していないかどうかを確認します。ケーブルが折れ曲

がっていたり損傷していると、信号が劣化します。

• ハードウェア障害が発生していないか確認します。LED を調べて、障害がないか確認します。
この章のトラブルシューティングに関する他のセクション、および『Cisco 12000 Series Router
SIP and SPA Hardware Installation Guide』を参照してください。ハードウェア障害が発生してい
る場合は、必要に応じて SPA を交換します。

ライン プロトコルの起動の確認
show interfaces gigabitethernet コマンドの出力で、ライン プロトコルが起動しているかどうかを確
認します。ライン プロトコルがダウンしている場合、ライン プロトコル ソフトウェア プロセスは
回線が使用不可能であると判断します。

次の対処方法を実行してください。

• ケーブルを取り替えます。

• ローカルおよびリモートのインターフェイスに設定ミスがないかどうかを調べます。

• ハードウェア障害が発生していないか確認します。LED を調べて、障害がないか確認します。
この章のトラブルシューティングに関する他のセクション、および『Cisco 12000 Series Router
SIP and SPA Hardware Installation Guide』を参照してください。ハードウェア障害が発生してい
る場合は、必要に応じて SPA を交換します。

出力ハング ステータスの確認
show interfaces gigabitethernet コマンドの出力で、出力ハング フィールドの値を調べます。

出力ハングは、長時間送信が原因で発生した最後のリセット以降の経過時間（時間、分、秒）を示

します。時間フィールドが 24 時間を超えた場合は、日数および時間数が表示されます。このフィー
ルドがオーバーフローした場合は、アスタリスク（*）が表示されます。出力ハングが発生しなかっ
た場合は、このフィールドに never 値が表示されます。
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CRC カウンタの確認
show interfaces gigabitethernet コマンドの出力で、CRC カウンタの値を調べます。ノイズが多すぎ
ると、わずかの衝突で多数の CRC エラーが発生することがあります。

多数の CRC エラーが発生する場合は、次の対処方法を実行してください。

• ケーブルが破損していないかどうかを調べます。

• SPA インターフェイスに正しいケーブルが使用されているかどうかを確認します。

レイト コリジョンの確認
show interfaces gigabitethernet コマンドの出力で、レイト コリジョン カウンタの値を調べます。

インターフェイスにレイト コリジョンが発生した場合は、次の対処方法を実行してください。

• ローカル インターフェイスおよびリモート インターフェイスのデュプレックス モードが一致
するかどうかを確認します。デュプレックス モードが一致しない場合は、レイト コリジョン
が発生します。

• イーサネット ケーブルの長さを確認します。ケーブルが長すぎると、レイト コリジョンが発
生します。

キャリア信号の確認

show interfaces gigabitethernet コマンドの出力で、キャリア信号カウンタの値を調べます。lost carrier
カウンタには、送信中にキャリアが失われた回数が表示されます。no carrierカウンタには、送信中
にキャリアが存在しなかった回数が表示されます。

インターフェイスがループバック モードになるか、またはシャットダウンすると、キャリア信号が
リセットされることがあります。

これらの条件に該当しない状況で、キャリア信号カウンタが増加した場合は、次の対処方法を実行

してください。

• インターフェイスに誤動作がないかどうかを調べます。

• ケーブルに問題がないかどうかを調べます。
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SPA 自動回復の概要
ギガビット イーサネット SPA が特定のエラー タイプのスレッシュホールドに到達し、致命的なエ
ラーが識別されている場合、SPA は自動回復プロセスを開始します。

エラー カウンタが特定のスレッシュホールドに到達し、SPA による自動回復プロセスが何度か失敗
しないかぎり、対処は不要です。

次のタイプのエラーが発生した場合、ギガビット イーサネット SPA は自動回復を実行することが
あります。

• SPI4 TX/RX out of frame

• SPI4 TX train valid

• SPI4 TX DIP4

• SPI4 RX DIP2

（注） これらの SPA エラー カウンタは、少なくとも 1 つの SPI4 エラーが発生しないかぎり、show controllers
gigabitethernet コマンドの出力には表示されません。

自動回復の発生時期

SPI4 エラーの発生回数が 10 ミリ秒間に 25 回を超えると、SPA は自動的に非アクティブになり、再
びアクティブになります。エラーの原因および回復ステータスを示すエラー メッセージは、コン
ソールに表示されます。

自動回復に失敗した場合

SPA の自動回復の試行回数が 1 時間で 5 回を超えると、SPA は非アクティブになり、非アクティブ
状態を継続します。

SPA の自動回復に失敗した場合のトラブルシューティング手順は、次のとおりです。

ステップ 1 show hw-module subslot slot/subslot oir コマンドを使用して、SPA のステータスを確認します。自動
回復に 5 回連続して失敗したために SPA の電源が切断された場合は、ステータスは [failed] になり
ます。

ステップ 2 自動回復に失敗したことを確認したら、SPA の Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワップ）
を実行します。OIR の実行手順については、「SPA の OIR の準備」（p.6-9）を参照してください。

ステップ 3 OIR を行って SPA を再装着しても問題が解決しない場合は、SPA ハードウェアを交換します。
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インターフェイスへの内部ループバックの設定

ループバックは、ネットワークに接続せずにインターフェイスをテストしたり、インターフェイス

とデバイスの間の機器の障害を診断したりする場合に役立ちます。ギガビット イーサネット SPA
は、内部および外部ループバック モードをサポートします。外部ループバック モードは、ループ
バック ケーブルの使用を必要とし、SPA 上のトランシーバ経由でのループバックを実施します。

ループバック ケーブルを使用しないで、内部ループバックを設定することもできます。内部ループ
バックの場合、ループバックは、ギガビット イーサネット インターフェイス ポートの PHY デバイ
スで、またはギガビット イーサネット インターフェイス ポートの MAC（メディア アクセス制御）
デバイスで、内部的に実行されます。デフォルトでは、ループバックはディセーブルに設定されて

います。

インターフェイスへの内部ループバックの設定

SPA のインターフェイスの PHY デバイスで内部ループバックをイネーブルにするには、インター
フェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

インターフェイスへの外部ループバックの設定

外部ループバック テストを開始する前に、外部ループバック モードではループバック ケーブルを
使用する必要があることに注意してください。

外部ループバックをイネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
次のコマンドを使用します。

ループバック ステータスの確認
SPAのインターフェイス ポートでループバックがイネーブルであるかどうかを確認するには、show
interfaces gigabitethernet イネーブル EXEC コマンドを使用して、[loopback] フィールドの値を調べ
ます。

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 3 に SIP が搭載されていて、その上部サブスロット
（0）に SPA が搭載されている場合、そのインターフェイス ポート 0（最初のポート）のループバッ
クがディセーブルである例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet 3/0/0
GigabitEthernet3/0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is GigMac 1 Port 10 GigabitEthernet, address is 0008.7db3.8dfe (bia )
  Internet address is 10.0.0.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
.
.
.

コマンドまたはアクション 説明

Router(config-if)# loopback internal ギガビット イーサネット SPA のインターフェイスで内
部ループバックをイネーブルにします。

コマンド 説明

Router(config-if)# loopback external ギガビット イーサネット SPA のインターフェイスで外
部ループバックをイネーブルにします。
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Cisco IOS Event Tracer を使用した問題のトラブルシューティング

（注） Cisco IOS Event Tracer 機能はソフトウェア診断ツールとして使用することを目的としており、Cisco
Technical Assistance Center（TAC）担当者の指示がある場合以外は設定しないでください。

Event Tracer 機能は、Cisco IOS ソフトウェアのトラブルシューティングを行うためのバイナリ ト
レース ファシリティを提供します。シスコのサービス代理店はこの機能を使用して、Cisco IOS ソ
フトウェアの動作を詳しく調べることができます。また、オペレーティング システムがまれに誤作
動した場合や、冗長システムでルート プロセッサがスイッチオーバーした場合にも、この機能を利
用して問題を診断することができます。

イベント トレースの機能は、イベント トレースと連携するようにプログラムされた特定の Cisco
IOS ソフトウェア サブシステム コンポーネントから情報メッセージを読み取り、これらのコンポー
ネントからシステム メモリにメッセージを記録することです。メモリに格納されたトレース メッ
セージは、画面に表示したり、ファイルに保存してあとで分析することができます。

SPA は現在、SPA OIR 関連イベントをトレースするために「spa」コンポーネントをサポートして
います。

Event Tracer 機能の使用方法については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120limit/120s/120s18/evnttrcr.h
tm

SPA の OIR の準備
Cisco 12000 シリーズ ルータは、各 SPA および SIP の OIR をサポートしています。したがって、SPA
を取り付けたまま SIP を取り外すことや、SIP はルータに搭載したまま SIP から特定の SPA だけを
取り外すことができます。

つまり、SIP のいずれかのサブスロットから片方の SPA を取り外しても、別のアクティブな SPA の
ある SIP はルータに搭載したままで、もう 1 つの SPA をアクティブにしておくことができます。す
ぐに代わりの SPA を SIP に取り付ける予定がない場合は、該当するサブスロットにブランク フィ
ラー プレートを必ず取り付けてください。SIP のすべてのサブスロットには、動作中の SPA または
ブランク フィラー プレートのどちらかを常に取り付けておく必要があります。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120limit/120s/120s18/evnttrcr.htm
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7

ギガビット イーサネット SPA のコマ
ンドの概要

表 7-1 に、ギガビット イーサネット Shared Port Adapter（SPA）を設定、モニタ、およびメンテナン
スするために必要なコマンドのうち、最も重要なコマンドをアルファベット順に示します。これら

のコマンドの詳細については、このマニュアルの第 19 章「SIP および SPA コマンド リファレンス」、
および Cisco IOS Release 12.2 コマンド リファレンスとマスター インデックスを参照してください。 
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表 7-1 コマンドの概要

コマンド 説明

Router(config-subif)# encapsulation dot1q vlan-id 
[native]

VLAN（仮想 LAN）内の指定されたサブインターフェイスで、ト
ラフィックの IEEE 802.1Q カプセル化をイネーブルにします。

Router(config)# ip accounting mac-address {input | 
output}

MAC（メディア アクセス制御）アドレス アカウンティングをイ
ネーブルにします。MAC アドレス アカウンティングは、LAN イ
ンターフェイスの送信元および宛先 MAC アドレスに基づいて、IP
トラフィックのアカウンティング情報を提供します。

Router(config-if)# ip address ip-address mask 
[secondary]

インターフェイスのプライマリまたはセカンダリ IP アドレスを
設定します。

Router(config-if)#ipv6 address prefix-name 
ipv6-prefix/prefix-length

IPv6 の一般的なプレフィクスを設定し、インターフェイスで IPv6
処理をイネーブルにします。

Router(config)# interface gigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-number]

設定するギガビット イーサネット インターフェイスを指定しま
す。

Router(config-if)# loopback internal 内部ループバック モードをイネーブルにします。

Router(config-if)# loopback external 外部ループバック モードをイネーブルにします。
Router(config-if)# mac-address ieee-address インターフェイスのデフォルト MAC アドレスをユーザ定義アド

レスに変更します。

Router(config-if)# mtu bytes インターフェイスの最大パケット サイズを設定します。

Router(config-if)# negotiation auto ギガビット イーサネット インターフェイス上でフロー制御のア
ドバタイズをイネーブルにします。

Router(config-if)# no negotiation auto ギガビット イーサネット インターフェイス上でフロー制御のア
ドバタイズをディセーブルにします。自動ネゴシエーションはデ

フォルトでイネーブルになっているため、設定を変更する場合は、

このコマンドを使用する必要があります。

Router(config-if)# no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。

Router# show interfaces gigabitethernet ギガビット イーサネット インターフェイスに関するさまざまな
統計情報を表示します。

Router# show vlans [vlan-id] VLAN サブインターフェイスを表示します。

Router(config-if)# standby [group-number] ip 
[ip-address [secondary]]

番号および仮想 IP アドレスを使用して、HSRP グループを作成
（またはイネーブルに）します。
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シリアル SPA の概要

この章では、2 ポートおよび 4 ポート クリア チャネル T3/E3 SPA、2 ポートおよび 4 ポート チャネ
ライズド T3 SPA、1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA、8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA
を搭載した Cisco 12000 SIP-400、Cisco 12000 SIP-401、Cisco 12000 SIP-501、および Cisco 12000 SIP-601
について、リリース履歴、および機能と MIB（管理情報ベース）サポートの概要を示します。

この章の内容は次のとおりです。

• リリース履歴（p.8-1）

• サポートされる機能（p.8-2）

• サポートされる MIB（p.8-5）

• SPA ハードウェア タイプの表示（p.8-6）

リリース履歴

リリース 変更内容

Cisco IOS Release 12.0S Cisco 12000 シリーズ ルータに、次のハードウェアのサポートが導
入されました。

• Cisco 12000 SIP-400

• Cisco 12000 SIP-401

• Cisco 12000 SIP-501

• Cisco 12000 SIP-601

• 2 ポートおよび 4 ポート クリア チャネル T3/E3 SPA 

• 2 ポートおよび 4 ポート チャネライズド T3 SPA 

• 1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA

• 8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA
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サポートされる機能

ここでは、SPA Interface Processor（SIP）および SPA のハードウェアとソフトウェアでサポートさ
れる主な機能の一部を示します。

SIP-400 の機能
SIP-400 は、さまざまな SPA と Cisco 12000 間のパケットを処理するために設計されたキャリア カー
ドです。

• Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワップ）

• 最大 4 つのシングルハイト SPA または 2 つのダブルハイト SPA のサポート

• Field Programmable Gate Array（FPGA）アップグレードのサポート

SIP-400 は Cisco 12000 シリーズ ルータの標準 FPGA アップグレード方式をサポートします。

• コード アップグレード用のコンパクト フラッシュ

SPA の機能
次に、2 ポートおよび 4 ポート チャネライズド T3 SPA、2 ポートおよび 4 ポート クリア チャネル
T3/E3 SPA、8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA、および 1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA
でサポートされる重要なソフトウェア機能を示します。

• SONET および SDH 多重化

• エラー統計情報と障害カウント用に維持管理される 24 時間の履歴（15 分間隔）

• カードごとに E3 または T3 フレーミングをソフトウェアで選択可能（ポートはすべて T3 また
は E3 として設定されます）。2 ポートおよび 4 ポート T3/E3 SPA に適用されます。

• レイヤ 2 カプセル化のサポート：

－ PPP（ポイントツーポイント プロトコル）

－ High-Level Data Link Control（HDLC; ハイレベル データリンク制御）

－ フレーム リレー

• 内部またはネットワーク クロック（ポート単位で選択可能）

• OIR

• Hot Standby Router Protocol（HSRP）

• すべてのエラーについて 15 分ごとに 24 時間のアラーム レポート履歴を保持

• 16 および 32 ビットの Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）のサポート（デフォルト
は 16 ビット）

• ローカルおよびリモート ループバック

• ポート単位の Bit Error Rate Testing（BERT）パターンの生成および検出

• ダイナミック プロビジョニング ― その他のカスタマーに影響を与えることなく、チャネライ
ズド インターフェイス内に新しいカスタマー回路を追加できます。

• Field Programmable Device（FPD）のアップグレード
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チャネライズド T1 の機能

－ すべてのポートは DS0 に完全にチャネライズ化可能

－ チャネルごとに 56 Kbps または 64 Kbps の倍数のデータ レート

－ T1 ポートごとに最大 1.536 Mbps

－ T1 ポートごとに D4（SF）および ESF のサポート

－ ANSI T1.403 および AT&T TR54016 CI FDL のサポート

－ 内部クロッキング モードおよびレシーバー回復クロッキング モード

－ 短距離および長距離 CSU のサポート

－ B8ZS および AMI 回線符号化方式

－ J1 フレーミング（2 ポートおよび 4 ポート CT3 SPA）

－ 同じ SPA 上（ハードウェア ベース）および異なる SPA 上（ソフトウェア ベース）で、フ
ル T1 のための Multilink Point to Point Protocol（MLPPP）をサポート

－ MLFR のサポート

チャネライズド T3 の機能

－ B3ZS 回線符号化方式

－ ANSI T1.102-1993 の DS3 パルス マスクに準拠

－ DS3 Far-End Alarm And Control（FEAC）チャネルのサポート

－ D3 レートでの全二重接続（44.736 MHz）

－ T3 ごとに 672 の DS0

－ ループバック モード：DTE、ローカル、デュアル、およびネットワーク

－ C ビットまたは M23 フレーミング（ソフトウェアで選択可能）

－ 回線ビルドアウト：最大 450 フィート（135 m）のタイプ 734A または同等の同軸ケーブル
に設定

－ DS-3 アラーム /イベント検知（1 秒間に 1 回のポーリング）

- AIS
- Out of Frame（OoF; フレーム同期外れ）

- Far-End Receive Failure（FERF; 遠端側受信障害）
－ C ビット フレーミングでの DS3 Maintenance Data Link（MDL）の生成および終端

－ フル FDL のサポートおよび FDL パフォーマンス モニタリング

－ 次に示す DSU のサブレートおよびスクランブリング機能

- デジタル リンク
- ADC Kentrox
- Adtran
- Verilink
- Larscom
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非チャネライズド E1 の機能

－ フレーミング モードの場合は E1 ポートごとに最大 1.984 Mbps、非フレーミング E1 モード
の場合は最大 2.048 Mbps

－ すべてのポートは DS0 に完全にチャネライズ可能

－ ITU G0.703、G.704、ETSI、および ETS300156 に準拠

－ 内部クロッキング モードおよびレシーバー回復クロッキング モード

－ HDB3 および AMI 回線符号化方式

非チャネライズド E3 の機能

－ E3 レートでの全二重接続（34.368 MHz）

－ G.751 または G.832 フレーミングのサポート（ソフトウェアで選択可能）

－ Hi-Density Bipolar with three zones（HD3B）回線符号化方式

－ E3 パルス マスクに準拠

－ 回線ビルドアウト：最大 450 フィート（135 m）のタイプ 728A または同等の同軸ケーブル
に設定

－ ループバック モード：DTE、ローカル、デュアル、およびネットワーク

－ E3 アラーム /イベント検知（1 秒間に 1 回のポーリング）

－ 次に示す DSU のサブレートおよびスクランブリング機能

- デジタル リンク
- ADC Kentrox
- Adtran
- Verilink
- Larscom

制約事項

• 次の機能は、チャネライズド SPA でのみサポートされます。

－ エンドツーエンドの FRF.12 フラグメンテーションのサポート

－ Link Fragmentation and Interleaving（LFI）のサポート
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サポートされる MIB
Cisco 12000 シリーズ ルータにシリアル SPA が搭載されている場合、Cisco IOS Release 12.2S では次
の MIB がサポートされます。

すべてのシリアル SPA

• CISCO-ENTITY-ALARM-MIB

• CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB

• CISCO-ENVMON-MIB（NPE ［ネットワーク処理エンジン］、NSE［ネットワーク サービス エ
ンジン］、ライン カード、および SIP 専用）

• CISCO-ENTITY-ASSET-MIB

• CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

• CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

• ENTITY-MIB

• IF-MIB

• RMON-MIB

• MPLS-LDP-MIB

• MPLS-LSR-MIB

• MPLS-TE-MIB

• MPLS-VPN-MIB

2 および 4 ポート T3/E3 SPA：

• DS3/E3 MIB

8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA：

• DS1/E1 MIB

2 または 4 ポート CT3 SPA

• DS1-MIB

• DS3-MIB

• CISCO-FRAME-RELAY-MIB

• IANAifType-MIB

• RFC1381-MIB

選択されたプラットフォーム、Cisco IOS リリース、およびフィーチャ セットに対応する MIB を検
索し、ダウンロードするには、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

必要な MIB 情報が Cisco MIB Locator でサポートされていない場合は、次の URL にある Cisco MIB
ページからサポート対象 MIB のリストを入手して、MIB をダウンロードすることもできます。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

Cisco MIB Locator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を忘
れたか、紛失した場合は、cco-locksmith@cisco.comに空の電子メールを送信してください。送信さ
れた電子メール アドレスが Cisco.com に登録されているかどうか確認されます。チェックが成功す
ると、アカウントの詳細と新規のランダム パスワードが電子メールで通知されます。承認された
ユーザは次の URL の指示に従って、Cisco.com のアカウントを確立できます。

http://www.cisco.com/register

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
http://www.cisco.com/register
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SPA ハードウェア タイプの表示
ご使用の Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載されている SPA ハードウェア タイプを確認するには、
show diagbus コマンドまたは show interfaces コマンドを使用します（使用できるのはインターフェ
イスが設定済みの場合のみ）。Cisco 12000 シリーズ ルータのその他のコマンドを使用して、SPA
ハードウェア情報を表示することもできます。

表 8-1 に、Cisco 12000 シリーズ ルータでサポートされている SPA のタイプごとに、show コマンド
出力に表示されるハードウェアの説明を示します。

表 8-1 show コマンドで表示される SPA ハードウェアの説明

SPA
show interfaces および show controllers コマンド
の説明

4 ポート クリア チャネル T3/E3 SPA “Hardware is SPA-4XT3/E3”

2 ポート クリア チャネル T3/E3 SPA “Hardware is SPA-2XT3/E3”

2 ポート チャネライズド T3 SPA “Hardware is 2 ports CT3 SPA”

4 ポート チャネライズド T3 SPA “Hardware is 4 ports CT3 SPA”

http://www.cisco.com/register
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show interface コマンドの例
次に、スロット 7 に 4 ポート チャネライズド T3 SPA が搭載された Cisco 12008 ルータに show
interface serial 0/0/0 コマンドを実行した場合の出力例を示します。

Router#show interface serial 7/0/0/1
Serial7/0/0/1:0 is down, line protocol is down 
  Hardware is SPA-4XCT3/DS0
  MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation FRAME-RELAY, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  LMI enq sent  0, LMI stat recvd 0,LMI upd recvd 0
  LMI enq recvd 0, LMI stat sent  0,LMI upd sent  0, DCE LMI down
  LMI DLCI 1023  LMI type is CISCO  frame relay DCE
  Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 1d17h
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
        Available Bandwidth 1536 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions no alarm present
  VC 1: timeslot(s): 1-24, Transmitter delay 0, non-inverted data
Router#

 
Router#show gsr
Slot 0  type  = Performance Route Processor
        state = ACTV RP   IOS Running  ACTIVE
Slot 3  type  = 12 Port Packet over DS3
        state = IOS RUN   Line Card Enabled
Slot 4  type  = 4 Port Packet Over SONET OC-12c/STM-4
        state = IOS RUN   Line Card Enabled
Slot 6  type  = 1 Port Packet Over SONET OC-192c/STM-64
        state = IOS RUN   Line Card Enabled
Slot 7  type  = ISE 2.5G SPA Interface Card
        state = IOS RUN   Line Card Enabled
        subslot 7/0: SPA-4XCT3/DS0 (0x43B), status is ok
        subslot 7/1: Empty
        subslot 7/2: SPA-1XCHSTM1/OC3 (0x463), status is out of service
        subslot 7/3: Empty
Slot 16 type  = Clock Scheduler Card 16XOC192
        state = Card Powered
Slot 17 type  = Clock Scheduler Card 16XOC192
        state = Card Powered  PRIMARY CLOCK
Slot 18 type  = Switch Fabric Card 16XOC192
        state = Card Powered
Slot 19 type  = Switch Fabric Card 16XOC192
        state = Card Powered
Slot 20 type  = Switch Fabric Card 16XOC192
        state = Card Powered
Slot 24 type  = Alarm Module(16)
        state = Card Powered
Slot 25 type  = Alarm Module(16)
        state = Card Powered
Slot 27 type  = Bus Board(16)
        state = Card Powered
Slot 28 type  = Blower Module(16)
        state = Card Powered
Slot 29 type  = Blower Module(16)
        state = Card Powered



第 8章      シリアル SPA の概要
SPA ハードウェア タイプの表示

8-8
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J



C H A P T E R

9-1
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

9

2 ポートおよび 4 ポート チャネライズ
ド T3 SPA の設定

この章では、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された 2 ポートおよび 4 ポート チャネライズド T3
Shared Port Adapter（SPA）の設定方法について説明します。具体的な内容は次のとおりです。

• 設定作業（p.9-2）

• インターフェイスの設定の確認（p.9-17）

• 設定例（p.9-19）

システム イメージおよびコンフィギュレーション ファイルの管理については、『Cisco IOS
Configuration Fundamentals Configuration Guide』 Release 12.0 および『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference』 Release 12.0 を参照してください。

この章で使用しているコマンドの詳細については、新規コマンドまたは変更されたコマンドが記載

されている第 19 章「SIP および SPA コマンド リファレンス」を参照してください。また、関連す
る Cisco IOS Release 12.0 ソフトウェア コマンド リファレンスおよびマスター インデックスも参照
してください。これらのマニュアルの入手方法については、「はじめに」の「関連資料」を参照し

てください。
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設定作業

ここでは、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載されたシリアル SPA の設定方法、および設定の確認
方法について説明します。

具体的な内容は次のとおりです。

• 必要な設定作業（p.9-2）

• SPA のインターフェイス アドレスの指定（p.9-8）

• オプションの設定（p.9-8）

• 設定の保存（p.9-16）

必要な設定作業

ここでは、2 ポートおよび 4 ポート チャネライズド T3 SPA を設定するために必要な手順を示しま
す。必須の設定コマンドの中には、ネットワークに最適なデフォルト値を提供するものがあります。

• T3 コントローラの設定（p.9-3）

• 論理 T1 インターフェイスの設定（p.9-4）

• T3 コントローラ設定の確認（p.9-6）

• インターフェイスの設定の確認（p.9-7）

（注） SPA Interface Processor（SIP）、SPA、およびインターフェイスの物理的な場所を指定するために使
用されるアドレス フォーマットの詳細については、SPA のインターフェイス アドレスの指定
（p.9-8）を参照してください。
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T3 コントローラの設定

2 ポートおよび 4 ポート チャネライズド T3 SPA の T3 コントローラを設定する手順は、次のとおり
です。

コマンド 説明

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2 Router(config)# controller t3 
slot/subslot/port

設定するコントローラを選択し、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ―  CT3 SPA ポートの場所を指定しま
す。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.9-8）を参照してください。

ステップ 3 Router(config-controller)# [no] 
channelized

（任意）チャネライゼーション モードを指定します。

• channelized ― チャネライズド モードでは、T3 リン
クを 28 の T1 にチャネル化し、さらに各 T1 を 24 の
DS0 にチャネル化できます。これは、デフォルト値
です。

• no channelized ― 非チャネライズド モードでは、T3
リンクは 44,210 Kbps の高速データ チャネルを 1 つ
提供します。

ステップ 4 Router(config-controller)# framing 
{auto-detect | c-bit | m23}

（任意）サブレート T3 モードのフレーミング タイプを指
定します。

• auto-detect ― 回線の終端にあるデバイスのフレーミ
ング タイプを検出し、そのフレーミング タイプに切
り替えます。両方のデバイスが auto-detect に設定さ
れている場合、C ビット フレーミングが使用されま
す。

• c-bit ― C ビット パリティ フレーミングを指定しま
す。これは、デフォルト値です。

• m23 ― M23 フレーミングを指定します。

（注） 非チャネライズド T3 のフレーミング タイプを設
定する方法については、「T3 フレーミングの設
定」（p.9-13）を参照してください。

ステップ 5 Router(config-controller)# clock source 
{internal | line}

（任意）クロック ソースを指定します。

• internal ― 内部クロック ソースの使用を指定しま
す。チャネライズド モードでは、これがデフォルト
です。

• line ― ネットワーク クロック ソースの使用を指定し
ます。非チャネライズド モードでは、これがデフォ
ルトです。

ステップ 6 Router(config-controller)# cablelength {0 
- 450}

（任意）ケーブル長を指定します。デフォルトは 50 フィー
トです。

• 0-450 ― ケーブル長（フィート）
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論理 T1 インターフェイスの設定

T3 コントローラにチャネライズド モードを設定した場合、次の手順で論理 T1 インターフェイスを
設定します。

コマンド 説明

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2 Router(config)# controller t3 
slot/subslot/port

設定するコントローラを選択し、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ―  CT3 SPA ポートの場所を指定しま
す。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.9-8）を参照してください。

ステップ 3 Router(config-controller)# t1 t1-number 
channel-group channel-number timeslots 
range [speed {56 | 64}]

各チャネルにマッピングする T1 チャネルとタイムス
ロットを指定します。

• t1-number ― T1 番号（1 ～ 28）

• channel-number ― 指定した T1 下にあるチャネル グ
ループ マッピング（0 ～ 23）を指定します。

• range ― チャネル グループ下のタイムスロットのリ
スト。この T1 に割り当てるタイムスロットは、1 ～
24、または 1 ～ 24 の範囲内のサブレンジの組み合わ
せとすることができます。範囲を指定するにはハイ

フン、カンマ、またはハイフンとカンマの両方の組

み合わせを使用します。1 つのタイムスロットが 1 つ
の DS0 に相当します。

• speed 56 または 64 ― タイムスロットの速度を 56 ま
たは 64 Kbps のいずれかに指定します。デフォルト
速度である 64 Kbps は、設定には記述されません。

ステップ 4 Router(config-controller)# t1 t1-number 
framing {esf | sf [hdlc-idle {0x7e | 0xff}] 
[mode {j1}]}

（任意）framing コマンドを使用して T1 フレーミング タ
イプを指定します。

• sf ― T1 フレーム タイプとしてスーパ フレームを指
定します。

（注） sf フレーミングを選択する場合は、イエロー
アラームの検出をオフにすることを検討し

てください。sf フレーミングを使用すると、
イエロー アラームが誤って検出される場合
があります。

• esf ― T1 フレーム タイプとして Extended Super Frame
（ESF; 拡張スーパ フレーム）を指定します。これは、
デフォルト値です。

• hdlc-idle ― hdlc-idle オプションを使用して、T1 イン
ターフェイスのアイドル パターンを 0x7e（デフォル
ト）または 0xff のいずれかに設定できます。
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ステップ 5 Router(config-controller)# t1 
channel-number clock source {internal | 
line}

（任意）T1クロック ソースを指定します。

• internal ― 内部クロック ソースの使用を指定しま
す。これは、デフォルト値です。

• line ― ネットワーク クロック ソースの使用を指定し
ます。

ステップ 6 シリアル インターフェイスを設定します。

（注） 設定後の T1 チャネルは、Cisco IOS ソフトウェアによってシリアル インターフェイスと
して認識されるので、シリアル インターフェイス用のコンフィギュレーション コマンド
をすべて使用することができます。ただし、すべてのコマンドが T1 インターフェイスに
適用できるわけではありません。設定済みの T1 には、すべてのカプセル化フォーマット
（PPP［ポイントツーポイント プロトコル］、High-Level Data Link Control［HDLC; ハイレ
ベル データ リンク制御］、フレーム リレーなど）を適用できます。カプセル化の設定は、
シリアル インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して行うことができ
ます。

インターフェイス設定の詳細については、『Cisco IOS Interface Configuration Guide』Release 12.0を
参照してください。

コマンド 説明
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T3 コントローラ設定の確認

コントローラの設定を確認するには、show controllers コマンドを使用します。

Router# show controllers t3
T3 3/1/0 is administratively down.
T3 3/1/1 is administratively down.
T3 3/1/2 is up.  Hardware is 4 ports CT3 SPA
  ATLAS FPGA version: 0, FREEDM336 version: 0
  TEMUX84(1) version: 0, TEMUX84(1) version: 0
  SUBRATE FPGA version: 0
  Applique type is Channelized T3
  No alarms detected.
  Framing is M23, Line Code is B3ZS, Clock Source is Internal
  Equipment customer loopback
  Data in current interval (746 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs
     0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs
     0 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs
     0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs
     0 Severely Errored Line Secs
     0 Far-End Errored Secs, 0 Far-End Severely Errored Secs
     0 CP-bit Far-end Unavailable Secs
     0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures
     0 Far-end code violations, 0 FERF Defect Secs
     0 AIS Defect Secs, 0 LOS Defect Secs

  T1 1 is up
  timeslots: 1-24
  FDL per AT&T 54016 spec.
  No alarms detected.
  Framing is ESF, Clock Source is Internal
  Data in current interval (177 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs
     0 Unavail Secs, 0 Stuffed Secs
     0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures, 0 SEF/AIS Secs
  Total Data (last 2 15 minute intervals):
     0 Line Code Violations,0 Path Code Violations,
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs
     0 Unavail Secs, 0 Stuffed Secs
     0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures, 0 SEF/AIS Secs

  T1 2
    Not configured.

  T1 3
    Not configured.
.
.
.
T3 3/1/3 is up.  Hardware is 4 ports CT3 SPA
  ATLAS FPGA version: 0, FREEDM336 version: 0
  TEMUX84(1) version: 0, TEMUX84(1) version: 0
  SUBRATE FPGA version: 0
  Applique type is Subrate T3
  No alarms detected.
  MDL transmission is disabled
    
  FEAC code received: No code is being received
  Framing is C-BIT Parity, Line Code is B3ZS, Clock Source is Line
  Equipment customer loopback
  Data in current interval (657 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs
     0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs
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     0 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs
     0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs
     0 Severely Errored Line Secs
     0 Far-End Errored Secs, 0 Far-End Severely Errored Secs
     0 CP-bit Far-end Unavailable Secs
     0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures
     0 Far-end code violations, 0 FERF Defect Secs
     0 AIS Defect Secs, 0 LOS Defect Secs

インターフェイスの設定の確認

インターフェイスの設定を確認するには、show interface serial コマンドを使用します。次に、非
チャネライズド T3 のシリアル インターフェイスの出力例を示します。

Router# show interface serial3/0/0
Serial3/0/0 is down, line protocol is down 
  Hardware is Channelized/ClearChannel CT3 SPA
  MTU 4470 bytes, BW 44210 Kbit, DLY 200 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
              0 parity
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 2 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     1 carrier transitions alarm present
  DSU mode 0, bandwidth 44210 Kbit, scramble 0, VC 0

次に、チャネライズド T3 の最初の T1 のシリアル インターフェイスの出力例を示します。

Router# show interface serial3/0/1/1:0
Serial3/0/1/1:0 is administratively down, line protocol is down 
  Hardware is Channelized/ClearChannel CT3 SPA
  MTU 1500 bytes, BW 832 Kbit, DLY 20000 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions alarm present
  VC 1: timeslot(s): 2-14, Transmitter delay 0, non-inverted data
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SPA のインターフェイス アドレスの指定 
SPA インターフェイス ポートの番号は、左から右に向かって 0 から順に付けられます。単一ポート
の SPA では、ポート番号 0 のみを使用します。SPA インターフェイスを設定またはモニタするに
は、CLI（コマンドライン インターフェイス）で SIP、SPA、およびインターフェイスの物理位置
を指定する必要があります。インターフェイス アドレス フォーマットは、slot/subslot/port です。

• slot ― SIP が装着された Cisco 12000 シリーズ ルータのシャーシ スロット番号を指定します。

• subslot ― SPA が装着された SIP セカンダリ スロットを指定します。

• port ― SPA の各インターフェイス ポートの番号を指定します。

次に、シャーシ スロット 3 に SIP（0）が搭載されていて、その最初のサブスロットに SPA が搭載
されている場合、この SPA の最初のインターフェイス（0）を指定する例を示します。

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

このコマンドは代表的な例としてシリアル SPA を表示していますが、その他の SPA（ATM や POS
など）およびその他の非チャネライズド SPA でも、これと同じ slot/subslot/port を同様に使用します。

4 ポート チャネライズド T3 SPAの場合、インターフェイス アドレス フォーマットは 
slot/subslot/port/t1-number:channel-group です。

• t1-number ― チャネライズド モードの論理 T1 番号を指定します。

• channel-group ― T1 リンク内のタイムスロットに割り当てる論理チャネル グループを指定しま
す。

オプションの設定

シリアル SPA を設定する場合に、いくつかの標準（ただし任意の）設定が必要となることがありま
す。

（注） 追加コマンド出力の詳細については、第 19 章「SIP および SPA コマンド リファレンス」を参照し
てください。

• DSU モードの設定（p.9-9）

• MDL の設定（p.9-10）

• カプセル化の設定（p.9-12）

• T3 フレーミングの設定（p.9-13）

• FDL の設定（p.9-14）

• スクランブルの設定（p.9-15）
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DSU モードの設定

SPA が顧客宅内 Data Service Unit（DSU; データ サービス ユニット）に接続するように、DSU モー
ドを設定します。T3 または E3 インターフェイスをサブレートすると、データ転送速度が制限され、
ピーク アクセス速度が下がります。DSU モードを設定するには、次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2 Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port

設定するコントローラを選択し、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ― コントローラの場所を指定しま
す。SPA のインターフェイス アドレスの指定（p.9-8）
を参照してください。

ステップ 3 Router(config-if)# dsu mode {adtran | 
cisco | digital-link | kentrox | larscom | 
verilink}

T3 コントローラが使用するインターオペラビリティ
モードを指定します。

• digital-link ― T3 コントローラを別の T3 コントロー
ラまたは Digital Link DSU に接続します。帯域幅の範
囲は 300 ～ 44,210 Kbps です。これは、デフォルト値
です。

• kentrox ― T3 コントローラを Kentrox DSU に接続し
ます。帯域幅の範囲は 1500 ～ 35,000、または 44,210
Kbps です。

（注） 帯域幅を 35,000 ～ 44,210 Kbps の範囲で設定する
と、エラー メッセージが表示されます。

• larscom ― T3 コントローラを Larscom DSU に接続し
ます。帯域幅の範囲は 3100 ～ 44,210 Kbps です。

• cisco ― T3 コントローラを Cisco DSU に接続します。

• adtran ― T3 コントローラを Adtran T3SU 300 に接続
します。帯域幅の範囲は 75 ～ 44,210 Kbps です。

• verilink ― T3 コントローラを Verilink HDM 2182 に
接続します。帯域幅の範囲は 1500 ～ 44,210 Kbps で
す。

ステップ 4 Router(config-if)# dsu bandwidth kbps 許容される最大の帯域幅を指定します。

• kbps ― 帯域幅の範囲は 1 ～ 44,210 Kbps です。
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DSU モードの確認

コントローラの DSU モードを表示するには、show controllers serial コマンドを使用します。

router# show controllers serial
Serial3/1/0 - 
   Framing is c-bit, Clock Source is Internal
   Bandwidth limit is 44210, DSU mode 0, Cable length is 10
   rx FEBE since last clear counter 0, since reset 0
   Data in current interval (0 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
     0 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
     0 Severely Errored Line Secs
     0 Far-End Errored Secs, 0 Far-End Severely Errored Secs
     0 CP-bit Far-end Unavailable Secs
     0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures
     0 Far-end code violations, 0 FERF Defect Secs
     0 AIS Defect Secs, 0 LOS Defect Secs

   Transmitter is sending AIS.
.
..

MDL の設定

Maintenance Data Link（MDL）メッセージは、ローカル ポートとリモート ポート間での識別情報の
通信に使用されます。MDL に含まれる情報のタイプとしては、Equipment Identification Code（EIC）、
Location Identification Code（LIC）、Frame Identification Code（FIC）、ユニット、Path Facility Identification
（PFI）、ポート番号、および Generator Identification 番号があります。MDL を設定するには、次のコ
マンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# controller t3 
slot/subslot/port

設定するコントローラを選択し、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定し
ます。SPA のインターフェイス アドレスの指定
（p.9-8）を参照してください。



第 9章      2 ポートおよび 4 ポート チャネライズド T3 SPA の設定
設定作業

9-11
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

MDL の確認

MDL 設定を表示するには、show controller コマンドを使用します。

Router# show controller t3 3/0/0
T3 3/0/0 is down.  Hardware is 2 ports CT3 SPA
  ATLAS FPGA version: 0, FREEDM336 version: 0
  TEMUX84(1) version: 0, TEMUX84(1) version: 0
  SUBRATE FPGA version: 0
  Applique type is Subrate T3
  Receiver has loss of signal.
  MDL transmission is enabled
     EIC: new, LIC: US, FIC: 23, UNIT: myunit
     Path FI: test pfi
     Idle Signal PORT_NO: New-port
     Test Signal GEN_NO: test-message
  FEAC code received: No code is being received
  Framing is C-BIT Parity, Line Code is B3ZS, Clock Source is Line
  Equipment customer loopback
  Data in current interval (869 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs
     0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs
     869 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs
     0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs
     0 Severely Errored Line Secs
     0 Far-End Errored Secs, 0 Far-End Severely Errored Secs
     869 CP-bit Far-end Unavailable Secs
     0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures
     0 Far-end code violations, 0 FERF Defect Secs
     0 AIS Defect Secs, 870 LOS Defect Secs

Router(config-controller)# mdl [string 
{eic | fic | generator | lic | pfi | port | 
unit} string}] | [transmit {idle-signal | 
path | test-signal}]

MDL メッセージを設定します。

• string eic ― EIC を指定します。最大 10 文字まで使用
できます。

• string fic ― FIC を使用します。最大 10 文字まで使用
できます。

• string generator ― MDL Test Signal メッセージで送信
されるジェネレータ番号ストリングを指定します。

最大 38 文字まで使用できます。

• string lic ― LIC を指定します。最大 11 文字まで使用
できます。

• string pfi ― MDL Path メッセージで送信される PFI
コードを指定します。最大 38 文字まで使用できます。

• string port ― MDL Idle Signal メッセージで送信され
るポート番号ストリングを指定します。最大 38 文字
まで使用できます。

• string unit ― ユニット識別コードを指定します。最
大 6 文字まで使用できます。

• transmit idle-signal ― MDL Idle-Signal メッセージの
送信をイネーブルにします。

• transmit path ― MDL Path メッセージの送信をイ
ネーブルにします。

• transmit test-signal ― MDL Test-Signal メッセージの
送信をイネーブルにします。

コマンド 説明
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カプセル化の設定

WAN リンクを通過するトラフィックをカプセル化するには、接続にレイヤ 2 プロトコルを使用す
る必要があります。カプセル化方式を設定するには、次のコマンドを使用します。

カプセル化の確認

カプセル化方式を表示するには、show interface serial コマンドを使用します。

Router# show interface serial3/0/0
Serial3/0/0 is down, line protocol is down 
  Hardware is Channelized/ClearChannel CT3 SPA
  MTU 4470 bytes, BW 44210 Kbit, DLY 200 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
              0 parity
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 2 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     1 carrier transitions alarm present
  DSU mode 0, bandwidth 44210 Kbit, scramble 0, VC 0

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

チャネライズド：

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port/t1-number:channel-g
roup

非チャネライズド：

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port

設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス

コンフィギュレーション モードを開始します。

• チャネライズド：

slot/subslot/port/t1-number:channel-group ― インター
フェイスの場所を指定します。SPA のインターフェ
イス アドレスの指定（p.9-8）を参照してください。

• 非チャネライズド：

slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定し
ます。SPA のインターフェイス アドレスの指定
（p.9-8）を参照してください。

Router(config-if)# encapsulation {hdlc | 
ppp | frame-relay}

インターフェイスのカプセル化方式を設定します。

• hdlc ― シリアル インターフェイス対応の HDLC プ
ロトコル。これは、デフォルト値です。

• ppp ― PPP（シリアル インターフェイス対応）

• frame-relay ― フレーム リレー（シリアル インター
フェイス対応）
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T3 フレーミングの設定

T3 フレーミング タイプを設定するには、次のコマンドを使用します。

フレーミングの確認

フレーミング タイプを表示するには、show controller コマンドを使用します。

Router# show controller t3 3/0/0
T3 3/0/0 is down.  Hardware is 2 ports CT3 SPA
  ATLAS FPGA version: 0, FREEDM336 version: 0
  TEMUX84(1) version: 0, TEMUX84(1) version: 0
  SUBRATE FPGA version: 0
  Applique type is Subrate T3
  Receiver has loss of signal.
  Framing is M13, Line Code is B3ZS, Clock Source is Line
  Equipment customer loopback
  Data in current interval (656 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs
     0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs
     666 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs
     0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs
     0 Severely Errored Line Secs
     0 Far-End Errored Secs, 0 Far-End Severely Errored Secs
     0 CP-bit Far-end Unavailable Secs
     0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures
     0 Far-end code violations, 0 FERF Defect Secs
     0 AIS Defect Secs, 666 LOS Defect Secs

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port

設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス

コンフィギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定し
ます。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.9-8）を参照してください。

Router(config-if)# framing {auto-detect | 
c-bit | m23}

非チャネライズド モードのフレーミング タイプを指定
します。

• auto-detect ― auto-detect フレーミングを指定します。

• c-bit ― C ビット パリティ フレーミングを指定しま
す。これは、デフォルト値です。

• m23 ― DS3 フレーミング M23 を指定します。
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FDL の設定

Facility Data Link（FDL）は、遠端パフォーマンス レポーティング ツールです。ansi モードでは、
T1 接続の両端に関するパフォーマンス レポートの 1 秒送信をイネーブルにできます。FDL を設定
するには、次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# controller t3 
slot/subslot/port

設定するコントローラを選択し、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定し
ます。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.9-8）を参照してください。

Router(config-controller)# t1 number fdl 
{ansi}

（任意）FDL をイネーブルにします。

• number ― T1 チャネル番号を指定します。

• ansi ― ANSI T1.403 仕様に準拠する FDL ビットを指
定します。
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FDL の確認

FDL 設定を表示するには、show controller コマンドを使用します。

Router# show controller t3 3/0/1/1
T3 3/0/1 is down.  Hardware is 2 ports CT3 SPA
  ATLAS FPGA version: 0, FREEDM336 version: 0
  TEMUX84(1) version: 0, TEMUX84(1) version: 0
  SUBRATE FPGA version: 0
  Applique type is Channelized T3
  Receiver has loss of signal.
  Framing is M23, Line Code is B3ZS, Clock Source is Internal
  Equipment customer loopback
  Data in current interval (456 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs
     0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs
     456 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs
     0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs
     0 Severely Errored Line Secs
     0 Far-End Errored Secs, 0 Far-End Severely Errored Secs
     0 CP-bit Far-end Unavailable Secs
     0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures
     0 Far-end code violations, 0 FERF Defect Secs
     0 AIS Defect Secs, 456 LOS Defect Secs

  T1 1 is down
  timeslots: 2-14
  FDL per ANSI T1.403 and AT&T 54016 spec.
  Configured for FDL remotely line looped (bell)
  Transmitter is sending LOF Indication.
  Receiver is getting AIS.
  Framing is ESF, Clock Source is Line
  BERT running on timeslots 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
  BERT test result (running)
     Test Pattern : All 1's, Status : Not Sync, Sync Detected : 0
     Interval : 2 minute(s), Time Remain : 2 minute(s)
     Bit Errors (since BERT started): 0 bits, 
     Bits Received (since BERT started): 0 Kbits
     Bit Errors (since last sync): 0 bits
     Bits Received (since last sync): 0 Kbits
  Data in current interval (703 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs
     713 Unavail Secs, 0 Stuffed Secs
     357 Near-end path failures, 0 Far-end path failures, 0 SEF/AIS Secs

スクランブルの設定

T3 スクランブリングは、受信側でのクロック回復を支援するために使用されます。スクランブリ
ングは、物理レイヤ フレームで伝送される 1 および 0 のパターンをランダム化します。デジタル
ビットをランダム化することで、変化のない連続的なビット パターン（言い換えると、すべて 1 ま
たはすべて 0 の長いストリング）を防止できます。ある種の物理レイヤ プロトコルは、1 と 0 の変
化に依存して、クロッキングを維持しています。

スクランブリングにより、DSU 間に配置されたスイッチが、ある種のビット パターンをアラーム
として誤った解釈をすることを防止できます。
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スクランブリングを設定するには、次のコマンドを使用します。

スクランブルの確認

スクランブリング設定を表示するには、show interface serial コマンドを使用します。

Router# show interface serial3/0/0
Serial3/0/0 is down, line protocol is down 
  Hardware is Channelized/ClearChannel CT3 SPA
  MTU 4470 bytes, BW 44210 Kbit, DLY 200 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
              0 parity
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 4 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     1 carrier transitions alarm present
  DSU mode 0, bandwidth 44210 Kbit, scramble 1, VC 0

設定の保存

実行コンフィギュレーションを NVRAM（不揮発性 RAM）に保存するには、イネーブル EXEC コ
ンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

コンフィギュレーション ファイルの管理方法については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals
Configuration Guide』 Release 12.2 および『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』
Release 12.2 を参照してください。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port

設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定しま
す。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」（p.9-8）
を参照してください。

Router(config-if)# scramble スクランブリングをイネーブルにします。スクランブリング

はデフォルトではディセーブルに設定されています。

コマンド 説明

Router# copy running-config startup-config 新しい設定を NVRAM に書き込みます。
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インターフェイスの設定の確認

show running-configuration コマンドを使用して Cisco 12000 シリーズ ルータの設定を表示するだけ
でなく、show interfaces serial コマンドおよび show controllers serial コマンドを使用して、2 ポート
および 4 ポート クリア チャネル T3/E3 SPA の詳細をポートごとに表示することもできます。

ポート単位のインターフェイス ステータスの確認
2 ポートおよび 4 ポート チャネライズド T3 SPA のインターフェイスの詳細をポート単位で表示す
るには、show interfaces serial コマンドを使用します。コマンド出力の説明については、第 19 章
「SIP および SPA コマンド リファレンス」を参照してください。

次に、非チャネライズド T3 のシリアル インターフェイスの出力例を示します。

Router# show interface serial3/0/0
Serial3/0/0 is down, line protocol is down 
  Hardware is Channelized/ClearChannel CT3 SPA
  MTU 4470 bytes, BW 44210 Kbit, DLY 200 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
              0 parity
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 4 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     1 carrier transitions alarm present
  DSU mode 0, bandwidth 44210 Kbit, scramble 1, VC 0

次に、チャネライズド T3 のシリアル インターフェイスの出力例を示します。

Router# show interface serial3/0/1/1:0
Serial3/0/1/1:0 is down, line protocol is down 
  Hardware is Channelized/ClearChannel CT3 SPA
  MTU 1500 bytes, BW 832 Kbit, DLY 20000 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions alarm present
  VC 1: timeslot(s): 2-14, Transmitter delay 0, non-inverted data
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2 ポートおよび 4 ポート クリア チャネル T3/E3 SPA の詳細なステータス情報および統計情報をポー
ト単位で表示するには、show controllers serial コマンドを使用します。コマンド出力の説明につい
ては、第 19 章「SIP および SPA コマンド リファレンス」を参照してください。

次に、Cisco 12008 ルータのスロット 5 に SIP-200 が搭載され、その先頭サブスロットに SPA が装
着されている場合の SPA の 3 番めのポートについて、コントローラ統計情報の出力例を示します。

show controller serial 5/0/2
Serial5/0/2 - 
   Framing is c-bit, Clock Source is Line
   Bandwidth limit is 44210, DSU mode 0, Cable length is 10
   rx FEBE since last clear counter 0, since reset 0
   Data in current interval (807 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 306 Unavailable Secs
     500 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
  Data in Interval 1:
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
     564 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
  Data in Interval 2:
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
     564 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
  Data in Interval 3:
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
     562 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
  Data in Interval 4:
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
     560 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs

.

.

.
Total Data (last 44 15 minute intervals):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation, 
     0 C-bit Coding Violation,
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs,
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs,
     24750 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs

   Transmitter is sending AIS.

   Receiver has loss of signal.

    40434 Sev Err Line Secs, 0 Far-End Err Secs, 0 Far-End Sev Err Secs
    0 P-bit Unavailable Secs, 0 CP-bit Unavailable Secs
    0 CP-bit Far-end Unavailable Secs
    0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures

   No FEAC code is being received
  MDL transmission is disabled
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設定例

ここでは、次の設定例を示します。

• DSU の設定例（p.9-19）

• MDL の設定例（p.9-19）

• カプセル化の設定例（p.9-20）

• フレーミング - 非チャネライズド モードの設定例（p.9-20）

• FDL の設定例（p.9-20）

• スクランブリングの設定例（p.9-20）

DSU の設定例
次に、スロット 4、サブスロット 1 のインターフェイス ポート 0 に DSU モードを設定する例を示
します。

! Specify the interface and enter interface configuration mode.
!
Router(config-int)# interface t3 4/1/0
!
!Specifies the interoperability mode used by the T3 interface.
!
Router(config-int)# dsu mode 2
!
!Specifies the maximum allowable bandwidth.

Router(config-int)# dsu bandwidth 23000

MDL の設定例
次に、スロット 4、サブスロット 1 のコントローラ ポート 0 に MDL ストリングを設定する例を示
します。

! Enter controller configuration mode.
!
Router(config)# controller t3 4/1/0
!
! Specify the mdl strings.
!
Router(config-controller)# mdl string eic beic
Router(config-controller)# mdl string lic beic
Router(config-controller)# mdl string fic bfix
Router(config-controller)# mdl string unit bunit
Router(config-controller)# mdl string pfi bpfi
Router(config-controller)# mdl string port bport
Router(config-controller)# mdl string generator bgen
Router(config-controller)# mdl transmit path
Router(config-controller)# mdl transmit idle-signal
Router(config-controller)# mdl transmit test-signal
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カプセル化の設定例

次に、チャネライズド T1 インターフェイスにカプセル化を設定する例を示します。

! Specify the interface to configure and enter interface configuration mode.
!
Router(config)# interface serial 4/1/1/1:0
!
! Specify the encapsulation method.
!
Router(config-if)# encapsulation ppp

次に、非チャネライズド T3 インターフェイスにカプセル化およびフレーミングを設定する例を示
します。

! Specify the interface to configure and enter interface configuration mode.
!
Router(config)# interface serial 4/1/1
!
! Specify the encapsulation method.
!
Router(config-if)# encapsulation ppp

フレーミング - 非チャネライズド モードの設定例
次に、非チャネライズド T3 インターフェイスにフレーミングを設定する例を示します。

! Specify the interface to configure and enter interface configuration mode.
!
Router(config)# interface serial 4/1/1
!
! Specify the framing type.
!
Router(config-if)# framing m13

FDL の設定例
次に、チャネライズド T1 インターフェイスに FDL を設定する例を示します。

! Specify the controller to configure and enter controller configuration mode.
!
Router(config)# controller t3 3/1/0
!
! Specify the T1 controller and set the FDL bit.
!
Router(config-controller)# t1 1 fdl ansi

スクランブリングの設定例

次に、T3 インターフェイスにスクランブリングを設定する例を示します。

! Enter global configuration mode.
!
Router# configure terminal
!
! Specify the interface to configure and enter interface configuration mode.
!
Router(config)# interface serial 4/1/3
!
! Enable scrambling.
!
Router(config-if)# scrambling
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10

2 ポートおよび 4 ポート T3/E3 SPA の
設定

この章では、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された 2 ポートおよび 4 ポート T3/E3 Shared Port
Adapter（SPA）の設定方法について説明します。具体的な内容は次のとおりです。

• 設定作業（p.10-2）

• インターフェイスの設定の確認（p.10-12）

• 設定例（p.10-14）

システム イメージおよびコンフィギュレーション ファイルの管理については、『Cisco IOS
Configuration Fundamentals Configuration Guide』 Release 12.0 および『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference』 Release 12.0 を参照してください。

この章で使用しているコマンドの詳細については、新規コマンドまたは変更されたコマンドが記載

されている第 19 章「SIP および SPA コマンド リファレンス」を参照してください。また、関連す
る Cisco IOS Release 12.0 ソフトウェア コマンド リファレンスおよびマスター インデックスも参照
してください。これらのマニュアルの入手方法については、「はじめに」の「関連資料」を参照し

てください。
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設定作業

ここでは、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された 2 ポート または 4 ポート T1/E1 SPA の設定方
法、および設定の確認方法について説明します。

具体的な内容は次のとおりです。

• 必要な設定作業（p.10-2）

• SPA のインターフェイス アドレスの指定（p.10-4）

• オプションの設定（p.10-5）

• 設定の保存（p.10-11）

必要な設定作業

ここでは、2 ポートまたは 4 ポート T3/E3 SPA を設定するために必要な手順を示します。設定が必
要なコマンドの中には、ネットワークに最適なデフォルト値を提供するものがあります。そのデ

フォルト値がネットワークに適している場合は、そのコマンドを設定する必要はありません。

• カード タイプの設定

• インターフェイスの設定

（注） SPA Interface Processor（SIP）、SPA、およびインターフェイスの物理的な場所を指定するために使
用されるアドレス フォーマットの詳細については、「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.10-4）を参照してください。

カード タイプの設定

SPA が機能するためには、カード タイプを設定する必要があります。カード タイプを設定しない
かぎり、SPA に関する情報はどの show コマンドの出力にも示されません。デフォルトのカード タ
イプはありません。

（注） 異なるタイプのインターフェイスを混在させることはできません。SPA のすべてのポートを同じタ
イプに設定する必要があります。
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2 ポートまたは 4 ポート T3/E3 SPA のカード タイプを設定する手順は、次のとおりです。

インターフェイスの設定

2 ポートまたは 4 ポート T3/E3 SPA の IP アドレスを設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 説明

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2 Router(config)# card type {t3 | e3} slot 
subslot

SPA をシリアル モードに設定します。

• t3 ― ネットワーク上での B3ZS コーディングを使用
する 44,210 Kbps の T3 接続を指定します。

• e3 ― 34,010 Kbps でデータを伝送する、欧州で標準的
に使用されているワイドエリア デジタル伝送方式を
指定します。

• slot subslot ―  SPA の場所を指定します。「SPA のイ
ンターフェイス アドレスの指定」（p.10-4）を参照し
てください。

ステップ 3 Router(config)# exit コンフィギュレーション モードを終了し、EXEC コマン
ド インタープリタ プロンプトに戻ります。

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port

設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス

コンフィギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定し
ます。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.10-4）を参照してください。

ステップ 2 Router(config-if)# ip address address 
mask

IP アドレスとサブネット マスクを設定します。

• address ― IP アドレス

• mask ― サブネット マスク

ステップ 3 Router(config-if)# clock source {internal 
| line}

クロック ソースを internal に設定します。

• internal ― 内部クロック ソースの使用を指定しま
す。

• line ― ネットワーク クロック ソースの使用を指定し
ます。これは、デフォルト値です。

ステップ 4 Router(config-if)# no shut インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 5 Router(config)# exit コンフィギュレーション モードを終了し、EXEC コマン
ド インタープリタ プロンプトに戻ります。
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インターフェイス設定の確認

インターフェイスの設定を確認するには、show interfaces コマンドを使用します。

router# show interfaces serial 0/0/0
show interfaces serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is SPA-4T3E3
  Internet address is 111.1.1.1/24
  MTU 4470 bytes, BW 44210 Kbit, DLY 200 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 32, loopback not set
  Keepalive not set
  Last input 00:00:52, output 2d03h, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 11:07:23
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
        Available Bandwidth 44210 kilobits/sec
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     1334 packets input, 510922 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
              0 parity
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions

SPA のインターフェイス アドレスの指定 
SPAインターフェイス ポートの番号は、左から右に向かって 0 から順に付けられます。単一ポート
の SPA では、ポート番号 0 のみを使用します。SPA インターフェイスを設定またはモニタするに
は、CLI（コマンドライン インターフェイス）で SIP、SPA、およびインターフェイスの物理位置
を指定する必要があります。インターフェイス アドレス フォーマットは、slot/subslot/port です。

• slot ― SIP が装着された Cisco 12000 シリーズ ルータのシャーシ スロット番号を指定します。

• subslot ― SPA が装着された SIP セカンダリ スロットを指定します。

• port ― SPA の各インターフェイス ポートの番号を指定します。

次に、シャーシ スロット 3 に SIP（0）が搭載されていて、その最初のサブスロットに SPA が搭載
されている場合、この SPA の最初のインターフェイス（0）を指定する例を示します。

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

このコマンドは代表的な例としてシリアル SPA を表示していますが、その他の SPA（ATM や POS
など）およびその他の非チャネライズド SPA でも、これと同じ slot/subslot/port を同様に使用します。
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オプションの設定

シリアル SPA を設定する場合に、いくつかの標準（ただし任意の）設定が必要となることがありま
す。

（注） 追加コマンド出力の詳細については、第 19 章「SIP および SPA コマンド リファレンス」を参照し
てください。

• DSU モードの設定（p.10-5）

• MDL の設定（p.10-6）

• スクランブルの設定（p.10-8）

• フレーミングの設定（p.10-8）

• カプセル化の設定（p.10-9）

• ケーブル長の設定（p.10-10）

• 反転データの設定（p.10-11）

• 設定の保存（p.10-11）

DSU モードの設定

SPA が顧客宅内 Data Service Unit（DSU; データ サービス ユニット）に接続するように、DSU モー
ドを設定します。T3 または E3 インターフェイスをサブレートすると、データ転送速度が制限され、
ピーク アクセス速度が下がります。DSU モードおよび帯域幅を設定するには、次のコマンドを使
用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port

設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定しま
す。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」（p.10-4）
を参照してください。

T3：

Router(config-if)#  

E3：

Router(config-if)# dsu mode {cisco | 
digital-link | kentrox | larscom}

T3 コントローラが使用するインターオペラビリティ モード
を指定します。

• cisco ― Cisco DSU に接続します。

• digital-link ― T3/E3 コントローラを別の T3/E3 コント
ローラまたは Digital Link DSU（T3 モードでは DL3100、
E3 モードでは DL3100E）に接続します。これは、デフォ
ルト値です。

• kentrox ― T3/E3 コントローラを Kentrox DataSMART
T3/E3 IDSU に接続します。

• larscom ― T3 コントローラを Larscom Access-T45 DS3
DSU に接続します。このモードは、E3 カード タイプに
は存在しません。
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MDL の設定

Maintenance Data Link（MDL）メッセージは、ローカル ポートとリモート ポート間での識別情報の
通信に使用されます。MDL に含まれる情報のタイプとしては、Equipment Identification Code（EIC）、
Location Identification Code（LIC）、Frame Identification Code（FIC）、ユニット、Path Facility Identification
（PFI）、ポート番号、および Generator Identification 番号があります。

（注） 送信元および宛先 T3 ポート間で MDL メッセージを伝送するには、C ビット フレーミングをイネー
ブルにする必要があります。

Router(config-if)# dsu bandwidth 
kbps

許容される帯域幅を指定します。

• kbps ― 帯域幅の範囲および増分値は、DSU ごとに固有
です。デフォルトは、T3 モードでは 44,010 Kbps、E3
モードでは 34,010 Kbps です。

• Digital Link DL3100

－ 範囲：300 ～ 44,210 Kbps

－ 増分：300 Kbps

• Digital Link DL3100E

－ 範囲：358 ～ 34,010 Kbps

－ 増分：358 Kbps

• Kentrox DataSMART T3/E3 IDSU

－ 範囲：1000 ～ 34,000 Kbps（E3 モード）

－ 範囲：1500 ～ 44,210 Kbps（T3 モード）

－ 増分：500 Kbps

• Larscom Access-T45 DS3

－ 範囲：3100 ～ 44,210 Kbps

－ 増分：3100 Kbps

• Adtran T3SU 300

－ 範囲：80 ～ 44,210 Kbps

－ 増分：80 Kbps

• Verilink HDM 2182

－ 範囲：1600 ～ 31,600 Kbps

－ 増分：1600 Kbps

Router(config-if)# remote {accept | 
fullrate}

DSU 帯域幅の設定場所を指定します。

• accept ― 着信リモート要求を受け入れ、DSU 帯域幅を
リセットします。

• fullrate ― 遠端 DSU をフルレート帯域幅に設定します。

コマンド 説明
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MDL を設定するには、次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port

設定するインターフェイスを選択します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定しま
す。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」（p.10-4）
を参照してください。

Router(config-if)# mdl [string {eic | 
fic | generator | lic | pfi | port | unit} 
string}] | [transmit {idle-signal | 
path | test-signal}]

MDL メッセージを設定します。

• eic string ― EIC（最大 10 文字）。ANSI T1.107-1995 に従っ
て特定の機器を記述する値

• fic string ― FIC（最大 10 文字）。ANSI T1.107-1995 に従っ
て、特定の場所にある建物内での機器の場所を識別する

値

• generator string ― MDL Test Signal メッセージで送信さ
れるジェネレータ番号のストリングを指定します。最大

38 文字まで使用できます。

• lic string ― LIC（最大 11 文字）。ANSI T1.107-1995 に従っ
て特定の場所を記述する値

• pfi string ― MDL Path メッセージで送信される PFI コー
ドを指定します。最大 38 文字まで使用できます。

• port string ― MDL Idle Signal メッセージで送信される
ポート番号ストリングを指定します。最大 38 文字まで
使用できます。

• unit string ― ユニット識別コード（最大 6 文字）。ANSI
T1.107-1995 に従ってサブスロット内での機器の場所を
識別する値

• transmit idle-signal ― MDL Idle Signal メッセージの送信
をイネーブルにします。ANSI T1.107 で定義される MDL
Idle Signal メッセージは、最後のデータ要素としてポー
ト番号を含んでいることで、Path メッセージおよび Test
Signal メッセージから区別されます。

• transmit path ― MDL Path メッセージの送信をイネーブ
ルにします。ANSI T1.107 で定義される MDL Path メッ
セージは、最後のデータ要素として FIC を含んでいるこ
とで、Idle メッセージおよび Test Signal メッセージから
区別されます。

• transmit test-signal ― MDL Test Signal メッセージの送信
をイネーブルにします。ANSI T1.107 で定義される MDL
Test Signal メッセージは、最後のデータ要素としてジェ
ネレータ番号を含んでいることで、Path メッセージおよ
び Idle Signal メッセージから区別されます。
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スクランブルの設定

T3/E3 スクランブリングは、受信側でのクロック回復を支援するために使用されます。スクランブ
リングは、物理レイヤ フレームで伝送される 1 および 0 のパターンをランダム化します。デジタル
ビットをランダム化することで、変化のない連続的なビット パターン（言い換えると、すべて 1 ま
たはすべて 0 の長いストリング）を防止できます。ある種の物理レイヤ プロトコルは、1 と 0 の変
化に依存して、クロッキングを維持しています。

スクランブリングにより、DSU 間に配置されたスイッチが、ある種のビット パターンをアラーム
として誤った解釈をすることを防止できます。

スクランブリングを設定するには、次のコマンドを使用します。

フレーミングの設定

フレーミングは、回線上でのデータ送信を同期する場合に使用します。フレーミングを使用すると、

ハードウェアは各パケットの開始時刻および終了時刻を判別できます。フレーミングを設定するに

は、次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port

設定するインターフェイスを選択します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定します。
「SPA のインターフェイス アドレスの指定」（p.10-4）を参
照してください。

Router(config-if)# [no] scramble スクランブリングをイネーブルにします。スクランブリングは

デフォルトではディセーブルに設定されています。

• scramble ― スクランブルをイネーブルにします。

• no scramble ― スクランブルをディセーブルにします。

（注） フレーミング バイパスを使用する場合は、no scrambling
を設定する必要があります。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port

設定するインターフェイスを選択します。

• slot/subslot/port ― T3/E3 インターフェイスの場所を
指定します。「SPA のインターフェイス アドレスの指
定」（p.10-4）を参照してください。

T3：

Router(config-if)# framing { c-bit | 
m13}

インターフェイスのフレーミングを設定します。

• c-bit ― C ビット パリティ フレーミングを指定しま
す。T3 の場合、これがデフォルトです。

• m13 ― M13 フレーミングを指定します。
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カプセル化の設定

WAN リンクを通過するトラフィックをカプセル化するには、接続にレイヤ 2 プロトコルを使用す
る必要があります。カプセル化方式を設定するには、次のコマンドを使用します。

カプセル化の確認

カプセル化方式を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。

router# show interfaces serial 0/0/0
show interfaces serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is SPA-4T3E3
  Internet address is 111.1.1.1/24
  MTU 4470 bytes, BW 44210 Kbit, DLY 200 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 32, loopback not set
  Keepalive not set
  Last input 00:00:52, output 2d03h, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 11:07:23
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
        Available Bandwidth 44210 kilobits/sec
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     1334 packets input, 510922 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
              0 parity
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port

設定するインターフェイスを選択します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定し
ます。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.10-4）を参照してください。

Router(config-if)# encapsulation {hdlc | 
ppp | frame-relay}

インターフェイスのカプセル化方式を設定します。

• hdlc ― シリアル インターフェイス対応の High-Level
Data Link Control（HDLC; ハイレベル データリンク制
御）プロトコル。これは、デフォルト値です。

• ppp ― PPP（ポイントツーポイント プロトコル）（シ
リアル インターフェイス対応）

• frame-relay ― フレーム リレー（シリアル インター
フェイス対応）



第 10章      2 ポートおよび 4 ポート T3/E3 SPA の設定
設定作業

10-10
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

ケーブル長の設定

cablelength コマンドは、デバイスから回路上の最初のリピータまでの距離に基づいて損失（単位：
dB）を補償します。デバイスからリピータまでの距離が長い場合、その距離での損失を補償するた
めに、回路の信号強度を上げる必要があります。ケーブル長を設定するには、次のコマンドを使用

します。

ケーブル長の設定の確認

ケーブル長の設定を確認するには、show interfaces serial コマンドを使用します。

router# show interfaces serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is SPA-4T3E3
  Internet address is 111.1.1.1/24
  MTU 4470 bytes, BW 44210 Kbit, DLY 200 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 32, loopback not set
  Keepalive not set
  Last input 00:00:52, output 2d03h, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 11:07:23
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
        Available Bandwidth 44210 kilobits/sec
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     1334 packets input, 510922 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
              0 parity
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions.
.
.

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port

設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定しま
す。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」（p.10-4）
を参照してください。

Router(config-if)# cablelength length ケーブル長を設定します。

• length ― 範囲は 0 ～ 450 フィートです。デフォルトは 50
フィートです。

（注） cable length コマンドは、E3 モードでは使用できませ
ん。
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反転データの設定

TE クロックとデータ送信の間に遅延がある場合、インターフェイス速度および使用しているケー
ブルの長さに対して、送信クロック信号が適切ではない可能性があります。回線の反対側との間で

多少の不一致があると考えられます。これらの要因を補償するには、クロック信号を反転します。

反転データを設定するには、次のコマンドを使用します。

反転データの設定の確認

インターフェイスに反転データが設定されていることを確認するには、show running configuration
コマンドを使用します。

router# show running configuration
.
.
.
interface Serial6/0/0
 ip address 51.1.1.1 255.255.255.0
 logging event link-status
 dsu bandwidth 44210
 framing c-bit
 cablelength 10
 clock source internal
 invert data
 mdl string eic tst
 mdl string lic 67
 mdl string generator test
 mdl transmit path
 mdl transmit test-signal
 no cdp enable
!
.
.
.

設定の保存

実行コンフィギュレーションを NVRAM（不揮発性 RAM）に保存するには、イネーブル EXEC コ
ンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

コンフィギュレーション ファイルの管理方法については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals
Configuration Guide』 Release 12.2 および『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』
Release 12.2 を参照してください。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port

設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定します。
「SPA のインターフェイス アドレスの指定」（p.10-4）を参
照してください。

Router(config-if)# invert {data} データを反転します。

• data ― データ ストリームを反転します。

コマンド 説明

Router# copy running-config startup-config 新しい設定を NVRAM に書き込みます。
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インターフェイスの設定の確認

show running-configuration コマンドを使用して Cisco 12000 シリーズ ルータの設定を表示するだけ
でなく、show interfaces serial コマンドおよび show controllers serial コマンドを使用して、2 ポート
または 4 ポート T3/E3 SPA の詳細をポートごとに表示することもできます。

ポート単位のインターフェイス ステータスの確認
2 ポートまたは 4 ポート T3/E3 SPA のインターフェイスの詳細をポート単位で表示するには、show
interfaces serial コマンドを使用します。コマンド出力の説明については、第 19 章「SIP および SPA
コマンド リファレンス」を参照してください。

次に、Cisco 12008 ルータのスロット 5 に SIP が搭載され、その先頭サブスロットに SPA が装着さ
れている場合の、SPA のインターフェイス ポート 1 の出力例を示します。

Router# show interface serial 5/0/1
Serial5/0/1 is up, line protocol is up 
  Hardware is SPA-4T3E3
  Internet address is 120.1.1.1/24
  MTU 4470 bytes, BW 44210 Kbit, DLY 200 usec, 
     reliability 255/255, txload 234/255, rxload 234/255
  Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Last input 00:00:00, output 00:00:01, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 40685000 bits/sec, 115627 packets/sec
  5 minute output rate 40685000 bits/sec, 115624 packets/sec
     4652915554 packets input, 204728203496 bytes, 0 no buffer
     Received 4044 broadcasts (0 IP multicast)
     130 runts, 0 giants, 0 throttles
              0 parity
     1595 input errors, 543 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 922 abort
     4653081242 packets output, 204735493748 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 4 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     2 carrier transitions
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ポート単位のインターフェイス統計情報のモニタ

2 ポートまたは 4 ポート T3/E3 SPA の詳細なステータスと統計情報をポート単位で表示するには、
show controllers serial コマンドを使用します。コマンド出力の説明については、第 19 章「SIP およ
び SPA コマンド リファレンス」を参照してください。

次に、Cisco 12008 ルータのスロット 5 に SIP が搭載され、その先頭サブスロットに SPA が搭載さ
れている場合の SPA インターフェイス ポート 1 の出力例を示します。

show controller serial 5/0/2
Serial5/0/2 - 
   Framing is c-bit, Clock Source is Line
   Bandwidth limit is 44210, DSU mode 0, Cable length is 10
   rx FEBE since last clear counter 0, since reset 0
   Data in current interval (807 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 306 Unavailable Secs
     500 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
  Data in Interval 1:
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
     564 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
  Data in Interval 2:
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
     564 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
  Data in Interval 3:
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
     562 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
  Data in Interval 4:
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
     560 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs

.

.

.
Total Data (last 44 15 minute intervals):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation, 
     0 C-bit Coding Violation,
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs,
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs,
     24750 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs

   Transmitter is sending AIS.

   Receiver has loss of signal.

    40434 Sev Err Line Secs, 0 Far-End Err Secs, 0 Far-End Sev Err Secs
    0 P-bit Unavailable Secs, 0 CP-bit Unavailable Secs
    0 CP-bit Far-end Unavailable Secs
    0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures

   No FEAC code is being received
  MDL transmission is disabled
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設定例

ここでは、次の設定例を示します。

• DSU の設定例（p.10-14）

• MDL の設定例（p.10-14）

• スクランブリングの設定例（p.10-15）

• フレーミングの設定例（p.10-15）

• カプセル化の設定例（p.10-15）

• ケーブル長の設定例（p.10-15）

• 反転データの設定例（p.10-16）

• TTB の設定例（p.10-16）

DSU の設定例
次に、スロット 4、サブスロット 1 のインターフェイス ポート 0 に DSU を設定する例を示します。

! Specify the serial interface and enter interface configuration mode
! 
Router(config)# interface serial 4/1/0
!
! Specify the DSU mode
!
Router(config-if)# dsu mode 0
!
! Specify the DSU bandwidth
!
Router(config-if)# dsu bandwidth 10000
!
! Set the DSU bandwidth to accept or reject the incoming remote requests
!
Router(config-if)# dsu remote accept

MDL の設定例
次に、スロット 4、サブスロット 1 のインターフェイス ポート 0 に MDL ストリングを設定する例
を示します。

! Specify the serial interface and enter interface configuration mode
!
Router(config)# interface serial 4/1/0
!
! Specify the MDL strings
!
Router(config-if)# mdl string eic beic
Router(config-if)# mdl string lic beic
Router(config-if)# mdl string fic bfix
Router(config-if)# mdl string unit bunit
Router(config-if)# mdl string pfi bpfi
Router(config-if)# mdl string port bport
Router(config-if)# mdl string generator bgen
Router(config-if)# mdl transmit path
Router(config-if)# mdl transmit idle-signal
Router(config-if)# mdl transmit test-signal
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スクランブリングの設定例

次に、T3/E3 インターフェイスにスクランブリングを設定する例を示します。

! Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
!
! Specify the serial interface and enter interface configuration mode
!
Router(config)# interface serial 4/1/3
!
! Enable scrambling
!
Router(config-if)# scrambling

フレーミングの設定例

次に、スロット 4、サブスロット 1 のインターフェイス ポート 1 にフレーミングを設定する例を示
します。

! Specify the serial interface and enter interface configuration mode
!
Router(config)# interface serial 4/1/1
!
! Specify the framing method
!
Router(config-if)# framing m13

カプセル化の設定例

次に、スロット 4、サブスロット 1 のインターフェイス ポート 1 にカプセル化を設定する例を示し
ます。

! Specify the serial interface and enter interface configuration mode
!
Router(config)# interface serial 4/1/1
!
! Specify the encapsulation method
!
Router(config-if)# encapsulation PPP

ケーブル長の設定例

次に、ケーブル長を 200 フィートに設定する例を示します。

! Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
!
! Specify the serial interface and enter interface configuration mode
!
Router(config)# interface serial 4/1/3
!
! Specify the cable length
!

Router(config-if)# cablelength 200
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反転データの設定例

次に、反転データをイネーブルにする例を示します。

! Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
!
! Specify the serial interface and enter interface configuration mode
!
Router(config)# interface serial 4/1/3
!
! Enable invert data
!
Router(config-if)# invert data

TTB の設定例
次に、TTB 属性を設定する例を示します。

! Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
!
! Specify the serial interface and enter interface configuration mode
!
Router(config)# interface serial 4/1/3
!
! Specify the TTB attributes
!
Router(config-if)# ttb country ab
Router(config-if)# ttb soperator 56
Router(config-if)# ttb snode 34
Router(config-if)# ttb rnode cd
Router(config-if)# ttb x 7
Router(config-if)# ttb serial 12
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11

8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA の
設定

この章では、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された 8 ポート チャネライズド T1/E1 Shared Port
Adapter（SPA）の設定方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 設定作業（p.11-2）

• インターフェイスの設定の確認（p.11-20）

• 設定例（p.11-21）

システム イメージおよびコンフィギュレーション ファイルの管理については、『Cisco IOS
Configuration Fundamentals Configuration Guide』 Release 12.0 および『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference』 Release 12.0 を参照してください。

関連する Cisco IOS Release 12.0 ソフトウェア コマンド リファレンスおよびマスター インデックス
も参照してください。これらのマニュアルの入手方法については、「はじめに」の「関連資料」を

参照してください。
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設定作業

ここでは、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された 8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA の設定方
法、および設定の確認方法について説明します。

具体的な内容は次のとおりです。

• 必要な設定作業（p.11-2）

• SPA のインターフェイス アドレスの指定（p.11-7）

• オプションの設定（p.11-8）

• 設定の保存（p.11-19） 

必要な設定作業

ここでは、8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA を設定するために必要な手順を示します。設定が必
要なコマンドの中には、ネットワークに最適なデフォルト値を提供するものがあります。そのデ

フォルト値がネットワークに適している場合は、そのコマンドを設定する必要はありません。

• カード タイプの設定

• コントローラでのインターフェイスのイネーブル化

• コントローラの設定の確認

• IP アドレスの設定

• インターフェイスの設定の確認

（注） SPA Interface Processor（SIP）、SPA、およびインターフェイスの物理的な場所を指定するために使
用されるアドレス フォーマットの詳細については、「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.11-7）を参照してください。
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カード タイプの設定

SPA が機能するためには、カード タイプを設定する必要があります。カード タイプを設定しない
かぎり、SPA に関する情報はどの show コマンドの出力にも示されません。デフォルトのカード タ
イプはありません。

（注） 異なるタイプのインターフェイスを混在させることはできません。SPA のすべてのポートを同じタ
イプに設定する必要があります。

8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA のカード タイプを設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 説明

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2 Router(config)# card type {e1 | t1} slot 
subslot

SPA をシリアル モードに設定します。

• t1 ― 1.536 Mbps の T1 接続を指定します。T1 のデ
フォルト回線符号は Binary 8-Zero Substitution（B8ZS）
です。

• e1 ― 欧州で標準的に使用されているワイドエリア
デジタル伝送方式を指定します。この方式は、フレー

ミング モードの場合は 1.984 Mbps、非フレーミング
E1 モードの場合は 2.048 Mbps の速度でデータを伝
送します。

• slot subslot ―  SPA の場所を指定します。「SPA のイ
ンターフェイス アドレスの指定」（p.11-7）を参照し
てください。

ステップ 3 Router(config)# exit コンフィギュレーション モードを終了し、EXEC コマン
ド インタープリタ プロンプトに戻ります。
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コントローラでのインターフェイスのイネーブル化

8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA 対応のインターフェイスを作成する手順は、次のとおりです。

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# controller {t1 | e1} 
slot/subslot/port

設定するコントローラを選択し、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

• t1 ― T1 コントローラを指定します。

• e1 ― E1 コントローラを指定します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定し
ます。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.11-7）を参照してください。

ステップ 2 Router(config-controller)# clock source 
{internal | line}

クロック ソースを設定します。

（注） 接続の反対側が line に設定されている場合は、ク
ロック ソースを internal に、接続の反対側が
internal に設定されている場合は、line に設定しま
す。

• internal ― 内部クロック ソースの使用を指定しま
す。

• line ― ネットワーク クロック ソースの使用を指定し
ます。これは、T1 および E1 のデフォルトです。

ステップ 3 Router(config-controller)# linecode {ami | 
b8zs | hdb3}

回線符号タイプを選択します。

• ami ― 回線符号タイプとして Alternate Mark Inversion
（AMI）を指定します。T1 および E1 コントローラの
場合に有効です。

• b8zs ― 回線符号タイプとして B8ZS を指定します。
T1 コントローラの場合のみ有効です。これは T1 回
線のデフォルトです。

• hdb3 ― 回線符号タイプとして high-density binary 3
（hdb3）を指定します。E1 コントローラの場合のみ
有効です。これは E1 回線のデフォルトです。

ステップ 4 T1 コントローラの場合：

Router(config-controller)# framing {sf | 
esf}

E1 コントローラの場合：

Router(config-controller)# framing {crc4 
| no-crc4}

フレーミング タイプを選択します。

• sf ― T1 フレーム タイプとしてスーパ フレームを指
定します。

• esf ― T1 フレーム タイプとして Extended Super Frame
（ESF; 拡張スーパ フレーム）を指定します。これは

E1 のデフォルトです。

• crc4 ― E1 フレーム タイプとして CRC4 を指定しま
す。これは E1 のデフォルトです。

• no-crc4 ― E1 フレーム タイプとして CRC4 以外を指
定します。
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ステップ 5 Router(config-controller)# channel-group 
t1 t1-number {timeslots range | 
unframed} [speed {56 | 64}]

各 T1 または E1 回路に属するタイム スロットを定義しま
す。

• t1 t1-number ― チャネルグループの番号 T1 データ回
線を設定する場合は、チャネルグループ番号の値を

1 ～ 28 に設定できます。E1 データ回線を設定する場
合は、0 ～ 30 に設定できます。

• timeslots range ― チャネル グループに属する 1 つま
たは複数のタイム スロットまたはタイム スロット
範囲。最初のタイム スロットの番号は 1 です。T1 コ
ントローラのタイム スロット範囲は 1 ～ 24 です。E1
コントローラのタイムスロット範囲は 1 ～ 31 です。

• unframed ― 非フレーミング モード（G.703）では、
32 のすべてのタイム スロットがデータに使用され
ます。32 のタイム スロットのいずれも、フレーミン
グ信号には使用されません。

• speed ― （任意）基本となる DS0 の速度

－ 56—

－ 64—

（注） 速度が設定に記述されていない場合、デフォルト
は 64 です。

（注） 各チャネル グループは、個別に設定できるシリ
アル インターフェイスとして認識されます。

（注） channel-group コマンドを使用してチャネル グ
ループを作成した場合は、チャネル グループを
削除しないかぎり、チャネル グループを変更で
きません。チャネル グループを削除するには、
チャネル グループ設定の変更（p.11-18）を参照
してください。

ステップ 6 Router(config)# exit コンフィギュレーション モードを終了し、EXEC コマン
ド インタープリタ プロンプトに戻ります。

コマンド 説明
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コントローラの設定の確認

コントローラの設定を確認するには、show controllers コマンドを使用します。

Router(config)# show controllers t1
T1 6/0/1 is up.
  Applique type is Channelized T1
  Cablelength is long gain36 0db
  No alarms detected.
  alarm-trigger is not set
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (395 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
  Total Data (last 24 hours)
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

IP アドレスの設定

8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA の IP アドレス設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port:channel-group

グローバル コンフィギュレーション モードで、設定する
インターフェイスを選択します。

• slot/subslot/port:channel-group ― インターフェイスの
場所を指定します。「SPA のインターフェイス アド
レスの指定」（p.11-7）を参照してください。

ステップ 2 Router(config-if)# ip address address 
mask

IP アドレスとサブネット マスクを設定します。

• address ― IP アドレス

• mask ― サブネット マスク

ステップ 3 Router(config)# exit コンフィギュレーション モードを終了し、EXEC コマン
ド インタープリタ プロンプトに戻ります。
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インターフェイスの設定の確認

インターフェイスの設定を確認するには、show interfaces コマンドを使用します。

Router(config)# show interfaces
.
.
.
Serial6/0/1:0 is up, line protocol is up 
  Hardware is SPA-T1E1
  MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation PPP, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  LCP Open, multilink Open
  Last input 00:00:03, output 00:00:03, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 5d17h
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 3194905708
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     74223 packets input, 1187584 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     74227 packets output, 1187751 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     4 carrier transitions no alarm present
  Timeslot(s) Used:1-24, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags
.
.

SPA のインターフェイス アドレスの指定 
SPA インターフェイス ポートの番号は、左から右に向かって 0 から順に付けられます。単一ポート
の SPA では、ポート番号 0 のみを使用します。SPA インターフェイスを設定またはモニタするに
は、CLI（コマンドライン インターフェイス）で SIP、SPA、およびインターフェイスの物理位置
を指定する必要があります。インターフェイス アドレス フォーマットは、slot/subslot/port です。

• slot ― SIP が装着された Cisco 12000 シリーズ ルータのシャーシ スロット番号を指定します。

• subslot ― SPA が装着された SIP セカンダリ スロットを指定します。

• port ― SPA の各インターフェイス ポートの番号を指定します。

次に、シャーシ スロット 3 に SIP（0）が搭載されていて、その最初のサブスロットに SPA が搭載
されている場合、この SPA の最初のインターフェイス（0）を指定する例を示します。

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

このコマンドは代表的な例としてシリアル SPA を表示していますが、その他の SPA（ATM や POS
など）およびその他の非チャネライズド SPA でも、これと同じ slot/subslot/port を同様に使用します。

8 ポート チャネライズド T1/E1 SPAの場合、インターフェイス アドレス フォーマットは、
slot/subslot/port:channel-group です。

• channel-group ― T1 リンク内のタイムスロットに割り当てる論理チャネル グループを指定しま
す。
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オプションの設定

シリアル SPA を設定する場合に、いくつかの標準（ただし任意の）設定が必要となることがありま
す。

（注） 追加コマンド出力の詳細については、第 19 章「SIP および SPA コマンド リファレンス」を参照し
てください。

• フレーミングの設定（p.11-8）

• カプセル化の設定（p.11-9）

• T1 の CRC サイズの設定（p.11-10）

• FDL の設定（p.11-11）

• MLPPP の設定（ハードウェア ベース）（p.11-12）

• T1/E1 の MLFR の設定（p.11-15）

• T1/E1 インターフェイスでのデータ反転（p.11-17）

• チャネル グループ設定の変更（p.11-18）

• FRF.12 に関する注意事項（p.11-18）

• LFI に関する注意事項（p.11-18）

• HW MLPPP LFI に関する注意事項（p.11-18）

• FRF.12 LFI に関する注意事項（p.11-19）

フレーミングの設定

フレーミングは、回線上でのデータ送信を同期する場合に使用します。フレーミングを使用すると、

ハードウェアは各パケットの開始時刻および終了時刻を判別できます。フレーミングを設定するに

は、次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config)# controller {t1 | e1} 
slot/subslot/port

設定するコントローラを選択します。

• t1 ― T1 コントローラを指定します。

• e1 ― E1 コントローラを指定します。

• slot/subslot/port ― コントローラの場所を指定します。
「SPA のインターフェイス アドレスの指定」（p.11-7）
を参照してください。

T1 コントローラの場合：

Router(config-controller)# framing {sf | 
esf}

E1 コントローラの場合：

Router(config-controller)# framing {crc4 
| no-crc4 | unframed}

インターフェイスのフレーミングを設定します。

• sf ― T1 フレーム タイプとしてスーパ フレームを指
定します。

• esf ― T1 フレーム タイプとして ESF を指定します。
これは T1 のデフォルトです。

• crc4 ― E1 フレーム タイプとして CRC4 フレームを指
定します。これは E1 のデフォルトです。

• no-crc4 ― E1 フレーム タイプとして CRC4 以外のフ
レームを指定します。

• unframed ― 非フレーミング モード（G.703）では、32
のすべてのタイム スロットがデータに使用されます。
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フレーミング設定の確認

フレーミング設定を確認するには、show controllers コマンドを使用します。

Router# show controllers t1
T1 6/0/0 is down.
  Applique type is Channelized T1
  Cablelength is long gain36 0db
  Receiver has loss of frame.
  alarm-trigger is not set
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (717 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 717 Unavail Secs
  Total Data (last 24 hours)
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 86400 Unavail Secs

カプセル化の設定

WAN リンクを通過するトラフィックをカプセル化するには、接続にレイヤ 2 プロトコルを使用す
る必要があります。カプセル化方式を設定するには、次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port:channel-group

設定するインターフェイスを選択します。

• slot/subslot/port:channel-group ― インターフェイスの
場所を指定します。「SPA のインターフェイス アドレ
スの指定」（p.11-7）を参照してください。

Router(config-if)# encapsulation 
encapsulation-type {hdlc | ppp | 
frame-relay}

インターフェイスのカプセル化方式を設定します。

• hdlc ― シリアル インターフェイス対応の High-Level
Data Link Control（HDLC; ハイレベル データリンク制
御）プロトコル。このカプセル化方式では、ウィン

ドウ化または再送信を実行しなくても、HDLC の同
期フレーミングおよびエラー検出機能を実行できま

す。これは、同期シリアル インターフェイスのデフォ
ルトです。

• ppp ― PPP（ポイントツーポイント プロトコル）（シ
リアル インターフェイス対応）

• frame-relay ― フレーム リレー（シリアル インター
フェイス対応）
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カプセル化の確認

インターフェイスのカプセル化を確認するには、show interfaces serial コマンドを使用します。

Router# show interfaces serial 6/0/0:0
Serial6/0/0:0 is down, line protocol is down 
  Hardware is SPA-T1E1
  MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation PPP, crc 32, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  LCP Closed, multilink Closed
  Last input 1w0d, output 1w0d, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 6d23h
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) 
     Conversations  0/0/256 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
     Available Bandwidth 1152 kilobits/sec
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions alarm present
  Timeslot(s) Used:1-24, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags

T1 の CRC サイズの設定

すべての 8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA インターフェイスは、デフォルトで 16 ビット Cyclic
Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）を使用しますが、32 ビット CRC もサポートします。CRC
は、数値計算を使用して送信データ内のエラーを検出するエラーチェック方式です。16 および 32
の指定値は、Frame Check Sequence（FCS）の長さ（ビット単位）を示します。CRC が 32 ビットの
場合は、エラー検出能力が向上しますが、オーバーヘッドが増加します。送信側と受信側で設定を

同じにする必要があります。

CRC-16 は米国および欧州で最も広く使用されている CRC であり、WAN で広範に使用されていま
す。CRC-32 は IEEE 802 で指定されています。また、一部のポイントツーポイント送信標準ではオ
プションとして指定されています。通常は、Switched Multimegabit Data Service（SMDS）ネットワー
クおよび LAN で使用されます。

T1 インターフェイスの CRC の長さを設定するには、次に示すコマンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port:channel-group

設定するインターフェイスを選択します。

• slot/subslot/port:channel-group ― インターフェイスの
場所を指定します。「SPA のインターフェイス アドレ
スの指定」（p.11-7）を参照してください。

Router(config-if)# crc {16 | 32} CRC サイズをビット単位で指定します。

• 16 ― 16 ビット CRC（デフォルト）

• 32 ― 32 ビット CRC
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CRC サイズの確認

インターフェイスの CRC サイズの設定を確認するには、show interfaces serial コマンドを使用しま
す。

router# show interfaces serial 6/0/0:0
Serial6/0/0:0 is up, line protocol is up 
  Hardware is SPA-T1E1
  MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation PPP, crc 32, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  LCP Open, multilink Open
  Last input 00:00:38, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 01:46:16
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     1272 packets input, 20396 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     6 input errors, 3 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 3 abort
     1276 packets output, 20460 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions no alarm present
  Timeslot(s) Used:1-24, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags

FDL の設定

Facility Data Link（FDL）は、ESF T1 フレーミング フォーマットが提供する 4 Kbps チャネルです。
FDL はペイロード キャパシティの外部で実行されます。ユーザによる作業は必要なく、機器の終
了時にエラー統計情報を調べることができます。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# controller t1 
slot/subslot/port

設定するコントローラを選択します。

• slot/subslot/port ― コントローラの場所を指定します。
「SPA のインターフェイス アドレスの指定」（p.11-7）
を参照してください。

Router(config-controller)# fdl [ansi | att | 
both]

フレーミング フォーマットを esfに設定した場合は、FDL
で使用するフォーマットを設定します。

• ansi ― ANSI T1.403 標準を使用する場合は、FDL に
ansi を選択します。

• att ― AT&T TR54016 標準を使用する場合は、FDL に
att を選択します。

• both ― ANSI T1.403 標準と AT&T TR54016 標準の両
方を使用する場合は、FDL に両方を選択します。
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FDL の確認

fdl 設定を確認するには、show controllers t1 コマンドを使用します。

router# show controllers t1

T1 6/0/1 is up.
  Applique type is Channelized T1
  Cablelength is long gain36 0db
  No alarms detected.
  alarm-trigger is not set
  Framing is ESF, FDL is ansi, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (742 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
  Total Data (last 73 15 minute intervals):
     1278491 Line Code Violations, 3 Path Code Violations,
     0 Slip Secs, 1 Fr Loss Secs, 177 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,
     3 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 1 Severely Err Secs, 227 Unavail Secs
.
.
.

MLPPP の設定（ハードウェア ベース）

Multilink Point to Point Protocol（MLPPP）を使用すると、T1 または E1 回線をバンドルに結合して、
複数の T1/E1 回線の帯域幅を束ねることができます。バンドルごとにバンドル数および T1 または
E1 回線数を選択できます。

T1/E1 対応 MLPPP 設定時の注意事項

次の条件を満たす必要があります。

• 1 つのバンドル内に T1 または E1 リンクのみがある。

• すべてのリンクが同じ SPA 上にある。

• 1 つのバンドル内のリンク数が 12 以下である。

（注） ハードウェア ベース MLPPP にはいくつかの注意事項があります。

有効なフラグメンテーション サイズは 128、256、および 512 バイトの 3 つです。

フラグメンテーションはデフォルトでイネーブルになっており、デフォルト サイズは 512 バイトで
す。

フラグメンテーション サイズを設定するには、interface multilink コマンドのあとに、ppp multilink
fragment-delay コマンドを使用します。遅延基準を満たす最小のフラグメンテーション サイズ（有
効な 3 つのサイズのうちの 1 つ）が設定されます（たとえば、192 バイト パケットによって生じる
遅延は T1 リンク上で 1 ミリ秒であるため、最も近いフラグメンテーション サイズは 128 バイトで
す）。

show ppp multilink コマンドは MLPPP タイプおよびフラグメンテーション サイズを示します。

Router# show ppp multilink 
Multilink1, bundle name is Patriot2
Bundle up for 00:00:13
Bundle is Distributed
0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned
0 discarded, 0 lost received, 206/255 load
0x0 received sequence, 0x0 sent sequence 
Member links:2 active, 0 inactive (max not set, min not set)
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Se4/2/0/1:0, since 00:00:13, no frags rcvd
Se4/2/0/2:0, since 00:00:10, no frags rcvd
Distributed fragmentation on.Fragment size 512.  Multilink in Hardware.

フラグメンテーションを明示的にディセーブルにするには、interface multilink コマンドのあとに
no ppp multilink fragmentation コマンドを使用します。

マルチリンク バンドルの作成

マルチリンク バンドルを作成するには、次のコマンドを使用します。

マルチリンク バンドルへのインターフェイスの割り当て

マルチリンク バンドルにインターフェイスを割り当てるには、次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# interface multilink 
group-number

マルチリンク インターフェイスを作成し、マルチリンク
インターフェイス モードを開始します。

• group-number ― マルチリンク バンドルのグループ番
号

Router(config-if)# ip address address 
mask

マルチリンク グループの IP アドレスを設定します。

• address ― IP アドレス

• mask ― IP ネットマスク

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port/t1-number:channel-group

設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス

コンフィギュレーション モードを開始します。「SPA の
インターフェイス アドレスの指定」（p.11-7）を参照して
ください。

• slot/subslot/port/t1-number:channel-group ― 設定する
インターフェイスを選択します。

Router(config-if)# encapsulation ppp PPP カプセル化をイネーブルにします。

Router(config-if)# multilink-group 
group-number

マルチリンク バンドルにインターフェイスを割り当てま
す。

• group-number ― T1 または E1 バンドルのマルチリン
ク グループ番号

Router(config-if)# ppp multilink インターフェイス上でマルチリンク PPP をイネーブルに
します。

マルチリンク バンドルに割り当てる
インターフェイスごとに、上記のコマ

ンドを繰り返します。
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MLPPP バンドルのフラグメンテーション サイズの設定（任意）

MLPPP バンドルのフラグメンテーション サイズを設定するには、次のコマンドを使用します。

MLPPP バンドルのフラグメンテーションのディセーブル化（任意）

マルチリンク バンドルにインターフェイスを割り当てるには、次のコマンドを使用します。

MLPPP の確認

MLPPP を確認するには、show ppp multilink コマンドを使用します。

router# show ppp multilink
Multilink1, bundle name is mybundle

Bundle up for 01:40:50
Bundle is Distributed
0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned
0 discarded, 0 lost received, 1/255 load
0x0 received sequence, 0x0 sent sequence

Member links: 5 active, 0 inactive (max not set, min not set)
Se6/0/0/1:0, since 01:40:50, no frags rcvd
Se6/0/1/1:0, since 01:40:09, no frags rcvd
Se6/0/3/1:0, since 01:15:44, no frags rcvd
Se6/0/4/1:0, since 01:03:17, no frags rcvd
Se6/0/6/1:0, since 01:01:06, no frags rcvd
Se6/0/6:0, since 01:01:06, no frags rcvd

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# interface multilink 
slot/subslot/port/t1-number:channel-group

マルチリンク インターフェイスを作成し、マルチリンク
インターフェイス モードを開始します。

• group-number ― マルチリンク バンドルのグループ番
号。範囲は 1 ～ 2,147,483,647 です。

Router(config-if)#  ppp multilink 
fragment-delay delay

マルチリンク バンドルに設定された遅延を満たすフラグ
メンテーション サイズを設定します。

• delay ― 遅延（ミリ秒）

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# interface multilink 
group-number

マルチリンク インターフェイスを作成し、マルチリンク
インターフェイス モードを開始します。

• group-number ― マルチリンク バンドルのグループ番
号。範囲は 1 ～ 2,147,483,647 です。

Router(config-if)# no pppp multilink 
fragmentation

マルチリンク バンドルのフラグメンテーションをディ
セーブルにします。
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T1/E1 の MLFR の設定

Multilink Frame Relay（MLFR）を使用すると、T1/E1 回線をバンドルに結合して、複数の T1/E1 回
線の帯域幅を束ねることができます。バンドルごとにバンドル数および T1/E1 回線数を選択しま
す。これにより、ネットワーク リンクの帯域幅を単一 T1/E1 回線の帯域幅よりも大きくすることが
できます。

T1/E1 の MLFR 設定時の注意事項

次の条件がすべて満たされている場合、MLFR はハードウェアで実行されます。

• T1 または E1 メンバー リンクのみがある。

• すべてのリンクが同じ SPA 上にある。

• 1 つのバンドル内のリンク数が 12 以下である。

マルチリンク バンドルの作成

マルチリンク バンドルを作成するには、次のコマンドを使用します。

マルチリンク バンドルへのインターフェイスの割り当て

マルチリンク バンドルにインターフェイスを割り当てるには、次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# interface mfr number MLFR バンドル インターフェイスを設定します。

• number ― フレーム リレー バンドルの番号

Router(config-if)# frame-relay multilink 
bid name

（任意）MLFR バンドルにバンドル識別名を割り当てま
す。

• name ― フレーム リレー バンドルの名前

（注） インターフェイスがダウン ステートからアップ
ステートに移行するまで、Bundle Identification
（BID）は無効です。インターフェイスをダウンさ
せてから、再起動するには、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードで shut コマンドお
よび no shut コマンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port:channel-group

割り当てるインターフェイスを選択します。

• slot/subslot/port:channel-group ― インターフェイスの
場所を指定します。「SPA のインターフェイス アドレ
スの指定」（p.11-7）を参照してください。
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Router(config-if)# encapsulation 
frame-relay mfr number [name]

MLFR バンドル リンクを作成し、このリンクにバンドル
を対応付けます。

• number ― フレーム リレー バンドルの番号

• name ― フレーム リレー バンドルの名前

Router(config-if)# frame-relay multilink 
lid name

（任意）MLFR バンドル リンクにバンドル リンク識別名
を割り当てます。

• name ― フレーム リレー バンドルの名前

（注） インターフェイスがダウン ステートからアップ
ステートに移行するまで、バンドルの Link 
Identification（LID）は無効です。インターフェイ
スをダウンさせてから、再起動するには、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで
shut コマンドおよび no shut コマンドを使用しま
す。

Router(config-if)# frame-relay multilink 
hello seconds

（任意）バンドル リンクが hello メッセージを送信する間
隔を設定します。デフォルト値は 10 秒です。

• seconds ― マルチリンク バンドルを介して送信され
る hello メッセージの送信間隔を示す秒数

Router(config-if)# frame-relay multilink 
ack seconds

 （任意）バンドル リンクが hello メッセージを再送信す
るまで、hello メッセージの確認応答を待機する秒数を設
定します。デフォルト値は 4 秒です。

• seconds ― バンドル リンクが hello メッセージを再送
信するまで、hello メッセージの確認応答を待機する
秒数

Router(config-if)# frame-relay multilink 
retry number

 （任意）バンドル リンクが確認応答を待機している間に、
hello メッセージを再送信する最大回数を設定します。デ
フォルト値は 2 回です。

• number ― バンドル リンクが確認応答を待機してい
る間に、hello メッセージを再送信する最大回数

コマンド 説明
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MLFR の確認

MLFR を確認するには、show frame-relay multilink detailed コマンドを使用します。

router# show frame-relay multilink detailed

Bundle: MFR49, State = down, class = A, fragmentation disabled
 BID = MFR49
 No. of bundle links = 1, Peer's bundle-id = 
 Bundle links:

  Serial6/0/0:0, HW state = up, link state = Add_sent, LID = test
    Cause code = none, Ack timer = 4, Hello timer = 10,
    Max retry count = 2, Current count = 0,
    Peer LID = , RTT = 0 ms
    Statistics:
    Add_link sent = 21, Add_link rcv'd = 0,
    Add_link ack sent = 0, Add_link ack rcv'd = 0,
    Add_link rej sent = 0, Add_link rej rcv'd = 0,
    Remove_link sent = 0, Remove_link rcv'd = 0,
    Remove_link_ack sent = 0, Remove_link_ack rcv'd = 0,
    Hello sent = 0, Hello rcv'd = 0,
    Hello_ack sent = 0, Hello_ack rcv'd = 0,
    outgoing pak dropped = 0, incoming pak dropped = 0

T1/E1 インターフェイスでのデータ反転

8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA のインターフェイスを、B8ZS 符号化が設定されていない専用
T1 回線の動作に使用する場合は、接続元の CSU/DSU（チャネル サービス ユニット /データ サービ
ス ユニット）またはインターフェイスでデータ ストリームを反転する必要があります。CSU/DSU
とインターフェイスの両方でデータを反転しないように注意してください。2 つのデータを反転す
ると、効果が相殺されます。T1/E1 インターフェイスでデータを反転するには、次のコマンドを使
用します。

反転データが設定されていることを確認するには、 show running configuration コマンドを
使用します。

router# show running configuration
.
.
.
interface Serial6/0/0:0
 no ip address
 encapsulation ppp
 logging event link-status
 load-interval 30
 invert data
 no cdp enable
 ppp chap hostname group1
 ppp multilink
 multilink-group 1
! 
.
.
.

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# interface serial 
slot/subslot/port:channel-group

シリアル インターフェイスを選択します。

Router(config-if)# invert data データ ストリームを反転します。
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チャネル グループ設定の変更

既存のチャネル グループの設定を変更するには、最初にそのチャネル グループを削除する必要が
あります。既存のチャネル グループを削除するには、次のコマンドを使用します。

FRF.12 に関する注意事項

FRF.12 はハードウェアで機能します。次の点に注意してください。

• フラグメンテーションは、メイン インターフェイスに設定します。

• 使用可能なフラグメンテーション サイズは、128 バイト、256 バイト、512 バイトの 3 つのみ
です。

LFI に関する注意事項

LFI 機能を使用するには、FRF.12 または MLPPP を使用します。MLPPP LFI はハードウェアおよび
ソフトウェアで実行できますが、FRF.12 LFI はハードウェアでのみ実行できます。

HW MLPPP LFI に関する注意事項

MLPPP バンドルにメンバー リンクが 1 つしかない場合、MLPPP を使用した LFI はハードウェアで
のみ機能します。リンクは、フラクショナル T1 またはフル T1 に設定できます。次の点に注意して
ください。

• インターリーブをイネーブルにするには、ppp multilink interleave コマンドを使用する必要が
あります。

• サポートされているフラグメンテーション サイズは、128 バイト、256 バイト、512 バイトの 3
つのみです。

• フラグメンテーションはデフォルトでイネーブルになっており、デフォルト サイズは 512 バイ
トです。

• メイン インターフェイスには、プライオリティ クラスを含むポリシー マップを適用する必要
があります。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config)# controller {t1 | e1} 
slot/subslot/port

設定するコントローラを選択し、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定し
ます。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.11-7）を参照してください。

Router(config-controller)# no 
channel-group t1 t1-number 

削除するチャネル グループを選択します。

• t1 t1-number ― チャネルグループの番号 

コントローラでのインターフェイスの

イネーブル化（p.11-4）の手順に従いま
す。

新しい設定を持つ新しいチャネル グループを作成しま
す。
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FRF.12 LFI に関する注意事項

FRF.12 を使用した LFI は、常にハードウェアで実行されます。次の点に注意してください。

• フラグメンテーションは、メイン インターフェイスに設定します。

• 使用可能なフラグメンテーション サイズは、128 バイト、256 バイト、512 バイトの 3 つのみ
です。

• メイン インターフェイスには、プライオリティ クラスを含むポリシー マップを適用する必要
があります。

設定の保存

実行コンフィギュレーションを NVRAM（不揮発性 RAM）に保存するには、イネーブル EXEC コ
ンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

コンフィギュレーション ファイルの管理方法については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals
Configuration Guide』 Release 12.2 および『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』
Release 12.2 を参照してください。

コマンド 説明

Router# copy running-config startup-config 新しい設定を NVRAM に書き込みます。
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インターフェイスの設定の確認

show running-configuration コマンドを使用して Cisco 12000 シリーズ ルータの設定を表示するだけ
でなく、show interfaces serial コマンドおよび show controllers serial コマンドを使用して、8 ポート
チャネライズド T1/E1 SPA の詳細をポートごとに表示することもできます。

ポート単位のインターフェイス ステータスの確認
8 ポート チャネライズド T1/E1 SPA のインターフェイスの詳細をポート単位で表示するには、show
interfaces serial コマンドを使用します。コマンド出力の説明については、第 19 章「SIP および SPA
コマンド リファレンス」を参照してください。

次に、Cisco 7609 ルータのスロット 6 に SIP が搭載され、その先頭サブスロットに SPA が装着され
ている場合の、SPA のインターフェイス ポート 0 の出力例を示します。

Router# show interface serial 6/0/0:0
Serial6/0/0:0 is up, line protocol is up 
  Hardware is SPA-T1E1
  MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation PPP, crc 32, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  LCP Open, multilink Open
  Last input 00:00:38, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 01:46:16
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     1272 packets input, 20396 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     6 input errors, 3 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 3 abort
     1276 packets output, 20460 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions no alarm present
  Timeslot(s) Used:1-24, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags
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設定例

ここでは、次の設定例を示します。

• フレーミングおよびカプセル化の設定例（p.11-21）

• CRC の設定例（p.11-22）

• FDL の設定例（p.11-22）

• MLPPP の設定例（p.11-23）

• T1/E1 インターフェイスでのデータ反転例（p.11-25）

• MFR の設定例（p.11-24）

フレーミングおよびカプセル化の設定例

次に、コントローラおよびインターフェイスにフレーミングおよびカプセル化を設定する例を示し

ます。

! Specify the controller and enter controller configuration mode
!
Router(config)# controller t1 6/0/0
!
! Specify the framing method
!
Router(config-controller)# framing esf
!
! Exit controller configuration mode and return to global configuration mode
!
Router(config-controller)# exit
!
! Specify the interface and enter interface configuration mode
!
Router(config)# interface serial 6/0/0:0
!
! Specify the encapsulation protocol
!
Router(config-if)# encapsulation ppp
!
! Exit interface configuratin mode
!
Router(config-if)# exit
!
! Exit global configuration mode
!
Router(config)# exit
Router#
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CRC の設定例
次に、インターフェイスに CRC サイズを設定する例を示します。

! Specify the interface and enter interface configuration mode
!
Router(config)# interface serial 6/0/0:0
!
! Specify the CRC size
!
Router(config-if)# crc 32
!
! Exit interface configuration mode and return to global configuration mode
!
Router(config-if)# exit
!
! Exit global configuration mode
!
Router(config)# exit
Router#

FDL の設定例
次に、FDL の設定例を示します。

! Specify the controller and enter controller configuration mode
!
Router(config)# controller t1 6/0/0
!
! Specify the FDL specification
!
Router(config-controller)# fdl ansi
!
! Exit controller configuration mode and return to global configuration mode
!
Router(config-controller)# exit
!
! Exit global configuration mode
!
Router(config)# exit
Router#
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MLPPP の設定例
次に、MLPPP バンドルの作成例を示します。

! Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
!
! Create a multilink bundle and assign a group number to the bundle
!
Router(config)# interface multilink 1
!
! Specify an IP address for the multilink group
!
Router(config-if)# ip addres 123.456.789.111 255.255.255.0
!
! Enable Multilink PPP
!
Router(config-if)# ppp multilink
!
! Leave interface multilink configuration mode
!
Router(config-if)# exit
!
! Specify the interface to assign to the multilink bundle
!
Router(config)# interface serial 3/1//0:1
!
! Enable PPP encapsulation on the interface
!
Router(config-if)# encapsulation PPP
!
! Assign the interface to a multilink bundle
!
Router(config-if)# multilink-group 1
!
! Enable Multilink PPP
!
Router(config-if)# ppp multilink
!
! Exit interface configuration mode
!
Router(config-if)# exit
!
! Exit global configuration mode
!
Router(config)# exit
Router#
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MFR の設定例
次に、MFR の設定例を示します。

! Create a MFR interface and enter interface configuration mode
!
Router(config)# interface mfr 49
!
! Assign the bundle identification (BID) name ‘test’ to a multilink bundle.
!
Router(config-if)# frame-relay multilink bid test
!
! Exit interface configuration mode and return to global configuration mode
!
Router(config-if)# exit
!
! Specify the serial interface to assign to a multilink bundle
!
Router(config)# interface serial 5/1/3:0
!
! Creates a multilink Frame Relay bundle link and associates the link with a multilink 
bundle
!
Router(config-if)# encapsulation frame-relay mfr 49
!
! Assigns a bundle link identification (LID) name with a multilink bundle link
!
Router(config-if)# frame-relay multilink lid test
!
! Configures the interval at which the interface will send out hello messages
!
Router(config-if)# frame-relay multilink hello 15
!
! Configures the number of seconds the interface will wait for a hello message 
acknowledgement before resending the hello message
!
Router(config-if)# frame-relay multilink ack 6
!
! Configures the maximum number of times the interface will resend a hello message 
while waiting for an acknowledgement
!
Router(config-if)# frame-relay multilink retry 5
!
! Exit interface configuration mode and return to global configuration mode
!
Router(config-if)# exit
!
! Exit global configuration mode
!
Router(config)# exit
Router#
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T1/E1 インターフェイスでのデータ反転例
次に、シリアル インターフェイスでデータを反転する例を示します。

! Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
!
! Specify the serial interface and enter interface configuration mode
!
Router(config)# interface serial 5/1/3:0
!
! Configure invert data
!
Router(config-if)# invert data
!
! Exit interface configuration mode and return to global configuration mode
!
Router(config-if)# exit
!
! Exit global configuration mode
!
Router(config)# exit
Router#
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12

1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1
SPAの設定 

この章では、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された 1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA
の設定方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 設定作業（p.12-2）

• インターフェイスの設定の確認（p.12-22）

システム イメージおよびコンフィギュレーション ファイルの管理については、『Cisco IOS 
Configuration Fundamentals Configuration Guide』 Release 12.0 および『Cisco IOS Configuration 
Fundamentals Command Reference』 Release 12.0 を参照してください。

関連する Cisco IOS Release 12.0 ソフトウェア コマンド リファレンスおよびマスター インデックス
も参照してください。これらのマニュアルの入手方法については、「はじめに」の「関連資料」を

参照してください。
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設定作業

ここでは、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された 1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA の
設定方法、および設定の確認方法について説明します。このマニュアルでは、SONET または SDH
のいずれかのフレーミング モードでの 1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA の設定方法を示
します。

具体的な内容は次のとおりです。

• 必要な設定作業（p.12-2）

• 物理ポートとコントローラ コンフィギュレーションの選択（p.12-2）

• オプションの設定（p.12-12）

• 設定の保存（p.12-21）

必要な設定作業

ここでは、1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA を設定するために必要な作業手順を示します。
設定が必要な設定コマンドの中には、ネットワークに最適なデフォルト値を提供するものがありま

す。そのデフォルト値がネットワークに適している場合は、そのコマンドを設定する必要はありま

せん。

• 物理ポートとコントローラ コンフィギュレーションの選択

• インターフェイスの命名

• SONET モードの設定

• SDH モードの設定

• インターフェイスの設定の確認

（注） Cisco 12000 SIP-401、SPA、およびインターフェイスの物理的な場所を指定するために使用される
アドレス フォーマットの詳細については、「物理ポートとコントローラ コンフィギュレーションの
選択」（p.12-2）を参照してください。

物理ポートとコントローラ コンフィギュレーションの選択
物理ポートとコントローラ コンフィギュレーションを選択するには、次のコマンドを使用します。

controller sonet slot / subslot / port 

1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA がスロット 3 の Cisco 12000 SIP-401 のサブスロット 0 に
搭載されている場合、1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA のポートは SONET 3/0/0 と識別さ
れます。1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA にはポートが 1 つしかないため、そのポート番
号は常に 0 です。
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インターフェイスの命名

インターフェイス名は自動的に生成され、そのフォーマットは各ライン カードの動作モードにより
異なります。生成されるシリアル インターフェイスの名前のフォーマットは、次のとおりです。

SONET モード

• フレーミングが SONET で、モードが vt-15 の場合：

interface serial [slot / subslot / port].[sts1/ ds1 / t1]:[channel-group]

• フレーミングが SONET で、モードが CT3 の場合：

interface serial [slot / subslot / port].[sts1 / ds1 / ds1]:[channel-group]

• フレーミングが SONET で、モードが CT3-E1 の場合：

interface serial [slot / subslot / port].[sts1 / ds1 / e1]:[channel-group]

• フレーミングが SONET で、モードが T3 の場合：

interface serial [slot / subslot / port.sts1]

SDH モード

aug マッピングが au-4 である場合、au-4 の値は常に 1 です。aug マッピングが au-3 である場合、サ
ポートされるモードは c-11 だけです（T1 を伝送）。

• SDH-AUG マッピングが au-4 の場合、および tug-3 がモード t3/e3 である場合：

interface serial [slot / subslot / 0.1 / <tug-3>]

• SDH-AUG マッピングが au-3 である場合：

interface serial [slot / subslot / port / au-3 / <tug-2> / t1]:[channel-group]

• フレーミングが SDH で ct-12 モードである場合：

interface serial [slot/ subslot / 0.1 / <tug-3> / <tug-2> / e1]:[channel-group]

• フレーミングが SDH で c-11 モードである場合：

interface serial [slot / subslot / 0.<au-3> / <tug-2> / t1]:[channel-group]

チャネライズド T3 モード

• フレーミングが SONET または SDH で au-3 である場合：

interface serial [slot | subslot | port] [ds3| DS1]:[channel-group]

物理ポートとコントローラ コンフィギュレーションの選択 ― SONET モード

1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA のインターフェイスを作成する手順は、次のとおりです。

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# controller sonet 
slot/subslot/port

設定するコントローラを選択し、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定し
ます。「物理ポートとコントローラ コンフィギュレー
ションの選択」（p.12-2）を参照してください。

（注） 1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA 上の
ポート番号は常に 0 です。
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SONET モードの設定

SONET コントローラを設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 説明

ステップ 1 SONET コントローラの場合：

Router(config-controller)# framing {sonet | 
sdh}

フレーミング タイプを選択します。

• sonet ― フレーム タイプとして SONET を指定し
ます。これは、デフォルト値です。

• sdh ― フレーム タイプとして sdh を指定します。

ステップ 2 Router(config-controller)# clock source 
{internal | line}

クロック ソースを設定します。

（注） 接続の反対側が line に設定されている場合
は、クロック ソースを internal に、接続の反
対側が internal に設定されている場合は、line
に設定します。

• internal ― 内部クロック ソースの使用を指定し
ます。

• line ― ネットワーク クロック ソースの使用を指
定します。これは、T1 および E1 のデフォルトで
す。

ステップ 3 Router(config-controller)# [no] loopback 
{local | network}

sonet コントローラでループバック モードをイネーブ
ルまたはディセーブルにします。

• local loopback ― データを送信パスから受信パス
へループします。

• network loopback ― 外部ポートで受信したデータ
を送信パスへ送り、その外部ポートへループしま

す。

デフォルトでは、ループバックはディセーブルです。

ステップ 4 SONET フレーミングの場合： 

Router(config-controller)#sts-1 sts1-#

sts-1 # ― SONET STS レベルを指定します。

ステップ 5 [no] mode {vt-15 | ct3 | t3 | ct3-e1} 次の STS-1 パスの動作モードを指定します。

• vt-15 ― STS-1 は 7 つの vtg に分かれます。さらに、
各 vtg は 4 つの VT1.5 に分かれ、それぞれが T1 を
伝送します。

• ct3 ― STS-1 が、28 の T1（PDH）に分かれる DS3
信号を伝送します。

• t3 ―  STS-1 または AU-4/TUG3 が非チャネライズ
ド（クリア チャネル）T3 を伝送します。

• ct3 ― チャネライズド T3 が E1 回線を伝送しま
す。
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ステップ 6 • sts1 が T1 を伝送（sonet - vt）：

router(config-controller-sts1)# mode 
vt-15

または

• sts1 が T1 を伝送（sonet - ds3 ～ ds1）：

router(config-controller-sts1)# mode ct3

または

• sts1 が DS3 を伝送（sonet - ds3）：

router(config-controller-sts1)# mode t3

動作モードを選択します。

ステップ 7 Router(config-ctrlr-sts1)# vtg?

<1-7>  vtg number <1-7>

• vtg ― vtg 番号を指定します。

ステップ 8 Router(config-ctrlr-sts1)#vtg 1 ?

T1  T1 line configuration

Router(config-ctrlr-sts1)#vtg 1 t1 1 chan 0 tim 
1 - 3

Router(config-ctrlr-sts1)#vtg 2 t1 4 chan 0 tim 
1 - 2, 5-6

Router(config-ctrlr-sts1)#vtg 3 t1 #

<1-4>  t1 line number <1-4>

vtg 上の T1 を設定します。SONET フレーミングの場
合、vtg# の範囲は 1 ～ 7 です。

ステップ 9 チャネライズド OC-3： vtg <vtg#>...

ct3：プレフィクスなし

チャネライズド E3 モードはありません。

e1# の範囲は 1 ～ 3 です。

t1# の範囲は 1 ～ 4 です。

PDH モードでは、チャネライズド t3 は 
sts-1 にマッピングされ、t1# の範囲は 1 ～ 
28 です。

チャネルを設定します。TUG-3/STS-1 を設定したら、
パーサー モード config-ctrlr-{tug3|au3|sts1} のいずれか
を設定できます。

コマンド 説明
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SDH モードの設定

SDH モードを設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 説明

ステップ 1 SDH コントローラの場合：

Router(config-controller)# framing {sonet | 
sdh}

フレーミング タイプを選択します。

• sonet ― フレーム タイプとして SONET を指定し
ます。これは、デフォルト値です。

• sdh ― フレーム タイプとして sdh を指定します。

ステップ 2 Router(config-controller)# aug mapping 
{au-3 | au-4}

SDH のみの AUG マッピングを設定します。AUG マッ
ピングを au-4 に設定した場合は、次のマクシング /ア
ライメント /マッピングが使用されます。

TUG-3 <--> VC-4 <--> AU-4 <--> AUG

AUG マッピングを au-3 に設定した場合は、次のマク
シング /アライメント /マッピングが使用されます。

VC-3 <--> AU-3 <--> AUG

このコマンドを使用できるのは、sdh フレーミングが
設定されているときだけです。

デフォルトは au-4 です。

ステップ 3 AUG マッピングが au-4 である場合：

au-4 <au-4#> tug-3 <tug-3#>

AUG マッピングが au-3 である場合：

au-3 <au-3#>

TUG-3/AU-3/STS-1 を設定します。フレーミング モー
ド（Sonet または SDH）に応じて、このコマンドで各
STS-1 および STM-1 の各 TUG-3/AU-3 を設定できま
す。

現在設定されている AUG マッピングの設定値に応じ
て、このコマンドでは、さらに TUG-3、AU-3、また
は STS-1 マクシングが指定されます。その結果、CLI
（コマンドライン インターフェイス）のコマンド パー
サ ー は、config-ctrlr-tug3、config-ctrlr-au3、ま た は
config-ctrlr-sts1 パーサー モードになります。各モード
では、関係するコマンドのみが表示されます。

au-4# は 1 です。

tug-3# の範囲は 1 ～ 3 です。

au-3# の範囲は 1 ～ 3 です。

sts-1# は 1 ～ 3 です。
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チャネライズド DS3 の設定

チャネライズド DS3 モードを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 4 SDH フレーミングで AU-4 モードの場合：

[no] mode {c-12 | t3 | e3}

C-11 と c-12 は、コンテナ レベル n（SDH）チャネラ
イズド T3 です。これらは、28 の T1 チャネルに細分
される T3 チャネルのタイプです。

• c-12 ― AU-4/TUG-3 が 7 つの tug2 に分かれるよう
に指定します。さらに、各 tug2 は 3 つの TU12 に
分かれ、それぞれが E1（C-12）を伝送します。

• c-11 ― AU-3 が 7 つの tug2 に分かれるように指定
します。さらに、各 tug2 は 4 つの TU11 に分かれ、
それぞれが T1（C-11）を伝送します。

• t3 ― STS-1 または AU-4/TUG3 が非チャネライズ
ド（クリア チャネル）T3 を伝送するように指定
します。

• e3 ― AU-4/TUG3 が非チャネライズド（クリア
チャネル）E3 を伝送するように指定します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# controller sonet 
slot/subslot/port

設定するコントローラを選択し、コントローラ コン
フィギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの場所を指定
します。「物理ポートとコントローラ コンフィ
ギュレーションの選択」（p.12-2）を参照してくだ
さい。

ステップ 2 Router(config)#sts-1 sts1-# sts-1# は 1 ～ y です。y は OC-3 の場合のような Sonet
STS レベルです。

ステップ 3 Router(config)# t3 framing {c-bit | m23 | 
auto-detect}

フレーミング モードを指定します。

• c-bit ― C ビット パリティ フレーミングを指定し
ます。 

• m23 ― M23 フレーミングを指定します。

• auto-detect ― 回線の終端にあるデバイスのフ
レーミング タイプを検出し、そのフレーミング タ
イプに切り替えます。両方のデバイスが

auto-detect に設定されている場合、C ビット フ
レーミングが使用されます。
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ステップ 4 Router(config-controller)# clock source 
{internal | line}

クロック ソースを設定します。

（注） 接続の反対側が line に設定されている場合
は、クロック ソースを internal に、接続の反
対側が internal に設定されている場合は、line
に設定します。

• internal ― 内部クロック ソースの使用を指定し
ます。

• line ― ネットワーク クロック ソースの使用を指
定します。

ステップ 5 Router(config-controller)# [no] t3 loopback 
{local | network [line | payload] | remote [line 
| payload]}

SONET コントローラでループバック モードをイネー
ブルまたはディセーブルにします。

• local loopback ― データを送信パスから受信パス
へループします。

• network loopback ― 外部ポートで受信したデータ
を送信パスへ送り、その外部ポートへループしま

す。

• Remote loopback ― 適用されるのは c ビット フ
レーミングだけです。

デフォルトではループバックは設定されていません。

ステップ 6 [no] t3 mdl string {eic | fic | generator | lic | 
pfi | port | unit} string

[no] t3 mdl transmit {path | idle-signal | 
test-signal}

MDL のサポートを設定します。

• eic ― 機器 ID コードを指定します。

• fic ― フレーム ID コード

• generator ― MDL テスト信号内のジェネレータ番
号

• lic ― ロケーション ID コード

• pfi ―  MDL パス メッセージ内のファシリティ ID
コード

• port ― MDL アイドル ストリング メッセージ内の
ポート番号

• unit ― ユニット コード

デフォルトでは、mdl ストリングと mdl 送信は設定さ
れていません。

ステップ 7 t3 equipment {customer | network} loopback equipment customer loopback を指定すると、ポートでリ
モート ループバック要求を受け付けることができま
す。equipment network loopback を指定すると、この機
能はディセーブルになります。

（注） リモート ループバックを使用できるのは、c
ビット フレーミング モードだけです。

ステップ 8 t3 bert pattern pattern interval 1-14400 BERT テストをイネーブルにします。

コマンド 説明
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DS1 の設定（チャネライズド T3 モード）

DS1 を設定する手順は、次のとおりです。

E1 の設定（チャネライズド T3/E3 モード）

E1 の設定は、チャネライズド DS3 モードで行う必要があります。E1 を設定する手順は、次のとお
りです。

コマンド 説明

ステップ 1 [no] prefix t1 t1# clock source {internal | line} クロッキング ソースを設定します。

ステップ 2 [no] prefix t1 t1# fdl ansi ANSI T1.403 準拠の Facility Data Link（FDL）を介した
リモート パフォーマンス レポートの 1 秒送信をイ
ネーブルにします。

このコマンドを使用しなければ、FDL は ATT モード
で実行されます。ATT モードは ANSI モードに対して
相互排他的、または異なるわけではありません。ANSI
モードは ATT モードのスーパーセットです。

ステップ 3 [no] prefix t1 t1# framing {sf | esf}

[no] prefix t1 t1# yellow {detection | 
generation}

DS1 イエロー アラームの検出と生成をイネーブルに
します。

ステップ 4 [no] prefix t1 t1# shutdown

ステップ 5 [no] prefix t1 t1# channel-group 
channel-group# timeslots list-of-timeslots 
speed [56 | 64]

ステップ 6 [no] prefix t1 t1# loopback {local | network 
line | remote {line fdl {ansi | bellcore} | 
payload fdl ansi}}

（注） ローカル ネットワーク ペイロード ループ
バックは、TEMUX-84/TEMUX-84E の制限の
ためにサポートされていません。

（注） TEMUX-84/TEMUX-84E の制限のため、同時
に実行できる E1 BERT は 6 つだけです。

コマンド 説明

ステップ 1 [no] prefix e1 e1# channel-group channel-group# 
timeslots list-of-timeslots speed [56 | 64]

ステップ 2 [no] prefix e1 e1# unframed

ステップ 3 [no] prefix e1 e1# [unframed | framing] {crc4 | 
no-crc4}

ステップ 4 [no] prefix e1 e1# clock source {internal | line} クロック ソースを設定します。

ステップ 5 [no] prefix e1 e1# national bits pattern

ステップ 6 [no] prefix e1 e1# loopback [local | network]

ステップ 7 [no] prefix e1 e1# shutdown
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BERT テストの設定

BERT テストを設定する手順は、次のとおりです。

非チャネライズド E3 シリアル インターフェイスの設定

非チャネライズド E3 シリアル インターフェイスを設定する手順は、次のとおりです。

コントローラの設定を確認するには、show controllers コマンドを使用します。

Router(config)# show controllers t1
T1 6/0/1 is up.
  Applique type is Channelized T1
  Cablelength is long gain36 0db
  No alarms detected.
blarm-trigger is not set
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (395 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
  Total Data (last 24 hours)
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

コマンド 説明

ステップ 1 [no] [ [e1 | t1] [e1# | t1#] bert pattern {2^11 | 
2^15 || 2^20 QRSS } interval time

DS1/E1 回線で BERT パターンを送信します。

コマンド 説明

ステップ 1 [no] dsu mode { cisco | digital-link | kentrox } • cisco ― dsu モードとして cisco を指定します。

• digital-link ― dsu モードとして Digital link を指定
します。範囲は 300 ～ 34,010 です。

• kentrox ― dsu モードとして kentrox を指定しま
す。範囲は 1000 ～ 24,500、34,010 です。

デフォルトは cisco です。

ステップ 2 [no] dsu bandwidth number 最大許容帯域幅を Kbps 単位で指定します。

ステップ 3 [no] scramble デフォルトは no scramble です。

ステップ 4 [no] national bit {0 | 1} デフォルトは 0 です。

ステップ 5 [no] crc {16 | 32} デフォルトは 16 ビット（CRC-CITT）です。

ステップ 6 [no] loopback {network | local | remote}

ステップ 7 [no] shutdown

ステップ 8 [no] bert pattern pattern interval 1-14400 有効なパターンの例は {2^15 | 2^23 | 0s | 1s } です。
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インターフェイスの設定の確認

インターフェイスの設定を確認するには、show interface serial コマンドを使用します。

Router(config)# show interface serial
Serial2/0/0.1/2 unassigned YES TFTP administratively down down 
Serial2/1/0.1/1/1:0 unassigned YES unset down down 
Serial2/1/0.1/2/4:0 unassigned YES unset down down 
Serial2/1/0.1/2/4:1 unassigned YES unset down down 
Serial2/1/0.2/1:0 unassigned YES unset down down 
Serial2/1/0.2/2:0 unassigned YES unset down down 
Serial2/1/0.2/3:0 unassigned YES unset down down 
Serial2/1/0.3 unassigned YES unset down down 
UUT#sh int Serial2/1/0.1/1/1:0
Serial2/1/0.1/1/1:0 is down, line protocol is down 
Hardware is Channelized-T3
MTU 1500 bytes, BW 192 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
Available Bandwidth 192 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions alarm present
VC 2: timeslot(s): 1-3, Transmitter delay 0, non-inverted data
UUT#sh run | beg 2/1/0
controller SONET 2/1/0
ais-shut
framing sonet
clock source line
overhead j0 1
!
sts-1 1
mode vt-15
vtg 1 t1 1 channel-group 0 timeslots 1-3
vtg 2 t1 4 channel-group 0 timeslots 1-2,5-6
vtg 2 t1 4 channel-group 1 timeslots 3,7,9
!
sts-1 2
mode ct3
t1 1 channel-group 0 timeslots 1-24
t1 2 channel-group 0 timeslots 1-12
t1 3 channel-group 0 timeslots 1
!
sts-1 3
mode t3
!
controller T3 3/1/0
shutdown
cablelength 224
!
controller T3 3/1/1
shutdown
cablelength 224
!
!
interface Loopback0
ip address 172.10.11.1 255.255.255.255
.
.
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オプションの設定

シリアル SPA を設定する場合に、いくつかの標準（ただし任意の）設定が必要となることがありま
す。

• カプセル化の設定（p.12-12）

• T1 の CRC サイズの設定（p.12-13）

• FDL の設定（p.12-13）

• MLPPP の設定（ハードウェア ベース）（p.12-14）

• MLFR の設定（p.12-17）

• T1/E1 インターフェイスでのデータ反転（p.12-19）

• チャネル グループ設定の変更（p.12-20）

• FRF.12 に関する注意事項（p.12-20）

• LFI に関する注意事項（p.12-20）

• HW MLPPP LFI に関する注意事項（p.12-21）

• FRF.12 LFI に関する注意事項（p.12-21）

カプセル化の設定

WAN リンクを通過するトラフィックをカプセル化するには、接続にレイヤ 2 プロトコルを使用す
る必要があります。カプセル化方式を設定するには、次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface serial 

アドレス指定の詳細については、「インター

フェイスの命名」（p.12-3）を参照してください。

設定するインターフェイスを選択します。

• slot/subslot/port:channel-group ― インター
フェイスの場所を指定します。

ステップ 3 Router(config-if)# encapsulation 
encapsulation-type {hdlc | ppp | frame-relay}

インターフェイスのカプセル化方式を設定しま

す。

• hdlc ― シリアル インターフェイス対応の
High-Level Data Link Control（HDLC; ハイレベ
ル データリンク制御）プロトコル。このカプ
セル化方式では、ウィンドウ化または再送信

を実行しなくても、HDLC の同期フレーミン
グおよびエラー検出機能を実行できます。こ

れは、同期シリアル インターフェイスのデ
フォルトです。

• ppp ― PPP（ポイントツーポイント プロトコ
ル）（シリアル インターフェイス対応）

• frame-relay ― フレーム リレー（シリアル イ
ンターフェイス対応）

ステップ 4 Router(config-if)# crc {16 | 32} CRC サイズをビット単位で指定します。

• 16 ― 16 ビット CRC（デフォルト）

• 32 ― 32 ビット CRC
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T1 の CRC サイズの設定

1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA のインターフェイスは、デフォルトでは 16 ビットの
Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）を使用しますが、32 ビットの CRC もサポートして
います。CRC は、数値計算を使用して送信データ内のエラーを検出するエラーチェック方式です。
16 および 32 の指定値は、Frame Check Sequence（FCS）の長さ（ビット単位）を示します。CRC が
32 ビットの場合は、エラー検出能力が向上しますが、オーバーヘッドが増加します。送信側と受信
側で設定を同じにする必要があります。

CRC-16 は米国および欧州で最も広く使用されている CRC であり、WAN で広範に使用されていま
す。CRC-32 は IEEE 802 で指定されています。また、一部のポイントツーポイント送信標準ではオ
プションとして指定されています。通常は、Switched Multimegabit Data Service（SMDS）ネットワー
クおよび LAN で使用されます。

T1 インターフェイスの CRC の長さを設定するには、次に示すコマンドを使用します。

FDL の設定

Facility Data Link（FDL）は、ESF T1 フレーミング フォーマットが提供する 4 Kbps チャネルです。
FDL はペイロード キャパシティの外部で実行されます。ユーザによる作業は必要なく、機器の終
了時にエラー統計情報を調べることができます。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# interface serial

アドレス指定の詳細については、「インター

フェイスの命名」（p.12-3）を参照してください。

設定するインターフェイスを選択します。

• slot/subslot/port:channel-group ― インター
フェイスの場所を指定します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# controller sonet slot/subslot/port

「インターフェイスの命名」（p.12-3）を参照し
てください。

設定するコントローラを選択します。

• slot/subslot/port ― コントローラの場所を指定
します。

Router(config-controller)# sts-1 フレーミング フォーマットを esfに設定した場合
は、FDL で使用するフォーマットを設定します。

• ansi ― ANSI T1.403 標準を使用する場合は、
FDL に ansi を選択します。

Router(config-controller)vtg 1 t1 1 fdl • vtg ― vtg 番号を指定します。
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FDL の確認

fdl 設定を確認するには、show controllers t1 コマンドを使用します。

router# show controllers t1

T1 6/0/1 is up.
  Applique type is Channelized T1
  Cablelength is long gain36 0db
  No alarms detected.
  alarm-trigger is not set
  Framing is ESF, FDL is ansi, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (742 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
  Total Data (last 73 15 minute intervals):
     1278491 Line Code Violations, 3 Path Code Violations,
     0 Slip Secs, 1 Fr Loss Secs, 177 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,
     3 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 1 Severely Err Secs, 227 Unavail Secs
.
.
.

MLPPP の設定（ハードウェア ベース）

Multilink Point to Point Protocol（MLPPP）は、対応する複数のインターフェイスを組み合わせて 1 つ
の T1 または E1 マルチリンク バンドルにすることを可能にします。バンドルごとにバンドル数お
よび T1 または E1 回線数を選択できます。
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MLPPP の設定時の注意事項

次の条件を満たす必要があります。

• 1 つのバンドル内に T1 または E1 リンクのみがある。

• すべてのリンクが同じ SPA 上にある。

• 1 つのバンドル内のリンク数が 12 以下である。

（注） ハードウェア ベース MLPPP にはいくつかの注意事項があります。

有効なフラグメンテーション サイズは 128、256、および 512 バイトの 3 つです。

フラグメンテーションはデフォルトでイネーブルになっており、デフォルト サイズは 512 バイトで
す。

フラグメンテーション サイズを設定するには、interface multilink コマンドのあとに、ppp multilink
fragment-delay コマンドを使用します。遅延基準を満たす最小のフラグメンテーション サイズ（有
効な 3 つのサイズのうちの 1 つ）が設定されます（たとえば、192 バイト パケットによって生じる
遅延は T1 リンク上で 1 ミリ秒であるため、最も近いフラグメンテーション サイズは 128 バイトで
す）。

show ppp multilink コマンドは MLPPP タイプおよびフラグメンテーション サイズを示します。

Router# show ppp multilink 
Multilink1, bundle name is Patriot2
Bundle up for 00:00:13
Bundle is Distributed
0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned
0 discarded, 0 lost received, 206/255 load
0x0 received sequence, 0x0 sent sequence 
Member links:2 active, 0 inactive (max not set, min not set)
Se4/2/0/1:0, since 00:00:13, no frags rcvd
Se4/2/0/2:0, since 00:00:10, no frags rcvd
Distributed fragmentation on.Fragment size 512.  Multilink in Hardware.

フラグメンテーションを明示的にディセーブルにするには、interface multilink コマンドのあとに
no ppp multilink fragmentation コマンドを使用します。

マルチリンク バンドルの作成

マルチリンク バンドルを作成するには、次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# interface multilink group-number マルチリンク インターフェイスを作成し、マルチ
リンク インターフェイス モードを開始します。

• group-number ― マルチリンク バンドルのグ
ループ番号

Router(config-if)# ip address address mask マルチリンク グループの IP アドレスを設定しま
す。

• address ― IP アドレス

• mask ― IP ネットマスク
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マルチリンク バンドルへのインターフェイスの割り当て

マルチリンク バンドルにインターフェイスを割り当てるには、次のコマンドを使用します。

MLPPP バンドルのフラグメンテーション サイズの設定（任意）

MLPPP バンドルのフラグメンテーション サイズを設定するには、次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# interface serial

アドレス指定の詳細については、「インター

フェイスの命名」（p.12-3）を参照してください。

設定するインターフェイスを選択し、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
します。

Router(config-if)# encapsulation ppp PPP カプセル化をイネーブルにします。

Router(config-if)# multilink-group group-number マルチリンク バンドルにインターフェイスを割
り当てます。

• group-number ― T1 または E1 バンドルのマル
チリンク グループ番号

Router(config-if)# ppp multilink インターフェイス上でマルチリンク PPP をイ
ネーブルにします。

マルチリンク バンドルに割り当てるインター
フェイスごとに、上記のコマンドを繰り返しま

す。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# interface multilink

アドレス指定の詳細については、「インター

フェイスの命名」（p.12-3）を参照してください。

マルチリンク インターフェイスを作成し、マルチ
リンク インターフェイス モードを開始します。

• group-number ― マルチリンク バンドルのグ
ループ番号。範囲は 1 ～ 2,147,483,647 です。

Router(config-if)#  ppp multilink fragment-delay 
delay

マルチリンク バンドルに設定された遅延を満た
すフラグメンテーション サイズを設定します。

• delay ― 遅延（ミリ秒）
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MLPPP バンドルのフラグメンテーションのディセーブル化（任意）

マルチリンク バンドルにインターフェイスを割り当てるには、次のコマンドを使用します。

MLFR の設定

Multilink Frame Relay（MLFR）を使用すると、T1/E1 回線をバンドルに結合して、複数の T1/E1 回
線の帯域幅を束ねることができます。バンドルごとにバンドル数および T1/E1 回線数を選択しま
す。これにより、ネットワーク リンクの帯域幅を単一 T1/E1 回線の帯域幅よりも大きくすることが
できます。

MLFR の設定時の注意事項

次の条件がすべて満たされている場合、MLFR はハードウェアで実行されます。

• T1 または E1 メンバー リンクのみがある。

• すべてのリンクが同じ SPA 上にある。

• 1 つのバンドル内のリンク数が 12 以下である。

マルチリンク バンドルの作成

マルチリンク バンドルを作成するには、次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# interface multilink group-number マルチリンク インターフェイスを作成し、マルチ
リンク インターフェイス モードを開始します。

• group-number ― マルチリンク バンドルのグ
ループ番号。範囲は 1 ～ 2,147,483,647 です。

Router(config-if)# no pppp multilink 
fragmentation

マルチリンク バンドルのフラグメンテーション
をディセーブルにします。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# interface mfr number MLFR バンドル インターフェイスを設定します。

• number ― フレーム リレー バンドルの番号

Router(config-if)# frame-relay multilink bid 
name

（任意）MLFR バンドルにバンドル識別名を割り
当てます。

• name ― フレーム リレー バンドルの名前

（注） インターフェイスがダウン ステートから
アップ ステートに移行するまで、Bundle
Identification（BID）は無効です。インター
フェイスをダウンさせてから、再起動す
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 shut コマンドおよ
び no shut コマンドを使用します。
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マルチリンク バンドルへのインターフェイスの割り当て

マルチリンク バンドルにインターフェイスを割り当てるには、次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# interface serial

アドレス指定の詳細については、「インター

フェイスの命名」（p.12-3）を参照してください。

割り当てるインターフェイスを選択します。

Router(config-if)# encapsulation frame-relay mfr 
number [name]

MLFR バンドル リンクを作成し、このリンクにバ
ンドルを対応付けます。

• number ― フレーム リレー バンドルの番号

• name ― フレーム リレー バンドルの名前

Router(config-if)# frame-relay multilink lid name（任意）MLFR バンドル リンクにバンドル リンク
識別名を割り当てます。

• name ― フレーム リレー バンドルの名前

（注） インターフェイスがダウン ステートから
アップ ステートに移行するまで、バンド
ルの Link Identification（LID）は無効です。
インターフェイスをダウンさせてから、
再起動するには、インターフェイス コン
フィギュレーション モードで shut コマ
ンドおよび no shut コマンドを使用しま
す。

Router(config-if)# frame-relay multilink hello 
seconds

（任意）バンドル リンクが hello メッセージを送信
する間隔を設定します。デフォルト値は 10 秒で
す。

• seconds ― マルチリンク バンドルを介して送
信される hello メッセージの送信間隔を示す
秒数

Router(config-if)# frame-relay multilink ack 
seconds

 （任意）バンドル リンクが hello メッセージを再
送信するまで、hello メッセージの確認応答を待機
する秒数を設定します。デフォルト値は 4 秒で
す。

• seconds ― バンドル リンクが hello メッセー
ジを再送信するまで、hello メッセージの確認
応答を待機する秒数

Router(config-if)# frame-relay multilink retry 
number

 （任意）バンドル リンクが確認応答を待機して
いる間に、hello メッセージを再送信する最大回数
を設定します。デフォルト値は 2 回です。

• number ― バンドル リンクが確認応答を待機
している間に、hello メッセージを再送信する
最大回数
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MLFR の確認

MLFR を確認するには、show frame-relay multilink detailed コマンドを使用します。

router# show frame-relay multilink detailed

Bundle: MFR49, State = down, class = A, fragmentation disabled
 BID = MFR49
 No. of bundle links = 1, Peer's bundle-id = 
 Bundle links:

  Serial6/0/0:0, HW state = up, link state = Add_sent, LID = test
    Cause code = none, Ack timer = 4, Hello timer = 10,
    Max retry count = 2, Current count = 0,
    Peer LID = , RTT = 0 ms
    Statistics:
    Add_link sent = 21, Add_link rcv'd = 0,
    Add_link ack sent = 0, Add_link ack rcv'd = 0,
    Add_link rej sent = 0, Add_link rej rcv'd = 0,
    Remove_link sent = 0, Remove_link rcv'd = 0,
    Remove_link_ack sent = 0, Remove_link_ack rcv'd = 0,
    Hello sent = 0, Hello rcv'd = 0,
    Hello_ack sent = 0, Hello_ack rcv'd = 0,
    outgoing pak dropped = 0, incoming pak dropped = 0

T1/E1 インターフェイスでのデータ反転

1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA のインターフェイスを、B8ZS 符号化が設定されていな
い専用 T1 回線の動作に使用する場合は、接続元の CSU/DSU（チャネル サービス ユニット /データ
サービス ユニット）またはインターフェイスでデータ ストリームを反転する必要があります。
CSU/DSU とインターフェイスの両方でデータを反転しないように注意してください。2 つのデータ
を反転すると、効果が相殺されます。T1/E1 インターフェイスでデータを反転するには、次のコマ
ンドを使用します。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# interface serial

アドレス指定の詳細については、「インター

フェイスの命名」（p.12-3）を参照してください。

シリアル インターフェイスを選択します。

Router(config-if)# invert data データ ストリームを反転します。
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反転データが設定されていることを確認するには、 show running configuration コマンドを
使用します。

router# show running configuration
.
.
.
interface Serial6/0/0:0
 no ip address
 encapsulation ppp
 logging event link-status
 load-interval 30
 invert data
 no cdp enable
 ppp chap hostname group1
 ppp multilink
 multilink-group 1
! 
.
.
.

チャネル グループ設定の変更

既存のチャネル グループの設定を変更するには、まず channel-group コマンドの no 形式を使用し
て、そのチャネル グループを削除する必要があります。既存のチャネル グループを削除するには、
次のコマンドを使用します。

FRF.12 に関する注意事項

FRF.12 はハードウェアで機能します。次の点に注意してください。

• フラグメンテーションは、メイン インターフェイスに設定します。

• 使用可能なフラグメンテーション サイズは、128 バイト、256 バイト、512 バイトの 3 つのみ
です。

LFI に関する注意事項

LFI 機能を使用するには、FRF.12 または MLPPP を使用します。MLPPP LFI はハードウェアおよび
ソフトウェアで実行できますが、FRF.12 LFI はハードウェアでのみ実行できます。

コマンド 説明

Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)#

アドレス指定の詳細については、「インター

フェイスの命名」（p.12-3）を参照してください。

設定するコントローラを選択し、コントローラ コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config-controller)# no channel-group t1 
t1-number

削除するチャネル グループを選択します。

• t1 t1-number ― チャネルグループの番号
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HW MLPPP LFI に関する注意事項

MLPPP バンドルにメンバー リンクが 1 つしかない場合、MLPPP を使用した LFI はハードウェアで
のみ機能します。リンクは、フラクショナル T1 またはフル T1 に設定できます。次の点に注意して
ください。

• インターリーブをイネーブルにするには、ppp multilink interleave コマンドを使用する必要が
あります。

• サポートされているフラグメンテーション サイズは、128 バイト、256 バイト、512 バイトの 3
つのみです。

• フラグメンテーションはデフォルトでイネーブルになっており、デフォルト サイズは 512 バイ
トです。

• メイン インターフェイスには、プライオリティ クラスを含むポリシー マップを適用する必要
があります。

FRF.12 LFI に関する注意事項

FRF.12 を使用した LFI は、常にハードウェアで実行されます。次の点に注意してください。

• フラグメンテーションは、メイン インターフェイスに設定します。

• 使用可能なフラグメンテーション サイズは、128 バイト、256 バイト、512 バイトの 3 つのみ
です。

• メイン インターフェイスには、プライオリティ クラスを含むポリシー マップを適用する必要
があります。

設定の保存

実行コンフィギュレーションを NVRAM（不揮発性 RAM）に保存するには、イネーブル EXEC コ
ンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

コンフィギュレーション ファイルの管理方法については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals
Configuration Guide』 Release 12.0 および『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』
Release 12.0 を参照してください。

コマンド 説明

Router# copy running-config startup-config 新しい設定を NVRAM に書き込みます。
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インターフェイスの設定の確認

show running-configuration コマンドを使用して Cisco 12000 シリーズ ルータの設定を表示するだけ
でなく、show interface serial コマンドおよび show controllers serial コマンドを使用して、1 ポート
チャネライズド OC-3/STM-1 SPA の詳細をポートごとに表示することもできます。

ポート単位のインターフェイス ステータスの確認
1 ポート チャネライズド OC-3/STM-1 SPA のインターフェイスの詳細をポート単位で表示するに
は、show interface serial  コマンドを使用します。

次に、Cisco 12000 ルータのスロット 2 に Cisco 12000 SIP-401 が搭載され、その先頭サブスロットに
SPA が装着されている場合の、SPA のインターフェイス ポート 0 の出力例を示します。

Router# show interface serial 2/1/0.2/1:0
Serial2/1/0.2/1:0 is down, line protocol is down 
Hardware is Channelized-T3
MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
Available Bandwidth 1536 kilobits/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions alarm present
VC 5: timeslot(s): 1-24, Transmitter delay 0, non-inverted data
UUT#sh int Serial2/1/0.3 
Serial2/1/0.3 is down, line protocol is down 
Hardware is CHOCx SPA
MTU 4470 bytes, BW 44210 Kbit, DLY 200 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
Available Bandwidth 44210 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 parity

（テキスト出力は省略）
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13

シリアル SPA のコマンドの概要

表 13-1 に、シリアル SPA の設定、モニタ、およびメンテナンスに関連する主なコマンドをアルファ
ベット順に示します。これらのコマンドの詳細については、このマニュアルの第 19 章「SIP および
SPA コマンド リファレンス」、および Cisco IOS Release 12.2 のコマンド リファレンスとマスター イ
ンデックスを参照してください。

表 13-1 コマンドの概要

コマンド 説明

Router(config-subif)bert errors [number] いずれかの BERT パターンの実行中に BERT エラーを送信
します。

Router(config-subif)bert pattern {0s | 1s | 2^15 | 2^20 | 2^23 | 
alt-0-1 | qrss} interval minutes}

ポート上で BERT パターンを開始します。

Router(config-subif)card type {t1 | e1} slot subslot SPA のポートを T1 または E1 モードで設定します。

Router(config-subif)card type {t3 | e3} slot subslot SPA のポートを T3 または E3 モードで設定します。

Router(config-subif)framing {sf | esf} T1 または E1 データ回線のフレーム タイプを選択します。

Router(config-subif)framing {c-bit | m23} T3 ポートのフレーム タイプを選択します。

Router(config-subif)framing {bypass | c-bit | m13} T3 または E3 ポートのフレーム タイプを選択します。

Router(config-subif)loopback {dte | local | network {line | 
payload} | remote}

送信および受信パス内のさまざまなポイントでループバッ

クを設定します。

Router(config-subif)mdl [string {eic | fic | generator | lic | pfi | 
port | unit}string] | [transmit {idle-signal | path | test-signal}]

ANSI T1.107a-1990 仕様で定義されている Maintenance Data
Link（MDL）メッセージを設定します。

Router(config-subif)show controllers serial [slot/port] シリアル コントローラの統計情報を表示します。

Router(config-subif)show interfaces serial 
[number[:channel-group]] [accounting]

シリアル インターフェイスに関する情報を表示します。

Router(config-subif)t1 channel framing {esf | sf} T1 チャネルで使用されるフレーミングのタイプを指定し
ます。

Router(config-subif)ttb {country | rnode | serial | snode | 
soperator | x} line

トレース トライアル バッファを E3 g832 フレーミング
モードで送信します。



第 13章      シリアル SPA のコマンドの概要

13-2
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J



P A R T  4

POS SPA





C H A P T E R

14-1
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

14

POS SPA の概要

この章では、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された Packet over SONET（POS）Shared Port Adapter
（SPA）のリリース履歴、および機能と MIB（管理情報ベース）サポートの概要を示します。

この章の内容は次のとおりです。

• リリース履歴（p.14-2）

• POS テクノロジーの概要（p.14-3）

• サポートされる機能（p.14-4）

• 制約事項（p.14-6）

• サポートされる MIB（p.14-8）

• SPA のアーキテクチャ（p.14-9）

• SPA ハードウェア タイプの表示（p.14-13）
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リリース履歴

リリース 変更内容

Cisco IOS Release 12.0(32)SY Cisco 12000 シリーズ ルータに、Cisco 12000 SIP-401、Cisco 12000
SIP-501、Cisco 12000 SIP-601 による次のハードウェアのサポート
が導入されました。

• 4 ポート OC-3c/STM-1 POS SPA

• 8 ポート OC-3c/STM-1 POS SPA

• 2 ポート OC-3c/STM-1 および OC-12c/STM-4 POS SPA

• 4 ポート OC-3c/STM-1 および OC-12c/STM-4 POS SPA

Cisco 12000 シリーズ ルータに、Cisco 12000 SIP-501 と Cisco 12000
SIP-601 による次のハードウェアのサポートが導入されました。

• 8 ポート OC-3c/STM-1 および OC-12c/STM-4 POS SPA

OC-192c POS SPA と 2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA に、Spatial
Reuse Protocol（SRP）機能のサポートが導入されました。

Cisco IOS Release 12.0(32)S Cisco 12000 シリーズ ルータに、Cisco 12000 SIP-601 による次の
ハードウェアのサポートが導入されました。

• 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA

• 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA

• 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR VSR Optics SPA

Cisco 12000 シリーズ ルータに、Cisco 12000 SIP-501 と Cisco 12000
SIP-601 による次のハードウェアのサポートが導入されました。

• 2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA

シスコ フレーム リレー および RFC 2427 フレーム リレー カプセル
化が Cisco 12000 シリーズ ルータのすべての POS SPA 用に導入さ
れています。

Cisco IOS Release 12.0(31)S2 Cisco 12000 シリーズ ルータに、Cisco 12000 SIP-600 による次の
ハードウェアのサポートが導入されました。

• 2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA

Cisco IOS Release 12.0(31)S Cisco 12000 シリーズ ルータに、Cisco 12000 SIP-600 による次の
ハードウェアのサポートが導入されました。

• 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA

• 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA
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POS テクノロジーの概要
POS は 2 つの地点間で IP トラフィックを高速転送する方法です。このテクノロジーでは、PPP（ポ
イントツーポイント プロトコル）と Synchronous Optical Network（SONET）インターフェイスおよ
び Synchronous Digital Hierarchy（SDH; 同期デジタル ハイアラーキ）インターフェイスが組み合わ
されます。

SONET は ANSI（米国規格協会）標準（T1.1051988）で定義されたオクテット同期多重化方式です。
51.840 Mbps ～ 2.5 Gbps（Synchronous Transport Signal［STS; 同期転送信号］、STS-1 ～ STS-48）以
上の階層的な速度での光デジタル送信に使用されます。SDH は同等な国際標準です。155.520 Mbps
（STM-1）～ 2.5 Gbps（STM-16）以上の階層的な速度での光デジタル送信に使用されます。

SONET の仕様は、シングルモード光ファイバ、マルチモード光ファイバに対して定義されていま
す。Cisco 12000 シリーズ ルータに POS SPA を搭載すると、さまざまな光キャリア レートでシング
ルモード光ファイバとマルチモード光ファイバの両方による伝送が可能です。マルチレート SPA（2
ポート OC-3c/STM-1 および OC-12c/STM-4 POS SPA など）では、OC-3c および OC-12c SFP の使用
がサポートされます。

SONET/SDH の送信速度は 51.840 Mbps の整数倍です。Cisco 12000 シリーズ ルータの POS SPA で
は現在、送信に次の値の倍数が指定され、使用されています

• OC-3c/STM-1 ― 155.520 Mbps

• OC-12c/STM-4 ― 622.080 Mbps

• OC-48 ― 2.488 Gbps

• OC-192c/STM-64 ― 9.953 Gbps

POS 仕様（RFC 1619）には、SONET/SDH リンクで PPP カプセル化を使用するように記述されてい
ます。SONET/SDH はポイントツーポイント回路として定義されているため、SONET/SDH リンク
での使用には PPP が最適です。PPP は SONET/SDH トランスポートをオクテット指向の全二重同期
リンクとして扱います。また、PPP は物理レイヤとのオクテット インターフェイスを提供します。
オクテット ストリームは SONET/SDH Synchronous Payload Envelope（SPE; 同期ペイロード エンベ
ロープ）にマッピングされ、オクテット境界は SPE オクテット境界に合わせられます。PPP フレー
ムは SPE ペイロード内に行単位で配置されます。フレームは長さが可変であるため、SPE 境界を超
えることができます。
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サポートされる機能

ここでは、POS SPA ハードウェアとソフトウェアでサポートされる主な機能の一部を示します。

• ジャンボ フレーム（最大 9216 バイト）

• バス インターフェイスでのデータ トラフィックのショート バーストをサポートする内部バッ
ファリング

• HDLC および PPP カプセル化 ― すべての POS SPA

• シスコフレーム リレーおよび RFC 2427 フレーム リレー カプセル化

• SPA Interface Processor（SIP）からの Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワップ）、また
は SPA が搭載された SIP の OIR

• 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA での Small Form-factor Pluggable（XFP）光モジュー
ルの OIR、および 2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA での SFP 光モジュールの OIR

• OC-3c および OC-12c SFP のサポートを備えた 2 ポート、4ポート、および 8 ポート OC-3c/STM-1
および OC-12c/STM-4 POS SPA のマルチレート機能

• Field Programmable Gate Array（FPGA）アップグレードのサポート

POS SPA は次の一連の機能もサポートします。

• SONET/SDH の適合機能（p.14-4）

• SONET/SDH のエラー、アラーム、およびパフォーマンス モニタ機能（p.14-4）

• SONET/SDH の同期化機能（p.14-5）

• WAN プロトコル機能（p.14-5）

• ネットワーク管理機能（p.14-6）

SONET/SDH の適合機能
ここでは、Cisco 7600 シリーズ ルータに搭載された POS SPA でサポートされている SONET/SDH 適
合機能を示します。

• 1+1 SONET Automatic Protection Switching（APS; 自動保護スイッチング）（G.783 Annex A準拠）

• 1+1 SDH Multiplex Section Protection（MSP）（G.783 Annex A準拠）

• ANSI T1.105

• ITU-T G.707、G.783、G.957、G.958

• Telcordia GR-253-CORE: SONET Transport Systems: Common Generic Criteria

• Telcordia GR-1244: Clocks for the Synchronized Network: Common Generic Criteria

SONET/SDH のエラー、アラーム、およびパフォーマンス モニタ機能
ここでは、Cisco 7600 シリーズ ルータに搭載された POS SPA でサポートされている SONET/SDH エ
ラー、アラーム、およびパフォーマンス モニタ機能を示します。

• Signal Failure Bit Error Rate（SF-BER）

• Signal Degrade Bit Error Rate（SD-BER）

• 信号ラベル ペイロード構築（C2）

• パス トレース バイト（J1）
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• セクション：

－ Loss of Signal（LOS; 信号損失）

－ Loss of Frame（LOF; フレーム損失）

－ B1 のエラー カウンタ

－ B1 の Threshold Crossing Alarms（TCA）

• ライン：

－ Line Alarm Indication Signal（LAIS; 回線アラーム検出信号）

－ Line Remote Defect Indicator（LRDI; 回線リモート障害検出）

－ Line Remote Error Indication（LREI）

－ B2 のエラー カウンタ

－ B2 の Threshold Crossing Alarms（TCA）

• パス：

－ Path Alarm Indication Signal（PAIS; パス アラーム検出信号）

－ Path Remote Defect Indicator（PRDI; パス リモート障害検出）

－ Path Remote Error Indication（PREI）

－ B3 のエラー カウンタ

－ B3 の Threshold Crossing Alarms（TCA）

－ Loss of Pointer（LOP; ポインタ喪失）

－ 新規ポインタ イベント（NEWPTR）

－ Positive Stuffing Event（PSE）

－ Negative Stuffing Event（NSE）

SONET/SDH の同期化機能
ここでは、Cisco 7600 シリーズ ルータに搭載された POS SPA でサポートされている SONET/SDH 同
期化機能を示します。

• ローカル（内部）タイミング（ダーク ファイバまたは Wavelength Division Multiplex [WDM; 波
長分割多重 ] 機器を介したルータ間接続用）

• ループ（回線）タイミング（SONET/SDH 機器との接続用）

• +/– 20 ppm クロック精度（完全動作温度において）

WAN プロトコル機能
ここでは、Cisco 7600 シリーズ ルータに搭載された POS SPA でサポートされている WAN プロトコ
ルを示します。

• RFC 1661『The Point-to-Point Protocol (PPP)』

• RFC 1662『PPP in HDLC framing』

• RFC 2615『PPP over SONET/SDH』（1+x43 自己同期ペイロード スクランブリングを使用）

• RFC 3518『Point-to-Point Protocol (PPP) Bridging Control Protocol (BCP)』

• Cisco Protect Group Protocol（PGP）over UDP/IP（ポート 1972）（APS および MSP 対応）

• Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）
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ネットワーク管理機能

ここでは、Cisco 7600 シリーズ ルータに搭載された POS SPA でサポートされているネットワーク
管理機能を示します。

• SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）MIB カウンタ

• ローカル（診断）ループバック

• ネットワーク ループバック

• NetFlow Data Export（NDE; NetFlowデータ エクスポート）

• IP over Section Data Communications Channel（SDCC; セクション データ通信チャネル）

• 設定されたインターバル（現在、15 分、15 分の倍数、および 1 日）間の RFC 3592 パフォーマ
ンス統計情報

－ リジェネレータ セクション

－ 多重化セクション

－ パス エラー発生秒数

－ 重大エラー発生秒数

－ 重大エラーを含むフレーミングの発生秒数

制約事項

表 14-1 に、POS 機能の互換性と制約事項に関する情報を SIP と SPA の組み合わせごとに示します。

表 14-1 POS 機能の互換性と制約事項（SIP と SPA の組み合わせ別）

機能 Cisco 12000 SIP-401 Cisco 12000 SIP-501 Cisco 12000 SIP-600 Cisco 12000 SIP-601

フレーム 
リレー

すべての POS SPA でサ
ポート

すべての POS SPA でサ
ポート

Cisco IOS Release 12.0(31)S2 
以前 ― 非サポート

Cisco IOS Release 12.0(32)S 
以降 ― すべての POS SPA 
でサポート

Cisco IOS Release 12.0(31)S2
以前 ― 非サポート

Cisco IOS Release 12.0(32)S 
以降 ― すべての POS SPA 
でサポート

Resilient 
Packet Ring
（RPR; 復元
パケット 
リング）

非サポート 非サポート 非サポート 非サポート
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次の SPA では非サポー
ト

• 4 ポートおよび 8 
ポート 
OC-3c/STM-1 POS 
SPA

• 2 ポートおよび 4 
ポート 
OC-12c/STM-4 マル
チレート POS SPA

次の SPA では非サポート

• 4 ポートおよび 8 ポー
ト OC-3c/STM-1 POS 
SPA

• 2 ポート、4ポート、
および 8 ポート 
OC-3c/STM-1 および 
OC-12c/STM-4 POS 
SPA

すべての POS SPA でサ
ポート

次の SPA では非サポート

• 4 ポートおよび 8 ポー
ト OC-3c/STM-1 POS 
SPA

• 2 ポート、4ポート、
および 8 ポート 
OC-3c/STM-1 および 
OC-12c/STM-4 POS 
SPA

すべての POS SPA で非
サポート

Cisco IOS Release 12.0(32)S 
以前 ― 非サポート

Cisco IOS Release 
12.0(32)SY：

• サポート：

2 ポート 
OC-48c/STM-16 POS 
SPA

• 非サポート

－ 4 ポートおよび 8 
ポート 
OC-3c/STM-1 
POS SPA

－ 2 ポート、4ポー
ト、および 8 
ポート 
OC-3c/STM-1 お
よび 
OC-12c/STM-4 
POS SPA

Cisco IOS Release 12.0(32)S 
以前 ― 非サポート

Cisco IOS Release 
12.0(32)SY：

• すべての 1 ポート 
OC-192c/STM-64 
POS/RPR SPA

• 2 ポート 
OC-48c/STM-16 POS 
SPA

Cisco IOS Release 12.0(32)S 
以前 ― 非サポート

Cisco IOS Release 
12.0(32)SY：

• サポート：

－ すべての 1 ポー
ト 
OC-192c/STM-64 
POS/RPR SPA

－ 2 ポート 
OC-48c/STM-16 
POS SPA

• 非サポート：

－ 4 ポートおよび 8 
ポート 
OC-3c/STM-1 
POS SPA

－ 2 ポート、4ポー
ト、および 8 
ポート 
OC-3c/STM-1 お
よび 
OC-12c/STM-4 
POS SPA

表 14-1 POS 機能の互換性と制約事項（SIP と SPA の組み合わせ別）（続き）

機能 Cisco 12000 SIP-401 Cisco 12000 SIP-501 Cisco 12000 SIP-600 Cisco 12000 SIP-601
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サポートされる MIB
Cisco 12000 シリーズ ルータ上の POS SPA では、次の MIB がサポートされています。

• CISCO-APS-MIB

• CISCO-ENTITY-EXT-MIB

• CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

• CISCO-OPTICAL-MONITORING-MIB

• CISCO-SRP-MIB ― サポートされている SPA について Cisco IOS Release 12.0(32)SY 以降

• ENTITY-MIB

• IF-MIB（RFC 2233『The Interface Group MIB using SMIv2』）

• OLD-CISCO-CHASSIS-MIB

• SONET-MIB（RFC 3592『Definitions of Managed Objects for the SONET/SDH Interface Type』）

選択されたプラットフォーム、Cisco IOS リリース、およびフィーチャ セットに対応する MIB を検
索し、ダウンロードするには、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

必要な MIB 情報が Cisco MIB Locator でサポートされていない場合は、次の URL にある Cisco MIB
ページからサポート対象 MIB のリストを入手して、MIB をダウンロードすることもできます。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

Cisco MIB Locator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を忘
れたか、紛失した場合は、cco-locksmith@cisco.comに空の電子メールを送信してください。送信さ
れた電子メール アドレスが Cisco.com に登録されているかどうか確認されます。チェックが成功す
ると、アカウントの詳細と新規のランダム パスワードが電子メールで通知されます。承認された
ユーザは次の URL の指示に従って、Cisco.com のアカウントを確立できます。

http://www.cisco.com/register

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
http://www.cisco.com/register


第 14章      POS SPA の概要
SPA のアーキテクチャ

14-9
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

SPA のアーキテクチャ

1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA のアーキテクチャ
図 14-1 に、POS SPA アーキテクチャに含まれる主なハードウェア デバイスの一部を示します。こ
の図には、両方の POS SPA でサポートされている光トランシーバが 1 つ示されています。ただし、
1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA と 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR VSR Optics SPA は固
定光モジュールをサポートし、1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA は XFP 光モジュールを
サポートします。パケットのパスは、光トランシーバのサポート内容以外は同じです。

図 14-1 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA のアーキテクチャ

POS モードの場合、OC-192 POS SPA の着信および発信パケットは、すべて SONET/SDH フレーマ
および SPI4.2 インターフェイスを経由します。

パケットの入力方向パス

ここでは、1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA を経由する入力パケットのパスについて説
明します。

1. フレーマは XFP 光モジュールから SONET/SDH ストリームを受信し、クロッキングおよびデー
タを抽出し、セクション、ライン、およびパスのオーバーヘッドを処理します。

2. フレーマは POS フレーム ペイロードを抽出し、フレーム サイズおよび FCS を検証します。

3. フレーマは SPA の System Packet Level Interface 4.2（SPI4.2）インターフェイスに有効なフレー
ムを渡します。

4. SPI4.2 インターフェイスは SPI4.2 バスを介してフレームをホストに転送し、そこでさらに処理
およびスイッチングを行います。

パケットの出力方向パス

ここでは、1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA を経由する出力パケットのパスについて説
明します。

1. ホストは SPI4.2 バスを使用して、SPA にパケットを送信します。

2. SPA はデータを該当するチャネルの FIFO キューに格納します。

12
97
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3. SPA はフレーマにパケットを渡します。

4. フレーマはデータを受信して、該当するチャネル キューに格納します。

5. フレーマは FCS および SONET/SDH オーバーヘッドを追加します。

6. フレーマはデータを XFP 光モジュールに送信して、そこからネットワークに送信します。

ここでは、POS SPA のアーキテクチャの概要、およびパケットの入出力方向パスを示します。アー
キテクチャの一部は、SPA ソフトウェアで参照されており、一部の SPA CLI および show コマンド
出力のトラブルシューティングや解釈を行う際の理解に役立ちます。

1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA と 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP 
SPA のアーキテクチャ

図 14-2 に、POS SPA アーキテクチャに含まれる主なハードウェア デバイスの一部を示します。こ
の図には、両方の POS SPA でサポートされている光トランシーバが 1 つ示されています。ただし、
1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA は固定光モジュールをサポートし、1 ポート
OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA は XFP 光モジュールをサポートします。パケットのパスは、光
トランシーバのサポート内容以外は同じです。

図 14-2 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA のアーキテクチャ

POS モードの場合、1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA および 1 ポート OC-192c/STM-64
POS/RPR XFP SPA の着信および発信パケットは SONET/SDH フレーマおよび SPI4.2 インターフェ
イスを経由します。

パケットの入力方向パス

ここでは、1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA を経由する入力パケットのパスについて説
明します。

1. フレーマは XFP 光モジュールから SONET/SDH ストリームを受信し、クロッキングおよびデー
タを抽出し、セクション、ライン、およびパスのオーバーヘッドを処理します。

2. フレーマは POS フレーム ペイロードを抽出し、フレーム サイズおよび FCS を検証します。

3. フレーマは SPA の System Packet Level Interface 4.2（SPI4.2）インターフェイスに有効なフレー
ムを渡します。

4. SPI4.2 インターフェイスは SPI4.2 バスを介してフレームをホストに転送し、そこでさらに処理
およびスイッチングを行います。

12
97

96
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パケットの出力方向パス

ここでは、1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA を経由する出力パケットのパスについて説
明します。

1. ホストは SPI4.2 バスを使用して、SPA にパケットを送信します。

2. SPA はデータを該当するチャネルの FIFO キューに格納します。

3. SPA はフレーマにパケットを渡します。

4. フレーマはデータを受信して、該当するチャネル キューに格納します。

5. フレーマは FCS および SONET/SDH オーバーヘッドを追加します。

6. フレーマはデータを XFP 光モジュールに送信して、そこからネットワークに送信します。

2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA のアーキテクチャ
図 14-3に、2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA アーキテクチャに含まれる主なハードウェア デバイ
スを示します。

図 14-3 2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA のアーキテクチャ

パケットの入力方向パス

ここでは、2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA を経由する入力パケットのパスについて説明します。

1. フレーマは STP 光モジュールから SONET/SDH ストリームを受信し、クロッキングおよびデー
タを抽出し、セクション、ライン、およびパスのオーバーヘッドを処理します。

2. フレーマは、Loss of Signal（LOS; 信号損失）、Loss of Frame（LOF; フレーム損失）、Severely
Errored Frame（SEF）、Line Alarm Indication Signal（AIS-L）、Loss of Pointer（LOP）、Line Remote
Defect Indication Signal（Enhanced RDI-L）、Path Alarm Indication Signal（AIS-P）、Standard and
Enhanced Path Remote Defect Indication Signal（RDI-P）、Path Remote Error Indication（Enhanced
REI-P）を検出します。フレーマは DCC バイトを抽出または挿入します。

3. フレーマは、S1 同期化ステータス バイト、ポインタ アクション バイト（Telcordia GR-253-CORE
単位）を処理し、DCC バイトを抽出または挿入します。

4. POS プロセッサ は POS フレーム ペイロードを抽出し、フレーム サイズおよび Frame Check
Sequence（FCS）を検証します。

5. POS プロセッサは PPP、フレーム リレー、または HDLC モードをサポートし、オプションで
ペイロード スクランブリングを実行します。

SONET/SDH 

SONET/SDH 

13
88

48

POS Ring 
MAC

 
SDRAM

SONET/SDH 

SPA 

/
SPI4.2 
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6. POS プロセッサは、有効なフレームを SPA の System Packet Level Interface 4.2（SPI4.2）イン
ターフェイスに渡します。

7. SPI4.2 インターフェイスは SPI4.2 バスを介してフレームをホストに転送し、そこでさらに処理
およびスイッチングを行います。

パケットの出力方向パス

ここでは、2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA を経由する出力パケットのパスについて説明します。

1. ホストは SPI4.2 バスを使用して、SPA にパケットを送信します。

2. SPAはデータを該当する SPI4 チャネルの FIFO キューに格納します。

3. SPA は、パケットを SPI4 インターフェイスから POS プロセッサに渡します。そこでパケット
は POS フレームにカプセル化され、FCS が付加されます。

4. POS フレームは SONET/SDH フレーマに送信され、SONET ペイロードに格納されます。

5. フレーマは FCS および SONET/SDH オーバーヘッドを付加します。

6. フレーマはデータを SFP 光モジュールに送信して、そこからネットワークに送信します。



第 14章      POS SPA の概要
SPA ハードウェア タイプの表示

14-13
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

SPA ハードウェア タイプの表示
 Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された SPA ハードウェア タイプを確認するには、show diags コ
マンドを使用します。その他のハードウェア情報については、show interfaces コマンドまたは show
controllers コマンドも使用できます。Cisco 12000 シリーズ ルータのその他のコマンドを使用して、
SPA ハードウェア情報を表示することもできます。これらのコマンドの詳細については、このマ
ニュアルの 「POS SPA のコマンドの概要」と「SIP および SPA のコマンド」の章を参照してください。

表 14-2 に、Cisco 12000 シリーズ ルータでサポートされている SPA のタイプごとに、show コマン
ド出力に表示されるハードウェアの説明を示します。

表 14-2 show コマンドで表示される SPA ハードウェアの説明

SPA
show interfaces 
コマンドの説明 show diags コマンドの説明

1 ポート 
OC-192c/STM-64 
POS/RPR SPA

Hardware is Packet over 
SONET

1-port OC192/STM64 POS/RPR Shared Port 
Adapter / SPA-OC192POS-VSR / 
SPA-OC192POS-LR

1 ポート 
OC-192c/STM-64 
POS/RPR XFP SPA

Hardware is Packet over 
SONET

1-port OC192/STM64 POS/RPR XFP Optics 
Shared Port Adapter / SPA-OC192POS-XFP

2 ポート OC-48c/STM-16 
POS SPA

Hardware is Packet over 
SONET

2-port OC48/STM16 POS/RPR Shared Port 
Adapter / SPA-2XOC48POS/RPR

2 ポート OC-3c/STM-1 お
よび OC-12c/STM-4 POS 
SPA

Hardware is Packet over 
SONET

2-port OC12/STM4 POS Shared Port Adapter / 
SPA-2XOC12-POS 

4 ポート OC-3c/STM-1 
POS SPA

Hardware is Packet over 
SONET

4-port OC3/STM1 POS Shared Port Adapter / 
SPA-2XOC3-POS

4 ポート OC-3c/STM-1 お
よび OC-12c/STM-4 POS 
SPA

Hardware is Packet over 
SONET

4-port OC12/STM4 POS Shared Port Adapter / 
SPA-4XOC12-POS

8 ポート OC-3c/STM-1 
POS SPA

Hardware is Packet over 
SONET

8-port OC3/STM1 POS Shared Port Adapter / 
SPA-8XOC3-POS

8 ポート OC-3c/STM-1 お
よび OC-12c/STM-4 POS 
SPA

Hardware is Packet over 
SONET

8-port OC12/STM4 POS Shared Port Adapter / 
SPA-8XOC12-POS
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show interfaces コマンドの例
次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのシャーシ スロット 1 に SIP が搭載され、そのサブスロット 1
に 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA が搭載されている場合に、その唯一のインターフェイス
ポート（0）に対して show interfaces コマンドを実行した場合の出力例を示します。

Router#show interfaces pos 1/1/0
POS1/1/0 is up, line protocol is up
  Hardware is Packet over SONET
  Internet address is 10.41.41.2/24
  MTU 4470 bytes, BW 9952000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 32, loopback not set
  Keepalive not set
  Scramble enabled
  Last input 00:00:59, output 00:00:11, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:00:14
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
        Available Bandwidth 9582482 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
              0 parity
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     1 packets output, 314 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのシャーシ スロット 0 に SIP が搭載され、そのサブスロット 0
に 2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA が搭載されている場合に、その最初のインターフェイス ポー
ト（0）に対して show interfaces コマンドを実行した場合の出力例を示します。

Router# show interfaces pos3/0/0 
POS3/0/0 is down, line protocol is down 
  Hardware is Packet over SONET 
  MTU 4470 bytes, BW 2488000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255 
  Encapsulation HDLC, crc 32, loopback not set 
  Keepalive set (10 sec) 
  Scramble enabled 
  Last input never, output never, output hang never 
  Last clearing of "show interface" counters never 
  Queueing strategy: fifo 
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 
        Available Bandwidth 2395851 kilobits/sec 
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer 
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 
              0 parity 
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 
     0 output errors, 0 applique, 1 interface resets 
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 
     1 carrier transitions
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show diags コマンドの例
次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのシャーシ スロット 2 に SIP が搭載され、そのサブスロット 0
に 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA が搭載されている場合に、show diags コマンドを実
行した場合の出力例を示します。

Router# show diags subslot 2/0 

SUBSLOT  2/0 (SPA-OC192POS-XFP): 1-port OC192/STM64 POS/RPR XFP Optics Shared Port 
Adapter
        Product Identifier (PID) : SPA-OC192POS-XFP    
        Version Identifier (VID) : V01 
        PCB Serial Number        : PRTA1304177
        Top Assy. Part Number    : 68-2190-01
        Top Assy. Revision       : A0  
        Hardware Revision        : 2.1
        CLEI Code                : UNASSIGNED
        Insertion Time           : 3d08h (00:18:18 ago)
        Operational Status       : ok

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのシャーシ スロット 3 に SIP が搭載され、そのサブスロット 0
に 2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA が搭載されている場合に、show diags コマンドを実行した場
合の出力例を示します。

Router# show diags subslot 3/0         

SUBSLOT  3/0 (SPA-2XOC48POS/RPR): 2-port OC48/STM16 POS/RPR Shared Port Adapter
        Product Identifier (PID) : SPA-2XOC48-POS/RPR  
        Version Identifier (VID) : V01 
        PCB Serial Number        : JAB0922079S 
        Top Assy. Part Number    : 68-2226-01 
        Top Assy. Revision       : 32  
        Hardware Revision        : 1.0 
        CLEI Code                : 
        Insertion Time           : 00:00:37 (00:04:50 ago) 
        Operational Status       : ok
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show controllers コマンドの例
次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのシャーシ スロット 1 に SIP が搭載され、そのサブスロット 1
に 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA が搭載されている場合に、その唯一のインターフェイス
ポート（0）に対して show controllers pos コマンドを実行した場合の出力例を示します。

Router# show controllers pos 1/1/0
POS1/1/0
SECTION
  LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0
LINE
  AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0
PATH
  AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0
  LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None
Active Alarms:  None
Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET
APS

  COAPS = 0          PSBF = 0
  State: PSBF_state = False
  ais_shut = FALSE
  Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 00, C2 = 16
  Remote aps status (none); Reflected local aps status (none)
CLOCK RECOVERY
  RDOOL = 0
  State: RDOOL_state = False
PATH TRACE BUFFER : STABLE
  Remote hostname : Test
  Remote interface: POS2/0/0
  Remote IP addr  : 10.41.41.1
  Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 08/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6
TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6
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15

POS SPA の設定

この章では、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された Packet over SONET（POS）Shared Port Adapter
（SPA）の設定方法について説明します。この章の内容は次のとおりです。

• 設定作業（p.15-2）

• インターフェイスの設定の確認（p.15-24）

• 設定例（p.15-26）

 システム イメージおよびコンフィギュレーション ファイルの管理方法については、『Cisco IOS
Configuration Fundamentals Configuration Guide』 Release 12.0 および『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference』 Release 12.0 を参照してください。

この章で使用しているコマンドの詳細については、まず新規コマンドまたは変更されたコマンドが

記載されている第 19 章「SIP および SPA コマンド リファレンス」を参照してください。関連する
Cisco IOS Release 12.0 ソフトウェア コマンド リファレンスおよびマスター インデックスも参照し
てください。これらのマニュアルの入手方法については、「関連資料」の項を参照してください。
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設定作業

ここでは、POS SPA の設定方法、および設定を確認する方法について説明します。

内容は、次のとおりです。

• 必要な設定作業（p.15-2）

• SPA のインターフェイス アドレスの指定（p.15-4）

• インターフェイスの MTU サイズの変更（p.15-5）

• POS フレーミングの変更（p.15-6）

• キープアライブ インターバルの変更（p.15-7）

• CRC サイズの変更（p.15-8）

• クロック ソースの変更（p.15-9）

• SONET ペイロード スクランブリングの変更（p.15-10）

• カプセル化タイプの設定（p.15-11）

• APS の設定（p.15-12）

• POS アラーム トリガー遅延の設定（p.15-13）

• SDCC の設定（p.15-16）

• DPT 機能の設定（p.15-17）

• 設定の保存（p.15-23）

• SPA でのインターフェイスのシャットダウンおよび再起動（p.15-23）

必要な設定作業

ここでは、POS SPA を設定するために必要な設定手順を示します。設定が必要なコマンドの中に
は、ネットワークに最適なデフォルト値を提供するものがあります。そのデフォルト値がネット

ワークに適している場合は、そのコマンドを設定する必要はありません。このようなコマンドの説

明カラムには、「（必要に応じて）」と示されています。

POS SPA を設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 説明

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 2 Router(config)# interface pos 
slot/subslot/port

設定する POS インターフェイスを指定して、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの位置を指定
します。「SPA のインターフェイス アドレスの指
定」（p.15-4）を参照してください。
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ステップ 3 Router(config-if)# ip address ip-address mask 
[secondary]

インターフェイスのプライマリまたはセカンダリ IP
アドレスを設定します。

• ip-address ― インターフェイスの IP アドレスを指
定します。

• mask ― 関連付けられた IP サブネットのマスクを
指定します。

• secondary ― （任意）設定されたアドレスがセカ
ンダリ IP アドレスになるように指定します。この
キーワードを省略すると、設定されたアドレスは

プライマリ IP アドレスとなります。

ステップ 4 Router(config-if)# pos framing {sonet | sdh} （必要に応じて）POS フレーミング タイプを指定しま
す。

• sonet ― OC レートの SONET フレーミングをイ
ネーブルにします。これは、デフォルト値です。

• sdh ― STM レートの Synchronous Digital Hierarchy
（SDH; 同期デジタル ハイアラーキ）フレーミング
をイネーブルにします。

POS フレーミング タイプは、POS リンクの両端で同
じ設定にする必要があります。

ステップ 5 Router(config-if)# mtu bytes （必要に応じて）インターフェイスの Maximum
Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）（またはパ
ケット サイズ）を設定します。

• bytes ― パケットの最大バイト数を指定します。
デフォルト値は 4470 バイトです。

ステップ 6 Router(config-if)# keepalive [period [retries]]（必要に応じて）Cisco IOS ソフトウェアがネットワー
ク インターフェイスをアクティブに保つために、リン
クの反対側にメッセージを送信する頻度を指定しま

す。

• period ― キープアライブ パケットの送信間隔を
秒単位で指定します。デフォルトは 10 秒です。

• retries ― デバイスからキープアライブ パケット
を送信して、応答がなかった場合に、インター

フェイスをダウンさせる基準となるパケット送

信回数を指定します。デフォルトは 5 回です

キープアライブは POS リンクの両端で同じ設定にす
る必要があります。

ステップ 7 Router(config-if)# crc [16 | 32] （必要に応じて）CRC の長さを指定します。

• 16 ― 16 ビット長の CRC を指定します。これは、
デフォルト値です。

• 32 ― 32 ビット長の CRC を指定します。

CRC サイズは POS リンクの両端で同じ設定にする必
要があります。

コマンド 説明
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SPA のインターフェイス アドレスの指定
SPA インターフェイス ポートの番号は、左から右に向かって 0 から順に付けられます。単一ポート
の SPA では、ポート番号 0 のみを使用します。SPA インターフェイスを設定またはモニタするに
は、CLI（コマンドライン インターフェイス）で SPA Interface Processor（SIP）、SPA、およびイン
ターフェイスの物理位置を指定する必要があります。インターフェイス アドレス フォーマットは、
slot/subslot/port です。

• slot ― SIP が装着された Cisco 12000 シリーズ ルータのシャーシ スロット番号を指定します。

• subslot ― SPA が装着された SIP セカンダリ スロットを指定します。

• port ― SPA の各インターフェイス ポートの番号を指定します。

次に、シャーシ スロット 3 に SIP（0）が搭載されていて、その最初のサブスロットに SPA が搭載
されている場合、この SPA の最初のインターフェイス（0）を指定する例を示します。

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

このコマンドは代表的な例としてシリアル SPA を表示していますが、その他の SPA（ATM や POS
など）およびその他の非チャネライズド SPA でも、これと同じ slot/subslot/port を同様に使用します。

ステップ 8 Router(config-if)# clock source {line | 
internal}

（必要に応じて）POS リンクのクロック ソースを指定
します。

• line ― リンクは回線から回復したクロックを使
用します。これは、デフォルト値です。

• internal ― リンクは内部クロック ソースを使用
します。

ステップ 9 Router(config-if)# encapsulation 
encapsulation-type

（必要に応じて）インターフェイスで使用するカプセ

ル化方式を指定します。

• encapsulation-type ―  HDLC（ハイレベル データリ
ンク制御）、PPP（ポイントツーポイント プロト
コル）、またはフレーム リレーを指定できます。
デフォルトのカプセル化は HDLC です。

カプセル化は POS リンクの両端で同じ設定にする必
要があります。

（注） Cisco IOS Release 12.0(31)S では、POS SPA は
フレーム リレーをサポートしません。

ステップ 10 Router(config-if)# pos scramble-atm （必要に応じて）SONET ペイロード スクランブリング
をイネーブルにします。

デフォルト設定では、SONET ペイロード スクランブ
リングはイネーブルです。

SONET ペイロード スクランブリングは POS リンク
の両端で同じ設定にする必要があります。

ステップ 11 Router(config-if)# no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。

コマンド 説明
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インターフェイスの MTU サイズの変更
Cisco IOS ソフトウェアは、プロトコル スタックのレベルに応じて、3 つの異なるタイプの設定可
能な MTU オプションをサポートします。

• インターフェイス MTU ― ネットワークから着信したトラフィックが、SPA によって調べられ
ます。インターフェイス タイプごとに、サポートされるインターフェイス MTU サイズおよび
デフォルト値は異なります。インターフェイス MTU は、廃棄される前にインターフェイスで
受信可能な最大パケット サイズ（バイト数）を定義します。フレームがインターフェイス MTU
サイズよりも小さく、3 バイトのペイロード サイズ以上である場合、フレームの処理は継続さ
れます。

• IP MTU ― サブインターフェイスに設定できます。パケットを分割するかどうかを判別するた
めに、Cisco IOS ソフトウェアで使用されます。IP パケットが IP MTU サイズを超過すると、パ
ケットは分割されます。

• タグまたは Multiprotocol Label Switching（MPLS;マルチプロトコル ラベル スイッチング）MTU
― サブインターフェイスに設定できます。最大 6 つの異なるラベル（タグ ヘッダー）をパケッ
トに付加できます。ラベルの最大数は、Cisco IOS ソフトウェア リリースによって異なります。

カプセル化方式および MPLS MTU ラベル数に応じて、パケットに余分なオーバーヘッドが追加さ
れます。たとえば、SNAP カプセル化の場合はイーサネット パケットに 8 バイト ヘッダーが追加さ
れますが、dot1q カプセル化の場合は 2 バイト ヘッダーが追加されます。また、MPLS ラベルごと
に、4 バイト ヘッダーが追加されます（ラベル数 n× 4 バイト）。

インターフェイス MTU の設定時の注意事項

POS SPA にインターフェイス MTU サイズを設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• MPLS も使用している場合は、mpls mtu コマンドをインターフェイス MTU 以下の値に設定し
てください。

• インターフェイス MTU サイズを変更した場合に、設定された MTU サイズにオーバーヘッド用
の 88 バイト、および設定された CRC 用の 2 または 4 バイトを加えた値を超過するパケットが
インターフェイスで受信されると、ジャイアント カウンタが増加します。

たとえば、最大 MTU サイズが 9216 バイトの場合、次のようなときにジャイアント カウンタ
は増加します。

－ 16 ビット CRC（または FCS）に対して、9306 バイトを超えるパケットを受信した場合
（9216 + 88 + 2） 

－ 32 ビット CRC に対して、9308 バイトを超えるパケットを受信した場合（9216 + 88 + 4）

• フレーム リレー Local Management Interface（LMI;ローカル管理インターフェイス）プロトコル
では、すべての Permanent Virtual Circuit（PVC; 相手先固定接続）ステータス レポートが単一パ
ケットに格納されていなければなりません。デフォルト MTU サイズの 4470 バイトを使用した
場合は、Data-Link Connection Identifier（DLCI）の値が 890 に制限されます。次の式は、設定さ
れたインターフェイス MTU の最大 DLCI の判別方法を示します。

－ 最大 DLCI ＝（MTU バイト – 20）/（DLCI ごとに 5 バイト）

－ デフォルト MTU の最大 DLCI ＝（4470 – 20）/5 ＝ インターフェイスごとに 890 個の DLCI
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インターフェイス MTU の設定作業

インターフェイスの MTU サイズを変更するには、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドで次のコマンドを使用します。

デフォルトの MTU サイズに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

MTU サイズの確認

インターフェイスの MTU サイズを確認するには、show interfaces posイネーブル EXEC コマンドを
使用して、[MTU] フィールドの値を調べます。

次に、Cisco 7600 シリーズ ルータのスロット 2 に SIP が搭載され、そのサブスロット 1 に SPA が搭
載されている場合、そのインターフェイス ポート 0（最初のポート）の MTU サイズが 4470 バイト
である例を示します。

Router# show interfaces pos 2/1/0 
POS2/1/0 is up, line protocol is up (APS working - active)
  Hardware is Packet over Sonet
  Internet address is 10.1.1.1/24
  MTU 4470 bytes, BW 155000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255.
.
.
.

POS フレーミングの変更
POS フレーミングは SONET または SDH に指定できます。SONET および SDH は、光ファイバ ネッ
トワークを介した同期データ送信に関連する一連の標準です。SONET は ANSI（米国規格協会）が
公開している標準の米国バージョンです。SDH は ITU（国際電気通信連合）が公開している標準の
国際バージョンです。

POS フレーミングを変更するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマ
ンドを使用します。

デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

コマンド 説明

Router(config-if)# mtu bytes インターフェイスの最大パケット サイズを設定します。

• bytes ― パケットの最大バイト数を指定します。デ
フォルト値は 4470 バイトです。

コマンド 説明

Router(config-if)# pos framing {sonet |
sdh}

POS フレーミング タイプを指定します。

• sonet ― OC レートの SONET フレーミングをイネー
ブルにします。これは、デフォルト値です。

• sdh ― STM レートの SDH フレーミングをイネーブ
ルにします。

POS フレーミング タイプは、POS リンクの両端で同じ設
定にする必要があります。
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POS フレーミングの確認

POS フレーミングを確認するには、show controllers pos イネーブル EXEC コマンドを使用して、
[Framing] フィールドの値を調べます。次に、シャーシ スロット 3 に SPA Interface Processor（SIP）
が搭載され、そのサブスロット 2 に POS SPA が搭載されている場合、この SPA の最初のインター
フェイス（0）の POS フレーミング モードが SONET に設定されている例を示します。

Router# show controllers pos 3/2/0
POS3/2/0 
SECTION 
LOF = 0 LOS = 0 BIP(B1) = 0 
LINE 
AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B2) = 0 
PATH 
AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B3) = 0 
PLM = 0 UNEQ = 0 TIM = 0 TIU = 0 
LOP = 0 NEWPTR = 0 PSE = 0 NSE = 0 

Active Defects: None 
Active Alarms: None 
Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA 

Framing: SONET 
APS 

COAPS = 0 PSBF = 0 
State: PSBF_state = False 
Rx(K1/K2): 00/00 Tx(K1/K2): 00/00 
Rx Synchronization Status S1 = 00 
S1S0 = 00, C2 = CF 
Remote aps status (none); Reflected local aps status (none) 
CLOCK RECOVERY 
RDOOL = 0 
State: RDOOL_state = False 
PATH TRACE BUFFER: STABLE 
Remote hostname : sip-sw-7600-2 
Remote interface: POS3/2/1 
Remote IP addr : 0.0.0.0 
Remote Rx(K1/K2): 00/00 Tx(K1/K2): 00/00 

BER thresholds: SF = 10e-3 SD = 10e-6 
TCA thresholds: B1 = 10e-6 B2 = 10e-6 B3 = 10e-6 

Clock source: internal 

キープアライブ インターバルの変更
キープアライブ機能がイネーブルである場合は、キープアライブ パケットが指定間隔で送信され
て、インターフェイスをアクティブに保ちます。キープアライブ インターバルは、POS リンクの両
端で同じ設定にする必要があります。
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キープアライブ インターバルを変更するには、インターフェイス コンフィギュレーション モード
で次のコマンドを使用します。

キープアライブ パケットをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

キープアライブ インターバルの確認

キープアライブ インターバルを確認するには、show interfaces pos イネーブル EXEC コマンドを使
用して、[Keepalive] フィールドの値を調べます。

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 2 に SIP が搭載され、そこに POS SPA が搭載されて
いる場合、そのインターフェイス ポート 0 でキープアライブがイネーブルである例を示します。

Router# show interfaces pos 2/0/0
Hardware is Packet over Sonet
Internet address is 10.1.1.1.2
MTU 9216 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, 
rxload 1/255

      Keepalive set (10 sec)
.
.
.

CRC サイズの変更
CRC は、数値計算を使用して送信データ内のエラーを検出するエラーチェック方式です。CRC サ
イズは FCS のビット長を示します。

CRC サイズは POS リンクの両端で同じ設定にする必要があります。

CRC サイズを変更するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを
使用します。

デフォルトの CRC サイズに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

コマンド 説明

Router(config-if)# keepalive [period 
[retries]]

Cisco IOS ソフトウェアがネットワーク インターフェイ
スをアクティブに保つために、リンクの反対側にメッ

セージを送信する頻度を指定します。

• period ― キープアライブ パケットの送信間隔を秒単
位で指定します。デフォルトは 10 秒です。

• retries ― デバイスからキープアライブ パケットを送
信して、応答がなかった場合に、インターフェイス

をダウンさせる基準となるパケット送信回数を指定

します。デフォルトは 5 回です

コマンド 説明

Router(config-if)# crc [16 | 32] （必要に応じて）CRC の長さを指定します。

• 16 ― 16 ビット長の CRC を指定します。これは、デ
フォルト値です。

• 32 ― 32 ビット長の CRC を指定します。

CRC サイズは POS リンクの両端で同じ設定にする必要
があります。
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CRC サイズの確認

CRC サイズを確認するには、show interfaces pos イネーブル EXEC コマンドを使用して、[CRC]
フィールドの値を調べます。

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 2 に SIP が搭載され、そこに POS SPA が搭載されて
いる場合、そのインターフェイス ポート 0 の CRC サイズが 16 である例を示します。

Router# show interfaces pos 2/0/0
Hardware is Packet over Sonet
Internet address is 10.1.1.2.1
MTU 9216 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec reliability 255/255, txload 1/255, 
rxload 1/255

Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
.
.
.

クロック ソースの変更
クロック ソースが internal の場合、インターフェイスは内部クロックに基づいて、送信されたデー
タをクロッキングします。クロック ソースが line の場合、インターフェイスは回線の受信データ
ストリームから回復したクロックに基づいて、送信されたデータをクロッキングします。

POS ルータ インターフェイスの推奨クロック ソース設定については、次の URL にある『Configuring
Clock Settings on POS Router Interfaces』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk607/technologies_tech_note09186a0080094bb9.shtml

クロック ソースを変更するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマン
ドを使用します。

デフォルトのクロック ソースに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

クロック ソースの確認

クロック ソースを確認するには、show controllers pos イネーブル EXEC コマンドを使用して、[Clock
source] フィールドの値を調べます。

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 2 に SIP が搭載され、そのサブスロット 0 に POS SPA
が搭載されている場合、そのインターフェイス ポート 0 のクロック ソースが internal である例を示
します。

コマンド 説明

Router(config-if)# clock source {line | 
internal}

POS リンクのクロック ソースを指定します。

• line ― リンクは回線から回復したクロックを使用し
ます。これは、デフォルト値です。

• internal ― リンクは内部クロック ソースを使用しま
す。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk607/technologies_tech_note09186a0080094bb9.shtml
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Router# show controllers pos 2/0/0
POS2/0/0
SECTION
LOF = 0 LOS = 1 BIP(B1) = 7
LINE
AIS = 0 RDI = 1 FEBE = 20 BIP(B2) = 9
PATH
AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B3) = 5
PLM = 0 UNEQ = 0 TIM = 0 TIU = 0
LOP = 0 NEWPTR = 0 PSE = 0 NSE = 0

Active Defects: None
Active Alarms: None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA LAIS LRDI B2-TCA PAIS PLOP PRDI PUNEQ 
B3-TCA RDOOL 

APS

COAPS = 2 PSBF = 0 
State: PSBF_state = False
Rx(K1/K2): 00/00 Tx(K1/K2): 00/00
Rx Synchronization Status S1 = 00
S1S0 = 02, C2 = CF
CLOCK RECOVERY
RDOOL = 0 
State: RDOOL_state = False
PATH TRACE BUFFER: STABLE
Remote hostname : RouterTester. Port 102/1 
Remote interface: 
Remote IP addr : 
Remote Rx(K1/K2): / Tx(K1/K2): / 

BER thresholds: SF = 10e-5 SD = 10e-6
TCA thresholds: B1 = 10e-6 B2 = 10e-6 B3 = 10e-6

Clock source: internal
.
.
.

SONET ペイロード スクランブリングの変更
SONET ペイロード スクランブリングは、十分なビット転送密度を保証するために、自己同期スク
ランブラ（x43+1）をインターフェイスの Synchronous Payload Envelope（SPE; 同期ペイロード エン
ベロープ）に適用します。

デフォルト設定では、SONET ペイロード スクランブリングはディセーブルです。

SONET ペイロード スクランブリングは POS リンクの両端で同じ設定にする必要があります。

SONET ペイロード スクランブリングを変更するには、インターフェイス コンフィギュレーション
モードで次のコマンドを使用します。

SONET ペイロード スクランブリングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

コマンド 説明

Router(config-if)# pos scramble-atm SONET ペイロード スクランブリングをイネーブルにし
ます。
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SONET ペイロード スクランブリングの確認

SONET ペイロード スクランブリングを確認するには、show interfaces pos イネーブル EXEC コマン
ドを使用して、[Scramble] フィールドの値を調べます。

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 2 に SIP が搭載され、そのサブスロット 0 に POS SPA
が搭載されている場合、そのインターフェイス ポート 0 の SONET ペイロード スクランブリングが
ディセーブルである例を示します。

Router# show interfaces pos 2/0/0
Hardware is Packet over Sonet
Internet address is 10.0.0.1/24
MTU 9216 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, 

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set

Keepalive not set
Scramble disabled

.

.

.

カプセル化タイプの設定

デフォルトでは、POS インターフェイスは HDLC カプセル化をサポートします。カプセル化方式に
は HDLC、PPP、またはフレーム リレーを指定できます。カプセル化タイプは POS リンクの両端で
同じ設定にする必要があります。

（注） Cisco IOS Release 12.0(31)S では、POS SPA はフレーム リレーをサポートしません。Cisco IOS Release
12.0(32)S 以降は、POS SPA でフレーム リレーがサポートされます。

カプセル化方式を変更するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマン
ドを使用します。

カプセル化タイプの確認

カプセル化タイプを確認するには、show interfaces pos イネーブル EXEC コマンドを使用して、
[Encapsulation] フィールドの値を調べます。

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 2 に SIP が搭載され、そのサブスロット 0 に POS SPA
が搭載されている場合、そのポート 0 のカプセル化タイプが HDLC である例を示します。

Router# show interfaces pos 2/0/0
Hardware is Packet over Sonet

  Internet address is 10.0.0.1/24
  MTU 9216 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, 
  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set

Keepalive not set
Scramble disabled

.

.

.

コマンド 説明

Router(config-if)# encapsulation 
encapsulation-type

インターフェイスで使用するカプセル化方式を指定します。

• encapsulation-type ―  HDLC、PPP、またはフレーム リ
レーを指定できます。デフォルトは HDLC です。
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APS の設定
Automatic Protection Switching（APS; 自動保護スイッチング）を使用すると、回路が故障した場合に
POS 回路を切り替えることができます。通常は、SONET 機器を Telco 機器に接続する場合に必要で
す。APS は、SONET ネットワーク内の「保護」POS インターフェイスを、「現用」POS インター
フェイスのバックアップとして使用するメカニズムです。現用インターフェイスに障害が発生する

と、保護インターフェイスがただちにトラフィック負荷を引き継ぎます。設定に応じて、同じルー

タまたは異なるルータ内の 2 つの回路が終端することがあります。

APS の詳細については、次の URL にある『A Brief Overview of Packet Over SONET APS』を参照して
ください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk607/technologies_tech_note09186a0080093eb5.shtml

現用 POS 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。

POS インターフェイスの現用インターフェイス設定を解除するには、このコマンドの no 形式を使
用します。

保護 POS 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。

POS インターフェイスの保護インターフェイス設定を解除するには、このコマンドの no 形式を使
用します。

APS 設定の確認

APS 設定を確認したり、スイッチオーバーが発生したかどうかを判別するには、show aps コマンド
を使用します。

次に、現用インターフェイスが設定されたルータの例を示します。この例では、POS インターフェ
イス 0/0/0 はグループ 1 の現用インターフェイスとして設定され、選択されています（つまり、ア
クティブになっています）。

Router# show aps
POS0/0/0 working group 1 channel 1 Enabled Selected 

コマンド 説明

Router(config-if)# aps working circuit-number POS インターフェイスを現用 APS インターフェ
イスとして設定します。

• circuit-number ― 現在の現用インターフェイ
スに対応付ける回路番号を指定します。

コマンド 説明

Router(config-if)# aps protect circuit-number 
ip-address

POS インターフェイスを保護 APS インターフェ
イスとして設定します。

• circuit-number ― 保護インターフェイスとし
てイネーブルにする回路番号を指定します。

• ip-address ― 現用 POS インターフェイスが設
定されたルータの IP アドレスを指定します。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk607/technologies_tech_note09186a0080093eb5.shtml
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次に、保護インターフェイスが設定されたルータの例を示します。この例では、POS インターフェ
イス 2/1/1 はグループ 1 の保護インターフェイスとして設定されています。出力には、10.0.0.1 の IP
アドレスを持つルータに現用チャネルが設定されていて、現在選択されているインターフェイスが

イネーブルであることも示されています。

Router# show aps
POS2/1/1 APS Group 1: protect channel 0 (inactive)
Working channel 1 at 10.0.0.1 (Enabled)
  SONET framing; SONET APS signalling by default
  Remote APS configuration: (null)
.
.
.

POS アラーム トリガー遅延の設定
トリガーは、アクティブな場合に、回線プロトコルをダウンさせるアラームです。POS アラーム ト
リガー遅延は、断続的な問題によって回線プロトコルがディセーブルにならないようにして、POS
インターフェイスのアップストリームを確保する場合に役立ちます。トリガー アラームが受信され
ると、POSアラーム トリガー遅延機能は回線プロトコルのダウン設定を遅らせます。断続的問題が
原因でトリガー アラームが送信された場合は、機能している回線プロトコルのダウンを POS ア
ラーム トリガー遅延によって防止できます。

ラインレベルおよびセクションレベル トリガー

pos delay triggers line コマンドは、内部で保護された Dense Wavelength Division Multiplexing（DWDM;
高密度波長分割多重）システムに接続された POS ルータ インターフェイスに使用します。このコ
マンドは、現用 APS または保護 APS として設定されたインターフェイスでは無効です。通常、ラ
インレベルまたはセクションレベル アラームが数ミリ秒間発生すると、リンクがダウンし、アラー
ムが解除されてから 10 秒が経過するまで続きます。延期を設定すると、リンクダウンのトリガー
を 100 ミリ秒間遅らせることができます。アラーム状態が 100 ミリ秒を超えるとリンクはダウンし、
100 ミリ秒が経過する前にアラームが解除されれば、リンクはダウンしません。

次のラインレベルおよびセクションレベル アラームは、デフォルトで、回線プロトコルをダウンさ
せるトリガーです。

• Line Alarm Indication Signal（LAIS; 回線アラーム検出信号）

• Section Loss Of Signal（SLOS）

• Section Loss Of Frame（SLOF）

pos delay triggers line コマンド発行すると、インターフェイスの回線プロトコルのダウン トリガー
を遅らせることができます。遅延は 50 ～ 10,000 ミリ秒に設定できます。デフォルト遅延は 100 ミ
リ秒です。
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POS のラインレベルまたはセクションレベル トリガーを設定するには、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。

アラーム トリガー遅延をディセーブルにするには、pos delay triggers line コマンドの no 形式を使
用します。

POS インターフェイスで報告されるアラームを判別したり、BER スレッシュホールドを表示したり
するには、show controllers pos コマンドを使用します。

パスレベル トリガー

pos delay triggers path コマンドを使用すると、さまざまなパス アラームをトリガーとして設定した
り、50 ～ 10,000 ミリ秒のアクティベーション遅延を指定することができます。デフォルト遅延値
は 100 ミリ秒です。次のパス アラームは、デフォルトではトリガーでありません。これらのパス
アラームをトリガーとして設定し、遅延を指定することもできます。

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config-if)# pos delay triggers line 
ms

ラインレベル トリガー アラームが受信された場合に、回
線プロトコルのダウン設定を遅らせるように指定しま

す。

• ms ― 遅延（ミリ秒）を指定します。デフォルト遅延
は 100 ミリ秒です。

ステップ 2 Router(config-if)# pos threshold {b1-tca | 
b2-tca | b3-tca | sd-ber | sf-ber} rate

指定されたアラームの POS BER（ビット エラー レート）
スレッシュホールド値を設定します。

• b1-tca rate ―  B1 BER Threshold Crossing Alarm（TCA）
を指定します。デフォルト値は 6 です。

• b2-tca rate ―  B2 BER TCA を指定します。デフォル
ト値は 6 です。

• b3-tca rate ―  B3 BER TCA を指定します。デフォル
ト値は 6 です。

• sd-ber rate ― 信号劣化 BER スレッシュホールドを指
定します。デフォルト値は 6 です。

• sf-ber rate ― 信号障害 BER スレッシュホールドを指
定します。デフォルト値は 3 です。

• rate ― 3 ～ 9（10e-n）の BER を指定します。デフォ
ルト値は、設定されたスレッシュホールドのタイプ

によって異なります。

ステップ 3 Router(config-if)# pos ais-shut 指定された POS インターフェイスに shutdown コマンド
を発行したあとに、Line Alarm Indication Signal（AIS-L; 回
線アラーム検出信号）をリンクの反対側に送信します。

show controllers pos コマンドを使用してアラーム関連出
力が生成された場合、AIS-L は LAIS ともいいます。

デフォルトでは、AIS-L はリンクの反対側に送信されま
せん。

AIS-L の送信を止めるには、no shutdown コマンドまたは
no pos ais-shut コマンドを発行します。
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• Path Alarm Indication Signal（PAIS; パス アラーム検出信号）

• Path Remote Defect Indicator（PRDI; パス リモート障害検出）

• Path Loss of Pointer（PLOP）

• Signal Degrade（SD）BER（sd-ber）

• Signal Failure（SF）BER（sf-ber）

• B1 BER TCA（b1-tca）

• B2 BER TCA（b2-tca）

• B3 BER TCA（b3-tca）

 pos delay triggers path コマンドは、B2 および B3 エラー レートのうち大きい方を SF スレッシュ
ホールドと比較して、回線プロトコルをダウンさせることもできます。SF スレッシュホールドの
方が大きい場合、インターフェイスの回線プロトコルはダウンします。

POS パスレベル トリガーを設定するには、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。

パスレベル トリガーをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

POS アラーム トリガー遅延の確認

POS アラーム トリガー遅延を確認するには、show controllers pos イネーブル EXEC コマンドを使
用して、[Line alarm trigger delay] フィールドおよび [Path alarm trigger delay] フィールドの値を確認
します。

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 2 に SIP が搭載され、そこに POS SPA が搭載されて
いる場合、そのインターフェイス ポート 0 の POS アラーム トリガー遅延の例を示します。

Router# show controllers pos 2/0/0 details 
POS2/0/0
SECTION
LOF = 0 LOS = 1 BIP(B1) = 5
LINE
AIS = 0 RDI = 1 FEBE = 5790 BIP(B2) = 945
PATH
AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B3) = 5
PLM = 0 UNEQ = 0 TIM = 0 TIU = 0
LOP = 1 NEWPTR = 0 PSE = 0 NSE = 0

Active Defects: None
Active Alarms: None
Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA 

Line alarm trigger delay = 100 ms
Path alarm trigger delay = 100 ms
.
.
.

コマンド 説明

Router(config-if)# pos delay triggers 
path ms

パスレベル アラームがトリガーとして機能するように指
定し、パスレベル トリガーが受信された場合に、回線プ
ロトコルのダウン設定を遅らせるように指定します。

• ms ― 遅延（ミリ秒）を指定します。デフォルト遅延
は 100 ミリ秒です。
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SDCC の設定
POS SPA オーバーヘッドに埋め込まれた Section Data Communication Channel（SDCC）リンクを管
理トラフィックが通過する前に、SDCC インターフェイスを設定し、アクティブにする必要があり
ます。

（注） SDCC は、4 ポートおよび 8 ポート OC-3c/STM-1 POS SPA または 2 ポート、4 ポート、および 8
ポート OC-3c/STM-1 および OC-12c/STM-4 POS SPA ではサポートされていません。

SDCC の設定時の注意事項

POS SPA に SDCC を設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• メイン POS インターフェイスでは SDCC をイネーブルにする必要があります。

• SDCC がサポートするカプセル化は、フレーム リレーでなく、HDLC および PPP のみです。

SDCC の設定作業

POS SPA に SDCC を設定する手順は、次のとおりです。

SDCC インターフェイスの設定の確認

SDCC インターフェイスを確認するには、show interfaces sdcc イネーブル EXEC コマンドを使用し
て、[Hardware is] フィールドの値を調べます。

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# interface sdcc 
slot/subslot/port

SDCC 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 モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの位置を指定し
ます。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.15-4）を参照してください。

ステップ 2 Router(config-if)# ip address ip-address 
mask [secondary]

インターフェイスのプライマリまたはセカンダリ IP ア
ドレスを設定します。

• ip-address ― インターフェイスの IP アドレスを指定
します。

• mask ― 関連付けられた IP サブネットのマスクを指
定します。

• secondary ― （任意）設定されたアドレスがセカン
ダリ IP アドレスになるように指定します。このキー
ワードを省略すると、設定されたアドレスはプライ

マリ IP アドレスとなります。

ステップ 3 Router(config-if)# no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。
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次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 5 に SIP が搭載され、そのサブスロット 0 に POS SPA
が搭載されている場合、その SDCC インターフェイス ポート 1 の例を示します。

Router# show interfaces sdcc 5/0/1
SDCC5/0/1 is up, line protocol is up 

Hardware is SDCC
Internet address is 10.14.14.14/8
MTU 1500 bytes, BW 155000 Kbit, DLY 20000 usec, 

reliability 5/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
Keepalive not set
Last input 00:01:24, output never, output hang never
Last clearing of ''show interface'' counters 00:01:30
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 packets input, 520 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

5 packets output, 520 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions

DPT 機能の設定
ここでは、Cisco 12000 シリーズ ルータ上の SIP および SPA でサポートされる Dynamic Packet
Transport（DPT; ダイナミック パケット トランスポート）機能について説明します。これには、DPT
機能に関する SIP および SPA 固有の設定時の注意事項と制約事項が含まれます。SIP および SPA で
サポートされる機能の多くは、Cisco 12000 シリーズ ルータ上の他の DPT 製品の場合と同様に動作
します。ただし、Cisco 12000 シリーズ ルータ上のそれらの機能に関する追加の設定情報を提供す
るマニュアル リンクを利用する前に、本マニュアルで説明する製品固有の設定時の注意事項を適用
してください。

SRP の設定

Spatial Reuse Protocol（SRP）は、シスコが開発した MAC レイヤ プロトコルであり、シスコの DPT
製品ファミリーと併せて使用されます。SRP は、ネットワークへのアクセスに必要なトークンがな
くても複数のノードが同時に送信を行うことができる双方向の Dual Counter-Rotating Ring トポロ
ジーにおいて、光ファイバ メディアを使用して実装されます。

Spatial Reuse は、リングの総帯域幅を増加させるためにリングで使用されるコンセプトです。ユニ
キャスト トラフィックが、トークン リング や FDDI といった従来のリングベースのプロトコルの
ようにリング全体ではなく、送信元ノードと宛先ノード間のリング スパンに沿ってのみ伝送される
ため、帯域幅を効率的に使用できます。以前のテクノロジーでは送信元ストリッピングが使用され

ますが、SRP ではパケットの宛先ストリッピングが使用されます。送信元ストリッピングでは、パ
ケットは、送信元によって削除されるまでリング全体を巡回します。以前のテクノロジーでは、送

信元ノードと宛先ノードがリング上で隣接している場合でも、パケットが送信元に戻って削除され

るまでリング全体を周るため、帯域幅が浪費されます。SRP では、読み取られたあとに宛先ノード
でパケットが削除されるため、利用可能な帯域幅の使用が効率化されます。



第 15章      POS SPA の設定
設定作業

15-18
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

SRP は、次のサービスのいくつかを提供します。

• トポロジー検出 ― 各 SRP ノードのネットワーク トポロジー マップをアップデートします。各
ノードは、両方のリングで定期的に、または必要に応じてトポロジー検出パケットを送出する

ことによって、トポロジー検出を実行します。通常、外側のリングで受信されたトポロジー パ
ケットが処理されます。このパケットは、ノードからノードへとリング上を移動するポイント

ツーポイント パケットです。各ノードはパケットにその MAC アドレスを付加し、長さのフィー
ルドをアップデートしてから、リング上の次のホップへ送信します。トポロジー検出パケット

を作成したノードに検出パケットが戻ってくると、そのノードはパケット内の情報を読み取

り、それに応じてトポロジー マップをアップデートします。

• Intelligent Protection Switching（IPS; インテリジェント保護スイッチング） ― 光ファイバや機器
の障害または信号劣化を検出し、そこから復旧します。障害が検出されると、障害のある方向

でやり取りされているトラフィックはラップされるか、ループバックされ、他のリング上で反

対方向に伝送されます。ラップは、IPS プロトコルの制御下で、障害に隣接したノードにおい
て実行されます。

• Single Ring Recovery（SRR） ― 同一リング上で複数の障害を検出し、すべてのラップを削除し
てエラーのないリングをパケット送信に使用することにより、修正措置を実行します。

• ユニキャスト パケットの宛先ストリッピング

• ブロードキャストおよびマルチキャスト パケットの送信

• フロー制御の SRP Fairness Algorithm

SRP の設定時の注意事項

Cisco 12000 シリーズ ルータ上の SIP および SPA に SRP を設定するときは、次の注意事項を考慮し
ます。

• SRP をサポートする SIP および SPA の詳細については、第 14 章「POS SPA の概要」にある表
「POS 機能の互換性と制約事項（SIP と SPA の組み合わせ別）」を参照してください。

• SRP の相手は、各 SIP および SPA の取り付けに関する特定の注意事項に基づいて、同じ SIP ま
たは隣接する SIP 上に存在できます。詳細については、「SRP の相手の設定時の注意事項」
（p.15-19）を参照してください。

• SPA インターフェイスのデフォルト モードは、すべて POS です。POS モードと SRP モードを
切り替えるには、SPA インターフェイスをシャットダウンする必要があります。

• POS SPA でモードを変更すると、必ず SPA は自動的にリロードされます。

• SRP の相手の設定を変更するには、SPA インターフェイスをシャットダウンする必要がありま
す。

• SRP インターフェイスのサブインターフェイスを設定することはできません。

• 2 つのリングを識別するため、一方は「内周」リングと呼ばれ、他方は「外周」リングと呼ば
れます。SRP は、データ パケットをある方向（ダウンストリーム）に送信し、対応する制御パ
ケットを他のファイバ上で反対方向（アップストリーム）に送信することによって動作します。

SRP ノードでは、SRP の A 側を使用して外周リングのデータを受信（RX）し、内周リングの
データを送信（TX）します。また、SRP の B 側を使用して内周リングのデータを受信（RX）
し、外周リングのデータを送信（TX）します。あるノードの A 側は、隣接する SRP ノードの
B 側に接続されます。

同一の SIP 上にある複数のスロットに搭載された POS SPA で SRP を設定する場合は、番号の
小さい方のスロットとサブスロットの組み合わせを SRP インターフェイスに使用し、その SRP
インターフェイスの「A 側」とします。A 側インターフェイスのスロット番号は、SRP の相手
側（B 側）インターフェイスのスロット番号よりも小さくなる必要があります。

• SRP オプションを設定するには、ポート番号のほか、A 側インターフェイスのスロットとサブ
スロットの位置を指定する必要があります。
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SRP の相手の設定時の注意事項

Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された SIP および SPA の SRP には、次の組み合わせ規則が適用
されます。

• 2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPAには、次のガイドラインが適用されます。

－ 複数の 2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA を組み合わせることはできません。

－ 単一の 2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA では、組み合わせは 2 つの SONET ポート間で内
部的に行われるため、メイト ケーブルの配線は不要です。

• Cisco 12000 SIP-600 と Cisco 12000 SIP-601 は、最大 2 つの 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR
XFP SPA をサポートできます。

• 同一の Cisco 12000 SIP-600 または Cisco 12000 SIP-601 内で SRP 用に 2 つの 1 ポート
OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA を組み合わせるときは、それらの SPA を搭載できるのはサ
ブスロット 0 とサブスロット 1 だけです。

• 隣接する SIP に取り付けられた 2 つの SPA 間で SRP の組み合わせを設定する場合は、両方の
SIP で各 SPA を同じサブスロットに取り付ける必要があります。

たとえば、1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA または 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR
VSR Optics SPA が 1 つめの SIP のサブスロット 1 に搭載されている場合は、1 ポート
OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA または 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR VSR Optics SPA の相
手も、隣接する SIP のサブスロット 1 に搭載する必要があります。

SRP の設定作業

次の作業で、SRP の設定方法を説明します。

• SRP モードのイネーブル化（p.15-19）（必須）

• SRP オプションの設定（p.15-21）（任意）

• SRP モードから POS モードへの変更（p.15-21） （任意）

SRP モードのイネーブル化

POS/RPR SPA を取り付けると、すべての SPA インターフェイスで POS モードが自動的にイネーブ
ルになります。そのため、SRP は SPA で明示的にイネーブルにする必要があります。

SRP モードの設定時の注意事項

SRP モードをイネーブルにするときは、次の注意事項を考慮してください。

• 同一の SIP に搭載された SPA に SRP を正しく設定するには、番号の小さい方のスロットとサ
ブスロットの組み合わせに搭載された POS SPA で hw-module subslot srp コマンドを使用し、
SRP をイネーブルにする必要があります。この SPA は、ホスト SRP インターフェイスとみな
されます。

• hw-module subslot srp コマンドを設定する必要があるのは、ホスト SRP インターフェイスだけ
です。相手側の SRP インターフェイスでは設定する必要はありません。

• ホスト SRP インターフェイスは、SRP インターフェイスの「A 側」になります。同一の SIP 上
の異なるスロットに搭載された SPA を SRP 用に設定するときは、A 側インターフェイスのス
ロット番号が SRP の相手側（B 側）インターフェイスのスロット番号よりも小さくなるように
する必要があります。また、SRP オプションを設定するには、A 側インターフェイスの位置を
指定する必要があります。

• SIP は、ハードウェア ケーブル結合から受信した情報を読み取り、ご使用のソフトウェア設定
でメイト ケーブルの接続を確認します。

• SRP をイネーブルにする前に、POS インターフェイスをシャットダウンする必要があります。

• SPA モードを変更すると、SPA は自動的にリロードされます。
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• SPA 全体が POS モードまたは SRP モードのいずれかで動作します。POS モードに設定された
インターフェイスと SRP モードに設定されたインターフェイスを混在させることはできませ
ん。

ホスト SRP インターフェイスで SRP をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで開始して次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# interface pos 
slot/subslot/port

POS 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 モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの位置を指定し
ます。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.15-4）を参照してください。

ステップ 2 Router(config-if)# shutdown インターフェイスをディセーブルにし、管理上のシャッ

トダウン ステートにします。

ステップ 3 Router(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。

ステップ 4 Router(config)# hw-module subslot 
slot/subslot srp {mate slot/subslot}

POS SPA 上のすべてのインターフェイスについて、POS
SPA を POS モードから SRP モードに変更します。

• slot/subslot ―  SPA の位置を指定します。

• mate slot/subslot ― （2 ポート OC-48c/STM-16 POS
SPA では不要）SRP の相手である SPA の位置を指定
します。

ステップ 5 Router(config-if)# interface srp 
slot/subslot/port

SPA インターフェイスを SRP インターフェイスとして設
定します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの位置を指定し
ます。

ステップ 6 Router(config-if)# ip address ip-address 
mask [secondary]

インターフェイスのプライマリまたはセカンダリ IP ア
ドレスを設定します。

• ip-address ― インターフェイスの IP アドレスを指定
します。

• mask ― 関連付けられた IP サブネットのマスクを指
定します。

• secondary ― （任意）設定されたアドレスがセカン
ダリ IP アドレスになるように指定します。このキー
ワードを省略すると、設定されたアドレスはプライ

マリ IP アドレスとなります。

ステップ 7 Router(config-if)# no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。
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SRP オプションの設定

POS SPA は、Cisco 12000 シリーズ ルータ上の他の DPT 製品で使用できる SRP オプションをすべて
サポートしています。SRP オプションを設定できるのは、SRP ホスト インターフェイス（A 側イン
ターフェイス）だけです。SRP ホスト インターフェイスの詳細については、「SRP の設定時の注意
事項」（p.15-18）を参照してください。

SRP オプションの設定の詳細については、次の URL にある『Spatial Reuse Protocol Feature Guide』
を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120limit/120s/srpapsgs.htm

ホスト SRP インターフェイスで SRP オプションをイネーブルにするには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで開始して次のコマンドを使用します。

SRP モードから POS モードへの変更

POS SPA が hw-module subslot srp コマンドを使用して SRP モードに設定されている場合、このコ
マンドの no 形式を使用して、POS SPA を POS モードに戻すことができます。

注意 POS SPA でモードを変更すると、SPA は自動的にリロードされます。

POS SPA で SRP モードから POS モードに変更するには、グローバル コンフィギュレーション モー
ドで開始して次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config-if)# interface srp 
slot/subslot/port

A 側またはホスト SPA インターフェイスを選択します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの位置を指定し
ます。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.15-4）を参照してください。

ステップ 2 Router(config-if)# srp command SRP オプションを設定します。ここで、command は srp
コマンド構文オプションのいずれかです。

srp コマンドとその設定の詳細については、次の URL に
ある『Spatial Reuse Protocol Feature Guide』を参照してく
ださい。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios
120/120newft/120limit/120s/srpapsgs.htm

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# interface srp 
slot/subslot/port

SRP SPAインターフェイスを選択し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

• slot/subslot/port ― インターフェイスの位置を指定し
ます。「SPA のインターフェイス アドレスの指定」
（p.15-4）を参照してください。

ステップ 2 Router(config-if) shutdown インターフェイスをディセーブルにし、管理上のシャッ

トダウン ステートにします。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120limit/120s/srpapsgs.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120limit/120s/srpapsgs.htm
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SRR の設定

Single Ring Recovery（SRR）プロトコルは、Cisco 12000 シリーズ ルータ上の POS/RPR SPA でサポー
トされる SRP を拡張したものです。SRR プロトコルの設定方法と使用方法については、次の URL
にあるマニュアル『Single Ring Recovery Protocol』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120limit/120s/120s16/srr.htm

SRP 設定の確認

SRP インターフェイスの設定について情報を表示するには、show interfaces srp コマンドを使用し
ます。次に、その例を示します。

Router# show interfaces srp 1/0
SRP1/0 is up, line protocol is up
  Hardware is SRP over SONET, address is 0012.3456.0001 (bia 0008.200e.5954)
  Internet address is 10.4.4.1/24
  MTU 4470 bytes, BW 2488000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation SRP2,
  Side A: loopback not set
  Side B: loopback not set
     3 nodes on the ring   MAC passthrough not set
     Side A: not wrapped   IPS local: IDLE       IPS remote: IDLE
     Side B: not wrapped   IPS local: IDLE       IPS remote: IDLE
  Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:00:20
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  Side A: 5 minutes output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
          5 minutes input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Side B: 5 minutes output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
          5 minutes input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     Side A received errors:
        0 input errors, 0 CRC, 0 ignored,
        0 framer runts, 0 framer giants, 0 framer aborts,
        0 mac runts, 0 mac giants, 0 mac aborts
     Side B received errors:
        0 input errors, 0 CRC, 0 ignored,
        0 framer runts, 0 framer giants, 0 framer aborts,
        0 mac runts, 0 mac giants, 0 mac aborts

ステップ 3 Router(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。

ステップ 4 Router(config)# no hw-module subslot 
slot/subslot srp

POS SPA 上のすべてのインターフェイスについて、POS
SPA を SRP モードから POS モードに変更します。

• slot/subslot ―  SPA の位置を指定します。「SPA のイ
ンターフェイス アドレスの指定」（p.15-4）を参照し
てください。

コマンド 説明

./product/software/ios120/120newft/120limit/120s/120s16/srr.htm
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SRP 設定とリングのモニタおよび維持管理の詳細については、次の URL にある『Spatial Reuse
Protocol Feature Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120limit/120s/srpapsgs.htm

設定の保存

実行コンフィギュレーションを NVRAM（不揮発性 RAM）に保存するには、イネーブル EXEC コ
ンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

コンフィギュレーション ファイルの管理方法については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals
Configuration Guide』 Release 12.2 および『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』
Release 12.2 を参照してください。

SPA でのインターフェイスのシャットダウンおよび再起動 
SPAの任意のインターフェイス ポートを個別にシャットダウンしたり、再起動したりすることがで
きます。インターフェイスをシャットダウンすると、トラフィックが停止し、インターフェイスは

「管理上のダウン」ステートになります。

SPAの OIR（ホットスワップ）の準備を行っている場合は、SPAを非アクティブにする前に、各イ
ンターフェイスを個別にシャットダウンする必要はありません。SPA または SIP の OIR 後に、SPA
のインターフェイスを個別に再起動する必要はありません。

SPA のインターフェイスをシャットダウンするには、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。

SPA のインターフェイスを再起動するには、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。

コマンド 説明

Router# copy running-config startup-config 新しい設定を NVRAM に書き込みます。

コマンド 説明

Router(config-if)# shutdown インターフェイスをディセーブルにします。

コマンド 説明

Router(config-if)# no shutdown ディセーブル化されたインターフェイスを再起動しま

す。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120limit/120s/srpapsgs.htm
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インターフェイスの設定の確認

show running-configuration コマンドを使用して Cisco 12000 シリーズ ルータの設定を表示すること
のほかに、show interfaces pos コマンドおよび show controllers pos コマンドを使用して、POS SPA
の詳細をポートごとに表示することもできます。

ポート単位のインターフェイス ステータスの確認
POS SPAの詳細をポート単位で表示するには、show interfaces posコマンドを使用します。コマンド
出力の説明については、第 19 章「SIP および SPA コマンド リファレンス」を参照してください。

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 3 に SIP が搭載され、そのサブスロット 0 に SPA が
搭載されている場合、そのインターフェイス ポート 0（最初のポート）の出力例を示します。

Router# show interfaces pos 3/0/0
POS3/0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is Packet over Sonet
  MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, 
     reliability 194/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation FRAME-RELAY, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Scramble disabled
  LMI enq sent  18, LMI stat recvd 0, LMI upd recvd 0
  LMI enq recvd 1473, LMI stat sent  1473, LMI upd sent  0, DCE LMI up
  LMI DLCI 1023  LMI type is CISCO  frame relay DCE
  FR SVC disabled, LAPF state down
  Broadcast queue 0/256, broadcasts sent/dropped 2223/1, interface
broadcasts 1977
  Last input 00:00:05, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 04:46:02
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     47019 packets input, 163195100 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     14332 runts, 925 giants, 0 throttles
              0 parity
     17820 input errors, 1268 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 10 abort
     49252 packets output, 170900767 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 2 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     3 carrier transitions.
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ポート単位のインターフェイス統計情報のモニタ

POS SPA の詳細なアラーム情報およびエラー情報をポート単位で表示するには、show controllers
pos コマンドを使用します。コマンド出力の説明については、第 19 章「SIP および SPA コマンド リ
ファレンス」を参照してください。

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータの POS インターフェイス 4/3/0（シャーシ スロット 4 に SIP が搭
載され、そのサブスロット 3 に SPA が搭載されている場合、そのインターフェイス ポート 0）に
show controllers pos コマンドを実行した場合の出力例を示します。

Router# show controllers pos 4/3/0 
POS4/3/0
SECTION
  LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 65535
LINE
  AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 65535      BIP(B2) = 16777215
PATH
  AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 65535      BIP(B3) = 65535
  PLM = 0          UNEQ   = 0          TIM  = 0          TIU     = 0
  LOP = 0          NEWPTR = 3          PSE  = 0          NSE     = 0
Active Defects: None
Active Alarms:  None
Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA 

Framing: SONET
APS

  COAPS = 1          PSBF = 0         
  State: PSBF_state = False
  Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00
  Rx Synchronization Status S1 = 00
  S1S0 = 00, C2 = CF
  Remote aps status (none); Reflected local aps status (none)
CLOCK RECOVERY
  RDOOL = 0         
  State: RDOOL_state = False
PATH TRACE BUFFER: STABLE
  Remote hostname : woodson
  Remote interface: POS3/0/0
  Remote IP addr  : 0.0.0.0
  Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6
TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

  Clock source:  internal
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設定例

ここでは、Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された POS SPA の設定例を示します。

• 基本的なインターフェイス設定例（p.15-26）

• MTU の設定例（p.15-27）

• POS フレーミングの設定例（p.15-27）

• キープアライブの設定例（p.15-27）

• CRC の設定例（p.15-28）

• クロック ソースの設定例（p.15-28）

• SONET ペイロード スクランブリングの設定例（p.15-28）

• カプセル化の設定例（p.15-29）

• APS の設定例（p.15-29）

• POS アラーム トリガー遅延の設定例（p.15-31）

• SDCC の設定例（p.15-31）

• SRP の設定例（p.15-31）

基本的なインターフェイス設定例

次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、設定するインターフェイスを指定
し、インターフェイスの IP アドレスを設定し、インターフェイスをイネーブルにし、設定を保存
する例を示します。ここでは、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 2 に SIP が搭載され、その
サブスロット 0 に SPA が搭載されている場合、そのインターフェイス ポート 0（最初のポート）を
設定する例を示します。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
! 
! Specify the interface address
!
Router(config)# interface pos 2/0/0
!
! Configure an IP address
!
Router(config-if)# ip address 192.168.50.1 192.255.255.0
!
! Enable the interface
!
Router(config-if)# no shutdown
!
! Save the configuration to NVRAM
!
Router(config-if)# exit

Router# copy running-config startup-config
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MTU の設定例
次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのスロット 2 に SIP が搭載され、その下部サブスロット（1）に
SPA が搭載されている場合、そのインターフェイス ポート 1（2 番めのポート）の MTU を 4470 バ
イトに設定する例を示します。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
! 
! Specify the interface address
!
Router(config)# interface pos 2/1/1
!
! Configure MTU
!
Router(config-if)# mtu 4470

POS フレーミングの設定例
次に、POS フレーミングをデフォルトの SONET から SDH に変更する例を示します。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
!
! Specify the interface address
!
Router(config)# interface pos 2/1/1
! (The default pos framing is sonet)
!
!Modify the framing type
!
Router(config-if)# pos framing sdh

キープアライブの設定例

次に、キープアライブ期間をデフォルトの 10 秒から 20 秒に変更する例を示します。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
!
! Specify the interface address
!
Router(config)# interface pos 2/1/1
!
! Configure keepalive 20
!
Router(config-if)# keepalive 20 
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CRC の設定例
次に、POS SPA の CRC サイズを 32 ビットからデフォルトの 16 ビットに変更する例を示します。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
! 
! Specify the interface address
!
Router(config)# interface pos 2/1/1
!
! Configure crc 16
!
Router(config-if)# crc 16

クロック ソースの設定例
次に、クロック ソースをデフォルトの internal から line に変更する例を示します。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
! 
! Specify the interface address
!
Router(config)# interface pos 2/1/1
!
! Configure the clock source
!
Router(config-if)# clock source line

SONET ペイロード スクランブリングの設定例
次に、SONET ペイロード スクランブリングをデフォルトのディセーブルからイネーブルに変更す
る例を示します。

!Enter global configuration mode
! 
Router# configure terminal
!
! Specify the interface address
!
Router(config)# interface pos 2/1/1
!
! Configure the SONET payload scrambling
!
Router(config-if)# pos scramble-atm
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カプセル化の設定例

次に、カプセル化方式をデフォルトの HDLC から PPP に変更する例を示します。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal

! Specify the interface address

Router(config)# interface pos 2/1/1
!
! Configure ppp
!
Router(config-if)# encapsulation ppp

APS の設定例
次にルータ A およびルータ B の APS の設定、および aps group コマンドを使用して、一方のルー
タに保護インターフェイスまたは現用インターフェイスを複数設定する例を示します。図 15-1を参
照してください。

図 15-1 基本的な APS 設定

次の例では、ルータ A に現用インターフェイス、ルータ B に保護インターフェイスが設定されて
います。ルータ A の現用インターフェイスが使用不能になると、接続は自動的にルータ B の保護
インターフェイスに切り変わります。ループバック インターフェイスは相互接続に使用されます。
保護グループを 1 つ設定する場合は、aps group コマンドを使用します。
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次に、上記のようにルータ A を設定する例を示します。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
!
! Configure a loopback interface as the protect interconnect path
!
Router(config)# interface loopback 1 
Router(config-if)# ip address 10.10.10.10 255.0.0.0 

! Configure the POS interface address for the APS working interface
!
Router(config)# interface pos 2/0/0
!
! Configure the POS interface IP address and other interface parameters
!
Router(config-if)# ip address 172.16.1.8 255.255.0.0
Router(config-if)# no ip directed-broadcast
Router(config-if)# no keepalive
Router(config-if)# crc 32
!
! Configure the APS group number by which to associate APS interfaces
!
Router(config-if)# aps group 1
!
! Configure a circuit number for the APS working interface
!
Router(config-if)# aps working 1

次に、上記のようにルータ B を設定する例を示します。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
!
! Configure the POS interface address for the APS protect interface
!
Router(config)# interface pos 3/0/0 
!
! Configure the POS interface IP address and other interface parameters
!
Router(config-if)# ip address 172.16.1.9 255.255.0.0
Router(config-if)# no ip directed-broadcast
Router(config-if)# no keepalive
Router(config-if)# crc 32
!
! Configure the APS group number by which to associate APS interfaces
!
Router(config-if)# aps group 1
!
! Configure a circuit number for the protect interface and an IP address for the 
router 
! that has the APS working interface. In this case, the loopback interface address is 
! used.
!
Router(config-if)# aps protect 1 10.10.10.10 
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POS アラーム トリガー遅延の設定例
次に、POS ラインレベルおよびパスレベル アラーム トリガー遅延をデフォルトの 100 ミリ秒から
200 ミリ秒に変更する例を示します。

!Enter global configuration mode
!
Router# configure terminal
! 
! Specify the interface address
!
Router(config)# interface pos 2/1/1
!
Router(config-if)# pos delay triggers line 200
Router(config-if)# pos delay triggers path 200

SDCC の設定例
次に、SDCC インターフェイスを設定する例を示します。

!
! Specify the SDCC interface
!
Router(config)# interface sdcc 5/0/0
!
! Specify the IP address
!
Router(config-if)# ip address 10.14.14.14. 255.0.0.0
! 
! Enable the interface
!
Router(config-if)# no shutdown

SRP の設定例
次の例では、POS/RPR SPA で SRP をイネーブルにする方法を示します。

! Select the POS interface
!
Router(config)# interface pos 1/0/0
!
! Shut down the POS interface
!
Router(config-if)# shutdown
!
! Enable SRP on the host SRP SPA with optional mate CLI
! Note: When the SRP SPAs are installed in different slots on the same SIP, the SPA in 
the ! lower-numbered slot and subslot location is the side-A or host SPA. 
! In this example, the SPA installed in slot 1 and subslot 0 of the SIP is the side-A 
SPA.
!
Router(config-if)# exit
Router(config))# hw-module subslot 1/0 srp mate 1/1
!
! Configure an SRP interface 
!
Router(config)# interface srp 1/0/0
Router(config-if)# mac-address 0003.0003.0003
Router(config-if)# ip address 10.4.4.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no ip directed-broadcast
Router(config-if)# ipv6 address 10:4:4::1/64
Router(config-if)# service-policy output parent
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16

POS SPA のコマンドの概要

表 16-1 に、POS Shared Port Adapter（SPA）の設定、モニタリング、およびメンテナンスに関連す
る主なコマンドを、アルファベット順に示します。これらのコマンドの詳細については、第 19 章
「SIP および SPA コマンド リファレンス」を参照してください。

このガイドにコマンドが記載されていない場合は、Cisco IOS Release 12.0 のコマンド リファレンス
およびマスター インデックスを参照してください。
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表 16-1 POS SPA のコマンドの概要

コマンド 説明

Router(config-if)# aps protect circuit-number ip-address POS インターフェイスを保護 Automatic Protection Switching
（APS; 自動保護スイッチング）インターフェイスとして設
定します。

Router(config-if)# aps working circuit-number POS インターフェイスを現用 APS インターフェイスとし
て設定します。

Router(config-if)# clock source {line | internal} POS リンクのクロック ソースを指定します。

Router(config-if)# crc [16 | 32] Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）の長さを指
定します。

Router(config-if)# encapsulation encapsulation-type インターフェイスで使用するカプセル化方式を指定しま

す。

Router(config)# Router(config)# hw-module subslot slot/subslot 
srp {mate slot/subslot}

POS SPA 上のすべてのインターフェイスについて、POS
SPA を POS モードから SRP モードに変更します。mate キー
ワードは、2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA では必須では
ありません。

Router(config)# interface pos slot/subslot/port POS インターフェイスを指定します。

Router(config)# interface sdcc slot/subslot/port SDCC インターフェイスを指定します。

Router(config)# interface srp slot/subslot/port SRP インターフェイスを指定します。

Router(config-if)# ip address ip-address mask [secondary] インターフェイスのプライマリまたはセカンダリ IP アド
レスを指定します。

Router(config-if)# keepalive [period [retries]] Cisco IOS ソフトウェアがネットワーク インターフェイス
をアクティブに保つために、リンクの反対側にメッセージ

を送信する頻度を指定します。

Router(config-if)# mtu bytes インターフェイスの Maximum Transmission Unit（MTU; 最
大伝送ユニット）（またはパケット サイズ）を設定します。

Router(config-if)# no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。

Router(config-if)# pos ais-shut 指定された POS インターフェイスに shutdown コマンドを
発行したあとに、Line Alarm Indication Signal（AIS-L; 回線
アラーム検出信号）をリンクの反対側に送信します。

Router(config-if)# pos delay triggers line ms ラインレベル トリガー アラームが受信された場合に、回線
プロトコルのダウン設定を遅らせるように指定します。

Router(config-if)# pos delay triggers path ms パスレベル アラームがトリガーとして機能するように指
定し、パスレベル トリガーが受信された場合に、回線プロ
トコルのダウン設定を遅らせるように指定します。

Router(config-if)# pos framing {sonet | sdh} POS フレーミング タイプを指定します。

Router(config-if)# pos scramble-atm SONET ペイロード スクランブリングをイネーブルにしま
す。

Router(config-if)# pos threshold {b1-tca | b2-tca | b3-tca | sd-ber 
| sf-ber} rate

指定されたアラームの POS BER（ビット エラー レート）ス
レッシュホールド値を設定します。

Router# show aps 現在の APS 機能に関する情報を表示します。

Router# show controllers pos slot/subslot/port POS コントローラの情報を表示します。

Router# show diags subslot slot/subslot [details | summary] SPA のハードウェア情報を表示します。

Router# show interfaces pos slot/subslot/port POS インターフェイスの設定情報および統計情報を表示し
ます。

Router# show interfaces sdcc slot/subslot/port SDCC インターフェイスの設定情報を表示します。
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FPD のアップグレード

Field-Programmable Device（FPD）は、ルータ カードに実装し、個別のアップグレードが可能なハー
ドウェア デバイスを表す一般用語です。「FPD」という用語は、Shared Port Adapter（SPA）に関す
るあらゆるタイプのプログラマブル ハードウェア デバイスを指す総称として使用されています。
FPD は、Cisco 12000 シリーズ ルータ で SPA をサポートするために導入されました。

この章では、SPA の FPD について、イメージ バージョンを確認し、アップグレードを実行するた
めに必要な情報を示します。

この章の内容は次のとおりです。

• リリース履歴（p.17-1）

• FPD の迅速なアップグレード（p.17-2）

• FPD イメージおよびパッケージの概要（p.17-3）

• FPD イメージのアップグレード（p.17-3）

• FPD 関連の省略可能な手順（p.17-7）

• FPD イメージ アップグレードの例（p.17-13）

• FPD イメージ アップグレードに関する問題のトラブルシューティング（p.17-16）

リリース履歴

表 17-1 に、Cisco 12000 シリーズ ルータのすべての FPD 関連機能について、リリースと変更の履歴
を示します。

表 17-1 FPD のリリース履歴

リリース 変更内容

Cisco IOS Release 12.0(31)S SPA が Cisco 12000 シリーズ ルータではじめてリリースされまし
た。これらの SPA をサポートするために、FPD イメージが導入さ
れました。
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FPD の迅速なアップグレード
ここでは、SPA の FPD をできるだけ迅速にアップグレードする方法を説明します。これらの手順
は、運用ネットワーク環境によっては実行できない場合があり、また、FPD をアップグレードする
ための唯一の方法でもありません。お使いの環境でこれらの方法によるアップグレードができない

場合は、このマニュアルの他の章で別の方法を探し、FPD をアップグレードしてください。

ここで説明する内容は次のとおりです。

• Cisco IOS リリースをアップグレードする前の FPD の迅速なアップグレード（推奨）（p.17-2）

• Cisco IOS リリースをアップグレードしたあとの FPD の迅速なアップグレード（p.17-2）

Cisco IOS リリースをアップグレードする前の FPD の迅速なアップグレード（推奨）

ステップ 1 Cisco IOS イメージを適用する場合、アップグレードする Cisco IOS イメージの FPD イメージ パッ
ケージをルータ上のいずれかのフラッシュ ディスクにダウンロードし、そのあとで Cisco IOS の新
しいバージョンを起動します。FPD イメージ パッケージは、Cisco IOS イメージと同じサイトから
入手できます。FPD イメージ パッケージ名を変更しないでください。

ステップ 2 新バージョンの Cisco IOS を起動します。新しい Cisco IOS が起動されると、デフォルトでルータの
フラッシュ ファイル システムから FPD イメージ パッケージが検索され、IOS の起動プロセスの一
環として、FPD イメージが自動的に更新されます。

Cisco IOS リリースをアップグレードしたあとの FPD の迅速なアップグレード

ステップ 1 FPD のアップグレードは、Cisco IOS をアップグレードしたあとは必ずしも必要ではありません。
Cisco IOS をすでにアップグレードしている場合、show hw-module all fpd コマンドを入力して、す
べてのシステム FPD が適合しているかどうかを確認します。FPD が適合していれば、以降の操作
は不要です。アップグレードが必要な FPD が 1 つでもある場合は、ステップ 2 に進んでください。

ステップ 2 必要な場合は、Cisco IOS ソフトウェアをダウンロードした cisco.com サイトにアクセスし、FPD イ
メージ パッケージの場所を確認します。

ステップ 3 この FPD イメージをルータのフラッシュ ディスクにダウンロードします。FPD イメージ パッケー
ジ名を変更しないでください。

システムの FPD 関連の設定は変更しないでください（upgrade fpd auto または upgrade fpd path が
変更されている場合は、コマンドの no 形式を使用して、これらの設定をデフォルト値に戻します）。
Cisco IOS リリース ソフトウェアを再起動します。新しい Cisco IOS が起動されると、デフォルトで
フラッシュ ファイル システムから FPD イメージ パッケージが検索され、IOS の起動プロセスの一
環として、FPD イメージが自動的に更新されます。
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FPD イメージおよびパッケージの概要
FPD イメージ パッケージを使用すると、FPD イメージをアップグレードできます。キャリア カー
ドおよび SPA をサポートする Cisco IOS イメージがリリースされると、その Cisco IOS ソフトウェ
ア リリースに付属する FPD イメージ パッケージもリリースされます。FPD イメージ パッケージは
Cisco.com から入手でき、Cisco Software Center ページからアクセスできます。ここでは、Cisco IOS
ソフトウェア イメージもダウンロードできます。

ルータ上で SPA を使用している場合に、Cisco IOS イメージをアップグレードするときは、新しい
Cisco IOS リリースを使用してルータを起動する前に、FPD イメージ パッケージ ファイルをダウン
ロードする必要があります。SPA で FPD のアップグレードが必要で、Cisco IOS イメージが FPD イ
メージ パッケージを検出できない場合、FPD イメージが不適合であることを示すシステム メッ
セージが表示されます。この場合、Cisco.com の Cisco Software Center にアクセスして、使用する
Cisco IOS ソフトウェア リリースに対応した FPD イメージ パッケージをダウンロードする必要があ
ります。SPA で FPD が適合していない場合は、適合性が確保されないかぎり、その SPA のすべて
のインターフェイスがディセーブルになります。

（注） FPD の自動アップグレード機能は、システムで使用する Cisco IOS リリースと同じバージョン番号
の FPD イメージ パッケージ ファイルだけを検索します。たとえば、使用する Cisco IOS リリース
が Cisco IOS Release 12.0(31)S である場合、この Cisco IOS リリースをサポートする FPD イメージ
パッケージ ファイル（c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg）が検索されます。システムの FPD イメージ パッ
ケージ ファイルが Cisco IOS リリースと適合していることを確認し、FPD イメージ パッケージ ファ
イル名を変更しないでください。

FPD イメージのアップグレード
ここでは、FPD イメージの更新が必要になる一般的な例について説明します。具体的な内容は次の
とおりです。

• 新しい Cisco IOS リリースに移行する場合（p.17-3）

• 実働システムでの FPD イメージのアップグレード（p.17-5）

新しい Cisco IOS リリースに移行する場合
ここで説明する内容は次のとおりです。

• 新しい Cisco IOS リリースを起動する前の FPD イメージのアップグレード（推奨）（p.17-3）

• 実働システムでの FPD イメージのアップグレード（p.17-5）

新しい Cisco IOS リリースを起動する前の FPD イメージのアップグレード（推奨）

Cisco IOS の旧リリースをまだ使用していて、新しいバージョンの Cisco IOS をロードする準備を行
う場合、次の方法で新しい Cisco IOS リリースに対応するように FPD をアップグレードすることが
できます。

• IOS をアップグレードする前にフラッシュ ディスクに FPD イメージ パッケージを格納（推奨）
（p.17-4）
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IOS をアップグレードする前にフラッシュ ディスクに FPD イメージ パッケージを格納（推奨）

IOS をアップグレードする前に IOS リリースに対応する FPD イメージ パッケージを格納する方法
は、シンプルかつ迅速に実行できるため、FPD のアップグレード方法として推奨します。この方法
による FPD アップグレードは、次の手順で行います。

ステップ 1 アップグレード前の Cisco IOS リリースをまだ実行している状態で、Cisco IOS の新バージョンに対
応する FPD イメージ パッケージを、ルータのいずれかのフラッシュ ファイル システムに格納しま
す。たとえば、Cisco IOS Release 12.0(31)S を実行していて、それを Cisco IOS Release 12.0(32)S に
アップグレードする場合は、Cisco IOS Release 12.0(31)S がまだ実行されているときに Cisco IOS
Release 12.0(32)S に対応する FPD イメージ パッケージをフラッシュ ファイル システムに格納しま
す。特定の IOS リリースに対応する FPD イメージ パッケージは、cisco.com において、その Cisco
IOS ソフトウェア イメージをダウンロードするのと同じ場所から入手できます。この操作を行って
も現在の FPD には影響を与えないため、ルータおよび SPA は通常どおりの動作を続けます。

注意 FPD イメージ パッケージのファイル名は変更しないでください。Cisco IOS はファイル名を使
用して FPD イメージ パッケージを検索します。FPD イメージ パッケージのファイル名を変更
すると、ファイルを検出できなくなります。

ステップ 2 アップグレードした新しい Cisco IOS イメージを使用してルータを再起動します。起動プロセスの
一環として、ルータは FPD イメージ パッケージを検索します。FPD イメージ パッケージ検索のデ
フォルト設定では、特定の Cisco IOS リリースに対応する FPD イメージ パッケージがフラッシュ
ファイル システムから検索されます。起動プロセス中に FPD イメージ パッケージが検出され、アッ
プグレードを必要とするすべての FPD がアップグレードされます。

ステップ 3 ルータの起動後、show hw-module all fpd コマンドを使用して、アップグレードが正常に行われた
かどうかを確認します。

新しい Cisco IOS リリースを起動したあとの FPD イメージのアップグレード

ここでは、すでに Cisco IOS リリースをアップグレードしていて、FPD イメージをアップグレード
する必要がある場合の、アップグレード方法について説明します。

新しい Cisco リリースの起動後に FPD アップグレードを実行する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 SPA の FPD イメージが適合しているかどうかが不明な場合は、show hw-module all fpd コマンドを
入力して、すべての SPA の適合性を確認します。すべての SPA が適合している場合、このアップ
グレードを実行する必要はありません。

ステップ 2 FPD のアップグレードが必要な場合、Cisco IOS の新バージョンに対応する FPD イメージ パッケー
ジを、ルータのフラッシュ ディスク、あるいはアクセス可能な FTP または TFTP サーバに格納しま
す。FPD イメージ パッケージは、cisco.com の Cisco IOS ソフトウェア イメージをダウンロードし
た同じ場所から入手できます。
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ステップ 3 upgrade hw-module subslot slot-number/subslot-number file-url [force] コマンドを入力します。file-url コ
マンドには、FPD イメージ パッケージの場所を指定します。たとえば、Release 12.0(31)S に対応す
る FPD イメージ パッケージを TFTP サーバの mytftpserver/myname/myfpdpkg に格納している場合、
upgrade hw-module subslot slot-number/subslot-number 
tftp://mytftpserver/myname/myfpdpkg/c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg を入力して、このステップを完了
します。

複数の SPA でアップグレードが必要な場合は、それぞれのハードウェアを個別に更新する必要があ
ります。

このコマンドでは force オプションを使用している点に注意してください。このオプションにより、
FPD の不適合が検出されない場合でも、強制的に FPD アップグレードが実行されます。upgrade
hw-module コマンドを使用する場合、ほぼこのオプションは不要です。テクニカル サポート担当者
から指示された場合にのみ使用してください。

ステップ 4 show hw-module all fpd コマンドを入力して、アップグレードが正常に行われたかどうかを確認し
ます。

実働システムでの FPD イメージのアップグレード
SPA を実働システムに追加する場合、その SPA に、ルータで現在稼働している Cisco IOS リリース
に不適合な FPD イメージ バージョンが含まれている可能性があります。さらに、FPD アップグレー
ドを実行するには、プロセッサ CPU がいくらか必要です。パフォーマンスへの影響は、ネットワー
ク トラフィックの負荷、使用する処理エンジンのタイプ、設定されているサービスのタイプなど、
さまざまな要因によって異なります。

以上の理由から、実働システムで FPD アップグレードを実行する代わりとして、可能な場合は次の
いずれかの方法を採ることを推奨します。

• 非実働システムでの SPA の FPD イメージのアップグレード（p.17-5）

• アップグレード前のシステム適合性の確認（p.17-6）

非実働システムでの SPA の FPD イメージのアップグレード

アップグレードを開始する前に、以下について確認してください。

• スペア システムが、対象となる実働システムと同じバージョンの Cisco IOS ソフトウェア リ
リースを実行していること。

• スペア システムで、自動アップグレード機能がイネーブルに設定されていること（自動アップ
グレード機能は、デフォルトでイネーブルです。upgrade fpd auto コマンドを使用してイネー
ブルにすることもできます）。

スペア システムでアップグレードを実行する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 FPD イメージ パッケージ ファイルを、ルータのフラッシュ ファイル システム、あるいはスペア シ
ステムからアクセス可能な TFTP または FTP サーバにダウンロードします。ルータはデフォルトで、
FPD イメージ パッケージをフラッシュ ファイル システムから検索するため、通常はフラッシュ
ファイル システムにファイルを格納します。フラッシュ ファイル システムが満杯の場合は、
upgrade fpd path コマンドを使用して、ルータが適切な場所から FPD イメージ パッケージを検索す
るように設定します。
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ステップ 2 スペア システムに SPA を取り付けます。

アップグレードが必要な場合、システムは必要な FPD イメージの更新を実行します。したがって、
この SPA を対象となる実働システムに取り付けた場合、FPD アップグレード処理は実行されませ
ん。

ステップ 3 show hw-module all fpd コマンドを入力して、アップグレードが正常に行われたかどうかを確認し
ます。

ステップ 4 アップグレード後、スペア システムから SPA を取り外します。

ステップ 5 対象となる実働システムに SPA を取り付けます。

アップグレード前のシステム適合性の確認

アップグレードに利用できるスペア システムがない場合、自動アップグレード機能をディセーブル
にしたあとで SPA を取り付けることにより、システムとの適合性をチェックできます（自動アップ
グレード機能は、デフォルトでイネーブルに設定されています。この機能をディセーブルにするに

は、no upgrade fpd auto コマンドを使用します）。

• SPA の FPD イメージがシステムに適合している場合、自動アップグレード機能を再びイネーブ
ルにすれば作業は完了です（自動アップグレード機能をイネーブルに戻すには、upgrade fpd
auto コマンドを使用します）。

• SPA の FPD イメージがシステムに適合していない場合、その SPA はディセーブルになります
が、自動アップグレードを試行してシステム パフォーマンスに影響を与えることはありませ
ん。

SPA の FPD イメージがシステムに適合しているかどうかを確認する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 no upgrade fpd auto グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、自動アップグレー
ド機能をディセーブルにします。

ステップ 2 システムに SPA を取り付けます。

FPD イメージが適合している場合、起動後に SPA が正常に動作します。

FPD イメージが適合していない場合、SPA はディセーブルになります。この場合、システムが定期
メンテナンスでオフラインになるまで待ち、「FPD イメージのアップグレード」（p.17-3）に記載さ
れているいずれかの手順を使用して、手動で FPD アップグレードを実行することを推奨します。

ステップ 3 upgrade fpd auto グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、自動アップグレード機
能を再びイネーブルにします。
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FPD 関連の省略可能な手順
ここでは、FPD 関連の省略可能な機能について説明します。ここで説明する手順はいずれも、FPD
アップグレードを行う際に必須ではありませんが、状況によって役立つ場合があります。具体的な

内容は次のとおりです。

• SPA の FPD イメージの手動アップグレード（p.17-7）

• FTP または TFTP サーバからの FPD のアップグレード（p.17-7）

• FPD イメージ パッケージ ファイルへのデフォルト パスの変更（p.17-10）

• 複数の FPD イメージのアップグレード（p.17-10）

• 現在の FPD イメージ バージョンおよび最低限必要なバージョンの表示（p.17-11）

• デフォルトの FPD イメージ パッケージに関する情報の表示（p.17-12）

• FPD イメージ アップグレードの進行状況の確認（p.17-13）

SPA の FPD イメージの手動アップグレード

SPA の現在の FPD バージョンを手動でアップグレードするには、次のコマンドを使用します。

Router# upgrade hw-module subslot slot-number/subslot-number file file-url [force]

この例では、slot-number は SIP の搭載先スロット番号、subslot-number は SPA の搭載先サブスロッ
ト番号、file-url は FPD イメージ パッケージ ファイルの場所および名前、force は FPD が適合して
いても強制的に FPD アップグレードを実行するように SPA を設定するオプションです（ほとんど
の場合、force オプションは不要です。テクニカル サポート担当者から指示された場合にのみ入力
してください）。SPA が自動的にリロードされ、FPD アップグレードが完了します。

注意 アップグレードされるハードウェアによっては、イメージのアップグレードに長い時間がかか

る場合があります。

FTP または TFTP サーバからの FPD のアップグレード

一般的に推奨できる FPD イメージのアップグレード方法は、FPD イメージ パッケージをフラッ
シュ ファイル システムにダウンロードし、FPD 自動アップグレードを利用する方法です。デフォ
ルトでは、システムは FPD が不適合であることを検出すると、フラッシュ ファイル システムから
FPD イメージ パッケージ ファイルを検索します。

フラッシュから FPD イメージをロードするデフォルトの動作を変更するには、 upgrade fpd path グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。このコマンドでは、FPD イメージ パッ
ケージ ファイルの検索パスをルータのフラッシュ ファイル システム以外の場所に設定できます。

大規模な構成で、システム全体を特定の Cisco IOS ソフトウェア リリースにアップグレードする場
合には、関連するすべてのシステムからアクセス可能な FTP または TFTP サーバに FPD イメージ
パッケージ ファイルを格納する方法を推奨します。upgrade fpd path グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用して、その FTP または TFTP サーバから FPD イメージ パッケージ ファイル
を検索するようにルータを設定したあと、システムを新しい Cisco IOS リリースを使ってリロード
します。

（注） この方法は、システムのフラッシュ カードに FPD イメージ パッケージ ファイルを格納できる十分
なディスク スペースがない場合にも使用できます。
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FPD イメージ パッケージ ファイルを FTP または TFTP サーバにダウンロードする手順は、次のと
おりです。

ステップ 1 FPD イメージ パッケージ ファイルを FTP または TFTP サーバにコピーします。

ステップ 2 可能であれば、SPA インターフェイスを使用しない接続からルータにアクセスします。ルータへの
接続に SPA インターフェイスを使用することは推奨しません。FPD が不適合であった場合、SPA
上の全インターフェイスがディセーブルになり、SPA インターフェイスを使った手動での FPD アッ
プグレードが実行できないためです。いずれか 1 つの SPA ポート経由でしかルータにアクセスでき
ない場合は、TFTP または FTP によるアップグレード方法は使用しないでください。代わりに、FPD
イメージ パッケージをルータのデフォルトのフラッシュ カードにコピーしたあとで Cisco IOS リ
リースをアップグレードします。この場合、ルータは IOS を初めて起動する際に FPD イメージ パッ
ケージを検出し、自動的に FPD をアップグレードします。

ステップ 3 グローバル コンフィギュレーション モードで upgrade fpd path コマンドを使用し、FPD イメージ
パッケージを FTP または TFTP サーバから検索するようにルータを設定します。

たとえば、対象となるシステムのコンソールから次のいずれかのグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを入力します。

Router(config)# upgrade fpd path tftp://my_tftpserver/fpd_pkg_dir/

または

Router(config)# upgrade fpd path ftp://login:password@my_ftpserver/fpd_pkg_dir/

（注） 上記の各例では、最後の「/」を必ず入力する必要があります。末尾の「/」なしでパスを指定する
と、コマンドが正常に機能しません。

これらの例で、my_tftpserver または my_ftpserver はサーバ名のパス、fpd_pkg_dir は FPD イメージ
パッケージを格納している TFTP サーバのディレクトリ、login:password は FTP ログイン名および
パスワードです。

ステップ 4 show running-config コマンドの出力を調べ、FPD 自動アップグレード機能がイネーブルであること
を確認します（出力で upgrade fpd auto と表示されたコンフィギュレーション行を探します。出力
に upgrade コマンドが表示されていない場合、upgrade fpd auto はデフォルト設定なので、自動アッ
プグレードはイネーブルです）。自動アップグレードがディセーブルの場合は、upgrade fpd auto グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して FPD 自動アップグレードをイネーブルにし
ます。

ステップ 5 show upgrade fpd file コマンドを入力して、ルータとデフォルトの FPD イメージ パッケージが正し
く接続されていることを確認します。このコマンドを使用して FPD イメージ パッケージ関連の出
力が生成される場合、アップグレードは正常に機能するようになっています。

次の例では、ルータによって TFTP サーバ上の FPD イメージ パッケージに関する情報の生成が可
能です。
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Router#show upgrade fpd file 
tftp://mytftpserver/myname/myfpdpkg/c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg        
Loading myname/myfpdpkg//c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg from 223.255.254.254 (via 
Ethernet0): 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 1577472 bytes]
 
Cisco Field Programmable Device Image Package for IOS
C12K Family FPD Image Package (c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg), Version 12.0(31)S
Copyright (c) 2004-2005 by cisco Systems, Inc.
Built Thu 31-Mar-2005 22:24 by luislu
 

=============================== ================================================
                                        Bundled FPD Image Version Matrix
                                ================================================
                                                                       Min. Req.
Supported Card Types            ID  Image Name                Version  H/W Ver.
=============================== == ========================= ========= =========
2-port T3/E3 Serial SPA          1 T3E3 SPA ROMMON              2.12      0.0   
                                 2 T3E3 SPA I/O FPGA            0.24      0.0   
                                 3 T3E3 SPA E3 FPGA             0.6       0.0   
                                 4 T3E3 SPA T3 FPGA             0.14      0.0   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
4-port T3/E3 Serial SPA          1 T3E3 SPA ROMMON              2.12      0.0   
                                 2 T3E3 SPA I/O FPGA            0.24      0.0   
                                 3 T3E3 SPA E3 FPGA             0.6       0.0   
                                 4 T3E3 SPA T3 FPGA             0.14      0.0   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
2-port Channelized T3 SPA        1 CT3 SPA ROMMON               2.12      0.100 
                                 2 CT3 SPA I/O FPGA             1.4       0.100 
                                 3 CT3 SPA T3 FPGA R1           0.11      0.100 
                                 3 CT3 SPA T3 FPGA R2           0.15      0.200 
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
4-port Channelized T3 SPA        1 CT3 SPA ROMMON               2.12      0.100 
                                 2 CT3 SPA I/O FPGA             1.4       0.100 
                                 3 CT3 SPA T3 FPGA R1           0.11      0.100 
                                 3 CT3 SPA T3 FPGA R2           0.15      0.200 
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
1-port OC-192 POS/SRP FH SPA     1 1-Port POS/RPR SPA IOFPGA    1.2       0.0   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
1-port OC-192 POS/SRP HH SPA     1 1-Port POS/RPR SPA IOFPGA    1.2       0.0   
                                 1 1-Port POS/RPR SPA IOFPGA    1.2       2.0   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
1-port OC-48 POS/SRP HH SPA      1 1-Port POS/RPR SPA IOFPGA    1.2       0.0   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
10-port GE SPA                   1 GE SPA FPGA                  1.6       0.0   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
5-port GE SPA                    1 GE SPA FPGA                  1.6       0.0   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
1-port 10GE SPA                  1 10GE SPA FPGA                1.6       0.0   
=============================== ================================================

ステップ 6 設定を保存し、新しい Cisco IOS リリースを使用してシステムをリロードします。

リロード後のシステム起動時に、すべての SPA について必要な FPD イメージ バージョンのチェッ
クが行われ、アップグレードが必要な場合には、自動的にアップグレード処理が実行されます。アッ

プグレード処理ごとに、FTP または TFTP サーバ上の FPD イメージ パッケージ ファイルから、シ
ステムによって SPA に必要な FPD イメージが抽出されます。
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FPD イメージ パッケージ ファイルへのデフォルト パスの変更

FPD イメージの自動アップグレードを実行する際、デフォルトでは Cisco IOS ソフトウェアはフ
ラッシュ ファイル システムから FPD イメージ パッケージ ファイルを検索します。

（注） フラッシュ ファイル システムに FPD イメージ パッケージ ファイルを格納するだけの十分なス
ペースがあることを確認してください。

FPD イメージ パッケージ ファイルを別の場所に保管することもできます。ただし、デフォルトで
はフラッシュ ファイル システムが検索されるので、Cisco IOS ソフトウェアがアクセスできる別の
場所（FTP サーバ、TFTP サーバなど）を検索するように、FPD イメージ パッケージ ファイルの場
所を変更する必要があります。それには、upgrade fpd path fpd-pkg-dir-url グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。fpd-pkg-dir-url は、ルータが FPD イメージ パッケージを検索す
る代替の場所です。

fpd-pkg-dir-url を指定する場合は、以下の点に注意してください。

• fpd-pkg-dir-url は FPD イメージ パッケージのパスですが、FPD イメージ パッケージ自体は
fpd-pkg-dir-url の一部分に指定しないでください。たとえば、c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg ファイ
ルが TFTP サーバ上の mytftpserver/myname/myfpdpkg/c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg というパスに存
在し、この FPD イメージ パッケージを FPD アップグレードに使用する場合は、upgrade fpd
path tftp://mytftpserver/myname/myfpdpkg/ コマンドを入力し、ルータにファイルの検索場所を
認識させます。実際のファイル名は指定しません。

• fpd-pkg-dir-url の最後の「/」は必須です。上記の例で、fpd-pkg-dir-url は 
tftp://mytftpserver/myname/myfpdpkg/ です。tftp://mytftpserver/myname/myfpdpkg（注：最後
の「/」がない）を fpd-pkg-dir-url として指定すると、処理は失敗します。

upgrade fpd path グローバル コンフィギュレーション コマンドで、別の場所にある FPD イメージ
パッケージ ファイルを指定しない場合、システムは Cisco 12000 シリーズ ルータのフラッシュ ファ
イル システムから FPD イメージ パッケージ ファイルを検索します。

アップグレードが必要な場合に FPD イメージ パッケージ ファイルの検出に失敗すると、SPA は
ディセーブルになります。SPA は、FPD が適合しないかぎりオンラインにならないため、FPD アッ
プグレードが必要で自動アップグレード機能がディセーブルに設定されている場合は、SPA もディ
セーブルになります。

複数の FPD イメージのアップグレード

1 つのハードウェアには複数の FPD イメージを保持することができます。Cisco 12000 シリーズ ルー
タでは、最大 4 つの FPD イメージを同時にアップグレード可能です。ただし、一度に実行できるの
はルータのスロットごとに 1 つの FPD アップグレードだけです。1 つのスロットに搭載されたすべ
ての SPA の FPD イメージは、いずれも前の FPD アップグレードが終了するまで待たなければ、特
定の FPD アップグレードを開始できません。

FPD イメージによっては、SPA のリロードが必要です。FPD アップグレード プロセスではこのス
テップが自動的に行われるので、ユーザが手を加える必要はありません。ただし、該当するスロッ

トのハードウェアで使用されているその他の FPD については、このリロードが完了してからでない
とアップグレード プロセスを開始できません。

自動アップグレードの際には、Cisco 12000 シリーズ ルータでは可能なかぎり多くの FPD が一度に
アップグレードされます。ユーザによる介入は不要であり、不可能です。アップグレード プロセス
は、すべての FPD イメージが更新されるまで継続されます。
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手動アップグレードを行う場合、upgrade hw-module [slot slot-number | subslot slot-number/subslot-number]
の 1 回の入力ごとに、1 つのハードウェアのアップグレードしか指定できない点に注意してください。
最大 4 つの同時アップグレード制限は、手動アップグレードの場合にも当てはまります。手動での複
数の FPD アップグレードを個別に指定する場合、同時にアップグレードできる FPD は 4 つだけであ
り、対象となるハードウェアがそれぞれ異なるルータ スロットに搭載されている場合にのみ可能で
す。FPD アップグレード プロセスは、指定したハードウェアのすべての FPD がアップグレードされ
た時点で終了します。

現在の FPD イメージ バージョンおよび最低限必要なバージョンの表示

ルータに搭載されている SPA の現在の FPD イメージ バージョンを表示するには、show hw-module
[slot-number/subslot-number | all] fpd コマンドを使用します。このコマンドで、slot-number は SIP の
搭載先スロット番号、subslot-number は対象となる SPA が搭載されている SIP サブスロットの番号
です。all キーワードを使用すると、すべてのルータ スロットのハードウェアに関する情報が表示
されます。

次に、上記の show コマンドの出力例を示します。

この例では、システムの SPA で使用されている FPD バージョンが最低要件を満たしています。

Router#show hw-module all fpd
 
==== ====================== ====== =============================================
                             H/W   Field Programmable   Current   Min. Required
Slot Card Type               Ver.  Device: "ID-Name"    Version      Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
 2/0 SPA-1XTENGE-XFP         2.1   1-10GE I/O FPGA        1.6         1.6      
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 2/1 SPA-10X1GE              1.0   1-GE I/O FPGA          1.6         1.6      
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 3/0 SPA-4XCT3/DS0           0.253 1-ROMMON               2.12        2.12     
                                   2-I/O FPGA             1.4         1.4      
                                   3-T3 SUBRATE FPGA      0.15        0.15     
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 3/1 SPA-4XCT3/DS0           0.253 1-ROMMON               2.12        2.12     
                                   2-I/O FPGA             1.4         1.4      
                                   3-T3 SUBRATE FPGA      0.15        0.15     
==== ====================== ====== =============================================

以下に、slot-number/subslot-number 引数を使用して、特定の SPA を指定した場合の出力例を示しま
す。

Router#show hw-module subslot 3/1 fpd
 
==== ====================== ====== =============================================
                             H/W   Field Programmable   Current   Min. Required
Slot Card Type               Ver.  Device: "ID-Name"    Version      Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
 3/1 SPA-4XCT3/DS0           0.253 1-ROMMON               2.12        2.12     
                                   2-I/O FPGA             1.4         1.4      
                                   3-T3 SUBRATE FPGA      0.15        0.15     
==== ====================== ====== =============================================
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次の出力例では、各 SPA で少なくとも 1 つのプログラマブル デバイスのバージョンが最低要件を
満たしていないため、スロット 3/0 および 3/1 の SPA がディセーブルになっています。この出力の
「NOTES」セクションで、ディセーブルになっている FPD イメージをアップグレードするために必
要な FPD イメージ パッケージ ファイル名が表示されています。

Router#show hw-module all fpd
 
==== ====================== ====== =============================================
                             H/W   Field Programmable   Current   Min. Required
Slot Card Type               Ver.  Device: "ID-Name"    Version      Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
 2/0 SPA-1XTENGE-XFP         2.1   1-10GE I/O FPGA        1.6         1.6      
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 2/1 SPA-10X1GE              1.0   1-GE I/O FPGA          1.6         1.6      
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 3/0 SPA-4XCT... <DISABLED>  0.253 1-ROMMON               2.12        2.12     
                                   2-I/O FPGA             1.1         1.4     *
                                   3-T3 SUBRATE FPGA      0.15        0.15     
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 3/1 SPA-4XCT... <DISABLED>  0.253 1-ROMMON               2.12        2.12     
                                   2-I/O FPGA             1.1         1.4     *
                                   3-T3 SUBRATE FPGA      0.15        0.15     
==== ====================== ====== =============================================
 NOTES:
       - FPD images that are required to be upgraded are indicated with a '*'
         character in the "Minimal Required Version" field. 
       - The following FPD image package file is required for the upgrade: 
         "c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg"

デフォルトの FPD イメージ パッケージに関する情報の表示

現在の Cisco IOS リリースでサポートされる SPA、およびアップグレードに必要な FPD イメージ
パッケージを調べるには、show upgrade fpd package default コマンドを使用します。

Router# show upgrade fpd package default
 
*************************************************************************
This IOS release requires the following default FPD Image Package for
the automatic upgrade of FPD images:
*************************************************************************
 
Version: 12.0(31)S
 
Package Filename: c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg
 
   List of card type supported in this package:
 
                                Minimal
         No. Card Type          HW Ver.
        ---- ------------------ -------
          1) 2xT3E3 SPA           0.0  
          2) 4xT3E3 SPA           0.0  
          3) 10xGE SPA            0.0  
          4) 5xGE SPA             0.0  
          5) 1x10GE XFP SPA       0.0  
          6) 1xOC192 POS/RPR HH   0.0  
          7) 1xOC192 POS/RPR FH   0.0  
          8) 2xCT3 SPA            0.100
          9) 2xCT3 SPA            0.200
         10) 4xCT3 SPA            0.100
         11) 4xCT3 SPA            0.200
        ---- ------------------ -------
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FPD イメージ アップグレードの進行状況の確認

FPD イメージ アップグレードの実行中に、アップグレードの進行状況の「スナップショット」を表
示するには、show upgrade fpd progress コマンドを使用します。以下に、このコマンドで表示され
る情報の例を示します。

Router# show upgrade fpd progress

FPD Image Upgrade Progress Table:

 ==== =================== ====================================================
                          Field Programmable    Time
 Slot Card Description    Device :"ID-Name"   Needed   Time Left  State
 ==== =================== ================== ========== ========== ===========
  2/0 SPA-1XTENGE-XFP 1-10GE I/O FPGA 00:06:00   00:05:17  Updating...
 ---- ------------------- ------------------ ----------- --------- -----------
  2/1 SPA-10X1GE 1-GE I/O FPGA --:--:--   --:--:--  Waiting...
 ==== =================== ====================================================

FPD イメージ アップグレードの例
ここでは、FPD イメージの自動アップグレードおよび手動アップグレードの例を示します。具体的
な内容は次のとおりです。

• 自動アップグレードでシステムが FPD イメージ パッケージ ファイルを検出できない場合の例
（p.17-13）

• FPD イメージの自動アップグレードの例（p.17-14）

• FPD イメージの手動アップグレードの例（p.17-15）

自動アップグレードでシステムが FPD イメージ パッケージ ファイルを検出できない場合の例

以下に、SPA-4XCT3/DS0 の FPD をアップグレードする必要があり、upgrade fpd auto コマンドが
イネーブルに設定されているが、システムが FPD イメージ パッケージ ファイルを検出できない場
合の出力例を示します。

SLOT 3:00:13:16: %SPA_OIR-6-INSCARD: Card inserted in Subslot 1
SLOT 3:00:13:27: %SPA_PLUGIN-6-FIRMWARE_DOWNLOADING: SPA-4XCT3/DS0[3/1]: Downloading 
SPA firmware (bundled)...via shared memory.
SLOT 3:00:13:31: %SPA_PLUGIN-6-FIRMWARE_APPS_DOWNLOADING: SPA-4XCT3/DS0[3/1]: 
Downloading SPA firmware application (bundled)...via shared memory.
01:01:18: %FPD_MGMT-3-INCOMP_IMG_VER: Incompatible I/O FPGA (FPD ID=2) image version 
detected for SPA-4XCT3/DS0 card in subslot 3/1. Detected version = 1.1, minimum 
required version = 1.4. Current HW version = 0.253.
01:01:18: %FPD_MGMT-5-UPGRADE_ATTEMPT: Attempting to automatically upgrade the FPD 
image(s) for SPA-4XCT3/DS0 card in subslot 3/1. Use 'show upgrade fpd progress' 
command to view the upgrade progress ...
SLOT 3:00:13:43: %SPA_OIR-6-INSCARD: Card inserted in Subslot 0
01:01:20: %FPD_MGMT-3-PKG_FILE_SEARCH_FAILED: FPD image package 
(c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg) cannot be found in system's flash card or disk to do FPD 
upgrade.
01:01:20: %FPD_MGMT-5-CARD_DISABLED: SPA-4XCT3/DS0 card in subslot 3/1 is being 
disabled because of an incompatible FPD image version. Note that the 
c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg package will be required if you want to perform the upgrade 
operation.
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FPD イメージの自動アップグレードの例

以下に、SPA-4XCT3/DS0 で FPD イメージ アップグレードが必要で、upgrade fpd auto コマンドが
イネーブルである場合の出力例を示します。必要な FPD イメージは自動的にアップグレードされま
す。

01:43:56: %FPD_MGMT-3-INCOMP_IMG_VER: Incompatible I/O FPGA (FPD ID=2) image version 
detected for SPA-4XCT3/DS0 card in subslot 3/1. Detected version = 1.1, minimum 
required version = 1.4. Current HW version = 0.253.
01:43:56: %FPD_MGMT-5-UPGRADE_ATTEMPT: Attempting to automatically upgrade the FPD 
image(s) for SPA-4XCT3/DS0 card in subslot 3/1. Use 'show upgrade fpd progress' 
command to view the upgrade progress ...
01:43:56: %FPD_MGMT-6-BUNDLE_DOWNLOAD: Downloading FPD image bundle for SPA-4XCT3/DS0 
card in subslot 3/1 ...
01:43:57: %FPD_MGMT-6-UPGRADE_TIME: Estimated total FPD image upgrade time for 
SPA-4XCT3/DS0 card in subslot 3/1 = 00:00:50.
01:43:57: %FPD_MGMT-6-UPGRADE_START: I/O FPGA (FPD ID=2) image upgrade in progress for 
SPA-4XCT3/DS0 card in subslot 3/1. Updating to version 1.4. PLEASE DO NOT INTERRUPT 
DURING THE UPGRADE PROCESS (estimated upgrade completion time = 00:00:50) ...via 
shared memory.
01:44:23: %FPD_MGMT-6-UPGRADE_PASSED: I/O FPGA (FPD ID=2) image in the SPA-4XCT3/DS0 
card in subslot 3/1 has been successfully updated from version 1.1 to version 1.4. 
Upgrading time = 00:00:25.652
01:44:23: %FPD_MGMT-6-OVERALL_UPGRADE: All the attempts to upgrade the required FPD 
images have been completed for SPA-4XCT3/DS0 card in subslot 3/1. Number of 
successful/failure upgrade(s): 1/0.
01:44:23: %FPD_MGMT-5-CARD_POWER_CYCLE: SPA-4XCT3/DS0 card in subslot 3/1 is being 
power cycled for the FPD image upgrade to take effect.
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FPD イメージの手動アップグレードの例

以下に、サブスロット 2/0 に搭載されている 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SPA の FPD を、
disk0: に保存されていた FPD イメージ パッケージ ファイルから手動でアップグレードする例を示
します。

Router#upgrade hw-module subslot 2/0 file disk1:c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg   
 
% The following FPD(s) will be upgraded for SPA-1XTENGE-XFP (H/W ver = 2.1) in subslot 
2/0:
 
    ================== =========== =========== ============ 
    Field Programmable   Current     Upgrade   Estimated 
    Device: "ID-Name"    Version     Version   Upgrade Time 
    ================== =========== =========== ============ 
    1-10GE I/O FPGA        1.5         1.6       00:00:20
    ================== =========== =========== ============ 
 

% Are you sure that you want to perform this operation? [no]: y
% Restarting the target card in subslot 2/0 for FPD image upgrade. Please wait ...
 
Router#
01:59:32: %FPD_MGMT-6-UPGRADE_TIME: Estimated total FPD image upgrade time for 
SPA-1XTENGE-XFP card in subslot 2/0 = 00:00:20.
01:59:32: %FPD_MGMT-6-UPGRADE_START: 10GE I/O FPGA (FPD ID=1) image upgrade in 
progress for SPA-1XTENGE-XFP card in subslot 2/0. Updating to version 1.6. PLEASE DO 
NOT INTERRUPT DURING THE UPGRADE PROCESS (estimated upgrade completion time = 
00:00:20) ...
01:59:55: %FPD_MGMT-6-UPGRADE_PASSED: 10GE I/O FPGA (FPD ID=1) image in the 
SPA-1XTENGE-XFP card in subslot 2/0 has been successfully updated from version 1.5 to 
version 1.6. Upgrading time = 00:00:23.440
01:59:55: %FPD_MGMT-6-OVERALL_UPGRADE: All the attempts to upgrade the required FPD 
images have been completed for SPA-1XTENGE-XFP card in subslot 2/0. Number of 
successful/failure upgrade(s): 1/0.
01:59:55: %FPD_MGMT-5-CARD_POWER_CYCLE: SPA-1XTENGE-XFP card in subslot 2/0 is being 
power cycled for the FPD image upgrade to take effect.
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FPD イメージ アップグレードに関する問題のトラブルシューティング
ここでは、アップグレード プロセスで発生する可能性のある問題のトラブルシューティング方法に
ついて説明します。

FPD イメージ アップグレード中の停電または SPA の取り外し
停電や SPA を取り外したことによって FPD アップグレード処理が中断されると、FPD イメージが
壊れる可能性があります。FPD イメージ ファイルが壊れると、ルータはその SPA を使用できなく
なり、SPA の電源投入が停止されたときに、システムによって次のメッセージが表示されます。

（注） FPD 関連のメッセージについての詳細は、使用する Cisco IOS ソフトウェア リリースのシステム エ
ラー メッセージ ガイドを参照してください。

02:10:10: %SPA_OIR-3-SPA_POWERED_OFF: subslot 2/0: SPA 1x10GE XFP SPA powered off 
after 5 failures within 600 seconds

show hw-module subslot slot-number/subslot-number fpd コマンドを使用すると、SPA が壊れた FPD イ
メージを使用しているかどうかを確認できます。この例では、スロット 4/1 の SPA に問題がありま
す。

Router#show hw-module subslot 2/0 fpd
 
==== ====================== ====== =============================================
                             H/W   Field Programmable   Current   Min. Required
Slot Card Type               Ver.  Device: "ID-Name"    Version      Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
 2/0 SPA-1XTENGE-XFP         2.1   1-10GE I/O FPGA  ?.? ?.?
==== ====================== ====== =============================================
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FPD のリカバリ アップグレードの実行

リカバリ アップグレード手順を実行できるのは、初期化の試行がすべて失敗したあと、システムに
よって電源をオフにされている SPA に限られます。

以下の例は、サブスロット 2/0 に搭載された SPA について、初期化の試行がすべて行われる前に、
リカバリ アップグレードを実行しようとした場合の出力を示しています。

02:04:08: %FPD_MGMT-4-UPGRADE_EXIT: Unexpected exit of FPD image upgrade operation for 
SPA-1XTENGE-XFP card in subslot 2/0.
02:04:15: %FPD_MGMT-5-CARD_DISABLED: SPA-1XTENGE-XFP card in subslot 2/0 is being 
disabled because of an incompatible FPD image version. Note that the 
c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg package will be required if you want to perform the upgrade 
operation.
Router#upgrade hw-module subslot 2/0 file disk1:c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg
 
% Cannot get FPD version information for version checking. If a previous upgrade 
attempt has failed for the target card, then a recovery upgrade would be required to 
fix the failure.
 

% The following FPD(s) will be upgraded for SPA-1XTENGE-XFP (H/W ver = 2.1) in subslot 
2/0:
 
    ================== =========== =========== ============ 
    Field Programmable   Current     Upgrade   Estimated 
    Device: "ID-Name"    Version     Version   Upgrade Time 
    ================== =========== =========== ============ 
    1-10GE I/O FPGA        ?.?         1.6       00:00:20
    ================== =========== =========== ============ 
 

% Do you want to perform the recovery upgrade operation? [no]: y
% Cannot perform recovery upgrade operation because the target card is not in a failed 
state. Please try again later.

次のエラー メッセージが表示された場合は、リカバリ アップグレードを実行できます。

（注） アップグレードを試行する前に、このエラー メッセージが表示されるまで待つ必要があります。

%SPA_OIR-3-SPA_POWERED_OFF: subslot 2/0: SPA 1x10GE XFP SPA powered off after 5 
failures within 600 seconds

upgrade hw-module subslot コマンドを使用して、手動で FPD イメージ アップグレードを実行し、
システムによって SPA の電源がオフにされたあとに、壊れたイメージからの回復を行います。この
コマンドで、slot-number は SIP の搭載先スロット、subslot-number は SPA が搭載されている SIP の
サブスロット、file-url は FPD イメージ パッケージ ファイルの場所です。

（注） この操作を行う前に、システムで使用している Cisco IOS リリースに対応する、適正なバージョン
の FPD イメージ パッケージ ファイルを入手していることを確認します。
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以下に、リカバリ アップグレード処理のコンソールの出力例を示します。

 
Router#upgrade hw-module subslot 2/0 file disk1:c12k-fpd-pkg.120-31.S.pkg
 
% Cannot get FPD version information for version checking. If a previous upgrade 
attempt has failed for the target card, then a recovery upgrade would be required to 
fix the failure.
 

% The following FPD(s) will be upgraded for SPA-1XTENGE-XFP (H/W ver = 2.1) in subslot 
2/0:
 
    ================== =========== =========== ============ 
    Field Programmable   Current     Upgrade   Estimated 
    Device: "ID-Name"    Version     Version   Upgrade Time 
    ================== =========== =========== ============ 
    1-10GE I/O FPGA        ?.?         1.6       00:00:20
    ================== =========== =========== ============ 
 

% Do you want to perform the recovery upgrade operation? [no]: y
% Proceeding with recovery upgrade operation ...
 
Router#
02:14:47: %FPD_MGMT-6-UPGRADE_TIME: Estimated total FPD image upgrade time for 
SPA-1XTENGE-XFP card in subslot 2/0 = 00:00:20.
02:14:47: %FPD_MGMT-6-UPGRADE_START: Unknown FPD (FPD ID=1) image upgrade in progress 
for SPA-1XTENGE-XFP card in subslot 2/0. Updating to version 1.6. PLEASE DO NOT 
INTERRUPT DURING THE UPGRADE PROCESS (estimated upgrade completion time = 00:00:20) 
...
02:15:10: %FPD_MGMT-6-UPGRADE_PASSED: Unknown FPD (FPD ID=1) image in the 
SPA-1XTENGE-XFP card in subslot 2/0 has been successfully updated from version ?.? to 
version 1.6. Upgrading time = 00:00:23.540
02:15:10: %FPD_MGMT-6-OVERALL_UPGRADE: All the attempts to upgrade the required FPD 
images have been completed for SPA-1XTENGE-XFP card in subslot 2/0. Number of 
successful/failure upgrade(s): 1/0.
02:15:10: %FPD_MGMT-5-CARD_POWER_CYCLE: SPA-1XTENGE-XFP card in subslot 2/0 is being 
power cycled for the FPD image upgrade to take effect. 

アップグレードの結果確認

アップグレード プロセスの完了後、FPD イメージが正常にアップグレードされたかどうかを確認す
るには、show hw-module subslot slot-number/subslot-number fpd  コマンドを使用します。

Router#show hw-module subslot 2/0 fpd
 
==== ====================== ====== =============================================
                             H/W   Field Programmable   Current   Min. Required
Slot Card Type               Ver.  Device: "ID-Name"    Version      Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
 2/0 SPA-1XTENGE-XFP         2.1   1-10GE I/O FPGA        1.6         1.6      
==== ====================== ====== ============================================= 
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18

FPD 関連コマンドの概要

表 18-1 に、Cisco 12000 シリーズ ルータ上の Shared Port Adapter（SPA）で使用する Field-Programmable
Device（FPD）イメージの設定、モニタリング、およびアップグレードに関連する主なコマンドを、
アルファベット順に示します。各コマンドについての詳細は、このマニュアルの第 19 章「SIP およ
び SPA コマンド リファレンス」を参照してください。

表 18-1 FPD 関連コマンドの概要

コマンド 説明

Router# show hw-module [ subslot slot-number/subslot-number 
| all] fpd

ルータのすべてのアクティブ SPA について、FPD イメージ
ファイルの現在のバージョンを表示します。

Router# show upgrade fpd file file-url FPD イメージ パッケージ ファイルの内容を表示します。

Router# show upgrade fpd package default Cisco IOS ソフトウェア リリースで動作する SPA を正しく
サポートするために、ルータに必要なデフォルトの FPD イ
メージ パッケージ ファイルを表示します。

Router# show upgrade fpd progress FPD アップグレードの実行中に、アップグレードの進行状
況を表示します。

Router# show upgrade fpd table FPD イメージ パッケージ ファイルを管理するために Cisco
IOS ソフトウェアで使用されるさまざまな情報を表示しま
す。

Router(config)# upgrade fpd auto FPD バージョンの不適合性が検出された場合に、SPA の現
在の FPD イメージを自動的にアップグレードするように
ルータを設定します。

Router(config)# upgrade fpd path fpd-pkg-dir-url FPD の自動アップグレードを行う場合に、プライマリ フ
ラッシュ ファイル システム以外の場所から FPD イメージ
パッケージ ファイルを検索するようにルータを設定しま
す。

Router# upgrade hw-module subslot 
slot-number/subslot-number file file-url [force]

SPA の現在の FPD イメージ パッケージを手動でアップグ
レードします。
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SIP および SPA コマンド リファレンス

この章では、新規コマンドと変更されたコマンドについて説明します。この機能で使用されるその

他のコマンドは、すべて Cisco IOS Release 12.0 のコマンド リファレンスとマスター インデックス
に記載されています。

（注） この章に記載されているコマンドの一部は、複数のシスコ製品に適用でき、異なるプラットフォー

ムでサポートされています。これらのコマンドに関しては、特定のプラットフォームまたは異種製

品における構文および使用方法の違いについて説明します。したがって、このマニュアルで複数の

形式のコマンドの構文、例、または使用上の注意事項が記載されている場合は、コマンド リファ
レンス ページ内で、ご使用のプラットフォームの関連 Shared Port Adapter（SPA）（または SPA
Interface Processor [SIP]）に対応する項目を参照してください。

この章に含まれる新規コマンドと変更されたコマンドは、次のとおりです。

• bert errors（p.19-3）

• bert pattern（p.19-4）

• card type（T1/E1）（p.19-5）

• card type（T3/E3）（p.19-6）

• framing（T1/E1 コントローラ）（p.19-8）

• framing（T3 コントローラ）（p.19-9）

• framing（T3/E3 インターフェイス）（p.19-11）

• hw-module subslot reload（p.19-12）

• hw-module subslot shutdown（p.19-13）

• hw-module subslot srp（p.19-15）

• interface（p.19-17）

• loopback（T3/E3 インターフェイス）（p.19-25）

• mdl（p.19-26）

• show controllers pos（p.19-28）

• show controllers serial（p.19-35）

• show diag（p.19-43）

• show hw-module all fpd（p.19-51）

• show hw-module subslot fpd（p.19-53）
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• show hw-module subslot oir（p.19-55）

• show interface sdcc（p.19-59）

• show hw-module subslot oir（p.19-55）

• show interfaces pos（p.19-70）

• show interfaces serial（p.19-75）

• show upgrade fpd file（p.19-99）

• show upgrade fpd package default（p.19-102）

• show upgrade fpd progress（p.19-104）

• show upgrade fpd table（p.19-105）

• speed（p.19-107）

• t1 framing（p.19-110）

• ttb（p.19-112）

• upgrade fpd auto（p.19-113）

• upgrade fpd path（p.19-115）

• upgrade hw-module slot（p.19-117）

• upgrade hw-module subslot（p.19-120）
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bert errors
任意の BERT パターンを実行しているときに BERT エラーを送信するには、インターフェイス コン
フィギュレーション モードで  bert error  コマンドを使用します。

bert errors [number]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは 1 です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用してパターンの実行中に固定数の BERT エラーを適用し、リモート側で同数の
エラーが受信されるかどうかを確認することによって、リンク アベイラビリティをテストします。

例 次の例では、スロット 5、ベイ 2 で実行中のビット パターンに、200 のビット エラーを適用します。

Router# configure terminal
Router(config)#int serial 5/0/0
Router(config-if)#bert errors 200

関連コマンド

number （任意）BERT パターンに追加することが可能な 1 ～ 255 の BERT エラー範囲

リリース 変更内容

12.1(12c)EX1 このコマンドが Cisco 7304 ルータについて追加されました。
12.2(18)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.2 S が稼働する Cisco 7304 ルータについ

て追加されました。

12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが
Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。

12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。

コマンド 説明

bert pattern ポート上で BERT パターンを開始します。
show controller serial シリアル回線の統計情報を表示します。
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bert pattern
ポート上で BERT パターンを開始するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
bert pattern コマンドを使用します。シーケンスを停止するには、no bert pattern コマンドを使用し
ます。

bert pattern {0s | 1s | 2^15 | 2^20 | 2^23 | alt-0-1 | qrss} interval minutes}

no bert pattern {0s | 1s | 2^15 | 2^20 | 2^23 | alt-0-1 | qrss} interval minutes}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、BERT はディセーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 特定のビット パターンを開始または停止するには、bert pattern コマンドを使用します。リンク ア
ベイラビリティをテストするには、1 つのエンドポイントでパターンを開始し、ネットワークのリ
モート エンドをループバックに設定して、BERT エラーが発生しないことを確認します。

例 次の例では、スロット 5、ベイ 0 で BERT パターンを開始します。

Router# configure terminal
Router(config)#int serial 5/0/0
Router(config-if)#bert pattern 0s

0s 0（ゼロ）の反復パターン（...000...）
1s 1 の反復パターン（...111...）
2^15 疑似ランダム 0.151 テスト パターン（32,768 ビット長）
2^20 疑似ランダム 0.153 テスト パターン（1,048,575 ビット長）
2^23 疑似ランダム 0.151 テスト パターン（8,388,607 ビット長）
alt-0-1 0（ゼロ）と 1 を交互に繰り返す反復パターン（...01010...）
qrss 疑似ランダム Quasi-Random Signal Sequence（QRSS; 準ランダム シグナル シー

ケンス）0.151 テスト パターン（1,048,575 ビット長）
interval minutes BERT テストの長さを分単位で指定します。

リリース 変更内容

11.1CC このコマンドが追加されました。

12.0(5)XE このコマンドが ATMインターフェイス コンフィギュレーション コマンドと
して拡張されました。

12.0(7)XE1 Cisco 7100シリーズ ルータのサポートが追加されました。
12.1(5)T このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合されました。
12.1(12c)EX1 Cisco 7304 ルータのサポートが追加されました。
12.2(18)S Cisco 7304 ルータのサポートが追加されました。
12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが

Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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関連コマンド

card type（T1/E1）
SPA のポートを T1 または E1 モードに設定するには、グローバル コンフィギュレーション モード
で card type コマンドを使用します。カード タイプの選択を解除するには、このコマンドの no 形式
を使用します。

card type {t1 | e1} slot subslot

no card type {t1 | e1} slot subslot

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。SPA を初めて取り付けるときにはカード タイプは設定さ
れていません。個々のポートを設定する前に、このコマンドを設定する必要があります。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

コマンド 説明

bert errors いずれかの BERT パターンの実行中に BERT エラーを送信します。
show controller serial シリアル回線の統計情報を表示します。

loopback 送信および受信パスのさまざまなポイントでループバックを実行

します。

slot シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してく
ださい。SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォーム固有の
SPA ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有
の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and
Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照してください。

subslot SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号 

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア
インストレーション ガイド、およびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」
に対応する項目を参照してください。

t1 統合型 Data Service Unit（DSU; データ サービス ユニット）を使用したクリア
チャネル T1

e1 統合型 DSU を使用したクリアチャネル E1

リリース 変更内容

12.0(5)XE このコマンドが追加されました。

12.0(7)T このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(7)T に統合されました。
12.2S このコマンドが Cisco IOS Release 12.2S に統合されました。
12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが

Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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使用上のガイドライン すべての SPA ポートを T1 または T3 から E1 または E3（あるいは E3 から T3）に変更するには、
カード タイプの選択を解除してから、カードに新しいインターフェイス タイプを適用します。

例 以下に、スロット 5、ベイ 2 に装着された T3/E3 SPA のすべてのポートを、T3 モードに設定する例
を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# card type t3 5 2

関連コマンド

card type（T3/E3）
SPA のポートを T3 または E3 モードに設定するには、グローバル コンフィギュレーション モード
で card type コマンドを使用します。カード タイプの選択を解除するには、このコマンドの no 形式
を使用します。

card type {t3 | e3} slot subslot

no card type {t3 | e3} slot subslot

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。SPA を初めて取り付けるときにはカード タイプは設定さ
れていません。個々のポートを設定する前に、このコマンドを設定する必要があります。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド 説明

show interface serial シリアル インターフェイス タイプとその他の情報を表示します。

slot シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してく
ださい。SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォーム固有の
SPA ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有
の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and
Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照してください。

subslot SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号 

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア
インストレーション ガイド、およびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」
に対応する項目を参照してください。

t3 統合型 Data Service Unit（DSU; データ サービス ユニット）を使用したクリア
チャネル T3

e3 統合型 DSU を使用したクリアチャネル E3
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コマンド履歴

使用上のガイドライン すべての SPA ポートを T3 から E3 に変更するには、card type の選択を解除してから、カードを新
しいインターフェイス タイプで設定します。

カード タイプの発行後は、no card type コマンドを入力してから別のカード タイプのコマンドを入
力すれば、新しいカード タイプを設定できます。新しい設定を有効にするには、この設定を NVRAM
に保存し、ルータをリブートする必要があります。

ルータが起動する際に、ソフトウェアは新しいカード タイプを適用して起動します。ソフトウェア
は、古いコントローラおよびインターフェイスに関連付けられている設定を拒否します。このあと、

新しいコントローラとシリアル インターフェイスを設定して保存する必要があります。

例 以下に、スロット 5、ベイ 2 に装着された T3/E3 SPA のすべてのポートを、T3 モードに設定する例
を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# card type t3 5 2

関連コマンド

リリース 変更内容

12.0(5)XE このコマンドが追加されました。

12.0(7)T このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(7)T に統合されました。
12.1(1)T このコマンドが追加されました。

12.2(11)YT このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(11)YT に統合され、Cisco 2650XM、Cisco
2651XM、Cisco 2691、Cisco 3660 シリーズ、Cisco 3725、および Cisco 3745
ルータの各プラットフォームで実装されました。

12.2(15)T このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(15)T に統合されました。
12.3(1) このコマンドが Cisco IOS Release 12.3(1) に統合され、Cisco 2610XM、Cisco

2611XM、Cisco 2620XM、Cisco 2621XM、Cisco 2650XM、Cisco 2651XM、Cisco
2691、Cisco 3631、Cisco 3660、Cisco 3725、および Cisco 3745 プラットフォー
ムのサポートが追加されました。

12.2S このコマンドが Cisco IOS Release 12.2S に統合されました。
12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが

Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。

コマンド 説明

show interface serial シリアル インターフェイス タイプとその他の情報を表示します。
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framing（T1/E1 コントローラ）
T1 または E1 データ回線のフレーム タイプを選択するには、コントローラ コンフィギュレーショ
ン モードで framing コマンドを使用します。

T1 回線

framing {sf | esf}

E1 回線

framing {crc4 | no-crc4} [australia]

T1 Shared Port Adapter（SPA）

framing {sf | esf}

no framing {sf | esf}

E1 SPA

framing {crc4 | no-crc4 | unframed}

no framing {crc4 | no-crc4 | unframed}

シンタックスの説明

デフォルト sf（T1 回線の場合）

crc4（E1 回線の場合）

コマンド モード コントローラ コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、T1 または E1 フラクショナル データ回線とルータまたはアクセス サーバが通信
を行う構成で使用します。サービス プロバイダーが T1/E1 回線に必要なフレーミング タイプを決
定します。

T1/E1 SPA のデフォルト モードに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。このコマンド
には、他の T1/E1 回線の no 形式がありません。

sf T1 フレーム タイプとして Super Frame（SF; スーパ フレーム）を指定します。
これは T1 のデフォルトです。

esf T1 フレーム タイプとして Extended Super Frame（ESF; 拡張スーパ フレーム）
を指定します。

crc4 E1 フレーム タイプとして CRC4 フレームを指定します。これは E1 のデフォ
ルトです。

no-crc4 E1 フレーム タイプとして非 CRC4 フレームを指定します。
australia （任意）オーストラリアで使用されている E1 フレーム タイプを指定します。

リリース 変更内容

12.2S このコマンドが Cisco IOS Release 12.2S に統合されました。
12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが

Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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例 以下に、T1 フレーム タイプとして ESF を選択する例を示します。

Router(config-controller)# framing esf

関連コマンド

framing（T3 コントローラ）
T3 ポートのフレーミング モードを選択するには、コントローラ コンフィギュレーション モードで
framing コマンドを使用します。デフォルト モードに戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

T3コントローラ

framing {c-bit | m23}

no framing

T3/E3 SPA と Cisco 7500 シリーズ ルータ（CT3IP ポート アダプタ搭載）

framing {c-bit | m23 | auto-detect}

no framing

シンタックスの説明

デフォルト c-bit（T3 およびほとんどの T3 コントローラ用）

auto-detect（Cisco 7500 シリーズ ルータの CT3IP 用）

コマンド モード コントローラ コンフィギュレーション

コマンド履歴

コマンド 説明

cablelength ルータからネットワーク装置までのケーブル長を指定します。

linecode T1 または E1 回線のラインコード タイプを選択します。

auto-detect 遠端装置から受信するフレーミング タイプの検出を指定します。
c-bit T3 フレーミング タイプとして C ビット フレーミングが使用されるように指

定します。

m23 T3フレーミング タイプとしてM23 フレーミングが使用されるように指定し
ます。

リリース 変更内容

11.1CA このコマンドが追加されました。

12.2(11)YT このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(11)YT に統合され、Cisco 2650XM、Cisco
2651XM、Cisco 2691、Cisco 3660 シリーズ、Cisco 3725、および Cisco 3745
ルータの各 T3 用プラットフォームで実装されました。

12.2(15)T このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(15)T に統合されました。
12.2S このコマンドが Cisco IOS Release 12.2S に統合されました。
12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが

Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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使用上のガイドライン T3/E3 ポートにフレーミング モードを設定するには、framing コマンドを使用します。

例 以下に、T3インターフェイスにフレーミング モードを設定する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# controller t1 6/0/0
Router(config-controller)# framing m23

次の例では、CT3IP のフレーミングを C ビットに設定します。

Router(config)# controller t3 9/0/0
Router(config-controller)# framing c-bit

関連コマンド コマンド 説明

controller T1、E1、または T3コントローラを設定し、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

show controller コントローラの設定を表示します。
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framing（T3/E3 インターフェイス）
T3 ポートのフレーミング モードを選択するには、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドで framing コマンドを使用します。デフォルト モードに戻すには、このコマンドの no 形式を使
用します。

framing {bypass | c-bit | m13}

no framing {bypass | c-bit | m13}

E3 ポートのフレーミング モードを選択するには、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドで framing コマンドを使用します。デフォルト モードに戻すには、このコマンドの no 形式を使
用します。

framing {bypass | g751 | g832}

no framing {bypass | g751 | g832}

シンタックスの説明

デフォルト T3 ：C ビット フレーミング

E3 ：g751 フレーミング

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン T3 ポートにフレーミング モードを設定するには、framing コマンドを使用します。

例 以下に、スロット 5 の最初のポートにフレーミング モードを設定する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# interface serial 5/0/0
Router(config-if)# framing bypass

関連コマンド

bypass DS3 のフレーミング モードをバイパスします。
c-bit DS3 の C ビット フレーミング モードをイネーブルにします。
m13 DS3 の M13 フレーミング モードをイネーブルにします。
g751 E3 の G0.751 フレーミング モードをイネーブルにします。
g832 E3 の G0.832 フレーミング モードをイネーブルにします。

リリース 変更内容

11.1 このコマンドが追加されました。

12.2S このコマンドが Cisco IOS Release 12.2S に統合されました。
12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが

Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。g832 キーワード オプショ
ンがこのコマンドに追加されました。

12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。

コマンド 説明

show controller serial シリアル回線の統計情報を表示します。
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hw-module subslot reload
Shared Port Adapter（SPA）とそのインターフェイスを再起動するには、イネーブル EXEC コンフィ
ギュレーション モードで hw-module subslot reload コマンドを使用します。このコマンドには、no
形式がありません。

hw-module subslot slot/subslot reload 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン hw-module subslot reload コマンドでは、SPA の電源がいったんオフにされてから再びオンにされま
す。SPA のすべてのインターフェイスを再起動する場合に、このコマンドが役立ちます。

このコマンドは、以下のような条件下で SPA を再起動する場合に使用することを推奨します。

• 故障により電源がオフになったあと、SPA を再起動する場合

• Route Processor（RP; ルート プロセッサ）と SIP 間のメッセージの破損状態から復旧する場合

例 次のコマンドでは、シャーシのスロット 13 に装着された SIP の、スロット 2 にある SPA の電源を
一度切ってから再投入します。

Router# hw-module subslot 13/2 reload
Router#

（注） hw-module subslot reload コマンドでは、コマンド アクションのステータスを示すメッセージが
ルータのコンソールに表示されません。ただし、一部のインターフェイス設定では、SPA のリロー
ド アクションに関連してコンソール出力を生成する場合があります。

slot シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してく
ださい。SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォーム固有の
SPA ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有
の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and
Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照してください。

/subslot SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号 

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア
インストレーション ガイド、およびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」
に対応する項目を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(25)S3 このコマンドが追加されました。

12.2(18)SXE Cisco 12000 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが
Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。

12.0(31)S Cisco 12000 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが
Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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関連コマンド

hw-module subslot shutdown
電源を入れたまま、または切断した状態で Shared Port Adapter（SPA）をシャットダウンし、SPA の
シャットダウン状態をそのまま保つには、グローバル コンフィギュレーション モードで hw-module
subslot shutdown コマンドを使用します。SPA を再びイネーブルにするには、このコマンドの no 形
式を使用します。

hw-module subslot slot/subslot shutdown [powered | unpowered] 

no hw-module subslot slot/subslot shutdown [powered | unpowered]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドを使用しない場合、no hw-module subslot shutdown がデフォルトの動作になります。
ユーザが指定しないかぎり、SPA はシャットダウンしません。

このコマンドが powered と unpowered のいずれかを指定せずに CLI で入力された場合は、デフォ
ルトで powered になります。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

コマンド 説明

show hw-module subslot oir SPA の動作ステータスを表示します。

slot シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してく
ださい。SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォーム固有の
SPA ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有
の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and
Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照してください。

/subslot SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号 

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア
インストレーション ガイド、およびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」
に対応する項目を参照してください。

powered （任意）SPA およびそのすべてのインターフェイスをシャットダウンし、電源
を入れたまま SPA を管理上のダウン状態に置きます。これは、デフォルトの
ステートです。

unpowered （任意）SPA およびそのすべてのインターフェイスをシャットダウンし、電源
を切断して SPA を管理上のダウン状態に置きます。

リリース 変更内容

12.2(25)S3 このコマンドが追加されました。

12.2(18)SXE このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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使用上のガイドライン SPA をシャットダウンする場合、SPA を次のいずれかのステートにすることができます。

• 受電ステート ― （デフォルト）SPA をシャットダウンしますが、SPA の電源はオンの状態で
す。ルータに SPA を物理的に設置し、ケーブル接続された状態にしておく予定の場合は、この
オプションを使用します。SPA の設置および設定は行っても、SPA をオンライン状態にしたり、
接続のリモート側との通信を開始したりしない場合に、このオプションを選択します。

• 非受電ステート ― SPA をシャットダウンし、SPA の電源をオフにします。シャーシから SPA
を取り外す場合は、このオプションを使用します。

このコマンドを使用すると、SPA を取り外さない場合、または取り外すことができない場合に、SPA
のすべてのインターフェイスをディセーブルにできます。Cisco 7304 ルータの hw-module subslot
stop EXEC コマンドとは異なり、このコマンドはコンフィギュレーション ファイルに保存され、他
のルータのイベント（ルータのリロードまたは OIR など）が SPA を再起動しようとしても、SPA
をディセーブルの状態に保ちます。このコマンドを使用して SPA 自体がシャットダウンされても、
SPA の他の設定やコンフィギュレーションはすべて保たれます。

原則として、OIR 機能を使用して SPA を取り外し、同一モデルの SPA を取り付ける場合は、SPA
をシャットダウンする必要はありません。ただし、SPA を別のモデルの SPA に交換する場合は、常
に SPA をシャットダウンする必要があります。

hw-module subslot shutdown コマンドを使用して SPA をシャットダウンすると、ルータをリセット
したり、そのサブスロットに新しい SPA を装着したりしても、シャットダウン状態が保たれます。
カードを再び使用できるようにするためには、no hw-module subslot shutdown コマンドを使用して、
手動でカードを再度イネーブルにする必要があります。

例 以下に、ルータ シャーシの SPA を取り付けたまま、サブスロット 4/1 にある SPA をディセーブル
にする状態にしておく例を示します。このコマンドはコンフィギュレーション ファイルに保存さ
れ、この設定を変更する以外の方法では、SPA を再度イネーブルにすることはできません。

Router(config)# hw-module subslot 4/1 shutdown unpowered

以下に、unpowered オプションを使用して SPA をディセーブルにしたあとで、通常の動作を再開す
るように SPA を設定する例を示します。

Router(config)# hw-module subslot 4/1 shutdown powered

SPA をシャットダウンまたは再度イネーブルにする場合、コンソールにメッセージは表示されませ
ん。

関連コマンド コマンド 説明

show hw-module subslot oir SPA の動作ステータスを表示します。
hw-module slot1 ルータのスロットに装着されているキャリア カードを非アクティ

ブに、または再度アクティブにします。このコマンドは、EXEC
モードで入力され、コンフィギュレーション ファイルには保存さ
れません。

1. 『Cisco 7300 Series Platform-Specific Commands』を参照してください。
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hw-module subslot srp
POS/Resilient Packet Ring（RPR）Shared Port Adapter（SPA）のすべてのインターフェイスを Packet
over SONET（POS）モードから Spatial Reuse Protocol（SRP）モードに変更するには、グローバル コ
ンフィギュレーション モードで hw-module subslot srp コマンドを使用します。

hw-module subslot slot/subslot srp {mate slot/subslot} 

no hw-module subslot slot/subslot srp {mate slot/subslot}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン hw-module subslot srp コマンドを使用して SRP モードをイネーブルにするときは、次の注意事項を
考慮してください。

• 同一の SIP に搭載された SPA に SRP を正しく設定するには、番号の小さい方のスロットとサ
ブスロットの組み合わせに搭載された POS SPA で hw-module subslot srp コマンドを使用し、
SRP をイネーブルにする必要があります。この SPA は、ホスト SRP インターフェイスとみな
されます。

• hw-module subslot srp コマンドを設定する必要があるのは、ホスト SRP インターフェイスだけ
です。相手側の SRP インターフェイスでは設定する必要はありません。

• ホスト SRP インターフェイスは、SRP インターフェイスの「A 側」になります。A 側インター
フェイスのスロット番号は、SRP の相手側（B 側）インターフェイスのスロット番号よりも小
さくなる必要があります。また、SRP オプションを設定するには、A 側インターフェイスの位
置を指定する必要があります。

• mate キーワードは、2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA には適用されません。単一の 2 ポート
OC-48c/STM-16 POS SPA では、組み合わせは 2 つの SONET ポート間で内部的に行われるため、
メイト ケーブルの配線は不要です。

slot シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してく
ださい。SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォーム固有の
SPA ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有
の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and
Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照してください。

/subslot SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号 

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア
インストレーション ガイド、およびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」
に対応する項目を参照してください。

mate slot/subslot （2 ポート OC-48c/STM-16 POS SPA では不要）SRP の相手である SPA の位置
を指定します。

リリース 変更内容

12.0(32)SY このコマンドが追加されました。
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• SIP は、ハードウェア ケーブル結合から受信した情報を読み取り、使用しているソフトウェア
設定でメイト ケーブルの接続を確認します。

• SRP をイネーブルにする前に、POS インターフェイスをシャットダウンする必要があります。

• SPA モードを変更すると、SPA は自動的にリロードされます。

• SPA 全体が POS モードまたは SRP モードのいずれかで動作します。POS モードに設定された
インターフェイスと SRP モードに設定されたインターフェイスを混在させることはできませ
ん。

例 次の例では、1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA で SRP をイネーブルにする方法を示します。

Router(config)# interface pos 1/0/0
Router(config-if)# shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config))# hw-module subslot 1/0 srp mate 1/1
Router(config)# interface srp 1/0/0

関連コマンド コマンド 説明

interface srp POS/RPR SPA インターフェイスを SRP インターフェイスとして設
定します。
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interface
インターフェイス タイプを設定し、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 interface コマンドを使用します。

標準構文

interface type number [name-tag]

Network Analysis Module（NAM; ネットワーク解析モジュール）

interface analysis-module slot/unit

Content Engine（CE; コンテンツ エンジン）ネットワーク モジュール

interface content-engine slot/unit

Packet Over SONET（POS）Interface Processor を搭載した Cisco 7200 シリーズおよび Cisco
7500 シリーズ

interface type slot/port

Cisco AS5800 ユニバーサル アクセス サーバのルータ シェルフとして使用される Cisco 7200
VXR ルータ

interface type router-shelf/slot/port 

チャネライズド T1 または E1 を使用する Cisco 7500 シリーズ

interface serial slot/port:channel-group

VIP カードのポートを使用する Cisco 7500 シリーズ

interface type slot/port-adapter/port

サブインターフェイスを設定するには、以下の形式の interface グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

Cisco 7200 シリーズ

interface type slot/port.subinterface-number [multipoint | point-to-point]

Cisco 7500 シリーズ

interface type slot/port-adapter.subinterface-number [multipoint | point-to-point]

VIP カードのポートを使用する Cisco 7500 シリーズ

interface type slot/port-adapter/port.subinterface-number [multipoint | point-to-point]

Shared Port Adapter（SPA）

interface type slot/subslot/port[.subinterface-number]
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シンタックスの説明

デフォルト インターフェイス タイプは設定されていません。

type 設定するインターフェイス タイプ表 19-1 を参照してください。
number ポート、コネクタ、またはインターフェイス カード番号。Cisco 4700 シ

リーズ ルータの場合、Network Interface Module（NIM）または Network
Processor Module（NPM）の番号を指定します。これらの番号は、工場で
の取り付け時またはシステムに追加する時に割り当てられ、show
interfaces コマンドで表示できます。

name-tag （任意）複数のサーバの設定を入力できるように、サーバの設定を特定す

るための論理名を指定します。

このオプションの引数は、Redundant Link Manager（RLM）機能と組み合
わせて使用します。

slot シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照し
てください。SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォー
ム固有の SPA ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラット
フォーム固有の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで
「Identifying Slots and Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照し
てください。

/subslot SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号 

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハード
ウェア インストレーション ガイド、およびプラットフォーム固有の SPA
ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface
Address on a SPA」に対応する項目を参照してください。

/unit ネットワーク モジュールのドータカードの番号。NAM および CE ネット
ワーク モジュールの場合、常に 0 を使用します。

/port ポートまたはインターフェイス番号。

ポートについては、該当するハードウェア マニュアルを参照してくださ
い。SPAについては、プラットフォーム固有の SPA ソフトウェア コンフィ
ギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」に対
応する項目を参照してください。

router-shelf Cisco AS5800 ユニバーサル アクセス サーバのルータ シェルフ番号。ルー
タ シェルフに関する情報ついては、該当するハードウェア マニュアルを
参照してください。

:channel-group チャネル グループ番号。Cisco 7500 シリーズ ルータでは、channel-group
コントローラ コンフィギュレーション コマンドで定義される 0 ～ 4 の範
囲のチャネル グループ番号を指定します。

/port-adapter ポート アダプタ番号。ポート アダプタの互換性に関する情報については、
該当するハードウェア マニュアルを参照してください。

.subinterface-number 1 ～ 4,294,967,293 の範囲のサブインターフェイス番号。ピリオド（.）の
前に来る番号は、このサブインターフェイスが属する番号と一致する必要

があります。

multipoint | 
point-to-point

（任意）マルチポイントまたはポイントツーポイント サブインターフェイ
スを指定します。デフォルト値はありません。
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コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

（注） このコマンドを RLM 機能と併せて使用するには、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドで実行する必要があります。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドには、no 形式がありません。

部分的なメッシュ構造を持つフレーム リレー ネットワークをサポートするように、サブインター
フェイスを設定できます。『Cisco IOS Interface and Hardware Component Configuration Guide』の
「Configuring Serial Interfaces」の章を参照してください。

表 19-1 に、interface コマンドで設定できるインターフェイス タイプを表すキーワードを示します。
type 引数は、表の中の該当するキーワードと置き換えます。

リリース 変更内容

10.0 このコマンドが Cisco 7000 シリーズ ルータに追加されました。
11.0 このコマンドが Cisco 4000 シリーズ ルータについて実装されました。
12.0(3)T オプションの name-tag 引数が RLM 機能に対して追加されました。
12.2(13)T content-engine キーワードが追加されました。
12.2(15)T Cisco IOS ソフトウェアで LAN 拡張機能が利用できなくなったため、lex

キーワードが削除されました。

12.3(7)T analysis-module キーワードが追加されました。
12.2(20)S2 このコマンドが Cisco 7304 ルータの SPA に実装されました。
12.2(18)SXE このコマンドが Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA に実装されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco 12000 シリーズ ルータの SPA に実装されました。

表 19-1 インターフェイス タイプのキーワード

キーワード インターフェイス タイプ

analysis-module 解析モジュール インターフェイス。解析モジュール インターフェイスは、
NAM の内部インターフェイスと接続されたルータのファスト イーサネット
インターフェイスです。このインターフェイスには、サブインターフェイス

または速度、デュプレックス モード、および同様のパラメータを設定できま
せん。有効なパラメータのリストについては、CLI のヘルプを参照してくだ
さい。

async 非同期インターフェイスとして使用されるポート回線 

atm ATMインターフェイス 

bri ISDN BRI（基本インターフェイス）。このインターフェイスの設定は、各 B
チャネルに伝播されます。B チャネルを個別に設定することはできません。イ
ンターフェイスでコールの発信を行うには、dial-on-demand コマンドを設定す
る必要があります。

content-engine CE ネットワーク モジュール インターフェイス。CE ネットワーク モジュー
ル インターフェイスには、サブインターフェイスまたは速度、デュプレック
ス モード、および同様のパラメータを設定できません。有効なパラメータの
リストについては、CLI のヘルプを参照してください。content-engine キー
ワードは、以前のマニュアルでは interface content-engine コマンドとして記
載されていました。
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analysis-module キーワードの使用

解析モジュール インターフェイスは、初期設定で NAM コンソールにアクセスする際に使用されま
す。NAM IP パラメータの設定後、解析モジュール インターフェイスは通常、NAM ソフトウェア
のアップグレード時、または NAM Traffic Analyzer がアクセス不能な場合のトラブルシューティン
グ時にのみ使用されます。

解析モジュール インターフェイスは、ルータの Cisco IOS ソフトウェアでのみ認識される、NAM の
内部インターフェイスと接続されたルータ内のファスト イーサネット インターフェイスです。解
析モジュール インターフェイスはルータの Peripheral Component Interconnect（PCI）バックプレーン
に接続されており、解析モジュール インターフェイスのすべての設定と管理は、Cisco IOS CLI か
ら実行する必要があります。

dialer ダイヤラ インターフェイス 

ethernet イーサネット IEEE 802.3インターフェイス 

fastethernet 100 Mbps イーサネット インターフェイス。fastethernet キーワードは、以前の
マニュアルでは interface fastethernet コマンドとして記載されていました。

fddi FDDI インターフェイス

gigabitethernet 1,000 Mbps イーサネット インターフェイス。gigabitethernet キーワードは、以
前のマニュアルでは interface gigabitethernet コマンドとして記載されていま
した。

group-async マスター非同期インターフェイス。group-async キーワードは、以前のマニュ
アルでは interface group-async コマンドとして記載されていました。

hssi High-Speed Serial Interface（HSSI; 高速シリアル インターフェイス）

loopback 常時アップ状態のインターフェイスをエミュレートするソフトウェア専用

ループバック インターフェイス。これは、すべてのプラットフォームでサ
ポートされている仮想インターフェイスです。number 引数には、作成または
設定するループバック インターフェイスの番号を指定します。ループバック
インターフェイスの作成数については、制限がありません。

null ヌル インターフェイス

port-channel ポート チャネル インターフェイス。port-channel キーワードは、以前のマニュ
アルでは interface port-channel コマンドとして記載されていました。

pos POS Interface Processor のパケット OC-3 インターフェイス。pos キーワードは、
以前のマニュアルでは interface pos コマンドとして記載されていました。

sdcc Section Data Communications Channel（SDCC）インターフェイス

serial シリアル インターフェイス

switch スイッチ インターフェイス

tokenring トークンリング インターフェイス

tunnel トンネル インターフェイス（仮想インターフェイス）。number 引数には、作
成または設定するトンネル インターフェイスの番号を指定します。トンネル
インターフェイスの作成数については、制限がありません。

vg-anylan 100VG-AnyLAN ポート アダプタ。vg-anylan キーワードは、以前のマニュア
ルでは interface vg-anylan コマンドとして記載されていました。

表 19-1 インターフェイス タイプのキーワード（続き）

キーワード インターフェイス タイプ
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group-async キーワードの使用

group-async キーワードを使用すると 1 つの非同期インターフェイスを作成でき、group-range コマ
ンドを使用して、他のインターフェイスをメンバーとして関連付けできます。この一対多数設定に

より、個々のインターフェイスに対してこのコマンドを入力することなく、グループのマスター イ
ンターフェイスに 1 つのコマンドを入力することで、関連付けられたすべてのメンバー インター
フェイスを設定することができます。デバイスには複数のグループ マスターを作成できますが、各
メンバー インターフェイスを関連付けることができるのは 1 つのグループだけです。

port-channel キーワードの使用

Fast EtherChannel 機能では、複数のファスト イーサネット ポイントツーポイント リンクを 1 つの
論理リンクにバンドルし、最大 800 Mbps の双方向帯域幅を提供できます。ポート チャネル イン
ターフェイスは、ファスト イーサネット インターフェイスと同様の方法で設定できます。

ポート チャネル インターフェイスを作成後、ファスト イーサネット インターフェイス（最大 4 つ
まで）をそのポート チャネル インターフェイスに割り当てます。ファスト イーサネット インター
フェイスをポート チャネル インターフェイスに割り当てる方法については、channel-group イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを参照してください。

注意 ポート チャネル インターフェイスは、ルーテッド インターフェイスです。物理ファスト イーサ
ネット インターフェイスでレイヤ 3 アドレスをイネーブルにしないでください。
ループが発生するため、物理ファスト イーサネット インターフェイスにブリッジ グループを割り
当てないでください。

また、スパニングツリーはディセーブルにする必要があります。

注意 Release 11.1(20)CC では、Fast EtherChannel によって Cisco Express Forwarding（CEF）と distributed
Cisco Express Forwarding（dCEF）がサポートされます。ポート チャネル インターフェイスで dCEF
をイネーブルにする前に、ファスト イーサネット インターフェイスからすべての定義済みの ip
route-cache distributed コマンドをクリアすることを推奨します。ルート キャッシュをクリアする
ことにより、ポート チャネル インターフェイスで物理ファスト イーサネット リンクを正常に制御
できるようになります。CEF/dCEF をグローバルにイネーブルにする場合、CEF/dCEF をサポート
するすべてのインターフェイスがイネーブルにされます。ポート チャネル インターフェイスで
CEF/dCEF がイネーブルにされている場合、チャネル グループの各ファスト イーサネット イン
ターフェイスでは、CEF/dCEF が自動的にイネーブルになります。ただし、CEF/dCEF を事前にファ
スト イーサネット インターフェイスでディセーブルにした場合は、CEF/dCEF は自動的にはイネー
ブルになりません。この場合、ファスト イーサネット インターフェイスで CEF/dCEF をイネーブ
ルにする必要があります。

port-channelキーワードを利用して作業を行う場合、以下の点に考慮します。

• 現在のところ、Cisco Discovery Protocol（CDP）を使用する場合は、物理ファスト イーサネット
インターフェイスにではなく、ポート チャネル インターフェイスにだけ設定する必要があり
ます。

• ポート チャネル インターフェイスにスタティック MAC アドレスを割り当てない場合、Cisco
IOS ソフトウェアによって MAC アドレスが自動的に割り当てられます。スタティック MAC ア
ドレスを割り当ててから、あとでそれを削除した場合にも、Cisco IOS ソフトウェアが MAC ア
ドレスを自動的に割り当てます。
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vg-anylan キーワードの使用

100VG-AnyLAN ポート アダプタは IEEE 802.12 規格に適合し、IEEE 802.12 規格で指定されたイン
ターフェイス ポートを 1 つ提供します。100VG-AnyLAN ポート アダプタは、RJ-45 ターミネータ
付きのカテゴリ 3 またはカテゴリ 5 Unshielded Twisted-Pair（UTP; シールドなしツイストペア）ケー
ブルを介して 100 Mbps を提供し、IEEE 802.3 イーサネット パケットをサポートします。

100VG-AnyLAN ポート アダプタは、イーサネットまたはファスト イーサネット インターフェイス
と同様の方法で設定するように設定できます。100VG-AnyLAN ポート アダプタは、IEEE 802.12 イ
ンターフェイス MIB を使用してモニタリングできます。

例 シリアル インターフェイスの例

以下に、シリアル インターフェイス 0 に PPP カプセル化を設定する例を示します。

Router(config)# interface serial 0
Router(config-if)# encapsulation ppp

ループバック インターフェイスの例

以下に、ループバック モードをイネーブルにし、インターフェイスに IP ネットワーク アドレスと
ネットワーク マスクを割り当てる例を示します。ここで確立されたループバック インターフェイ
スは、常時アップ状態になります。

Router(config)# interface loopback 0
Router(config-if)# ip address 10.108.1.1 255.255.255.0

Cisco 7500 シリーズ ルータの Ethernet Interface Processor（EIP）の例

以下に、Cisco 7500 シリーズ ルータのスロット 2 に搭載された EIP の、イーサネット ポート 4 を設
定する例を示します。

Router(config)# interface ethernet 2/4

Cisco 7500 シリーズ ルータのトークンリング インターフェイスの例

以下に、Cisco 7500 シリーズ ルータのポート 0 のスロット 1 に搭載された、トークンリング イン
ターフェイス プロセッサを設定する例を示します。

Router(config)# interface tokenring 1/0

NAM インターフェイスの例

以下に、NAM ルータがルータ スロット 1 に搭載されている場合に解析モジュール インターフェイ
スを設定する例を示します。

Router(config)# interface analysis-module 1/0

CE ネットワーク モジュール インターフェイスの例

以下に、スロット 1 に搭載された CE ネットワーク モジュールのインターフェイスを設定する例を
示します。

Router(config)# interface content-engine 1/0

Cisco 4700 シリーズ ルータのファスト イーサネット インターフェイスの例

以下に、Cisco 4700 シリーズ ルータのファスト イーサネット インターフェイス 0 に、標準的な
ARPA カプセル化（デフォルト設定）を設定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 0
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ギガビット イーサネット インターフェイスの例

以下に、スロット 0、ポート 0 に、ギガビット イーサネット インターフェイスを設定する例を示し
ます。

Router(config)# interface gigabitethernet 0/0

非同期グループ マスター インターフェイスの例

以下に、非同期グループ マスター インターフェイス 0 を定義する例を示します。

Router(config)# interface group-async 0

ポート チャネル インターフェイスの例

以下に、チャネル グループ番号 1 を使用してポート チャネル インターフェイスを作成し、ポート
チャネル 1 に 2 つのファスト イーサネット インターフェイスを追加する例を示します。

Router(config)# interface port-channel 1
Router(config-if)# ip address 10.1.1.10 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface fastethernet 1/0/0
Router(config-if)# channel-group 1
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface fastethernet 4/0/0
Router(config-if)# channel-group 1

PoS インターフェイスの例

以下に、スロット 2 の POS OC-3 ポート アダプタのポート 0 に、1 つのパケット OC-3 インターフェ
イスを指定する例を示します。

Router(config)# interface pos 2/0

100VG-AnyLAN インターフェイスの例

以下に、スロット 1 の最初のポート アダプタに、100VG-AnyLAN ポート アダプタを指定する例を
示します。

Router(config)# interface vg-anylan 1/0/0

フレーム リレー サブインターフェイスの例

以下に、部分的なメッシュ構造を持つフレーム リレー ネットワークを設定する例を示します。こ
の例では、サブインターフェイス シリアル 0.1 は 2 つの関連したフレーム リレー Permanent Virtual
Connection（PVC; 相手先固定接続）を持つマルチポイント サブインターフェイスとして設定され、
サブインターフェイス シリアル 0.2 はポイントツーポイント サブインターフェイスとして設定さ
れています。

Router(config)# interface serial 0
Router(config-if)# encapsulation frame-relay
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface serial 0/0.1 multipoint
Router(config-if)# ip address 10.108.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)# frame-relay interface-dlci 42 broadcast
Router(config-if)# frame-relay interface-dlci 53 broadcast
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface serial 0/0.2 point-to-point
Router(config-if)# ip address 10.108.11.1 255.255.255.0
Router(config-if)# frame-relay interface-dlci 59 broadcast
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T1 シリアル インターフェイスの例

以下に、T1 リンクの回線 0 に PPP カプセル化を設定する例を示します。

Router(config)# controller t1 4/1
Router(config-controller)# circuit 0 1
Router(config-controller)# exit
Router(config)# interface serial 4/1:0
Router(config-if)# ip address 10.108.13.1 255.255.255.0
Router(config-if)# encapsulation ppp

POS SPA の SDCC インターフェイスの例

以下に、POS SPA の SDCC インターフェイスとして最初のインターフェイス（ポート 0）を設定す
る例を示します。ここでは、SPAが MSC の上部サブスロット（0）に装着され、MSC は Cisco 7304
ルータのスロット 4 に装着されています。

Router(config)# interface sdcc 4/3/0 
Router(config-if)# ip address 10.1.9.2 255.255.255.0 
Router(config-if)# logging event link-status 
Router(config-if)# load-interval 30 
Router(config-if)# no keepalive 
Router(config-if)# no fair-queue 
Router(config-if)# no cdp enable 

SPA インターフェイスの例

以下に、4 ポート 10/100 ファスト イーサネット SPA の 2 番めのインターフェイス（ポート 1）に、
標準的な ARPA カプセル化（デフォルト設定）を設定する例を示します。ここでは、SPA が MSC
の下部サブスロット（1）に装着され、MSC は Cisco 7304 ルータのスロット 2 に装着されています。

Router(config)# interface fastethernet 2/1/1

関連コマンド コマンド 説明

channel-group 各 T1 または E1 回線に属するタイムスロットを定義します。
channel-group
（Fast EtherChannel）

Fast EtherChannel グループにファスト イーサネット イン
ターフェイスを割り当てます。

clear interface インターフェイスのハードウェア ロジックをリセットしま
す。

controller E1、J1、T1、または T3コントローラを設定し、コントロー
ラ コンフィギュレーション モードを開始します。

group-range 同じデバイスのグループ インターフェイスに関連付けられ
ている非同期インターフェイスのリストを作成します。

mac-address MAC レイヤ アドレスを設定します。
ppp PPP を使用して非同期接続を開始します。
show controllers content-engine CE ネットワーク モジュールのコントローラ情報を表示しま

す。

show interfaces インターフェイスに関する情報を表示します。

show interfaces content-engine CE ネットワーク モジュールの基本的なインターフェイス設
定情報を表示します。

shutdown（RLM） RLM グループのすべてのリンクをシャットダウンします。
slip SLIP を使用してリモート ホストへのシリアル接続を開始し

ます。
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loopback（T3/E3 インターフェイス）
送信および受信パスのさまざまなポイントでループバックを実行するには、インターフェイス コン
フィギュレーション モードで loopback コマンドを使用します。ループバックを停止するには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。

PA-T3 ポート アダプタ

loopback {dte | local | network {line | payload} | remote}

no loopback

PA-E3 ポート アダプタ

loopback {dte | local | network {line | payload}}

no loopback

T3/E3 Shared Port Adapter（SPA）

loopback {dte | local | dual | network {line | payload} | remote}

no loopback {dte | local | dual | network {line | payload} | remote}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、ループバックが実行されません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

dte Line Interface Unit（LIU）のあとに端末方向にループバックを実行しま
す。

local フレーマを通過したあとに端末方向にループバックを実行します。

dual ローカル ループバックとネットワーク回線ループバックの両方を設定
します。

network {line | payload} フレーマを通過する前（line）、またはフレーマを通過したあと（payload）
に、ネットワーク方向にループバックを実行するように設定します。

remote FEAC を送信して、リモートにループバック設定をします。

リリース 変更内容

11.1 このコマンドが追加されました。

11.3 このコマンドが追加されました。

12.2(11)YT このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(11)YT に統合され、Cisco 2650XM、Cisco
2651XM、Cisco 2691、Cisco 3660 シリーズ、Cisco 3725、および Cisco 3745 ルー
タの各 E3 用プラットフォームで実装されました。

12.2(15)T このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(15)T に統合されました。
12.2S このコマンドが Cisco IOS Release 12.2S に統合されました。
12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが

Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。dual キーワードが追加され
ました。

12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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使用上のガイドライン フレーマおよび LIU レベル間のローカル ポートの問題を診断するには、loopback コマンドを使用
します。

例 以下に、LIU のあとに、スロット 5、ベイ 0 で端末方向へのループバックを作成する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# interface serial 5/0/0
Router(config-if)# loopback dte

mdl
ANSI T1.107a-1990 仕様に定義されている Maintenance Data Link（MDL; メンテナンス データ リン
ク）メッセージを設定するには、コントローラ コンフィギュレーション モードで mdl コマンドを
使用します。

mdl [string {eic | fic | generator | lic | pfi | port | unit}string] | [transmit {idle-signal | path | test-signal}]

no mdl [string {eic | fic | generator | lic | pfi | port | unit}string] | [transmit {idle-signal | path | 
test-signal}]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード コントローラ コンフィギュレーション

コマンド履歴

string eic string 装置識別コード（最大 10 文字）を指定します。
string fic string フレーム識別コード（最大 10 文字）を指定します。
string generator string MDL テスト信号メッセージで送信されるジェネレータ番号ストリング

（最大 38 文字）を指定します。
string lic string ロケーション識別コード（最大 11 文字）を指定します。
string pfi string MDL パス メッセージで送信されるパス ファシリティ識別コード（最大

38 文字）を指定します。
string port string MDL アイドル信号メッセージで送信されるポート番号ストリング（最

大 38 文字）を指定します。
string unit string ユニット識別コード（最大 6 文字）を指定します。
transmit idle-signal MDL アイドル信号メッセージの送信をイネーブルにします。
transmit path MDL パス メッセージの送信をイネーブルにします。
transmit test-signal MDL テスト信号メッセージの送信をイネーブルにします。

リリース 変更内容

11.3 このコマンドが追加されました。

12.1(13)EX このコマンドが Cisco 7304 ルータについて追加されました。
12.2(11)YT このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(11)YT に統合され、Cisco 2650XM、

Cisco 2651XM、Cisco 2691、Cisco 3660 シリーズ、Cisco 3725、および Cisco
3745 ルータの各プラットフォームで実装されました。

12.2(15)T このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(15)T に統合されました。
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使用上のガイドライン T3 C ビット フレーミング モードで MDL メッセージを送信するには、mdl コマンドを使用します。

例 次に、MDL でテスト信号を送信する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)#controller t3 5/0/0
Router(config-controller)#mdl transmit test-signal

関連コマンド

12.2(18)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.2 S が稼働する Cisco 7304 ルータにつ
いて追加されました。

12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンド
が Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。

12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。

リリース 変更内容

コマンド 説明

controller T1、E1、または T3コントローラを設定し、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

show controllers serial シリアル回線の統計情報を表示します。
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show controllers pos
Packet over SONET（POS）インターフェイスに関する情報を表示するには、イネーブル EXEC モー
ドで show controllers pos コマンドを使用します。このコマンドには、no 形式がありません。

Cisco 7500 シリーズ ルータ

show controllers pos [slot/port-adapter/port] [details | pm [time-interval]]

Cisco 12000 シリーズ ルータ

show controllers pos [slot/port] [details | pm [time-interval]] 

POS Shared Port Adapter（SPA）

show controllers pos [slot/subslot/port[/sub_int]] [alarm | details | pm [time-interval]]

シンタックスの説明 slot （任意）シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してく
ださい。SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォーム固有の
SPA ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有
の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and
Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照してください。

/port-adapter （任意）ポート アダプタ番号 

ポート アダプタの互換性に関する情報については、該当するハードウェア マ
ニュアルを参照してください。

/subslot （任意）SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号 

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア
インストレーション ガイド、およびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」
に対応する項目を参照してください。

/port （任意）ポートまたはインターフェイス番号 

ポートについては、該当するハードウェア マニュアルを参照してください。
SPA については、プラットフォーム固有の SPA ソフトウェア コンフィギュ
レーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」に対応する項
目を参照してください。

/sub_int （任意）サブインターフェイス番号

alarm （任意）SONET/SDH アラーム イベント カウンタ
details （任意）show controllers pos コマンドで表示される通常の情報に加えて、details

キーワードは、パス トレース バッファの 16 進表記および ASCII 「ダンプ」
を提供します。

pm （任意）24 時間、15 分間隔で累積された SONET パフォーマンス モニタリン
グ統計情報を表示します。

time-interval （任意）15 分単位で SONET MIB の間隔を指定（1 ～ 96 の範囲）。time-interval
引数を指定しない場合、現在の間隔でパフォーマンス モニタリング統計情報
が表示されます。
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デフォルト スロットのアドレス指定方法を設定しない場合、設置されているすべての POS インターフェイスの
情報が表示されます。

pm キーワードを使用して show controllers pos コマンドを入力する場合、15 分間隔で累積した
SONET パフォーマンス モニタリング統計情報が表示されます。また、SNMP（簡易ネットワーク
管理プロトコル）ツールを使用してこれらの統計情報を照会できます。パフォーマンス モニタリン
グ統計情報は、RFC 1595 仕様に従って収集されます。

このコマンドによって表示される情報は通常、シスコシステムズのテクニカル サポート スタッフ
が実行する診断タスクだけで利用されます。

インターフェイスを指定しない場合、このコマンドはすべての POS インターフェイスの情報を表示
します。

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴 リリース 変更内容

11.1CC このコマンドが追加されました。

12.2 S このコマンドが Cisco IOS Release 12.2 S に統合されました。
12.2(25)S3 Cisco 7304 ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが Cisco IOS

Release 12.2(25)S3 に統合されました。このコマンドは、Cisco 7304 ルータの
SPA の新しいアドレス指定フォーマットをサポートするように変更されまし
た。

12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが
Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。

12.0(31)S Cisco 12000 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが
Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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例 Cisco 7500 シリーズ ルータの show controllers pos コマンドの例

以下に、Cisco 7500 シリーズ ルータで show controllers pos コマンドを実行した場合の出力例を示し
ます。

Router# show controllers pos

POS2/0/0
SECTION
  LOF = 0          LOS = 2335                         BIP(B1) = 77937133
LINE
  AIS = 2335       RDI = 20         FEBE = 3387950089 BIP(B2) = 1622825387
PATH
  AIS = 2340       RDI = 66090      FEBE = 248886263  BIP(B3) = 103862953
  LOP = 246806     NEWPTR = 11428072   PSE = 5067357     NSE = 4645

Active Defects: B2-TCA B3-TCA
Active Alarms:  None
Alarm reporting enabled for: B1-TCA

APS
  COAPS = 12612784   PSBF = 8339
  State: PSBF_state = False
  Rx(K1/K2): 00/CC  Tx(K1/K2): 00/00
  S1S0 = 03, C2 = 96
CLOCK RECOVERY
  RDOOL = 64322060
  State: RDOOL_state = True
PATH TRACE BUFFER: UNSTABLE
  Remote hostname :
  Remote interface:
  Remote IP addr  :
  Remote Rx(K1/K2): ../..  Tx(K1/K2): ../..
BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-8
TCA thresholds:  B1 = 10e-7 B2 = 10e-3  B3 = 10e-6

表 19-2 に、この出力で表示されるフィールドの説明を示します。

表 19-2 show controllers pos のフィールドの説明

フィールド 説明

POSx/y/z POSインターフェイスのスロット番号

LOF Section Loss of Frame（SLOF）は、着信 SONET 信号の Severely Errored
Framing（SEF）障害が 3 ミリ秒続いたときに検出されます。

LOS Section Loss of Signal（SLOS）は、着信 SONET 信号ですべてゼロのパター
ンが 19 プラスまたはマイナス 3 ミリ秒以上続いた場合に検出されます。こ
の障害は、受信信号レベルが指定されたスレッシュホールドを下回った場

合にも報告されることがあります。

BIP(B1)/BIP(B2)/
BIP(B3)

Bit Interleaved Parity（BIP; ビット挿入パリティ） 

B1 では、BIP-8 コードを後続フレームの B1 バイトから抽出した BIP-8 コー
ドと比較することによって、BIP エラー レポートが計算されます。差があ
る場合、セクション レベルのビット エラーが発生したことを意味します。

B2 では、BIP-8/24 コードを後続フレームの B2 バイトから抽出した BIP-8
コードと比較することによって、BIP エラー レポートが計算されます。差
がある場合、回線レベルのビット エラーが発生したことを意味します。

B3 では、BIP-8 コードを後続フレームの B3 バイトから抽出した BIP-8 コー
ドと比較することによって、BIP エラー レポートが計算されます。差があ
る場合、パス レベルのビット エラーが発生したことを意味します。
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AIS Alarm Indication Signal（AIS; アラーム表示信号） 

Line Alarm Indication Signal（LAIS; 回線アラーム検出信号）は、着信 SONET
セクションで Loss of Signal（LOS; 信号損失）または Loss of Frame（LOF;
フレーム損失）障害が検出されたことをダウンストリームの 
Line Terminating Equipment（LTE; 回線終端機器）に伝えるために、Section
Terminating Equipment（STE）によって送信されます。

Path Alarm Indication Signal（PAIS; パス アラーム検出信号）は、ダウンス
トリームの Path Terminating Equipment（PTE; パス終端機器）に着信回線信
号の障害を検出したことを伝えるために、LTE によって送信されます。

RDI Remote Defect Indication（RDI; リモート障害表示） 

Line Remote Defect Indication（LRDI）は、LOF、LOS、または AIS を検出
したダウンストリームの LTE によって報告されます。

Path Remote Defect Indication（PRDI）は、着信信号の障害を検出したダウ
ンストリームの PTE によって報告されます。

FEBE Far End Block Error（FEBE; 遠端ブロック エラー）

回線 FEBE（M0 または M1 バイトからの累積）は、ダウンストリームの
LTE で BIP（B2）エラーが検出された場合に報告されます。

パス FEBE（G1 バイトからの累積）は、ダウンストリームの PTE で BIP
（B3）エラーが検出された場合に報告されます。

LOP Path Loss of Pointer（PLOP; パス ポインタ損失）は、無効ポインタ（H1、
H2）の結果として、または New Data Flag（NDF）有効表示数が超過した
場合に報告されます。

NEWPTR SONET フレーマが新しい SONET ポインタ値（H1、H2）を有効とみなし
た回数の概数です。

PSE SONET フレーマが受信したポインタ（H1、H2）でポジティブ スタッフ
イベントを検出した回数の概数です。

NSE SONET フレーマが受信したポインタ（H1、H2）でネガティブ スタッフ
イベントを検出した回数の概数です。

Active Defects 現在アクティブな SONET の障害をすべて示したリスト

Active Alarms SONET アラーム階層構造によって現在アクティブにされているアラーム
のリスト

Alarm reporting enabled 
for

pos report インターフェイス コマンドによってレポートをイネーブルにし
たアラームのリスト

APS Automatic Protection Switching（APS; 自動保護スイッチング） 

COAPS K1 および K2 バイトで新しい APS 値が検出された回数の概数です。

PSBF Protection Switching Byte Failure（PSBF）が検出された（連続する 3 つの
SONET フレームに同じ K1 バイトが含まれていない）回数の概数です。

PSBF_state PSBF ステート

Rx(K1/K2)/Tx(K1/K2) 送受信された K1 および K2 バイトの内容

S1S0 最終 H1 バイトで受信した 2 つの S ビット

C2 SONET パス信号ラベル バイト（C2）から取り出した値

表 19-2 show controllers pos のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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POS SPA の show controllers pos コマンドの例

以下に、Cisco 7600 シリーズ ルータの POS インターフェイス 4/3/0（シャーシ スロット 4 にある SIP
のサブスロット 3 に装着された SPA のポート 0 のインターフェイス）に対する show controllers pos
コマンドの出力例を示します。

Router# show controllers pos 4/3/0 
POS4/3/0
SECTION
  LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 65535
LINE
  AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 65535      BIP(B2) = 16777215
PATH
  AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 65535      BIP(B3) = 65535
  PLM = 0          UNEQ   = 0          TIM  = 0          TIU     = 0
  LOP = 0          NEWPTR = 3          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None
Active Alarms:  None
Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA 

Framing: SONET
APS

  COAPS = 1          PSBF = 0         
  State: PSBF_state = False
  Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00
  Rx Synchronization Status S1 = 00
  S1S0 = 00, C2 = CF
  Remote aps status (none); Reflected local aps status (none)
CLOCK RECOVERY
  RDOOL = 0         
  State: RDOOL_state = False
PATH TRACE BUFFER: STABLE
  Remote hostname : woodson
  Remote interface: POS3/0/0
  Remote IP addr  : 0.0.0.0
  Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6
TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

  Clock source:  internal

CLOCK RECOVERY SONET クロックが SONET オーバーヘッドの情報を使用して回復されま
す。RDOOL は Receive Data Out Of Lock（受信データ アウト オブ ロック）
が検出された回数の概数です。RDOOL の検出は、クロック回復フェーズ
ロック ループが受信ストリームをロックできないことを示します。

PATH TRACE 
BUFFER

SONET パス トレース バッファは、リモート ホスト名、インターフェイス
名と番号、および IP アドレスに関する情報を伝達するために使用されま
す。これは、シスコ独自の J1（パス トレース）バイトの使用方法です。

BER thresholds pos threshold インターフェイス コマンドで設定した BER（ビット エラー
レート）スレッシュホールドのリスト

TCA thresholds pos threshold インターフェイス コマンドで設定したスレッシュホールド
超過アラート（TCA）のリスト

表 19-2 show controllers pos のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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表 19-2 に、この出力で表示されるフィールドの説明を示します。

Cisco 7600 シリーズ ルータの show controllers pos alarm コマンドの例

以下は show controllers pos alarm コマンドの出力例で、Cisco 7600 シリーズ ルータの SONET/SDH
アラーム イベント カウンタを示しています。

Router# show controllers pos3/2/0 alarm
POS3/2/0

Alarm Event Statistics:
SECTION
  LOF = 0          LOS    = 0          B1-TCA = 0         
LINE
  AIS = 0          RDI    = 0          RDOOL  = 0         
  SF  = 0          SD     = 0          B2-TCA = 0         
PATH
  AIS = 0          RDI    = 0          LOP    = 0          B3-TCA = 0         
  PLM = 0          UNEQ   = 0 

Cisco 12000 シリーズ ルータの show controllers pos pm コマンドの例

以下は show controllers pos pm コマンドの出力例で、Cisco 12000 シリーズ ルータのパフォーマン
ス モニタリング統計情報を示しています。

Router# show controllers pos 1/0 pm

POS1/0
Medium is SONET
Line coding is RZ, Line type is LONG SM
Data in current interval (516 seconds elapsed)
SECTION ( NO DEFECT )
    515 Errored Secs, 515 Severely Err Secs
    0 Coding Violations, 515 Sev Err Framing Secs
LINE ( NO DEFECT )
    0 Errored Secs, 0 Severely Err Secs
    0 Coding Violations, 0 Unavailable Secs
FAR END LINE
    0 Errored Secs, 0 Severely Err Secs
    0 Coding Violations, 0 Unavailable Secs
PATH ( NO DEFECT )
    0 Errored Secs, 0 Severely Err Secs
    0 Coding Violations, 0 Unavailable Secs
FAR END PATH
    0 Errored Secs, 0 Severely Err Secs
    0 Coding Violations, 0 Unavailable Secs

表 19-3 に、この出力で表示されるフィールドの説明を示します。

表 19-3 show controllers pos pm のフィールドの説明

フィールド 説明

POSx/y POS インターフェイスのスロット番号

Line coding 現在の回線符号化タイプが、return to zero（RZ）であるか nonreturn to zero
（NRZ）であるかを示します。

Line type このインターフェイスの回線タイプ。光回線タイプは、長距離（LONG）
または短距離（SHORT）のいずれか、および Single Mode（SM; シングル
モード）または Multi Mode（MM; マルチモード）のいずれかになります。

Data in current interval 現在の累積時間を示します。15 分ごとに 24 時間分が累積されます。累積
経過時間は、1 ～ 900 秒です。24 時間の累積バッファのうち、最も古い 15
分間の記録が廃棄されます。
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関連コマンド

Errored Secs Errored Second（ES）は、次のいずれかが検出された秒数です。

• 1 つ以上のコーディング違反 

• 1 つまたは複数の着信障害（Severely Errored Second [SES]、LOS、AIS、
または LOP などの障害） 

Severely Err Secs SES は、次のいずれかのエラーが検出された秒数です。

• 特定の数のコーディング違反。この数は、ライン レートと BER に応
じて異なります。

• 特定の数の着信障害

Coding Violations 現在の間隔のコーディング違反数。コーディング違反は、着信信号で検出

された BIP エラーとして定義されます。コーディング違反のカウンタは、
BIPエラーが検出されるたびに増加します。

Sev Err Framing Secs Severely Errored Framing Seconds（SEFS）は、1 つまたは複数の SEF 障害が
発生した秒数です。

Unavailable Secs インターフェイスが使用不能になった秒数の合計。SES の状態が 10 秒間
続くと、インターフェイスが使用不能であるとみなされます。

表 19-3 show controllers pos pm のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

pos report 選択した SONET アラームについて、POS インターフェイスのコン
ソールでのロギングを許可します。

pos threshold POS インターフェイスに対して指定されたアラームの BER スレッ
シュホールド値を設定します。
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show controllers serial
シリアル コントローラの統計情報を表示するには、イネーブル EXEC モードで show controllers
serial コマンドを使用します。

標準構文

show controllers serial [slot/port]

RSP7000 と RSP7000CI を搭載した Cisco 7000 シリーズ ルータ、および Cisco 7500 シリーズ
ルータ

show controllers serial [slot/port-adapter/port]

T3/E3 Shared Port Adapter（SPA）、および非チャネライズド モードの 2 ポートおよび 4 ポート
チャネライズド T3 SPA

show controllers serial [slot/subslot/port]

チャネライズド T3 SPA

show controllers serial [slot/subslot/port/t1-number]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード イネーブル EXEC

slot （任意）シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してく
ださい。SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォーム固有の
SPA ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有
の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and
Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照してください。

port-adapter （任意）Cisco 7500 シリーズ ルータ、および RSP7000 と RSP7000CI を搭載し
た Cisco 7000 シリーズ ルータの場合、Versatile Interface Processor（VIP）の
ポート アダプタの場所です。有効値は 0 または 1 です。

/subslot （任意）SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号 

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア
インストレーション ガイド、およびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」
に対応する項目を参照してください。

port （任意）ポートまたはインターフェイス番号 

ポートについては、該当するハードウェア マニュアルを参照してください。
SPA については、プラットフォーム固有の SPA ソフトウェア コンフィギュ
レーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」に対応する項
目を参照してください。

t1-number （任意）チャネライズド モードの論理 T1 番号

SPA については、プラットフォーム固有の SPA ソフトウェア コンフィギュ
レーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」に対応する項
目を参照してください。



第 19章      SIP および SPA コマンド リファレンス
show controllers serial

19-36
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

コマンド履歴

使用上のガイドライン show controllers serial コマンドの出力には、回線の障害についてトラブルシューティングを行う際
に役立つエラーとアラームの情報が表示されます。

表示される情報は通常、シスコシステムズのサポート担当者だけが実行する診断作業に使用しま

す。PA-E3 または PA-T3 ポート アダプタの場合、show controllers serial コマンドでは、フレーミン
グ、クロック ソース、帯域幅の制限、スクランブリングがイネーブルか否か、ナショナル ビット、
インターナショナル ビット、およびインターフェイスに設定されている DSU モードなどの設定情
報も表示されます。そのほかに、現在のインターバルおよび最後の 15 分インターバルのパフォー
マンス統計情報と、アラームの有無も表示されます。

リリース 変更内容

10.0 このコマンドが追加されました。

11.1CA このコマンドが、PA-E3 および PA-T3 ポート アダプタをサポートをするよう
に変更されました。

12.2S このコマンドが Cisco IOS Release 12.2S に統合されました。
12.2(18)SXE このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合され、Cisco 7600 シリー

ズ ルータのシリアル SPA のインターフェイスに対する新しい出力が追加さ
れました。

12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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例 Cisco 4000 シリーズ ルータの show controllers serial コマンドの例

以下に、Cisco 4000 の show controllers serial コマンドの出力例を示します。

Router# show controllers serial

MK5 unit 0, NIM slot 1, NIM type code 7, NIM version 1
idb = 0x6150, driver structure at 0x34A878, regaddr = 0x8100300
IB at 0x6045500: mode=0x0108, local_addr=0, remote_addr=0
N1=1524, N2=1, scaler=100, T1=1000, T3=2000, TP=1
buffer size 1524
DTE V.35 serial cable attached

RX ring with 32 entries at 0x45560 : RLEN=5, Rxhead 0
00 pak=0x6044D78  ds=0x6044ED4 status=80 max_size=1524 pak_size=0
01 pak=0x60445F0  ds=0x604474C status=80 max_size=1524 pak_size=0
02 pak=0x6043E68  ds=0x6043FC4 status=80 max_size=1524 pak_size=0
03 pak=0x60436E0  ds=0x604383C status=80 max_size=1524 pak_size=0
04 pak=0x6042F58  ds=0x60430B4 status=80 max_size=1524 pak_size=0
05 pak=0x60427D0  ds=0x604292C status=80 max_size=1524 pak_size=0
06 pak=0x6042048  ds=0x60421A4 status=80 max_size=1524 pak_size=0
07 pak=0x60418C0  ds=0x6041A1C status=80 max_size=1524 pak_size=0
08 pak=0x6041138  ds=0x6041294 status=80 max_size=1524 pak_size=0
09 pak=0x60409B0  ds=0x6040B0C status=80 max_size=1524 pak_size=0
10 pak=0x6040228  ds=0x6040384 status=80 max_size=1524 pak_size=0
11 pak=0x603FAA0  ds=0x603FBFC status=80 max_size=1524 pak_size=0
12 pak=0x603F318  ds=0x603F474 status=80 max_size=1524 pak_size=0
13 pak=0x603EB90  ds=0x603ECEC status=80 max_size=1524 pak_size=0
14 pak=0x603E408  ds=0x603E564 status=80 max_size=1524 pak_size=0
15 pak=0x603DC80  ds=0x603DDDC status=80 max_size=1524 pak_size=0
16 pak=0x603D4F8  ds=0x603D654 status=80 max_size=1524 pak_size=0
17 pak=0x603CD70  ds=0x603CECC status=80 max_size=1524 pak_size=0
18 pak=0x603C5E8  ds=0x603C744 status=80 max_size=1524 pak_size=0
19 pak=0x603BE60  ds=0x603BFBC status=80 max_size=1524 pak_size=0
20 pak=0x603B6D8  ds=0x603B834 status=80 max_size=1524 pak_size=0
21 pak=0x603AF50  ds=0x603B0AC status=80 max_size=1524 pak_size=0
22 pak=0x603A7C8  ds=0x603A924 status=80 max_size=1524 pak_size=0
23 pak=0x603A040  ds=0x603A19C status=80 max_size=1524 pak_size=0
24 pak=0x60398B8  ds=0x6039A14 status=80 max_size=1524 pak_size=0
25 pak=0x6039130  ds=0x603928C status=80 max_size=1524 pak_size=0
26 pak=0x60389A8  ds=0x6038B04 status=80 max_size=1524 pak_size=0
27 pak=0x6038220  ds=0x603837C status=80 max_size=1524 pak_size=0
28 pak=0x6037A98  ds=0x6037BF4 status=80 max_size=1524 pak_size=0
29 pak=0x6037310  ds=0x603746C status=80 max_size=1524 pak_size=0
30 pak=0x6036B88  ds=0x6036CE4 status=80 max_size=1524 pak_size=0
31 pak=0x6036400  ds=0x603655C status=80 max_size=1524 pak_size=0
TX ring with 8 entries at 0x45790 : TLEN=3, TWD=7
tx_count = 0, tx_head = 7, tx_tail = 7
00 pak=0x000000 ds=0x600D70C status=0x38 max_size=1524 pak_size=22
01 pak=0x000000 ds=0x600D70E status=0x38 max_size=1524 pak_size=2
02 pak=0x000000 ds=0x600D70E status=0x38 max_size=1524 pak_size=2
03 pak=0x000000 ds=0x600D70E status=0x38 max_size=1524 pak_size=2
04 pak=0x000000 ds=0x600D70E status=0x38 max_size=1524 pak_size=2
05 pak=0x000000 ds=0x600D70E status=0x38 max_size=1524 pak_size=2
06 pak=0x000000 ds=0x600D70E status=0x38 max_size=1524 pak_size=2
07 pak=0x000000 ds=0x6000000 status=0x38 max_size=1524 pak_size=0
XID/Test TX desc at 0xFFFFFF, status=0x30, max_buffer_size=0, packet_size=0
XID/Test RX desc at 0xFFFFFF, status=0x0, max_buffer_size=0, packet_size=0
Status Buffer at 0x60459C8: rcv=0, tcv=0, local_state=0, remote_state=0
phase=0, tac=0, currd=0x00000, curxd=0x00000
bad_frames=0, frmrs=0, T1_timeouts=0, rej_rxs=0, runts=0
0 missed datagrams, 0 overruns, 0 bad frame addresses
0 bad datagram encapsulations, 0 user primitive errors
0 provider primitives lost, 0 unexpected provider primitives
0 spurious primitive interrupts, 0 memory errors, 0 tr
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Linansmitter underruns
mk5025 registers: csr0 = 0x0E00, csr1 = 0x0302, csr2 = 0x0704
                  csr3 = 0x5500, csr4 = 0x0214, csr5 = 0x0008
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PA-E3 シリアル ポート アダプタの show controllers serial コマンドの例

以下に、スロット 2 に装着された PA-E3 シリアル ポート アダプタに対する show controllers serial
コマンドの出力例を示します。

Router# show controllers serial 2/0

M1T-E3 pa: show controller:
PAS unit 0, subunit 0, f/w version 2-55, rev ID 0x2800001, version 2
idb = 0x6080D54C, ds = 0x6080F304, ssb=0x6080F4F4
Clock mux=0x30, ucmd_ctrl=0x0, port_status=0x1
Serial config=0x8, line config=0x1B0202
maxdgram=4474, bufpool=128Kb, 256 particles

   rxLOS inactive, rxLOF inactive, rxAIS inactive
   txAIS inactive, rxRAI inactive, txRAI inactive

line state: up
E3 DTE cable, received clockrate 50071882

base0 registers=0x3D000000, base1 registers=0x3D002000
mxt_ds=0x608BA654, rx ring entries=128, tx ring entries=256
rxring=0x4B01F480, rxr shadow=0x6081081C, rx_head=26
txring=0x4B01F960, txr shadow=0x60810E48, tx_head=192, tx_tail=192, tx_count=0
throttled=0, enabled=0, disabled=0
rx_no_eop_err=0, rx_no_stp_err=0, rx_no_eop_stp_err=0
rx_no_buf=0, rx_soft_overrun_err=0, dump_err= 1
tx_underrun_err=0, tx_soft_underrun_err=0, tx_limited=0
tx_fullring=0, tx_started=11504
   Framing is g751, Clock Source is Line, Bandwidth limit is 34010.
   Scrambling is enabled
   National Bit is 0, International Bits are: 0 0
   DSU mode 1
   Data in current interval (213 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Severely Err Secs
     0 Severely Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
     0 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs
   Total Data (last 24 hours)
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation,
     0 C-bit Coding Violation,
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Severely Err Secs,
     0 Severely Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs,
     0 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs

   No alarms detected.
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PA-T3 シリアル ポート アダプタの show controllers serial コマンドの例

以下は show controllers serial コマンドの出力例で、シャーシ スロット 1 の VIP2 に取り付けられた
1 ポート PA-T3 シリアル ポート アダプタの、シリアル ポート 1/0/0 について表示します。

Router# show controllers serial 2/0/1

Serial1/0/0 -
   Mx T3(1) HW Revision 0x3, FW Revision 2.55
   Framing is c-bit, Clock Source is Line
   Bandwidth limit is 35000, DSU mode 1, Cable length is 50

   Data in current interval (325 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
     0 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
   Total Data (last 24 hours)
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation,
     0 C-bit Coding Violation,
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs,
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs,
     0 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
No alarms detected.

チャネライズド T3 SPA の show controllers serial コマンドの例

以下に、Cisco 7304 ルータのスロット 3 に搭載された 2 または 4 ポート CT3 SPA に対する show
controllers serial コマンドの出力例を示します。

Router# show controllers serial
Serial3/1/0 - 
   Framing is c-bit, Clock Source is Internal
   Bandwidth limit is 44210, DSU mode 0, Cable length is 10
   rx FEBE since last clear counter 0, since reset 0
   Data in current interval (0 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
     0 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
     0 Severely Errored Line Secs
     0 Far-End Errored Secs, 0 Far-End Severely Errored Secs
     0 CP-bit Far-end Unavailable Secs
     0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures
     0 Far-end code violations, 0 FERF Defect Secs
     0 AIS Defect Secs, 0 LOS Defect Secs

   Transmitter is sending AIS.

   Receiver has loss of signal.
Serial3/1/3 - 
   Framing is c-bit, Clock Source is Line
   Bandwidth limit is 44210, DSU mode 0, Cable length is 10
   rx FEBE since last clear counter 0, since reset 0
   Data in current interval (757 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
     0 C-bit Coding Violation
     0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
     0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
     0 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
     0 Severely Errored Line Secs
     0 Far-End Errored Secs, 0 Far-End Severely Errored Secs
     0 CP-bit Far-end Unavailable Secs
     0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures
     0 Far-end code violations, 0 FERF Defect Secs
     0 AIS Defect Secs, 0 LOS Defect Secs

   No alarms detected.
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表 19-4 に、show controllers serial コマンドの出力に表示されているフィールドの説明を示します。

（注） この出力で表示されるフィールドは、カード タイプ、コントローラの設定、およびコント
ローラ回線のステータスによって異なります。

表 19-4 show controllers serial のフィールドの説明

フィールド 説明

Serial シリアル コントローラの名前

Framing フレーミング タイプ

Clock source 同期信号（クロック）のソース

Bandwidth limit コントローラの許容帯域幅

DSU mode Data Service Unit（DSU; データ サービス ユニット）のインターオペ
ラビリティ モード

Cable length 最初のリピータまでの距離

rx FEBE since last clear counter 受信した Far End Block Error（FEBE; 遠端ブロック エラー）の数

（注） 回線 FEBE（M0 または M1 バイトからの累積）は、ダウン
ストリームの LTE で BIP（B2）エラーが検出された場合に
報告されます。
パス FEBE（G1 バイトからの累積）は、ダウンストリーム
の PTE で BIP（B3）エラーが検出された場合に報告されま
す。

rx FEBE since last reset 受信した FEBE の数

Line Code Violations Bipolar Violation（BPV; 極性違反）または Excessive Zeros（EXZ; 過
剰ゼロ）エラーの数

P-bit Coding Violations 送信元および宛先間で検出された P ビット エラーの数

C-bit coding violations 送信元および宛先間で検出された C ビット エラーの数

P-bit Err Secs（PES） P ビット エラーが検出された秒数

（注） PES は、1 つまたは複数の Path Code Violation（PCV）、1 つ
または複数の Out of Frame（OoF; フレーム同期外れ）障害、
または着信 Alarm Indication Signal（AIS; アラーム表示信号）
を検出した秒数です。このゲージは、UAS がカウントされ
るときには増加しません。

P-bit Sev Err Secs（PSES） P ビットの重大エラーが検出された秒数

（注） PSES は、44 以上の PCV、1 つまたは複数の OoF 障害、ま
たは着信 AIS を検出した秒数です。このゲージは、UAS が
カウントされるときには増加しません。

Sev Err Framing Secs Remote Alarm Indication（RAI; リモート アラーム表示）が受信され
たか、Loss Of Frame（LOF; フレーム損失）状態が発生した場合の
1 秒間隔の数

Unavailable Secs コントローラがダウンしたときの 1 秒間隔の数
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Line Errored Secs Line Code Violation（LCV）が発生したときの 1 秒間隔の数

C-bit Errored Secs（CES） C ビット エラーが検出された秒数

（注） CES は、1 つまたは複数の CCV、1 つまたは複数の OoF 障
害、または着信 AIS を検出した秒数です。SYNTRAN およ
び C-bit Parity DS3 アプリケーションの場合にのみカウント
されます。このゲージは、UAS がカウントされるときには
増加しません。

C-bit Sev Err Secs（CSES） C ビットの重大エラーが検出された秒数

（注） CSES は、44 以上の CCV、1 つまたは複数の OoF 障害、ま
たは着信 AIS を検出した秒数です。SYNTRAN および C-bit
Parity DS3 アプリケーションの場合にのみカウントされま
す。このゲージは、UAS がカウントされるときには増加し
ません。

Severely Errored Line Secs Extended Super Frame（ESF; 拡張スーパ フレーム）信号について、
次のいずれかの障害が検出された秒数です。

• 320 以上の PCV エラー

• 1 つまたは複数の OoF 障害

• AIS 障害

E1-CRC 信号について、次のいずれかのエラーを検出した秒数です。

• 832 以上の PCV エラー

• 1 つまたは複数の OoF 障害

E1-nonCRC 信号について、2048 以上の LCV を検出した秒数です。

Far-End Errored Secs 遠端エラーの秒数

Far-End Severely Errored Secs RAI が受信されたか、LOF 状態が発生した場合の 1 秒間隔の数 

P-bit Unavailable Secs P ビット エラーによりインターフェイスが使用不能になった秒数

CP-bit Unavailable Secs CP ビット エラーによりインターフェイスが使用不能になった秒数

CP-bit Far-end Unavailable 
Secs

遠端デバイスの CP ビット エラーにより、インターフェイスが使用
不能になった秒数

Near-end path failures

Far-end path failures

Far-end code violations

FERF Defect Secs 1 秒間に検出される Far-End Receive Failure（FERF; 遠端側受信障害）
の数

AIS Defect Secs 1 秒あたりの AIS の数

LOS Defect Secs 1 秒あたりの Loss of Signal（LOS; 信号損失）アラームの数

Path Code Violations D4 および E1-noCRC 形式のフレーム同期ビット エラー、または
ESF および E1-CRC 形式の CRC エラーを示します。

表 19-4 show controllers serial のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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Slip Secs ドメスティック トランク インターフェイス（DS1）フレームのペ
イロード ビットの複製または削除を示します。同期受信端末と受
信信号のタイミングに差があると、スリップが発生することがあり

ます。

Fr Loss Secs OoF エラーが検出された秒数を示します。

Line Err Secs Line Errored Seconds（LES）は、1 つ以上の LCV エラーが検出され
た秒数です。

Degraded Mins Degraded Minute（DM）では、予測エラー レートが 1E-6 以上、1E-3
未満になります。

Errored Secs ESF および E1-CRC リンクについて、Errored Second（ES）は次の
いずれかの障害が検出された秒数です。

• 1 つ以上の PCV

• 1 つ以上の Controlled Slip（CS）イベント

（注） SF および E1 no-CRC リンクでは、BPV が存在すると、ES
が誘発されます。

Bursty Err Secs 1 ～ 319 の PCV エラーが検出された場合で、Severely Errored Frame
（SEF）障害も着信 AIS 障害も検出されなかった秒数。このパラメー
タには、CS が含まれません。

表 19-4 show controllers serial のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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show diag
ネットワーキング デバイスのコントローラ、インターフェイス プロセッサ、およびポート アダプ
タに関する診断情報を表示するには、イネーブル EXEC モードで show diag コマンドを使用します。

show diag [slot-number | subslot slot/subslot] [details | summary]

シンタックスの説明

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴

slot-number （任意）インターフェイスのスロット番号。スロット番号を指定しなければ、

全スロットの診断情報が表示されます。

subslot slot/subslot （任意）Shared Port Adapter（SPA）に関する診断情報の表示を指定します。

• slot ― シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してく
ださい。SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォーム固有の
SPA ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有
のソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and
Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照してください。

• subslot ― SPA が搭載されている SIP のセカンダリ スロット番号 

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア
インストレーション ガイド、およびプラットフォーム固有のソフトウェア コ
ンフィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」に
対応する項目を参照してください。

details （任意）通常の show diag コマンドの出力よりも多くの詳細情報を表示します。
summary （任意）シャーシの概要を表示します（1 行 /スロット）。

リリース 変更内容

11.2 このコマンドが追加されました。

11.2 GS このコマンドが Cisco 12000 シリーズで実装されました。
12.0 このコマンドが Cisco AS5300 で実装されました。
12.0(7)T このコマンドが Cisco 1750 ルータで実装されました。
12.2(8)T このコマンドが AIC および WIC カード用に Cisco 2600 シリーズと Cisco 3600

シリーズで実装されました。

12.2(13)T このコマンドが AIM-VPN/EPII および AIM-VPN/HPII カード用に、Cisco 2691、
Cisco 3660、Cisco 3725、および Cisco 3745 の各プラットフォームで実装され
ました。

12.2(15)ZJ このコマンドが AIM-VPN/BPII カード用に、Cisco 2610XM、Cisco 2611XM、
Cisco 2620XM、Cisco 2621XM、Cisco 2650XM、および Cisco 2651XM の各プ
ラットフォームで実装されました。

12.3(4)T Cisco 2600XM シリーズでの AIM-VPN/BPII カードのサポートが Cisco IOS
Release 12.3(4)T に組み込まれました。

12.0(31)S このコマンドは Cisco IOS Release 12.0(31)S で変更が加えられました。subslot
キーワードが追加され、Cisco 12000 シリーズ ルータの SIP および SPA につ
いて、slot/subslot アドレス指定がサポートされています。
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使用上のガイドライン このコマンドは、ご使用のネットワーキング デバイスに搭載されているハードウェアのタイプを決
定するために使用します。このコマンドは、EEPROM、マザーボード、WAN Interface Card（WIC;
WAN インターフェイス カード）、Voice Interface Card（VIC; 音声インターフェイス カード）、ATM
Interface Card（AIC; ATM インターフェイス カード）、および Advanced Integration Module（AIM）の
情報を表示します。

例 1 ポート T3 シリアル ポート アダプタの例

次に、Cisco 7200 シリーズ ルータのシャーシ スロット 1 に搭載された 1 ポート T3 シリアル ポート
アダプタについて、show diag コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 1

Slot 1:
        Physical slot 1, ~physical slot 0xE, logical slot 1, CBus 0
        Microcode Status 0x4
        Master Enable, LED, WCS Loaded
        Board is analyzed
        Pending I/O Status: None
        EEPROM format version 1
        VIP2 controller, HW rev 2.4, board revision D0
        Serial number: 04372053  Part number: 73-1684-03
        Test history: 0x00        RMA number: 00-00-00
        Flags: cisco 7000 board; 7500 compatible

        EEPROM contents (hex):
          0x20: 01 15 02 04 00 42 B6 55 49 06 94 03 00 00 00 00
          0x30: 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

        Slot database information:
        Flags: 0x4      Insertion time: 0x14A8 (5d02h ago)

        Controller Memory Size: 16 MBytes DRAM, 1024 KBytes SRAM

        PA Bay 0 Information:
                T3 Serial PA, 1 ports
                EEPROM format version 1
                HW rev FF.FF, Board revision UNKNOWN
                Serial number: 4294967295  Part number: 255-65535-255

Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータの例

次に、Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータで show diag コマンドを実行した場合の出力例
を示します。

Router# show diag 3

SLOT 3  (RP/LC 3 ): 4 Port Packet Over SONET OC-3c/STM-1 Multi Mode
  MAIN: type 33,  00-0000-00 rev 70 dev 0
        HW config: 0x01    SW key: 00-00-00
  PCA:  73-2147-02 rev 94 ver 2
        HW version 1.0  S/N 04499695
  MBUS: MBUS Agent (1)  73-2146-05 rev 73 dev 0
        HW version 1.1  S/N 04494882
        Test hist: 0x00    RMA#: 00-00-00    RMA hist: 0x00
  DIAG: Test count: 0x05000001    Test results: 0x00000000
  MBUS Agent Software version 01.27 (RAM) using CAN Bus A
  ROM Monitor version 00.0D
  Fabric Downloader version used 00.0D (ROM version is 00.0D)
  Board is analyzed 
  Board State is Line Card Enabled (IOS  RUN )
  Insertion time: 00:00:10 (00:04:51 ago)
  DRAM size: 33554432 bytes
  FrFab SDRAM size: 67108864 bytes
  ToFab SDRAM size: 16777216 bytes
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次に、summary キーワードを使用した show diag コマンドの出力例を示します。

Router# show diag summary

SLOT 0  (RP/LC 0 ): Route Processor
SLOT 2  (RP/LC 2 ): 4 Port Packet Over SONET OC-3c/STM-1 Single Mode
SLOT 4  (RP/LC 4 ): 4 Port Packet Over SONET OC-3c/STM-1 Single Mode
SLOT 7  (RP/LC 7 ): 4 Port Packet Over SONET OC-3c/STM-1 Single Mode
SLOT 9  (RP/LC 9 ): 4 Port Packet Over SONET OC-3c/STM-1 Single Mode
SLOT 11 (RP/LC 11): 4 Port Packet Over SONET OC-3c/STM-1 Single Mode
SLOT 16 (CSC 0 ): Clock Scheduler Card
SLOT 17 (CSC 1 ): Clock Scheduler Card
SLOT 18 (SFC 0 ): Switch Fabric Card
SLOT 19 (SFC 1 ): Switch Fabric Card
SLOT 20 (SFC 2 ): Switch Fabric Card
SLOT 24 (PS A1 ): AC Power Supply
SLOT 26 (PS B1 ): AC Power Supply
SLOT 28 (TOP FAN ): Blower Module
SLOT 29 (BOT FAN ): Blower Module

次に、details キーワードを使用した show diag コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 4 details 

SLOT 4  (RP/LC 4): 4 Port Packet Over SONET OC-3c/STM-1 Single Mode
  MAIN: type 33,  800-2389-01 rev 71 dev 16777215
        HW config: 0x00    SW key: FF-FF-FF
  PCA:  73-2275-03 rev 75 ver 3
        HW version 1.1  S/N 04529465
  MBUS: MBUS Agent (1)  73-2146-06 rev 73 dev 0
        HW version 1.1  S/N 04541395
        Test hist: 0xFF    RMA#: FF-FF-FF    RMA hist: 0xFF
  DIAG: Test count: 0x05000001    Test results: 0x00000000
  EEPROM contents (hex):
  00: 01 00 01 00  49 00 08 62  06 03 00 00  00 FF FF FF
  10: 30 34 35 34  31 33 39 35  FF FF FF FF  FF FF FF FF
  20: 01 01 00 00  00 00 00 FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF
  30: A5 FF A5 A5  A5 A5 FF A5  A5 A5 A5 A5  A5 A5 A5 A5
  40: 00 21 01 01  00 49 00 08  E3 03 05 03  00 01 FF FF
  50: 03 20 00 09  55 01 01 FF  FF FF 00 FF  FF FF FF FF
  60: 30 34 35 32  39 34 36 35  FF FF FF FF  FF FF FF FF
  70: FF FF FF FF  FF FF FF FF  05 00 00 01  00 00 00 00
  MBUS Agent Software version 01.24 (RAM)
  Fabric Downloader version 00.0D
  Board is analyzed
  Flags: 0x4
  Board State is Line Card Enabled (IOS  RUN)

Insertion time: 00:00:10 (00:04:51 ago)
  DRAM size: 33554432 bytes
  FrFab SDRAM size: 67108864 bytes
  ToFab SDRAM size: 16777216 bytes
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Cisco 3660 に搭載された ATM SAR AIM の例

次に、Cisco 3660 ルータに搭載された 1 つの ATM Segmentation and Reassembly（SAR）AIM につい
て、show diag コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 0

3660 Chassis type: ENTERPRISE

c3600 Backplane EEPROM:
Hardware Revision        : 1.0
Top Assy. Part Number    : 800-04740-02

.

.

.
ATM AIM: 1

ATM AIM module with SAR only (no DSPs)
Hardware Revision        : 1.0
Top Assy. Part Number    : 800-03700-01
Board Revision           : A0
Deviation Number         : 0-0
Fab Version              : 02
PCB Serial Number        : JAB9801ABCD

Cisco 2611 に搭載された NM-AIC-64 の例

次に、NM-AIC-64 を搭載した Cisco 2611 ルータについて、show diag コマンドの出力例を示します。

Router# show diag

Slot 0:
C2611 2E Mainboard Port adapter, 2 ports
Port adapter is analyzed 
Port adapter insertion time unknown
EEPROM contents at hardware discovery:
Hardware Revision : 2.3
PCB Serial Number : JAD044808SG (1090473337)
Part Number : 73-2840-13
RMA History : 00
RMA Number : 0-0-0-0
Board Revision : C0
Deviation Number : 0-0
EEPROM format version 4
EEPROM contents (hex):
0x00: 04 FF 40 00 92 41 02 03 C1 18 4A 41 44 30 34 34
0x10: 38 30 38 53 47 20 28 31 30 39 30 34 37 33 33 33
0x20: 37 29 82 49 0B 18 0D 04 00 81 00 00 00 00 42 43
0x30: 30 80 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Slot 1:
NM_AIC_64 Port adapter, 3 ports
Port adapter is analyzed 
Port adapter insertion time unknown
EEPROM contents at hardware discovery:
Hardware Revision : 1.0
Part Number : 74-1923-01
Board Revision : 02
PCB Serial Number : DAN05060012
EEPROM format version 4
EEPROM contents (hex):
0x00: 04 FF 40 02 55 41 01 00 82 4A 07 83 01 42 30 32
0x10: C1 8B 44 41 4E 30 35 30 36 30 30 31 32 FF FF FF
0x20: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
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0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

表 19-5 に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

Cisco 2611XM に搭載された AIM-VPN の例

次の例では、Cisco 2611XM ルータに搭載された AIM-VPN に関するハードウェア情報を取得する方
法を示します。

Router# show diag 0

Encryption AIM 1:
        Hardware Revision        :1.0
        Top Assy.Part Number    :800-03700-01
        Board Revision           :A0
        Deviation Number         :0-0
        Fab Version              :02
        PCB Serial Number        :JAB9801ABCD
        RMA Test History         :00
        RMA Number               :0-0-0-0
        RMA History              :00
        EEPROM format version 4
        EEPROM contents (hex):
          0x00:04 FF 40 03 0B 41 01 00 C0 46 03 20 00 0E 74 01
          0x10:42 41 30 80 00 00 00 00 02 02 C1 8B 4A 41 42 39
          0x20:38 30 31 41 42 43 44 03 00 81 00 00 00 00 04 00
          0x30:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x40:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x50:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x60:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x70:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

表 19-5 show diag（AIC）のフィールドの説明

フィールド 説明

C2611 2E Mainboard Port 
adapter, 2 ports

ライン カードのタイプと使用可能なポートの数

Port adapter is analyzed システムはポート アダプタを特定済みです。

Port adapter insertion time 取り付けてからの経過時間

Hardware Revision ポート アダプタのバージョン番号

PCB Serial Number プリント基板のシリアル番号

Part Number ポート アダプタのポート番号

RMA History ポート アダプタが返品修理された回数を示すカウンタ

RMA Number Return Material Authorization 番号。ポート アダプタの返品修理が必
要な場合に割り当てられる管理番号です。

Board Revision ポート アダプタの（マイナー リビジョンを示す）リビジョン番号

Deviation Number ポート アダプタの（マイナー デビエーションを示す）リビジョン
番号

EEPROM format version EEPROM フォーマットのバージョン番号

EEPROM contents (hex) EEPROM プログラミングされたデータのダンプ
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表 19-6 に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された SPA の例

次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのシャーシ スロット 1 に SIP が搭載され、そのサブスロット 1
に 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA が搭載されている場合について、show diag subslot
コマンドの出力例を示します。

Router# show diag subslot 1/1
SUBSLOT  1/1 (SPA-OC192POS-XFP): 1-port OC192/STM64 POS/RPR XFP Optics Shared Port 
Adapter
       Product Identifier (PID) : SPA-OC192POS-XFP   
       Version Identifier (VID) : V01
       PCB Serial Number        : PRTA1304061
       Top Assy. Part Number    : 68-2190-01
       Top Assy. Revision       : A0        

Hardware Revision        : 2.0
       CLEI Code                : UNASSIGNED
       Insertion Time           : 00:00:10 (13:14:17 ago)
       Operational Status       : ok

表 19-7 に、これらの出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 19-6 show diag（AIM-VPN）のフィールドの説明

フィールド 説明

Hardware Revision ポート アダプタのバージョン番号

Top Assy. Part Number ポート アダプタのポート番号

Board Revision ポート アダプタの（マイナー リビジョンを示す）リビジョン番号

Deviation Number ポート アダプタの（マイナー デビエーションを示す）リビジョン番号

PCB Serial Number プリント基板のシリアル番号

RMA Number Return Material Authorization 番号。ポート アダプタの返品修理が必要な
場合に割り当てられる管理番号です。

RMA History ポート アダプタが返品修理された回数を示すカウンタ

EEPROM format version EEPROM フォーマットのバージョン番号

EEPROM contents (hex) EEPROM プログラミングされたデータのダンプ

表 19-7 show diag subslot のフィールドの説明

フィールド 説明

Product Identifier (PID) SPA の製品番号

Version Identifier (VID) SPA のバージョン番号

PCB Serial Number プリント基板のシリアル番号

Top Assy. Part Number SPA の部品番号

Top Assy. Revision SPA の（マイナー リビジョンを示す）リビジョン番号

Hardware Revision SPA ハードウェアの（マイナー リビジョンを示す）リビジョン番号

CLEI Code Common Language Equipment Identification（CLEI）番号

Insertion Time SPA が取り付けられた時刻、および取り付けられてから現在までの経
過時間

Operational Status SPA の現在のステータス。ステータス フィールドの説明の詳細につい
ては、show hw-module subslot oir コマンドを参照してください。
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次に、Cisco 12000 シリーズ ルータのシャーシ スロット 1 に SIP が搭載され、そのサブスロット 1
に 1 ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA が搭載されている場合について、show diag subslot
details コマンドの出力例を示します。

Router# show diag subslot 1/1 details
SUBSLOT  1/1 (SPA-OC192POS-XFP): 1-port OC192/STM64 POS/RPR XFP Optics Shared Port 
Adapter
       EEPROM version           : 4
       Compatible Type          : 0xFF
       Controller Type          : 1100
       Hardware Revision        : 2.0
       Boot Timeout             : 400 msecs
       PCB Serial Number        : PRTA1304061
       PCB Part Number          : 73-8546-01
       PCB Revision             : A0        Fab Version              : 01
       RMA Test History         : 00
       RMA Number               : 0-0-0-0
       RMA History              : 00
       Deviation Number         : 0
       Product Identifier (PID) : SPA-OC192POS-XFP   
       Version Identifier (VID) : V01
       Top Assy. Part Number    : 68-2190-01
       Top Assy. Revision       : A0        IDPROM Format Revision   : 36
       System Clock Frequency   : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00 00 00
       CLEI Code                : UNASSIGNED
       Base MAC Address         : 00 00 00 00 00 00
       MAC Address block size   : 0
       Manufacturing Test Data  : 00 00 00 00 00 00 00 00
       Field Diagnostics Data   : 00 00 00 00 00 00 00 00
       Calibration Data         : Minimum: 0 dBmV, Maximum: 0 dBmV
             Calibration values :
       Power Consumption        : 11000 mWatts (Maximum)
       Environment Monitor Data : 03 30 04 B0 46 32 07 08
                                  46 32 09 C4 46 32 0C E4
                                  46 32 13 88 46 32 07 08
                                  46 32 EB B0 50 3C 00 00
                                  00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 FE 02 F6 AC
       Processor Label          : 00 00 00 00 00 00 00
       Platform features        : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00 00 00 00
       Asset ID                 :
       Asset Alias              :
       Insertion Time           : 00:00:10 (13:14:24 ago)
       Operational Status       : ok
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Cisco 12000 シリーズ ルータに搭載された SPA Interface Processor の例

次に、Cisco 12000 ルータのシャーシ スロット 2 に搭載された SIP について、show diag  コマンドの
出力例を示します。

Router# show diag 2 

SLOT 2  (RP/LC 2 ): Modular 10G SPA Interface Card
  MAIN: type 149,  800-26270-01 rev 84
        Deviation: 0
        HW config: 0x00    SW key: 00-00-00
  PCA:  73-9607-01 rev 91 ver 1
        Design Release 1.0  S/N SAD08460678
  MBUS: Embedded Agent
        Test hist: 0x00    RMA#: 00-00-00    RMA hist: 0x00
  DIAG: Test count: 0x00000000    Test results: 0x00000000
  FRU:  Linecard/Module: 12000-SIP-650
  FRU:  Linecard/Module: 12000-SIP-650
        Processor Memory: MEM-LC5-1024=(Non-Replaceable)
        Packet Memory: MEM-LC5-PKT-256=(Non-Replaceable)
  L3 Engine: 5 - ISE OC192 (10 Gbps)
  MBUS Agent Software version 1.114 (RAM) (ROM version is 3.4)
  ROM Monitor version 255.255
  Fabric Downloader version used 3.7 (ROM version is 255.255)
  Primary clock is CSC 1
  Board is analyzed 
  Board State is Line Card Enabled (IOS  RUN )
  Insertion time: 1d00h (2d08h ago)
  Processor Memory size: 1073741824 bytes
  TX Packet Memory size: 268435456 bytes, Packet Memory pagesize: 32768 bytes
  RX Packet Memory size: 268435456 bytes, Packet Memory pagesize: 32768 bytes
  0 crashes since restart

  SPA Information:
        subslot 2/0: SPA-OC192POS-XFP (0x44C), status is ok
        subslot 2/1: Empty
        subslot 2/2: Empty
        subslot 2/3: Empty

関連コマンド コマンド 説明

dsl operating-mode（ADSL） ATM インターフェイスについてデジタル加入者線の動作モードを
変更します。

show dsl interface atm 指定された ATM インターフェイスについて ADSL 固有の情報をす
べて表示します。



第 19章      SIP および SPA コマンド リファレンス
show hw-module all fpd

19-51
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

show hw-module all fpd
ルータでサポートされているすべてのカード タイプに対し、Field-Programmable Device（FPD）の
現在のバージョンを表示するには、イネーブル EXEC コンフィギュレーション モードで show
hw-module all fpd コマンドを入力します。

show hw-module all fpd

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの出力には、FPD バージョン情報以外にも、役立つ FPD 関連情報が含まれているこ
とがあります。

例 次の例は、Cisco 7600 シリーズ ルータのすべての SPA Interface Processor（SIP）および SPA につい
て、FPD イメージ ファイルのバージョンを示しています。

Router# show hw-module all fpd

==== ====================== ====== =============================================
                             H/W   Field Programmable   Current   Min. Required
Slot Card Type               Ver.  Device: "ID-Name"    Version      Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
   4 7600-SIP-200            0.132 1-I/O FPGA             0.19        0.18     
                                   2-EOS FPGA             0.22        0.22     
                                   3-PEGASUS TX FPGA      0.121       0.121    
                                   4-PEGASUS RX FPGA      0.13        0.13     
                                   5-ROMMON               1.1         1.1      
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 4/0 SPA-4XOC3-ATM           1.0   1-I/O FPGA             0.121       0.121    
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 4/1 SPA-8XCHT1/E1           0.117 1-ROMMON               2.12        2.12     
                                   2-I/O FPGA             0.22        0.22     
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 4/3 SPA-4XCT3/DS0           0.253 1-ROMMON               2.12        2.12     
                                   2-I/O FPGA             0.21        0.21     
                                   3-T3 SUBRATE FPGA      0.15        0.15     
==== ====================== ====== =============================================

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドが追加されました。

12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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次の例は、Cisco 7600 シリーズ ルータの 2 つの SIP でアップグレード（アスタリスクで表示）が必
要な FPD イメージ ファイルのバージョンを示しています。バージョンの不一致のため、SIP がディ
セーブルにされています。

Router# show hw-module all fpd

==== ====================== ====== =============================================
                             H/W   Field Programmable   Current   Min. Required
Slot Card Type               Ver.  Device: "ID-Name"    Version      Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
   1 7600-SIP... <DISABLED>  0.550 1-I/O FPGA             1.1         1.1     
                                   2-EOS FPGA             1.211       1.211   
                                   3-PEGASUS TX FPGA      1.129       1.129   
                                   4-PEGASUS RX FPGA      1.3         1.3     
                                   5-ROMMON               1.1         1.2     *
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
   4 7600-SIP... <DISABLED>  0.550 1-I/O FPGA             1.1         1.1     
                                   2-EOS FPGA             1.211       1.211   
                                   3-PEGASUS TX FPGA      1.129       1.129   
                                   4-PEGASUS RX FPGA      1.3         1.3     
                                   5-ROMMON               1.1         1.2     *
==== ====================== ====== =============================================
 NOTES:
       - FPD images that are required to be upgraded are indicated with a '*'
         character in the "Minimal Required Version" field.
       - The following FPD image package file is required for the upgrade:
         "c7600-fpd-pkg.122-18.SXE.pkg"

関連コマンド コマンド 説明

show hw-module slot fpd 指定したスロットの場所にある SIP、およびその SIP に取り付け
られているすべての Shared Port Adapter（SPA）に対し、FPD の
現在のバージョンを表示します。

show hw-module subslot fpd ルータの特定の SPA またはすべてのアクティブ SPA に対し、
FPD の現在のバージョンを表示します。
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show hw-module subslot fpd
ルータの特定の Shared Port Adapter（SPA）またはすべてのアクティブ SPA に対し、
Field-Programmable Device（FPD）の現在のバージョンを表示するには、イネーブル EXEC コンフィ
ギュレーション モードで show hw-module subslot fpd コマンドを入力します。

Cisco 7304 ルータ

show hw-module subslot [slot/subslot] fpd

Cisco 7600 および Cisco 12000 シリーズ ルータ

show hw-module subslot {slot/subslot | all} fpd

シンタックスの説明

デフォルト Cisco 7304 ルータでは、場所を指定しない場合、このコマンドの出力にはルータでサポートされて
いるすべてのカード タイプに関する情報が表示されます。

Cisco 7600 および Cisco 12000 シリーズ ルータには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの出力には、FPD バージョン情報以外にも、役立つ FPD 関連情報が含まれているこ
とがあります。

slot シャーシのスロット番号

SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォーム固有の SPA ハード
ウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有の SPA ソフト
ウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and Subslots for SIPs
and SPAs」に対応する項目を参照してください。

/subslot SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア イ
ンストレーション ガイドおよびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェア コン
フィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address」に対応する項目
を参照してください。

all システム内のすべての SPA に関する FPD 情報の出力を指定します。

（注） all キーワードは、Cisco7304 ルータの SPA ではサポートされていません。

リリース 変更内容

12.2(20)S2 このコマンドが追加されました。

12.2(18)SXE allキーワードが Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS Release 12.2(18)SXE
に追加されました。

12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合され、Cisco 12000 シリーズ
ルータに導入されました。
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Cisco7304 ルータ

all キーワードは、Cisco7304 ルータではサポートされていません。slot/subslot 引数はオプションで
す。これらの引数を指定しない場合、このコマンドではルータでサポートされているすべてのカー

ド タイプに関する FPD 情報が表示されます。

Cisco 7600 および 12000 シリーズ ルータ

all キーワードを使用しない場合、slot/subslot 引数を指定して、特定のカードの場所を選択する必要
があります。Cisco 7600 シリーズ ルータのこのコマンドには、デフォルトの動作はありません。

例 特定の SPA に関する FPD 情報の出力例

以下に、slot/subslot 引数を使用して特定の SPA を特定する場合の出力例を示します。この SPA は、
特定の Cisco IOS リリースの最小限の FPD 要件を満たしています。

Router# show hw-module subslot 4/0 fpd

==== ====================== ====== =============================================
                             H/W   Field Programmable   Current   Min. Required
Slot Card Description        Ver.  Device: "ID-Name"    Version      Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
4/0 SPA-4XOC3-ATM           1.0   1-I/O FPGA             0.121       0.121    
==== ====================== ====== =============================================

システム内のすべての SPA に関する FPD 情報の出力例

以下の例では、システム内のすべての SPA について FPD イメージ ファイルのバージョンを示して
います。

Router# show hw-module subslot all fpd

==== ====================== ====== =============================================
                             H/W   Field Programmable   Current   Min. Required
Slot Card Type               Ver.  Device: "ID-Name"    Version      Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
 4/0 SPA-4XOC3-ATM           1.0   1-I/O FPGA             0.121       0.121    
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 4/1 SPA-8XT1/E1             0.143 1-ROMMON               2.12        2.12     
                                   2-I/O FPGA             0.22        0.22     
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 4/3 SPA-4XOC3-POS           0.100 1-I/O FPGA             3.4         3.4      
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 7/0 SPA-8XCHT1/E1           0.117 1-ROMMON               2.12        2.12     
                                   2-I/O FPGA             0.22        0.22     
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 7/1 SPA-4XOC3-ATM           0.205 1-I/O FPGA             0.121       0.121    
==== ====================== ====== =============================================

システム内のすべての SPA に関する情報の出力例（Cisco7304 の場合のみ）

all キーワードは、Cisco7304 ルータではサポートされていません。

Cisco 7304 ルータのすべての SPA に対し、FPD イメージ ファイルのバージョンを表示するには、ス
ロットおよびサブスロットを指定しないで show hw-module subslot fpd コマンドを入力します。以
下の例では、Cisco 7304 ルータのすべての FPD イメージ ファイルのバージョンを示しています。

Router# show hw-module subslot fpd

==== ====================== ====== =============================================
                             H/W   Field Programmable   Current   Min. Required
Slot Card Description        Ver.  Device:"ID-Name"    Version      Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
 2/0 SPA-4FE-7304            0.32 1-Data & I/O FPGA 4.13        4.13     
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- --------------
 2/1 SPA-2GE-7304            0.15 1-Data & I/O FPGA 4.13        4.13     
==== ====================== ====== =============================================
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関連コマンド

show hw-module subslot oir
Shared Port Adapter（SPA）の動作ステータスを表示するには、イネーブル EXEC コンフィギュレー
ション モードで show hw-module subslot oir コマンドを使用します。このコマンドには、no 形式が
ありません。

show hw-module subslot {slot/subslot | all} oir [internal]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

場所を指定しない場合、このコマンドの出力にはルータのすべての SPA 情報が表示されます。

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴

コマンド 説明

show hw-module all fpd ルータでサポートされているすべてのカード タイプについて、FPD
の現在のバージョンを表示します。

show hw-module slot fpd 指定したルータ スロットの場所にある SIP、およびその SIP に取り
付けられているすべての SPA について、FPD の現在のバージョン
を表示します。

slot シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してく
ださい。SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォーム固有の
SPA ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有
の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and
Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照してください。

/subslot SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号 

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア
インストレーション ガイド、およびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」
に対応する項目を参照してください。

all システムでサポートされているすべてのカード タイプの OIR ステータスを
表示します。

internal （任意）詳細な診断情報を表示します。このオプションは、シスコシステムズ

のテクニカル サポート スタッフによって、内部診断のために利用されます。

リリース 変更内容

12.2(25)S3 このコマンドが追加されました。

12.2(18)SXE このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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使用上のガイドライン show hw-module subslot oir コマンドは、1 つまたはすべての SPA について動作ステータス情報を取
得するために使用します。特定の SPA の情報を表示するには、SIP のスロット番号と情報が必要な
SPA のサブスロット番号を指定します。ルータのすべての SPA 情報を表示するには、slot/subslot 引
数を指定せずに、all キーワードを使用します。

オプションの internal キーワードは、詳細な診断情報を表示します。この情報は、シスコシステム
ズのテクニカル サポート スタッフのみが使用することを推奨します。

（注） 以下のステータスの説明はすべての SPA には適用されず、特定のプラットフォームにだけ当ては
まります。

例 以下の例では、ルータに設置されたすべての SPA の動作ステータスを示しています。ここでは、2
つの SPA がサービス不能の状態です。

Router# show hw-module subslot all oir
Module         Model              Operational Status
-------------- ------------------ -------------------------
subslot 4/0    SPA-4XOC3-POS booting
subslot 4/1    SPA-4XOC3-ATM  out of service(FPD upgrade failed)
subslot 4/2    SPA-4XOC3-POS  ok
subslot 4/3    SPA-1XTENGE-XFP    out of service(SPA unrecognized)

表 19-8 に、出力の Operational Status のフィールドで表示される値の説明を示します。

表 19-8  Operational Status フィールドの説明

動作ステータス 説明

admin down hw-module subslot shutdown グローバル コンフィギュレーション コマン
ドによって、SPA が管理上のディセーブル状態になっています。

booting SPA が初期化されています。

missing SPA が SIP サブスロットに存在しません。

ok SPA が動作可能な状態です。

out of service (reason) 以下のいずれかの理由によって、SPA はサービス不能な状態です。

（注） 以下の理由はすべての SPA には適用されず、特定のプラット
フォームにだけ当てはまります。

• Analyze failed ― SPA データ構造の作成に失敗しました。ほとんどの
場合、メモリ割り当てに問題があります。

• Authentication failed ― SPA がハードウェアの検証に失敗しました。

• Data structure create error ― SPA データ構造の作成に失敗しました。ほ
とんどの場合、メモリ割り当てに問題があります。

• Event corrupt ― SPA の Online Insertion and Removal（OIR; ホットス
ワップ）イベントが破損しました。SIP と RP 間のメッセージが破損
しているか、その他のソフトウェアまたはハードウェアの問題が原因

の可能性があります。

• Event sequence error ― 受信した SPA OIR イベントのシーケンスが正
しくありません。SIP と RP 間のメッセージが破損しているか、その
他のソフトウェアまたはハードウェアの問題が原因の可能性があり

ます。
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out of service (reason) 
― 続き

• Fail code not set ― SPA OIR イベント メッセージでエラー コードを読
み取ることができませんでした。SIP と RP 間のメッセージが破損し
ているか、その他のソフトウェアまたはハードウェアの問題が原因の

可能性があります。

• Failed too many times ― SPA の障害がプラットフォームでの許容制限
値を超えたため、SPA がディセーブルにされました。

• FPD upgrade failed ― Field-Programmable Gate Array（FPGA）などの
Field-Programmable Device（FPD）で、自動アップグレードに失敗し
ました。

• H/W signal deasserted ― SPA がアクセス可能であることを示す
SPA_OK または PWR_OK ハードウェア信号がアサートされなくなり
ました。

• Heartbeat failed ― インテリジェント SPA がハートビート エラーを検
知すると発生します。

• Incompatible FPD ― Cisco IOS ソフトウェアとの FPGA バージョンの
不一致が SPA で検出されました。

• Init timeout ― SPA の初期化中に制限時間に達しました。

• Read SPA type failed ― ハードウェアによる SPA タイプの読み取りに
失敗しました。

• Reload request ― hw-module subslot reload コマンドによる SPA のリ
ロードが現在進行中です。

• SPA h/w error ― SPA ソフトウェア ドライバでハードウェア エラーを
検出しました。

• SPA ready timeout ― SPA が動作可能状態になるのを待つ間に、RP で
タイムアウトが発生しました。

• SPA type mismatch ― あるタイプの SPA を事前に設定している場合
に、別のタイプの SPA を差し込むと発生します。

（注） この原因コードは、事前設定をサポートするプラットフォームに
のみ適用されます。Cisco 12000 シリーズ ルータ には適用されま
せん。

• SPA unrecognized ― SPA は Cisco IOS ソフトウェア リリースでサポー
トされていません。

• Start failed ― SPA のインターフェイスの起動が失敗しました。

• Unexpected inserted event ― OIR ソフトウェアですでに SPA が認識さ
れている場合に、SPA OIR ソフトウェアによって SPA 挿入イベント
が受信されました。

• Wait h/w ok timeout ― SPA_OK および PWR_OK ハードウェア信号が
アサートされるのを待つ間に、タイムアウトが発生しました。

• Wait start timeout ― SPA を起動するために RP からの許可を待つ間
に、SIP でタイムアウトが発生しました。

stopped Cisco 7304 ルータで hw-module subslot stop イネーブル EXEC コマンドを
使用し、SPA が正常にアクティブ解除されました。

表 19-8  Operational Status フィールドの説明（続き）

動作ステータス 説明
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以下の例では、ルータに設置されているすべての SPA の動作ステータスを示しています。ここで
は、すべての SPA が正常に稼働しています。

Router# show hw-module subslot all oir 
Module        Model                Operational Status
------------- -------------------- ------------------------
subslot 1/1   SPA-2XOC3-ATM        ok
subslot 4/0   SPA-2XT3/E3          ok
subslot 4/1   SPA-4XOC3-POS        ok
subslot 4/2   SPA-8XCHT1/E1        ok

次に、オプションの internal キーワードを使用した場合の出力例を示します。

Router# show hw-module subslot 4/0 oir internal
WARNING: This command is not intended for production use
and should only be used under the supervision of
Cisco Systems technical support personnel.

sm(spa_oir_tsm subslot 4/0 TSM), running yes, state ready
Admin Status: admin enabled,  Operational Status: ok(1)
Last reset Reason: manual
TSM Context:
    configured_spa_type 0x483
    soft remove fail code 0x0(none)
    last_fail_code 0x110E(SPA unrecognized)
    fail_count 0
    timed_fail_count 0, failed_spa_type 0x483
    recovery_action 6
    associated_fail_code 0x110E(SPA unrecognized)
    sequence numbers: next from tsm 4, last to tsm 2
    flags 0x0
Subslot:
    spa type 0x483, active spa type 0x483
    subslot flags 0x0, plugin flags 0x0
TSM Parameters:
    wait_psm_ready_timeout 360000 ms, init_timeout 240000 ms
    short_recovery_delay 5000 ms, long_recovery_delay 120000 ms
    ok_up_time 1200000 ms, bad_fail_count 10
    fail_time_period 600000 ms, max_fail_count 5
    does not support pre-configuration
SPA OIR state machine audit statistics
                In-sync poll-count  qry-fail resp-fail  restarts fail-count
subslot 4/0         yes          1         0         0         0          0

関連コマンド コマンド 説明

hw-module subslot reload SPA とそのインターフェイスを再起動します。
hw-module subslot shutdown 電源を入れたまま、または切断した状態で、SPA をシャットダ

ウンします。
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show interface sdcc
Section Data Communications Channel（SDCC）インターフェイスの設定情報と統計情報を表示する
には、イネーブル EXEC モードで show interface sdcc コマンドを使用します。このコマンドには、
no 形式がありません。

show interface sdcc slot/subslot/port 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴

slot シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してく
ださい。SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォーム固有の
SPA ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有
の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and
Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照してください。

/subslot SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号 

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア
インストレーション ガイド、およびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」
に対応する項目を参照してください。

/port （任意）ポートまたはインターフェイス番号 

ポートについては、該当するハードウェア マニュアルを参照してください。
SPA については、プラットフォーム固有の SPA ソフトウェア コンフィギュ
レーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」に対応する項
目を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(11)BC3 このコマンドが追加されました。

12.2(25)S3 Cisco 7304 ルータの POS SPA をサポートするように、このコマンドが Cisco
IOS Release 12.2(25)S3 に統合されました。

12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの POS SPA をサポートするように、このコマンド
が Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。

12.0(31)S Cisco 12000 シリーズ ルータの POS SPA をサポートするように、このコマン
ドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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例 Cisco 7600 シリーズ ルータの例

以下のコマンドでは、SDCC インターフェイス 7/0/0 の設定情報と統計情報が表示されます。

Router# show interface sdcc 7/0/0 
SDCC7/0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is SDCC
  Internet address is 10.11.11.10/8
  MTU 1500 bytes, BW 192 Kbit, DLY 20000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
  Keepalive not set
  Last input 00:00:38, output 00:00:38, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:00:48
  Input queue:0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:0
  Queueing strategy:fifo
  Output queue:0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     5 packets input, 520 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     5 packets output, 520 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions

Cisco 12000 シリーズ ルータの例

以下に、Cisco 12000 シリーズ ルータの POS インターフェイス 1/1/0（シャーシ スロット 1 にある
SIP のサブスロット 1 に搭載された SPA のポート 0 のインターフェイス）に対する show interface
sdcc コマンドの出力例を示します。

Router# show interface sdcc 1/1/0 
SDCC1/1/0 is administratively down, line protocol is down
  Hardware is SDCC
  MTU 1500 bytes, BW 192 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 32, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:01:55
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions

表 19-9 に、これらの出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 19-9 show interface sdcc のフィールドの説明

フィールド 説明

SDCCx/y/z is up, line protocol 
is up

インターフェイス ハードウェアが現在アクティブで送受信が可能
であるか、または管理者によって停止されているかを示します。

Hardware is. . . ハードウェア タイプ。タイプは、次のとおりです。

• SDCC ― Section Data Communications Channel
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Internet address is インターネット アドレスおよびサブネット マスク

MTU インターフェイスの Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユ
ニット）

BW インターフェイスの帯域幅（Kbps）

DLY インターフェイスの遅延（マイクロ秒）

rely 255 を分母とする分数で表したインターフェイスの信頼性（255/255
は 100% の信頼性）。5 分間の幾何平均から算出されます。

load 255 を分母とする分数で表したインターフェイスの負荷（255/255 は
完全な飽和状態）。5 分間の幾何平均から算出されます。この計算
では、bandwidth インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドの値が使用されます。

Encapsulation インターフェイスに割り当てられているカプセル化方式

crc Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）のサイズ（16 また
は 32 ビット）

Loopback ループバックが設定されているかどうかを示します。

Keepalive キープアライブが設定されているかどうかを示します。

Last input インターフェイスが直前のパケットを正常に受信し、ルータでロー

カルに処理してからの経過時間、分、および秒数。この情報は、

デッド インターフェイスでいつ障害が発生したかを把握する場合
に役立ちます。このカウンタは、パケットがプロセスによってス

イッチングされた場合にのみ更新されます。パケットがファスト ス
イッチングされた場合には更新されません。

(Last) output インターフェイスが直前のパケットを正常に送信してからの経過

時間、分、および秒数。このカウンタは、パケットがプロセスに

よってスイッチングされた場合にのみ更新されます。パケットが

ファスト スイッチングされた場合には更新されません。

(Last) output hang 送信時間が長すぎたためにインターフェイスが最後にリセットさ

れてからの経過時間、分、および秒数（または never）。[last] フィー
ルドの時間数が 24 時間を超える場合は、日数と時間数が表示され
ます。このフィールドがオーバーフローした場合は、アスタリスク

が表示されます。

Last clearing このレポートで表示される統計情報（送受信バイト数など）を累積

しているカウンタが前回ゼロにリセットされた時刻。このカウンタ

をクリアしても、ルーティングに影響する可能性のある変数（load
や reliability など）はクリアされません。

***は、経過時間が長すぎて表示できないことを意味します。

0:00:00 は、カウンタがクリアされてからの経過時間が 2231 ミリ秒

より長い（および 232 ミリ秒 未満であること）を示します。

Queueing strategy First-in first-out（FIFO; 先入れ先出し）キューイング方法（他のキュー
イング方法として、priority-list、custom-list、および weighted fair が
使用されることもあります）。

Output queue, drops
Input queue, drops

出力および入力キューのパケット数。各数値の後ろに、スラッシュ、

キューの最大サイズ、およびキューが満杯になったために廃棄され

たパケット数が表示されます。

表 19-9 show interface sdcc のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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5 minute input rate
5 minute output rate

最後の 5 分間に送受信された 1 秒あたりの平均ビット数およびパ
ケット数

packets input システムが受信したエラーのないパケットの総数

bytes (input) システムが受信したエラーのないパケットの合計バイト数（データ

および MAC カプセル化など）

no buffer メイン システムにバッファ スペースがないために廃棄された受信
パケット数。ignored カウントと比較します。イーサネット ネット
ワークのブロードキャスト ストームおよびシリアル回線のノイズ
のバーストが、ほとんどの場合 no input buffer イベントの原因にな
ります。

broadcasts インターフェイスが受信したブロードキャストまたはマルチキャ

スト パケットの総数

runts メディアの最小パケット サイズに満たないために廃棄されたパ
ケット数

giants メディアの最大パケット サイズを超過したために廃棄されたパ
ケット数

throttles POS インターフェイスではサポートされていません。

parity インターフェイスのパリティ エラーに関するレポート

input errors no buffer、runts、giants、CRCs、frame、overrun、ignored、および abort
カウントの合計数。その他の入力関連エラーによってもカウントが

増加されるため、この合計値は他のカウントと一致しないことがあ

ります。

CRC 送信元の LAN ステーションまたは遠端デバイスで生成された
Cyclic Redundancy Checksum（CRC; 巡回冗長検査）が、受信データ
から算出されたチェックサムと一致しません。LAN の場合は通常、
LAN インターフェイスまたは LAN バス自体にノイズまたは伝送上
の問題があります。コリジョンが発生したり、ステーションから不

良データが送信されたりすると、通常、CRC の値が大きくなりま
す。シリアル リンクの場合、CRC では一般的に、データ リンクの
ノイズ、ゲイン ヒットまたはその他の伝送上の問題を表します。

frame CRC エラーおよび整数以外のオクテット数を含む、不正な受信パ
ケット数。シリアル回線では通常、ノイズまたは他の送信上の問題

がある場合に発生します。

overrun 入力速度がレシーバーのデータ処理能力を超えたために、シリアル

レシーバー ハードウェアが受信したデータをハードウェア バッ
ファに格納できなかった回数

ignored インターフェイス ハードウェアの内部バッファの容量が少ないた
めに、インターフェイスによって無視された受信パケット数。これ

らのバッファは、前述のシステム バッファとは異なります。ブロー
ドキャスト ストームやノイズのバーストによって、ignored の値は
大きくなります。

abort インターフェイスの 1 ビットの不正なシーケンス 

packets output システムが送信したメッセージの総数

bytes (output) データおよび MAC カプセル化など、システムが送信したバイトの
総数

表 19-9 show interface sdcc のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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underruns 遠端トランスミッタが近端ルータのレシーバーの処理速度よりも

速く動作した回数 

output errors 検査するインターフェイスに関し、発信されるデータグラムの最終

的な送信を妨げたエラーの総数。複数のエラーがあるデータグラム

や、特定のカテゴリに分類されないエラーのあるデータグラムもあ

るため、この値は列挙される出力エラーの総数とは必ずしも一致し

ません。

collisions POS インターフェイスではサポートされていません。

interface resets インターフェイスが完全にリセットされた回数。リセットは、送信

キューに格納されたパケットが所定のインターバル内に送信され

なかった場合に発生します。システムでは、インターフェイスの

キャリア検知回線がアップ状態で、回線プロトコルがダウンである

ことが認識された場合、再起動しようとして定期的にインターフェ

イスがリセットされます。インターフェイスのリセットは、復旧不

能なインターフェイス プロセッサ エラーの発生時、またはイン
ターフェイスのループバックやシャットダウン時にも発生します。

output buffer failures POS インターフェイスではサポートされていません。

output buffers swapped out POS インターフェイスではサポートされていません。

carrier transitions インターフェイスのキャリア検知信号がステートを変更した回数 

表 19-9 show interface sdcc のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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show interfaces gigabitethernet
ギガビット イーサネット インターフェイスに関する情報を表示するには、イネーブル EXEC コン
フィギュレーション モードで show interfaces gigabitethernet コマンドを使用します。

show interfaces gigabitethernet slot/subslot/port

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴

slot SPA の取り付けられたジャケット カードが搭載されているスロットの番号
subslot 選択する SPA が取り付けられたジャケット カード上のセカンダリ スロット

の番号。ダブルハイトの SPA では、サブスロットは 0 です。
port 選択するインターフェイスの番号

リリース 変更内容

11.1 CC このコマンドが追加されました。

12.1(3a)E Cisco 7200-I/O-GE+E コントローラのサポートが追加されました。
12.1(5)T このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合されました。
12.2(14)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。
12.2(20)S2 このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2(20)S2 に統合され、Cisco 7304 ルータ

の 2 ポート 10/100/1000 Gigabit Ethernet SPA のインターフェイスに対する新し
いアドレス形式と出力が追加されました。

12.0(31)S このコマンドが Cisco 12000 シリーズ ルータのギガビット イーサネット SPA
用に導入されました。subslot オプションを使用して SPA を指定する必要があ
るため、subslot オプションが導入されました。
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例 次に、Cisco 7304 ルータのスロット 4 に MSC が搭載され、その上部サブスロット（0）に 2 ポート
10/100/1000 Gigabit Ethernet SPA が搭載されている場合について、SPA の最初のインターフェイス
（ポート 0）に対する show interfaces gigabitethernet コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet 4/0/0
GigabitEthernet4/0/0 is up, line protocol is down
  Hardware is SPA-2GE-7304, address is 00b0.64ff.5a80 (bia 00b0.64ff.5a80)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Half-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is RJ45
  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:00:09, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     109 packets output, 6540 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     1 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

（注） シスコシステムズ ルータの show interfaces コマンドの出力は、プラットフォーム、インターフェ
イス タイプ、および Quality of Service（QoS; サービス品質）などの設定済みの機能によって異なり
ます。したがって、show コマンドの出力にこれ以外の出力フィールドが表示されることがありま
す。これらのフィールドの詳細については、『Cisco IOS Interface Command Reference』 Release 12.2 の
show interfaces コマンドの項を参照してください。

表 19-10 に、この出力で表示されるフィールドの説明を示します。

表 19-10 show interfaces gigabitethernet のフィールドの説明 ― ギガビット イーサネット SPA

フィールド 説明

GigabitEthernet...is up
...is administratively down

インターフェイス ハードウェアが現在アクティブであるか、および
管理者によって停止されているかを示します。

line protocol is 回線プロトコルを処理するソフトウェア プロセスが回線を使用可能
とみなしているか、または回線が管理者によって停止されているかを

示します。

Hardware ハードウェア タイプ（SPA-2GE-7304 など）および MAC アドレス

Description インターフェイスを特定する英数字のストリング。インターフェイス

に description インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが
設定されている場合のみ表示されます。

Internet address インターネット アドレスとそれに続くサブネット マスク
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MTU インターフェイスの Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユ
ニット）。2 ポート 10/100/1000 Gigabit Ethernet SPA のデフォルト値は
1500 バイトです。

BW インターフェイスの帯域幅（Kbps）

DLY インターフェイスの遅延（マイクロ秒）

reliability 255 を分母とする分数で表したインターフェイスの信頼性（255/255
は 100% の信頼性）。5 分間の幾何平均から算出されます。

txload, rxload 255 を分母とする分数で表したインターフェイス（送信 [tx] 方向およ
び受信 [rx] 方向）の負荷（255/255 は完全な飽和状態）。5 分間の幾何
平均から算出されます。

Encapsulation インターフェイスに割り当てられているカプセル化方式

loopback ループバックが設定されているかどうかを示します。

Keepalive キープアライブが設定されているかどうか、およびその間隔を示しま

す。

Half-duplex, Full-duplex インターフェイスのデュプレックス モードを示します。

1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s インターフェイスの速度（Mbps）

link type その回線で自動ネゴシエーションが行われているかどうかを指定し

ます。

media type インターフェイス ポートのメディア タイプ：RJ45、SX、LX、または ZX

100BaseTX/FX 標準のメディア プロトコル

ARP type: 割り当てられている Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決
プロトコル）のタイプおよびタイムアウト時間

Last input インターフェイスが直前のパケットを正常に受信し、ルータでローカ

ルに処理してからの経過時間、分、および秒数。この情報は、デッド

インターフェイスでいつ障害が発生したかを把握する場合に役立ち

ます。

このフィールドは、ファスト スイッチングされたトラフィックでは
更新されません。

output インターフェイスが直前のパケットを正常に送信してからの経過時

間、分、および秒数。この情報は、デッド インターフェイスでいつ
障害が発生したかを把握する場合に役立ちます。

output hang 送信時間が長すぎたためにインターフェイスが最後にリセットされ

てからの経過時間、分、および秒数（または never）。[last] フィール
ドの時間数が 24 時間を超える場合は、日数と時間数が表示されます。
このフィールドがオーバーフローした場合は、アスタリスクが表示さ

れます。

（注） このフィールドは SPA インターフェイスには適用されませ
ん。

表 19-10 show interfaces gigabitethernet のフィールドの説明 ― ギガビット イーサネット SPA（続き）

フィールド 説明
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Last clearing このレポートで表示される統計情報（送受信バイト数など）を累積し

ているカウンタが前回ゼロにリセットされた時刻。このカウンタをク

リアしても、ルーティングに影響する可能性のある変数（load や
reliability など）はクリアされません。

*** は、経過時間が長すぎて表示できないことを意味します。

0:00:00は、カウンタがクリアされてからの経過時間が 231 ミリ秒より

長い（および 232 ミリ秒未満であること）を示します。

Input queue 
(size/max/drops/flushes)

入力キューのパケット統計情報。次の内容が報告されます。

• size ― 入力キューのパケット数

• max ― キューの最大サイズ

• drops ― 入力キューが満杯になったために廃棄されたパケット数 

• flushes ― Selective Packet Discard（SPD）の一部として廃棄された
パケット数。SPD はルータの IP プロセス キューについて、選択
的にパケット廃棄ポリシーを適用します。したがって、SPD はプ
ロセスによってスイッチングされたトラフィックにのみ適用さ

れます。

Total output drops 出力キューが満杯になったために廃棄されたパケットの総数

Queueing strategy 現在のインターフェイスでアクティブなレイヤ 3 キューイングのタ
イプ。デフォルトは First-in first-out（FIFO; 先入れ先出し）です。

Output queue (size/max) 出力キューのパケット数（size）およびキューの最大サイズ（max）

5 minute input rate,
5 minute output rate

最後の 5 分間に送信された、1 秒あたりの平均のビット数およびパ
ケット数。プロミスキャス モードでないインターフェイスでは、自
身が送受信したネットワーク トラフィックを検知します（すべての
ネットワーク トラフィックを検知するわけではありません）。

5 分間の送受信レートは、あくまでも所定の 5 分間における 1 秒あた
りのトラフィック量の予想値です。これらのレートは、5 分間を時間
定数とし、指数関数的に重み付けを行った平均値です。この平均値が

該当期間中の均一なトラフィック ストリームについて瞬間速度の
2% 以内に収まるまでに、この時間定数の 4 倍の期間が経過する必要
があります。

packets input システムが受信したエラーのないパケットの総数

bytes システムが受信したエラーのないパケットの合計バイト数（データお

よび MAC カプセル化など）

Received...broadcasts インターフェイスが受信したブロードキャストまたはマルチキャス

ト パケットの総数

runts メディアの最小パケット サイズに満たないために廃棄されたパケッ
ト数。たとえば、64 バイト未満のイーサネット パケットは、ラント
とみなされます。

表 19-10 show interfaces gigabitethernet のフィールドの説明 ― ギガビット イーサネット SPA（続き）

フィールド 説明
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giants メディアの最大パケット サイズを超過したために廃棄されたパケッ
ト数。たとえば、1536 バイトを超えるイーサネット パケットは、ジャ
イアント パケットとみなされます。

（注） 2 ポート 10/100/1000 Gigabit Ethernet SPA の場合、デフォルト
では、1536 バイトを超えるすべてのパケットがジャイアント
です。ただし、インターフェイスの MTU を変更した場合は、
インターフェイスに指定された MTU を超過した際に、この
カウンタが増加します。

throttles バッファまたはプロセッサのオーバーロードが原因で、ポートのレ

シーバーがディセーブルになった回数

input errors runts、giants、no buffer、CRC、frame、overrun、および ignored カウン
トなどの値。その他の入力関連エラーによっても、入力エラー カウ
ントは増加し、一部のデータグラムには複数のエラーが含まれること

があります。したがって、この合計は、列挙された入力エラー カウ
ントの合計と一致しないことがあります。

CRC 送信元の LAN ステーションまたは遠端デバイスで生成された Cyclic
Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）が、受信データから算出さ
れたチェックサムと一致しません。LAN の場合は通常、LAN インター
フェイスまたは LAN バス自体にノイズまたは伝送上の問題がありま
す。コリジョンが発生したり、ステーションから不良データが送信さ

れたりすると、通常、CRC の値が大きくなります。

frame CRC エラーおよび整数以外のオクテット数を含む、不正な受信パ
ケット数。LAN では通常、コリジョンの発生やイーサネット デバイ
スの誤作動によって発生します。

overrun 入力速度がレシーバーのデータ処理能力を超えたために、シリアル

レシーバー ハードウェアが受信したデータをハードウェア バッファ
に格納できなかった回数

ignored インターフェイス ハードウェアの内部バッファの容量が少ないため
に、インターフェイスによって無視された受信パケット数。これらの

バッファは、前述のシステム バッファとは異なります。ブロードキャ
スト ストームやノイズのバーストによって、ignored の値は大きくな
ります。

watchdog ウォッチドッグ受信タイマーの期限が切れた回数。長さが 2048 バイ
トを超えるパケットを受信すると、このタイマーの期限が切れます。

input packets with dribble 
condition detected

ドリブル ビット エラーは、フレームがわずかに長すぎることを示し
ます。このフレーム エラー カウンタは参考情報として計上され、ルー
タはフレームを受信できます。

packets output システムが送信したメッセージの総数

bytes データおよび MAC カプセル化など、システムが送信したバイトの総
数

underruns トランスミッタがルータの処理速度よりも速く動作した回数

表 19-10 show interfaces gigabitethernet のフィールドの説明 ― ギガビット イーサネット SPA（続き）

フィールド 説明
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関連コマンド

output errors 検査するインターフェイスに関し、発信されるデータグラムの最終的

な送信を妨げたエラーの総数。複数のエラーがあるデータグラムや、

特定のカテゴリに分類されないエラーのあるデータグラムもあるた

め、この値は列挙される出力エラーの総数とは必ずしも一致しませ

ん。

collisions イーサネット コリジョンが発生したために再送信されたメッセージ
数。この値は、通常、LAN の延長距離が長すぎる場合に発生します
（イーサネットまたはトランシーバ ケーブルが長すぎたり、ステー
ション間に 3 台以上のリピータが配置されている、カスケードされた
マルチポート トランシーバが多すぎるなど）。コリジョンを発生させ
たパケットは、出力パケット内で 1 回のみカウントされます。

interface resets インターフェイスが完全にリセットされた回数。リセットは、送信

キューに格納されたパケットが数秒以内に送信されなかった場合に

発生することがあります。インターフェイスのループバックやシャッ

トダウン時にも発生します。

babbles 送信ジャバー タイマーの期限が切れた回数

late collision レイト コリジョン数。プリアンブルの送信後にコリジョンが発生す
ると、レイト コリジョンが生じます。

deferred フレームを送信できる状態で、キャリアがアサートされたために、イ

ンターフェイスがフレーム送信を延期しなければならなかった回数

lost carrier 送信中にキャリアが失われた回数

no carrier 送信中にキャリアが存在しなかった回数 

（注） このフィールドは SPA インターフェイスには適用されませ
ん。

output buffer failures, output 
buffers swapped out

これらのカウンタは、Cisco 7304 ルータの 2 ポート 10/100/1000 Gigabit
Ethernet SPA では使用されません。

表 19-10 show interfaces gigabitethernet のフィールドの説明 ― ギガビット イーサネット SPA（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

show interfaces1 ルータまたはアクセス サーバに設定されたインターフェイスの統
計情報を表示します。

show controllers 
gigabitethernet

ギガビット イーサネット インターフェイスの情報、転送に関する
統計情報とエラー、および適用可能な MAC 宛先アドレスと VLAN
フィルタリング テーブルを表示します。

1. Cisco IOS Release 12.2 のコマンド リファレンスおよびマスター インデックスを参照してください。
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show interfaces pos
Packet over SONET（POS）インターフェイスの設定情報と統計情報を表示するには、ユーザ EXEC
またはイネーブル EXEC コンフィギュレーション モードで show interfaces pos コマンドを使用しま
す。

VIP を搭載した Cisco 7000 および Cisco7500 シリーズ

show interfaces pos [slot/port-adapter/port]

POS Shared Port Adapter（SPA）

show interfaces pos slot/subslot/port[/sub_int]

シンタックスの説明

コマンド モード ユーザ EXEC
イネーブル EXEC

コマンド履歴

slot シャーシのスロット番号。スロットの情報については、該当するハードウェ

ア マニュアルを参照してください。SPA Interface Processor（SIP）について
は、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア インストレーション ガイド、
またはプラットフォーム固有の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション
ガイドで「Identifying Slots and Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を
参照してください。

/port-adapter ポート アダプタ番号。ポート アダプタの互換性に関する情報については、該
当するハードウェア マニュアルを参照してください。

/subslot SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号。サブスロットの
情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア インストレー
ション ガイド、およびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェア コンフィ
ギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」に対応す
る項目を参照してください。

/port ポートまたはインターフェイス番号。ポートについては、該当するハードウェ

ア マニュアルを参照してください。SPA については、プラットフォーム固有
の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Specifying the
Interface Address on a SPA」に対応する項目を参照してください。

/sub_int （任意）サブインターフェイス番号

リリース 変更内容

11.2 show interface posi コマンドが追加されました。
11.3 コマンド名が show interface posi から show interfaces pos に変更され、出力例

が更新されました。

12.2(25)S3 Cisco 7304 ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが Cisco IOS
Release 12.2(25)S3 に統合されました。このコマンドは、SPA の新しいアドレ
ス指定フォーマットをサポートするように変更されました。

12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが
Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。

12.0(31)S Cisco 12000 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが
Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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例 Cisco 7513 の例

以下に、Packet OC-3 Interface Processor（POSIP）が 1 つ搭載された Cisco 7513 ルータに対する show
interfaces pos コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces pos 2/0/0

POS2/0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is cyBus Packet over Sonet
  Description: PRI-T1 net to zippy (4K) to Pac-Bell
  Internet address is 10.1.1.1/27
  MTU 4470 bytes, BW 1000 Kbit, DLY 40000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (3 sec)
  Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of “show interface” counters 00:23:09
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
  5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec
     1046 packets input, 54437 bytes, 0 no buffer
     Received 485 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 parity
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     4013 packets output, 1357412 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions

Cisco 7600 シリーズ ルータの POS SPA の例

以下に、Cisco 7600 シリーズ ルータの POS インターフェイス 4/3/0（シャーシ スロット 4 にある SIP
のサブスロット 3 に装着された SPA のポート 0 のインターフェイス）に対する show interfaces pos
コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces pos 4/3/0 

POS4/3/0 is up, line protocol is up  (APS working - active)
  Hardware is Packet over SONET
  Internet address is 10.0.0.1/8
  MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
  Keepalive not set
  Scramble disabled
  Last input 00:00:34, output 04:09:06, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy:fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
        Available Bandwidth 622000 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     782 packets input, 226563 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 1 runts, 0 giants, 0 throttles
              0 parity
     1 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     271 packets output, 28140 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 2 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     2 carrier transitions
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Cisco 12000 シリーズ ルータの POS SPA の例

以下に、Cisco 12000 シリーズ ルータの POS インターフェイス 1/1/0（シャーシ スロット 1 にある
SIP のサブスロット 1 に装着された SPA のポート 0 のインターフェイス）に対する show interfaces
pos コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces pos 1/1/0 
POS1/1/0 is up, line protocol is up
  Hardware is Packet over SONET
  Internet address is 10.41.41.2/24
  MTU 4470 bytes, BW 9952000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 32, loopback not set
  Keepalive not set
  Scramble enabled
  Last input 00:00:59, output 00:00:11, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:00:14
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
        Available Bandwidth 9582482 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
              0 parity
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     1 packets output, 314 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions

表 19-11 に、これらの出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 19-11 show interfaces pos のフィールドの説明

フィールド 説明

POSx/y/z is up, line 
protocol is up

インターフェイス ハードウェアが現在アクティブで送受信が可能であ
るか、または管理者によって停止されているかを示します。

Hardware is. . . ハードウェア タイプ。タイプは、次のとおりです。

• POSIP の場合 ― cyBus Packet over Sonet

• POS SPA の場合 ― Packet over SONET

Internet address is インターネット アドレスおよびサブネット マスク

MTU インターフェイスの Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニッ
ト）

BW インターフェイスの帯域幅（Kbps）

DLY インターフェイスの遅延（マイクロ秒）

rely 255 を分母とする分数で表したインターフェイスの信頼性（255/255 は
100% の信頼性）。5 分間の幾何平均から算出されます。

load 255 を分母とする分数で表したインターフェイスの負荷（255/255 は完
全な飽和状態）。5 分間の幾何平均から算出されます。この計算では、
bandwidth インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの値が
使用されます。

Encapsulation インターフェイスに割り当てられているカプセル化方式

Loopback ループバックが設定されているかどうかを示します。

Keepalive キープアライブが設定されているかどうかを示します。
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Scramble SONET ペイロード スクランブリングがイネーブルにされているかど
うかを示します。デフォルトでは、SONET スクランブリングはディ
セーブルです。Cisco 12000 シリーズ ルータ上の POS SPA では、スク
ランブリングはデフォルトでイネーブルです。

Last input インターフェイスが直前のパケットを正常に受信し、ルータでローカ

ルに処理してからの経過時間、分、および秒数。この情報は、デッド

インターフェイスでいつ障害が発生したかを把握する場合に役立ちま

す。このカウンタは、パケットがプロセスによってスイッチングされ

た場合にのみ更新されます。パケットがファスト スイッチングされた
場合には更新されません。

(Last) output インターフェイスが直前のパケットを正常に送信してからの経過時

間、分、および秒数。このカウンタは、パケットがプロセスによって

スイッチングされた場合にのみ更新されます。パケットがファスト ス
イッチングされた場合には更新されません。

(Last) output hang 送信時間が長すぎたためにインターフェイスが最後にリセットされて

からの経過時間、分、および秒数（または never）。[last] フィールドの
時間数が 24 時間を超える場合は、日数と時間数が表示されます。この
フィールドがオーバーフローした場合は、アスタリスクが表示されま

す。

Last clearing このレポートで表示される統計情報（送受信バイト数など）を累積し

ているカウンタが前回ゼロにリセットされた時刻。このカウンタをク

リアしても、ルーティングに影響する可能性のある変数（load や
reliability など）はクリアされません。

***は、経過時間が長すぎて表示できないことを意味します。

0:00:00 は、カウンタがクリアされてからの経過時間が 231 ミリ秒より

長い（および 232 ミリ秒未満であること）を示します。

Queueing strategy First-in first-out（FIFO; 先入れ先出し）キューイング方法（他のキュー
イング方法として、priority-list、custom-list、および weighted fair が使
用されることもあります）。

Output queue, drops
Input queue, drops

出力および入力キューのパケット数。各数値の後ろに、スラッシュ、

キューの最大サイズ、およびキューが満杯になったために廃棄された

パケット数が表示されます。

5 minute input rate
5 minute output rate

最後の 5 分間に送受信された 1 秒あたりの平均ビット数およびパケッ
ト数

packets input システムが受信したエラーのないパケットの総数

bytes (input) システムが受信したエラーのないパケットの合計バイト数（データお

よび MAC カプセル化など）

no buffer メイン システムにバッファ スペースがないために廃棄された受信パ
ケット数。ignored カウントと比較します。イーサネット ネットワーク
のブロードキャスト ストームおよびシリアル回線のノイズのバースト
が、ほとんどの場合 no input buffer イベントの原因になります。

broadcasts インターフェイスが受信したブロードキャストまたはマルチキャスト

パケットの総数

runts メディアの最小パケット サイズに満たないために廃棄されたパケット
数

表 19-11 show interfaces pos のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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giants メディアの最大パケット サイズを超過したために廃棄されたパケット
数

throttles POS インターフェイスではサポートされていません。

parity インターフェイスのパリティ エラーに関するレポート

input errors no buffer、runts、giants、CRC、frame、overrun、ignored、および abort カ
ウントの合計数。その他の入力関連エラーによってもカウントが増加

されるため、この合計値は他のカウントと一致しないことがあります。

CRC 送信元の LAN ステーションまたは遠端デバイスで生成された Cyclic
Redundancy Checksum（CRC; 巡回冗長検査）が、受信データから算出
されたチェックサムと一致しません。LAN の場合は通常、LAN イン
ターフェイスまたは LAN バス自体にノイズまたは伝送上の問題があ
ります。コリジョンが発生したり、ステーションから不良データが送

信されたりすると、通常、CRC の値が大きくなります。シリアル リン
クの場合、CRC では一般的に、データ リンクのノイズ、ゲイン ヒット
またはその他の伝送上の問題を表します。

frame CRC エラーおよび整数以外のオクテット数を含む、不正な受信パケッ
ト数。シリアル回線では通常、ノイズまたは他の送信上の問題がある

場合に発生します。

overrun 入力速度がレシーバーのデータ処理能力を超えたために、シリアル レ
シーバー ハードウェアが受信したデータをハードウェア バッファに
格納できなかった回数

ignored インターフェイス ハードウェアの内部バッファの容量が少ないため
に、インターフェイスによって無視された受信パケット数。これらの

バッファは、前述のシステム バッファとは異なります。ブロードキャ
スト ストームやノイズのバーストによって、ignored の値は大きくなり
ます。

abort インターフェイスの 1 ビットの不正なシーケンス 

packets output システムが送信したメッセージの総数

bytes (output) データおよび MAC カプセル化など、システムが送信したバイトの総数

underruns 遠端トランスミッタが近端ルータのレシーバーの処理速度よりも速く

動作した回数 

output errors 検査するインターフェイスに関し、発信されるデータグラムの最終的

な送信を妨げたエラーの総数。複数のエラーがあるデータグラムや、特

定のカテゴリに分類されないエラーのあるデータグラムもあるため、

この値は列挙される出力エラーの総数とは必ずしも一致しません。

applique POSIP アップリケで復旧不能なエラーが発生したことを示します。シ
ステムによって、インターフェイスのリセットが実行されます。

interface resets インターフェイスが完全にリセットされた回数。リセットは、送信

キューに格納されたパケットが所定のインターバル内に送信されな

かった場合に発生します。システムでは、インターフェイスのキャリ

ア検知回線がアップ状態で、回線プロトコルがダウンであることが認

識された場合、再起動しようとして定期的にインターフェイスがリ

セットされます。インターフェイスのリセットは、復旧不能なインター

フェイス プロセッサ エラーの発生時、またはインターフェイスのルー
プバックやシャットダウン時にも発生します。

output buffer failures POS インターフェイスではサポートされていません。

表 19-11 show interfaces pos のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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関連コマンド

show interfaces serial
シリアル インターフェイスに関する情報を表示するには、イネーブル EXEC モードで show
interfaces serial コマンドを使用します。フレーム リレー カプセル化を使用している場合、マルチ
キャスト Data-Link Connection Identifier（DLCI）、インターフェイスで利用されている DLCI、およ
び Local Management Interface（LMI; ローカル管理インターフェイス）で利用されている DLCI に関
する情報を表示するには、ユーザ EXEC またはイネーブル EXEC モードで show interfaces serial コ
マンドを使用します。

Cisco 4000 シリーズ

show interfaces serial [number[:channel-group]] [accounting]

RSP7000、RSP7000CI、VIP のポートのいずれかを使用する Cisco 7000 および Cisco 7500 シ
リーズ

show interfaces serial [slot/port-adapter/port]

Cisco 7500 シリーズ

show interfaces serial [slot/port[:channel-group]] [accounting]

CT3IP を搭載した Cisco 7500 シリーズ

show interfaces serial [slot/port-adapter/port][:t1-channel] [accounting | crb]

Cisco AS5350 および Cisco AS5400 ユニバーサル ゲートウェイ

show interfaces serial slot/port

Cisco AS5800 アクセス サーバ

show interfaces serial dial-shelf/slot/t3-port:t1-num:chan-group

T3/E3 Shared Port Adapter（SPA）、および非チャネライズド モードの 2 ポートおよび 4 ポート
チャネライズド T3 SPA

show interfaces serial [slot/subslot/port]

チャネライズド T3 SPA

show interfaces serial [slot/subslot/port/t1-num:channel-group]

output buffers swapped out POS インターフェイスではサポートされていません。

carrier transitions インターフェイスのキャリア検知信号がステートを変更した回数 

表 19-11 show interfaces pos のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

interface インターフェイス タイプを設定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。



第 19章      SIP および SPA コマンド リファレンス
show interfaces serial

19-76
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード ユーザ EXEC（フレーム リレー カプセル化を使用する場合）
イネーブル EXEC

number （任意）表示するポートの番号

:channel-group （任意）Network Management Processor（NMP; ネットワーク管理プロセッサ）
を搭載した Cisco 4000 シリーズ、または MultiChannel Interface Processor（MIP）
を搭載した Cisco 7500 シリーズ ルータの場合、channel-group コントローラ
コンフィギュレーション コマンドで定義される 0 ～ 23 の範囲の T1 チャネル
グループ番号を指定します。

チャネライズド T3 SPA の場合、T1 チャネル上の 0 ～ 23 の DS0 リンク番号
を指定します。

accounting （任意）インターフェイスを通じて送信されたプロトコル タイプの別パケッ
ト数を表示します。

slot （任意）シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してく
ださい。SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォーム固有の
SPA ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有
の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and
Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照してください。

port （任意）表示するポートの番号。スロットおよびポートについては、該当する

ハードウェア マニュアルを参照してください。
port-adapter （任意）表示するポート アダプタの番号。ポート アダプタの互換性に関する

情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してください。
subslot SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号 

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア
インストレーション ガイド、およびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」
に対応する項目を参照してください。

:t1-channel （任意）T1 チャネル番号。CT3IP の場合、T1 チャネル番号は 1 ～ 28 です。

CT3IP の T1 チャネル番号は、他のシスコ製品で使用される従来のゼロベース
方式（0 ～ 27）ではなく、1 ～ 28 を使用します。この方式は、チャネライズ
ド T3 機器内で、T1 チャネルに対する通信事業者の番号付け方式との一貫性
を保ちます。

crb （任意）インターフェイスのルーティングおよびブリッジング情報を表示しま

す。

dial-shelf CT3 インターフェイス カードを含む Cisco AS5800 アクセス サーバのダイヤ
ル シェルフ シャーシ

slot ダイヤル シェルフ シャーシ内の CT3インターフェイス カードの場所
t3-port T3 ポート番号。有効値は 0 だけです。
:t1-num T3 回線の T1タイムスロット。有効値は 1 ～ 28 です。
:chan-group チャネル グループの識別番号
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コマンド履歴

使用上のガイドライン フレーム リレー

フレーム リレー回線のステータスを判別するには、このコマンドを使用します。Switched Virtual
Circuit（SVC; 相手先選択接続）が設定されている場合、レイヤ 2 のステータスも表示されます。

仮想シリアル インターフェイスとしてのチャネル グループ

仮想シリアル インターフェイスとして設定されたチャネル グループについて調べる場合、ルータ
のインターフェイスに High-Level Data Link Control（HDLC; ハイレベル データリンク制御）カプセ
ル化が設定されていることを確認したり、インターフェイスがループバックを認識することを確認

したりするには、イネーブル EXEC モードで show interfaces serial コマンドを使用します。

例 同期シリアル インターフェイスの例

以下に、同期シリアル インターフェイスの show interfaces serial コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial

Serial 0 is up, line protocol is up
Hardware is MCI Serial
Internet address is 192.168.10.203, subnet mask is 255.255.255.0
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
Last input 0:00:07, output 0:00:00, output hang never
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
Five minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Five minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

16263 packets input, 1347238 bytes, 0 no buffer
Received 13983 broadcasts, 0 runts, 0 giants
2 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 2 abort

1 carrier transitions 

     22146 packets output, 2383680 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets, 0 restarts

リリース 変更内容

10.0 このコマンドが Cisco4000 シリーズ ルータについて追加されました。
11.0 このコマンドが Cisco 7000 シリーズ ルータについて実装されました。
11.1CA このコマンドが、PA-2JT2、PA-E3、および PA-T3 シリアル ポート アダプタ

の出力例を含むように変更されました。

11.3 このコマンドが、CT3IP を含むように変更されました。
12.0(3)T このコマンドが Cisco AS5800 アクセス サーバについて実装されました。この

コマンドは、フローベースの WRED をサポートするように変更されました。
12.0(4)T このコマンドが、ダイヤラ バウンド インターフェイスの拡張表示情報を含む

ように変更されました。

12.0(7)T このコマンドが、インターフェイス タイプとしてダイヤラを含み、デフォル
ト動作を反映するように変更されました。

12.2(11)T このコマンドが Cisco AS5350 および Cisco AS5400 に実装されました。
12.2(13)T このコマンドが、フレーム リレー インターフェイスのキューイングとフラグ

メンテーションに関する情報を表示するように変更されました。

12.2S このコマンドが Cisco IOS Release 12.2S に統合されました。
12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンドが

Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。



第 19章      SIP および SPA コマンド リファレンス
show interfaces serial

19-78
Cisco 12000 シリーズ ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド (Cisco IOS) 12.0(32)SY

OL-8832-01A0-J

表 19-12 に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 19-12 show interfaces serial のフィールドの説明 ― 同期シリアル インターフェイス

フィールド 説明

Serial ... is {up | down} ... 
is administratively down

インターフェイス ハードウェアが現在アクティブ（キャリア検知が存在
する）であるか、非アクティブであるか、または管理者によって停止さ

れているかを示します。

line protocol is 
{up | down}

回線プロトコルを処理するソフトウェア プロセスが回線を使用可能（つ
まり、キープアライブが正常）とみなしているか、または回線が管理者

によって停止されているかを示します。

Hardware is ハードウェアのタイプを指定します。

Internet address is インターネット アドレスとサブネット マスクを指定します。

MTU インターフェイスの Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニッ
ト）

BW インターフェイスに設定された帯域幅パラメータの値（Kbps）を示しま
す。インターフェイスがデフォルト（T1 の場合は 1536 または 1544 Kbps、
標準の同期シリアル回線の場合は 56 Kbps）と異なる回線速度でシリア
ル回線に接続されている場合は、bandwidth コマンドを使用して、この
シリアル回線に正しい回線速度を指定します。

DLY インターフェイスの遅延（マイクロ秒）

rely 255 を分母とする分数で表したインターフェイスの信頼性（255/255 は
100% の信頼性）。5 分間の幾何平均から算出されます。

load 255 を分母とする分数で表したインターフェイスの負荷（255/255 は完全
な飽和状態）。5 分間の幾何平均から算出されます。

Encapsulation インターフェイスに割り当てられているカプセル化方式

loopback ループバックが設定されているかどうかを示します。

keepalive キープアライブが設定されているかどうかを示します。

Last input インターフェイスが直前のパケットを正常に受信し、ルータでローカル

に処理してからの経過時間、分、および秒数。この情報は、デッド イン
ターフェイスでいつ障害が発生したかを把握する場合に役立ちます。こ

のカウンタは、パケットがプロセスによってスイッチングされた場合に

のみ更新されます。パケットがファスト スイッチングされた場合には更
新されません。

Last output インターフェイスが直前のパケットを正常に送信してからの経過時間、

分、および秒数。このカウンタは、パケットがプロセスによってスイッ

チングされた場合にのみ更新されます。パケットがファスト スイッチン
グされた場合には更新されません。

output hang 送信時間が長すぎたためにインターフェイスが最後にリセットされて

からの経過時間、分、および秒数（または never）。[last] フィールドの時
間数が 24 時間を超える場合は、日数と時間数が表示されます。この
フィールドがオーバーフローした場合は、アスタリスクが表示されま

す。

Output queue, drops
Input queue, drops

出力および入力キューのパケット数。各数値の後ろに、スラッシュ、

キューの最大サイズ、およびキューが満杯になったために廃棄されたパ

ケット数が表示されます。
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5 minute input rate
5 minute output rate

最後の 5 分間に送信された、1 秒あたりの平均のビット数およびパケッ
ト数

5 分間の送受信レートは、あくまでも所定の 5 分間における 1 秒あたり
のトラフィック量の予想値です。これらのレートは、5 分間を時間定数
とし、指数関数的に重み付けを行った平均値です。この平均値が該当期

間中の均一なトラフィック ストリームについて瞬間速度の 2% 以内に
収まるまでに、この時間定数の 4 倍の期間が経過する必要があります。

packets input システムが受信したエラーのないパケットの総数

bytes システムが受信したエラーのないパケットの合計バイト数（データおよ

び MAC カプセル化など）

no buffer メイン システムにバッファ スペースがないために廃棄された受信パ
ケット数。ignored カウントと比較します。イーサネット ネットワーク
のブロードキャスト ストームおよびシリアル回線のノイズのバースト
が、ほとんどの場合 no input buffer イベントの原因になります。

Received... broadcasts インターフェイスが受信したブロードキャストまたはマルチキャスト

パケットの総数

runts メディアの最小パケット サイズに満たないために廃棄されたパケット
数

giants メディアの最大パケット サイズを超過したために廃棄されたパケット
数

input errors no buffer、runts、giants、CRC、frame、overrun、ignored、および abort カ
ウントの合計数。その他の入力関連エラーによってもカウントが増加さ

れるため、この合計値は他のカウントと一致しないことがあります。

CRC 送信元のステーションまたは遠端デバイスで生成された Cyclic
Redundancy Checksum（CRC; 巡回冗長検査）が、受信データから算出さ
れたチェックサムと一致しません。シリアル リンクの場合は、CRC は通
常、データ リンクのノイズ、ゲイン ヒットまたはその他の送信上の問題
を表します。

frame CRC エラーおよび整数以外のオクテット数を含む、不正な受信パケット
数。シリアル回線では通常、ノイズまたは他の送信上の問題がある場合

に発生します。

overrun 入力速度がレシーバーのデータ処理能力を超えたために、シリアル レ
シーバー ハードウェアが受信したデータをハードウェア バッファに格
納できなかった回数

ignored インターフェイス ハードウェアの内部バッファの容量が少ないために、
インターフェイスによって無視された受信パケット数。ブロードキャス

ト ストームやノイズのバーストによって、ignored の値は大きくなりま
す。

abort シリアル インターフェイスの 1 ビットの不正なシーケンス。一般に、シ
リアル インターフェイスとデータ リンク機器間で、クロッキングの問
題があることを表します。

表 19-12 show interfaces serial のフィールドの説明 ― 同期シリアル インターフェイス（続き）

フィールド 説明
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carrier transitions シリアル インターフェイスのキャリア検知信号がステートを変更した
回数。たとえば、Data Carrier Detect（DCD; データキャリア検知）がダ
ウンして、次にアップになった場合、キャリア移行カウンタは 2 回増加
します。キャリア検知回線でステートが頻繁に変更される場合は、モデ

ムまたは回線に問題があることを表します。

packets output システムが送信したメッセージの総数

bytes output データおよび MAC カプセル化など、システムが送信したバイトの総数

underruns トランスミッタがルータの処理速度よりも速く動作した回数。一部のイ

ンターフェイスでは、報告されない可能性があります。

output errors 検査するインターフェイスに関し、発信されるデータグラムの最終的な

送信を妨げたエラーの総数。複数のエラーがあるデータグラムや、特定

のカテゴリに分類されないエラーのあるデータグラムもあるため、この

値は列挙される出力エラーの総数とは必ずしも一致しません。

collisions イーサネット コリジョンが発生したために再送信されたメッセージ数。
ある程度のコリジョンは正常です。ただし、コリジョンの発生率が 4 ～
5% に増えている場合は、セグメントの機器に障害がないかどうかを確
認し、既存の一部のステーションを新しいセグメントに移動することを

検討する必要があります。コリジョンを発生させたパケットは、出力パ

ケット内で 1 回のみカウントされます。

interface resets インターフェイスが完全にリセットされた回数。リセットは、送信

キューに格納されたパケットが数秒以内に送信されなかった場合に発

生します。シリアル回線では、モデムの不具合によって送信クロック信

号が検出されない場合や、ケーブルの問題がこの原因となっている可能

性があります。システムでは、シリアル インターフェイスのキャリア検
知回線がアップ状態で、回線プロトコルがダウンであることが認識され

た場合、再起動しようとして定期的にインターフェイスがリセットされ

ます。インターフェイスのリセットは、インターフェイスのループバッ

クやシャットダウン時にも発生します。

restarts コントローラがエラーにより再起動された回数

alarm indications, remote 
alarms, rx LOF, rx LOS

CSU/DSU アラームの数、および Loss of Frame（LOF; フレーム損失）の
発生回数および Loss of Signal（LOS; 信号損失）の受信回数

BER inactive, NELR 
inactive, FELR inactive

BER（ビット エラー レート）アラーム、Near-End Loop Remote（NELR）、
Far-End Loop Remote（FELR）についての G.703-E1 カウンタのステータ
ス。NELR または FELR を設定することはできません。

表 19-12 show interfaces serial のフィールドの説明 ― 同期シリアル インターフェイス（続き）

フィールド 説明
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PA-2JT2 シリアル インターフェイスの例

以下に、PA-2JT2 シリアル インターフェイスに対する show interfaces serial コマンドの出力例を示
します。

Router# show interfaces serial 3/0/0

Serial3/0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is cyBus Serial
  Internet address is 10.0.0.1/8
  MTU 1500 bytes, BW 6312 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 26/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive not set
  Last input 00:04:31, output 00:04:31, output hang never
  Last clearing of “show interface” counters 00:06:07
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 162000 bits/sec, 8 packets/sec
  5 minute output rate 162000 bits/sec, 8 packets/sec
     20005 packets input, 20080520 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     20005 packets output, 20080520 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions
     0 cv errors, 0 crc5 errors, 0 frame errors
     rxLOS inactive, rxLOF inactive, rxPAIS inactive
     rxAIS inactive, rxRAI inactive, rxHBER inactive

表 19-13 で、この出力で表示される重要なフィールドのうち、表 19-12 に記載されたフィールドと
は異なるものについて説明します。

表 19-13 show interfaces serial のフィールドの説明 ― PA-2JT2シリアル インターフェイス

フィールド 説明

Last clearing of “show 
interface” counters

最後にカウンタをクリアした時刻 

Queueing strategy First-in first-out（FIFO; 先入れ先出し）キューイング方法（他のキュー
イング方法として、priority-list、custom-list、および weighted fair が使
用されることもあります）。

output buffer failures 出力で受信された「リソース不足」によるエラーの数

output buffers swapped out DRAM にスワッピングされたパケット数

carrier transitions シリアル インターフェイスのキャリア検知信号がステートを変更した
回数。たとえば、Data Carrier Detect（DCD; データ キャリア検知）がダ
ウンして、次にアップになった場合、キャリア移行カウンタは 2 回増
加します。キャリア検知回線でステートが頻繁に変更される場合は、モ

デムまたは回線に問題があることを表します。

cv errors B8ZS/B6ZS（ゼロ抑止）コーディング違反のカウンタ

crc5 errors CRC-5 エラー カウンタ

frame errors フレーミング エラー カウンタ

rxLOS LOS アラームの受信。値は active または inactive です。

rxLOF LOF アラームの受信。値は active または inactive です。

rxPAIS Loss of Payload（LOP）Alarm Indication Signal（AIS; アラーム表示信号）
の受信。値は active または inactive です。

rxAIS 物理 AIS 損失の受信。値は active または inactive です。
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PA-E3 シリアル ポート アダプタの例

以下に、シャーシ スロット 2 に装着された PA-E3 シリアル ポート アダプタに対する show interfaces
serial コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial 2/0

Serial2/0 is up, line protocol is up
  Hardware is M1T-E3 pa
  Internet address is 172.17.1.1/24
  MTU 4470 bytes, BW 34010 Kbit, DLY 200 usec, rely 128/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive not set
  Last input 1w0d, output 00:00:48, output hang never
  Last clearing of “show interface” counters 1w0d
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     20 packets input, 2080 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 parity
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     11472 packets output, 3824748 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions
   rxLOS inactive, rxLOF inactive, rxAIS inactive
   txAIS inactive, rxRAI inactive, txRAI inactive

表 19-14 で、この出力で表示される重要なフィールドのうち、表 19-12に記載されたフィールドと
は異なるものについて説明します。

rxRAI リモート AIS の受信。値は active または inactive です。

rxHBER 高い BER アラームの受信。値は active または inactive です。

表 19-13 show interfaces serial のフィールドの説明 ― PA-2JT2（続き）シリアル インターフェイス

フィールド 説明

表 19-14 show interfaces serial のフィールドの説明 ― PA-E3

フィールド 説明

Last clearing of “show 
interface” counters

最後にカウンタをクリアした時刻 

Queueing strategy FIFO キューイング方法（他のキューイング方法として、priority-list、
custom-list、および weighted fair が使用されることもあります）。

parity インターフェイスのパリティ エラー数

applique E3 アップリケで復旧不能なエラーが発生したことを示します。ルータ
によって、インターフェイスのリセットが実行されます。

output buffer failures 出力で受信された「リソース不足」によるエラーの数

output buffers swapped out DRAM にスワッピングされたパケット数

rxLOS, rxLOF, rxAIS LOS、LOF、および AIS ステータスの受信。値は inactive または active
です。

txAIS, rxRAI, txRAI AIS の送信、リモート アラーム インジケータの受信、およびリモート
アラーム インジケータのステータスの送信。値は inactive または active
です。ルータが LOS、LOF、または AIS を受信する場合、txRAI がア
クティブです。リモート ルータが LOS、LOF、または AIS を受信する
場合、rxRAI がアクティブです。
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VIP2 に搭載された 1 ポート PA-T3 シリアル ポート アダプタの例

以下に、VIP2 に搭載された 1 ポート PA-T3 シリアル ポート アダプタに対する show interfaces serial
コマンドの出力例を示します。この VIP2 は、ポート アダプタ スロット 0 にあるシャーシ スロッ
ト 1 に搭載されています。

Router# show interfaces serial 1/0/0

Serial1/0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is cyBus PODS3 Serial
  Internet address is 172.18.1.1/24
  MTU 4470 bytes, BW 44736 Kbit, DLY 200 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input 00:00:05, output 00:00:02, output hang never
  Last clearing of “show interface” counters 5d02h
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 27269 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     79039 packets input, 14195344 bytes, 0 no buffer
     Received 84506 broadcasts, 0 runts, 0 giants
              0 parity
     9574 input errors, 6714 CRC, 0 frame, 1 overrun, 0 ignored, 2859 abort
     62472 packets output, 13751644 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 10 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     16 carrier transitions
   rxLOS inactive, rxLOF inactive, rxAIS inactive
   txAIS inactive, rxRAI inactive, txRAI inactive

表 19-15 で、この出力で表示される重要なフィールドのうち、表 19-12に記載されたフィールドと
は異なるものについて説明します。

表 19-15 show interfaces serial のフィールドの説明 ― PA-T3

フィールド 説明

Last clearing of “show 
interface” counters

最後にカウンタをクリアした時刻 

Queueing strategy FIFO キューイング方法（他のキューイング方法として、priority-list、
custom-list、および weighted fair が使用されることもあります）。

parity インターフェイスのパリティ エラー数

applique T3 アップリケで復旧不能なエラーが発生したことを示します。ルータ
によって、インターフェイスのリセットが実行されます。

output buffer failures 出力で受信された「リソース不足」によるエラーの数

output buffers swapped out DRAM にスワッピングされたパケット数

rxLOS, rxLOF, rxAIS LOS、LOF、および AIS ステータスの受信。値は inactive または active
です。

txAIS, rxRAI, txRAI AIS の送信、リモート アラーム インジケータの受信、およびリモート
アラーム インジケータのステータスの送信。値は inactive または active
です。ルータが LOS、LOF、または AIS を受信する場合、txRAI がア
クティブです。リモート ルータが LOS、LOF、または AIS を受信する
場合、rxRAI がアクティブです。
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CT3IP シリアル インターフェイスの例

以下に、CT3IP シリアル インターフェイスに対する show interfaces serial コマンドの出力例を示し
ます。

Router# show interfaces serial 3/0/0:25

Serial3/0/0:25 is up, line protocol is up 
  Hardware is cyBus T3
  Internet address is 10.25.25.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 12/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive not set
  Last input 00:19:01, output 00:11:49, output hang never
  Last clearing of “show interface” counters 00:19:39
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/64/0 (size/threshold/drops) 
     Conversations 0/1 (active/max active)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
  5 minute input rate 69000 bits/sec, 90 packets/sec
  5 minute output rate 71000 bits/sec, 90 packets/sec
     762350 packets input, 79284400 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     150 input errors, 0 CRC, 0 frame, 150 overrun, 0 ignored, 0 abort
     763213 packets output, 80900472 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions no alarm present
  Timeslot(s) Used:1-24, Transmitter delay is 0 flags, transmit queue length 5
  non-inverted data

表 19-16 で、この出力で表示される CT3IP に関連した重要なフィールドのうち、表 19-12に記載さ
れたフィールドとは異なるものについて説明します。

Cisco 7500 シリーズ ルータの HDLC 同期シリアル インターフェイスの例

以下に、Cisco 7500 シリーズ ルータの HDLC 同期シリアル インターフェイスに対する show
interfaces serial コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial 1/0

Serial1/0 is up, line protocol is up
  Hardware is cxBus Serial
  Internet address is 172.19.190.203, subnet mask is 255.255.255.0
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input 0:00:07, output 0:00:00, output hang never
  Last clearing of “show interface” counters 2w4d
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  Five minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Five minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     16263 packets input, 1347238 bytes, 0 no buffer
     Received 13983 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     2 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 2 abort
     22146 packets output, 2383680 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets, 0 restarts
     1 carrier transitions 

表 19-16 show interfaces serial のフィールドの説明 ― CT3IP

フィールド 説明

Timeslot(s) Used T1 チャネルに割り当てられたタイムスロットの数

Transmitter delay 各 HDLC フレームの間に挿入されたアイドル フラグの数

transmit queue length 送信キューで許可されたパケット数

non-inverted data インターフェイスに反復データが設定されているかどうかを示します。
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表 19-12に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

HDLC カプセル化の例

以下に、シリアル インターフェイス 0 に HDLC カプセル化を設定する例を示します。

Router# show interfaces serial 0

Serial0 is up, line protocol is up (looped)
Hardware is HD64570
Internet address is 10.1.1.1, subnet mask is 255.255.255.0
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation HDLC, loopback set, keepalive set (10 sec)

表 19-12に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

フレーミングを行う G.703 インターフェイスの例

以下に、フレーミングがイネーブルにされた G.703 インターフェイスに対する show interfaces serial
コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial 2/3

Serial2/3 is up, line protocol is up
  Hardware is cxBus Serial
  Internet address is 10.4.4.1, subnet mask is 255.255.255.0
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive not set
  Last input 0:00:21, output 0:00:21, output hang never
  Last clearing of “show interface” counters never
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  Five minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Five minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     53 packets input, 7810 bytes, 0 no buffer
     Received 53 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     2 input errors, 2 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 2 abort
     56 packets output, 8218 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets, 0 restarts
     1 carrier transitions
     2 alarm indications, 333 remote alarms, 332 rx LOF, 0 rx LOS
     RTS up, CTS up, DTR up, DCD up, DSR up
     BER inactive, NELR inactive, FELR inactive

表 19-12に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

フレーム リレー カプセル化の例

フレーム リレー カプセル化を使用する場合、マルチキャスト DLCI、インターフェイスの DLCI、
および LMI で利用されている DLCI に関する情報を表示するには、show interfaces serial コマンド
を使用します。

frame-relay multicast-dlci および frame-relay local-dlci コンフィギュレーション コマンドを使用す
ると、マルチキャスト DLCI およびローカル DLCI を設定できます。アクティブの場合、ステータ
ス情報が LMI から取得されます。
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以下に、フレーム リレー カプセル化と LMI がイネーブルの場合の show interfaces serial コマンド
の出力例を示します。

Router# show interfaces serial

Serial 2 is up, line protocol is up
Hardware type is MCI Serial
Internet address is 172.20.122.1, subnet mask is 255.255.255.0
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation FRAME-RELAY, loopback not set, keepalive set (10 sec)
multicast DLCI 1022, status defined, active
source DLCI    20, status defined, active
LMI DLCI 1023, LMI sent 10, LMI stat recvd 10, LMI upd recvd 2
Last input 7:21:29, output 0:00:37, output hang never
Output queue 0/100, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
Five minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Five minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

47 packets input, 2656 bytes, 0 no buffer
Received 5 broadcasts, 0 runts, 0 giants

 5 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 57 abort
518 packets output, 391205 bytes
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts
1 carrier transitions

この出力では、frame-relay multicast-dlci 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、マルチキャスト DLCI が 1022 に変更されています。

出力は、送信されたステータス照会メッセージの数（LMI sent）、受信されたステータス メッセー
ジの数（LMI recvd）、および受信されたステータス アップデートの数（upd recvd）によって、LMI
の統計情報を表示します。この出力の詳細情報については、「フレーム リレー インターフェイス」
の仕様を参照してください。
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インターフェイスにフレーム リレー キューイングとフラグメンテーションが設定されている場合
の例

以下に、フレーム リレー インターフェイスに Low Latency Queuing（LLQ; 低遅延キューイング）と
FRF.12 エンドツーエンド フラグメンテーションが設定されている場合の show interfaces serial コマ
ンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial 3/2

Serial3/2 is up, line protocol is up
  Hardware is M4T
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation FRAME-RELAY, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  LMI enq sent  0, LMI stat recvd 0, LMI upd recvd 0, DTE LMI up
  LMI enq recvd 0, LMI stat sent  0, LMI upd sent  0
  LMI DLCI 1023  LMI type is CISCO  frame relay DTE
  Fragmentation type: end-to-end, size 80, PQ interleaves 0
  Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0
  Last input 2d15h, output 2d15h, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:01:31
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) 
     Conversations  0/0/256 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
     Available Bandwidth 1094 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     1 carrier transitions     DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

表 19-17 で、この出力で表示される重要なフィールドのうち、表 19-12に記載されたフィールドと
は異なるものについて説明します。

表 19-17 show interfaces serial のフィールドの説明 ― フレーム リレー インターフェイスのキュー
イングとフラグメンテーション

フィールド 説明

txload 送信方向のインターフェイスの負荷

rxload 受信方向のインターフェイスの負荷

crc 受信時のレイヤ 1 チェックサム エラーの数

LMI enq sent 送信されたフレーム リレーのステータス照会メッセージの数

LMI stat recvd 受信されたフレーム リレーのステータス要求メッセージの数

LMI upd recvd 受信された単一 PVC の非同期ステータス メッセージの数

DTE LMI up LMI ピアが同期化されました。

LMI enq recvd 受信されたフレーム リレーのステータス照会メッセージの数

LMI stat sent 送信されたフレーム リレーのステータス要求メッセージの数

LMI upd sent 送信された単一 PVC の非同期ステータス メッセージの数

Fragmentation type フラグメンテーションのタイプ：end-to-end、Cisco、または VoFR

size フラグメンテーション サイズ

PQ interleaves データ フラグメントを挿入したプライオリティ キュー フレームの数
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ANSI LMI の例

ANSI LMI がイネーブルにされたシリアル インターフェイスの場合、実装されている LMI タイプを
判別するには、show interfaces serial コマンドを使用します。以下に、ANSI LMI がイネーブルにさ
れたシリアル インターフェイスに対する、show interfaces serial コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial

Serial 1 is up, line protocol is up
Hardware is MCI Serial
Internet address is 172.18.121.1, subnet mask is 255.255.255.0
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation FRAME-RELAY, loopback not set, keepalive set
LMI DLCI    0, LMI sent 10, LMI stat recvd 10
LMI type is ANSI Annex D
Last input 0:00:00, output 0:00:00, output hang never
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

Five minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
Five minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec

261 packets input, 13212 bytes, 0 no buffer
Received 33 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
238 packets output, 14751 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts

ここで示した ANSI LMI をイネーブルにしたシリアル インターフェイスに対する show interfaces
serial の出力は、その前に示されているフレーム リレーに設定されたカプセル化の出力例とほぼ同
じです。表 19-18 で、存在するいくつかの相違点について説明します。

Broadcast queue キューまたはキュー深度の数

broadcasts sent/dropped 送信および廃棄されたブロードキャストの数

interface broadcasts インターフェイスで送信されたブロードキャストの数

Input queue size ― 入力キューの現在のサイズ
max ― キューの最大サイズ
drops ― 廃棄されたメッセージの数
flushes ― キュー内のデータが廃棄された回数

Queueing strategy インターフェイスに設定されているキューイングのタイプ

Output queue size ― 出力キューの現在のサイズ
max total ― キューイングできるフレームの最大数
threshold ― 輻輳廃棄スレッシュホールド。高帯域幅カンバセーション
の新しいメッセージが廃棄されたあとのキュー内のメッセージ数

drops ― 廃棄されたメッセージの数

Conversations active ― 現在アクティブなカンバセーションの数
max active ― 同時に実行されたカンバセーションの最大数
max total ― 許容されるアクティブなカンバセーションの最大数

throttles プロセッサまたはバッファのオーバーロードが原因で、ポートのレ

シーバーがディセーブルになった回数

output buffer failures 出力で受信された「リソース不足」によるエラーの数

output buffers swapped out DRAM にスワッピングされたパケット数

表 19-17 show interfaces serial のフィールドの説明 ― フレーム リレー インターフェイスのキュー
イングとフラグメンテーション（続き）

フィールド 説明
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LAPBカプセル化の例

Link Access Procedure, Balanced（LAPB; 平衡型リンク アクセス手順）カプセル化を使用するインター
フェイスの動作上の統計情報を表示するには、show interfaces serial コマンドを使用します。以下
に、LAPB カプセル化を使用するシリアル インターフェイスに対する show interfaces serial コマン
ドの出力例の一部を示します。

Router# show interfaces serial 1

LAPB state is SABMSENT, T1 3000, N1 12056, N2 20, k7,Protocol ip
VS 0, VR 0, RCNT 0, Remote VR 0, Retransmissions 2
IFRAMEs 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 SABMs 3/0 FRMRs 0/0 DISCs 0/0

表 19-19 に、すべての LAPB 接続に関連するフィールドを示します。

表 19-18 show interfaces serial のフィールドの説明 ― ANSI LMI

フィールド 説明

LMI DLCI このインターフェイスの LMI で使用される DLCI を特定します。デ
フォルト値は 1023 です。

LMI sent ルータが送信した LMI パケットの数

LMI type is ANSI Annex D インターフェイスにフレーム リレー仕様（ANSI T1.617 Annex D）
が設定されていることを示します。

表 19-19 show interfaces serial のフィールドの説明 ― LAPB

フィールド 説明

LAPB state is LAPB プロトコルのステート

T1 3000, N1 12056, ... 現在のパラメータ設定値

Protocol LAPB リンクでカプセル化されているプロトコル。このフィールド
は、マルチプロトコル LAPB または X.25 カプセル化が設定された
インターフェイスでは表示されません。

VS 次の送信情報フレームのモジュロ 8 フレーム番号

VR 受信される予定の次の情報フレームのモジュロ 8 フレーム番号

RCNT まだ確認応答されていない受信済みの情報フレームの数

Remote VR リモート デバイスが受信する予定の次の情報フレームの数

Retransmissions T1 の期限切れによる再送信の現在のカウント

Window is closed 一部のアウトスタンディング フレームについて確認応答されるま
で、これ以上のフレームを送信できません。このメッセージは、一

時的に表示されるものです。

IFRAMEs 送信済み /受信済み形式による情報フレームのカウント

RNRs 送信済み /受信済み形式による Receiver Not Ready（RNR）フレーム
のカウント

REJs 送信済み /受信済み形式による Reject（REJ）フレームのカウント

SABMs 受信済み / 受信済み形式による Set Asynchronous Balanced Mode
（SABM）コマンドのカウント

FRMRs 送信済み /受信済み形式による Frame Reject（FRMR）フレームのカ
ウント

DISCs 送信済み /受信済み形式による Disconnect（DISC）コマンドのカウ
ント
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PPP カプセル化の例

同期 PPP カプセル化が設定されたインターフェイスの出力は、標準の show interfaces serial の出力
とは異なります。PPP が設定されたインターフェイスには、以下の情報が含まれる場合があります。

Router# show interfaces serial 1

lcp state = OPEN
ncp ipcp state = OPEN   ncp osicp state = NOT NEGOTIATED
ncp ipxcp state = NOT NEGOTIATED   ncp deccp state = NOT NEGOTIATED
ncp bridgecp state = NOT NEGOTIATED   ncp atalkcp state = NOT NEGOTIATED

表 19-20 に、PPP 接続に関連するフィールドを示します。

SDLC 接続の例

所定の Synchronous Data Link Control（SDLC）インターフェイスの SDLC 情報を表示するには、show
interfaces serial コマンドを使用します。以下に、SDLC 機能をサポートする SDLC プライマリ イン
ターフェイスに対する show interfaces serial コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial 

Serial 0 is up, line protocol is up
Hardware is MCI Serial
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation SDLC-PRIMARY, loopback not set

Timers (msec): poll pause 100 fair poll 500. Poll limit 1
[T1 3000, N1 12016, N2 20, K 7] timer: 56608 Last polled device: none
SDLLC [ma: 0000.0C01.14--, ring: 7 bridge: 1, target ring: 10

             largest token ring frame 2052]
SDLC addr C1 state is CONNECT

VS 6, VR 3, RCNT 0, Remote VR 6, Current retransmit count 0
Hold queue: 0/12 IFRAMEs 77/22 RNRs 0/0 SNRMs 1/0 DISCs 0/0
Poll: clear, Poll count: 0, chain: p: C1 n: C1
SDLLC [largest SDLC frame: 265, XID: disabled]

Last input 00:00:02, output 00:00:01, output hang never
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
Five minute input rate 517 bits/sec, 30 packets/sec
Five minute output rate 672 bits/sec, 20 packets/sec

357 packets input, 28382 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
926 packets output, 77274 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts
2 carrier transitions

表 19-20 show interfaces serial のフィールドの説明 ― PPP カプセル化

フィールド 説明

lcp state Link Control Protocol（LCP; リンク制御プロトコル）

ncp ipcp state Network Control Protocol（NCP）Internet Protocol Control Protocol（IPCP）

ncp osicp state NCP OSI（CLNS）制御プロトコル

ncp ipxcp state NCP IPX（Novell）制御プロトコル

ncp deccp state NCP DECnet 制御プロトコル

ncp bridgecp state NCP Bridging Control Protocol（BCP; ブリッジング制御プロトコル）

ncp atalkcp state NCP AppleTalk 制御プロトコル
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表 19-21 に、すべての SDLC 接続に関連するフィールドを示します。

表 19-22 に、シリアル インターフェイスに割り当てられる各 SDLC セカンダリ インターフェイス
の他のデータを示します。

 

表 19-21 show interfaces serial のフィールドの説明 ― SDLC がイネーブルの場合

フィールド 説明

Timers (msec): poll pause, fair 
poll, Poll limit

プライマリ SDLC インターフェイスに対するこれらのタイマーの
現在値

T1, N1, N2, K プライマリSDLCインターフェイスに対するこれらのパラメータの
値

表 19-22 SDLC セカンダリ インターフェイスの説明

フィールド 説明

addr この SDLC セカンダリ インターフェイスのアドレス

state is この接続の現在のステート。次のいずれかになります。

• DISCONNECT ― このセカンダリに対して試行中の通信は存在し
ません。

• CONNECT ― このルータとセカンダリの間は正常な接続状態で
す。

• DISCSENT ― ルータからこのセカンダリへ切断要求が送信され、
応答待ちの状態です。

• SNRMSENT ― ルータからこのセカンダリへ接続要求（SNRM）が
送信され、応答待ちの状態です。

• THEMBUSY ― このセカンダリによって、ルータに一時的にこれ
以上の情報フレームを受信できないことが通知されました。

• USBUSY ― このルータによって、セカンダリに一時的にこれ以上
の情報フレームを受信できないことが通知されました。

• BOTHBUSY ― 両方が互いに、一時的にこれ以上の情報フレーム
を受信できないことを通知しました。

• ERROR ― このルータはエラーを検出し、それに対してセカンダリ
からの確認応答を待っています。

VS このステーションが送信する次の情報フレームのシーケンス番号

VR このステーションが受信する予定の、セカンダリからの次の情報フ

レームのシーケンス番号

Remote VR このステーションが送信し、他のステーションによって確認応答され

ている最終フレーム

Current retransmit count: 現在の I フレームまたは I フレームのシーケンスが再送信された回数

Hold queue ホールド キュー内のフレーム数およびホールド キューの最大サイズ

IFRAMEs, RNRs, SNRMs, 
DISCs

これらのフレームの送信済み /受信済みカウント

Poll セカンダリに対するポールがルータにある場合は、[set] です。それ以
外の場合は、[clear] です。

Poll count この時点でこのセカンダリに提供されている行内のポール数

chain ポーリングされたデバイスのラウンド ロビン ループにある、このイ
ンターフェイスの前（p）と次（n）のセカンダリ アドレスを示します。
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SDLLC の例

SDLLC が設定されたインターフェイスの SDLLC の統計情報を表示するには、show interfaces serial
コマンドを使用します。以下に、SDLLC が設定されたシリアル インターフェイスに対する show
interfaces serial コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial

Serial 0 is up, line protocol is up
Hardware is MCI Serial
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation SDLC-PRIMARY, loopback not set

Timers (msec): poll pause 100 fair poll 500. Poll limit 1
[T1 3000, N1 12016, N2 20, K 7] timer: 56608 Last polled device: none
SDLLC [ma: 0000.0C01.14--, ring: 7 bridge: 1, target ring: 10

largest token ring frame 2052]
SDLC addr C1 state is CONNECT

VS 6, VR 3, RCNT 0, Remote VR 6, Current retransmit count 0
Hold queue: 0/12 IFRAMEs 77/22 RNRs 0/0 SNRMs 1/0 DISCs 0/0
Poll: clear, Poll count: 0, chain: p: C1 n: C1
SDLLC [largest SDLC frame: 265, XID: disabled]

Last input 00:00:02, output 00:00:01, output hang never
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

 Five minute input rate 517 bits/sec, 30 packets/sec
Five minute output rate 672 bits/sec, 20 packets/sec

357 packets input, 28382 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
926 packets output, 77274 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts
6608 Last polled device: none
SDLLC [ma: 0000.0C01.14--, ring: 7 brid2 carrier transitions 

表示されている出力の大部分は、すべての SDLLC カプセル化インターフェイスで共通であり、
『Cisco IOS Bridging and IBM Networking Command Reference, Volume 2 of 2: IBM Networking』に説明
があります。表 19-23 に、SDLLC に特有のパラメータを示します。

表 19-23 SDLLC パラメータの説明

フィールド 説明

SDLLC ma このインターフェイスに設定された MAC アドレスを一覧表示します。最
終バイトは [--] と表示され、接続用の SDLC アドレスが入力されているこ
とを示します。

ring, bridge, target ring sdllc traddr コマンドによって設定されたパラメータを一覧表示します。

largest token ring frame Logical Link Control（LLC; 論理リンク制御）、すなわち接続のタイプ 2
（LLC2）側で許可されている最大トークンリング フレームを示します。

largest SDLC frame 接続の SDLC 側で許可され、生成される最大 SDLC フレームを示します。

XID イネーブルまたはディセーブルです。XID 処理が接続の SDLC 側でイネー
ブルにされているかどうかを示します。イネーブルの場合、このアドレス

の XID 値が表示されます。
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X.25 の例

以下に、シリアル X.25 インターフェイスに対する show interfaces serial コマンドの出力例の一部を
示します。

Router# show interfaces serial 1

X25 address 000000010100, state R1, modulo 8, idle 0, timer 0, nvc 1
Window size: input 2, output 2, Packet size: input 128, output 128
Timers: T20 180, T21 200, T22 180, T23 180, TH 0
Channels: Incoming-only none, Two-way 1-1024, Outgoing-only none

(configuration on RESTART: modulo 8,
Window size: input 2 output 2, Packet size: input 128, output 128
Channels: Incoming-only none, Two-way 5-1024, Outgoing-only none)
RESTARTs 3/2 CALLs 1000+2/1294+190/0+0/ DIAGs 0/0

X.25 プロトコルの安定性のために、一部のパラメータはプロトコルを再起動しなければ変更できま
せん。このようなパラメータに対する変更は、再起動要求が送信または受信されるまで保持されま

す。これらのパラメータのいずれかが変更されると、再起動時にルータ設定に関する情報と、現在

有効な値が表示されます。

表 19-24 に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 19-24 show interfaces serial のフィールドの説明 ― X.25 がイネーブルの場合

フィールド 説明

X25 address コールの発信および受信に使用されるアドレス

state インターフェイスのステート。有効な値は次のとおりです。

• R1 は、通常の動作可能ステートです。

• R2 は、DTE の再起動ステートです。

• R3 は、DCE の再起動ステートです。

ステートが R2 または R3 の場合、インターフェイスは Restart パケット
の確認応答を待機しています。

modulo モジュロの値。使用されるパケット シーケンス ナンバリング方式を決
定します。

idle 発信または受信したアイドル状態の Virtual Circuit（VC; 仮想回線）を
閉じるまでに、Cisco IOS ソフトウェアが待機する秒数

timer インターフェイス タイマーの値。インターフェイス ステートが R2 ま
たは R3 でないかぎり、0（ゼロ）です。

nvc 特定のプロトコルについて、単一ホストで同時に送受信が許可される

VC の最大数のデフォルト

Window size: input, output インターフェイスに対するデフォルトのウィンドウ サイズ（パケット
数）。x25 facility 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、発信元がルータのスイッチド VC のデフォルト値を上書
きできます。

Packet size: input, output インターフェイスに対するデフォルトの最大パケット サイズ（バイト
数）。x25 facility 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、発信元がルータのスイッチド VC のデフォルト値を上書
きできます。

Timers: X.25 タイマーの値。内容は次のとおりです。

• DCE デバイスの場合 ― T10 ～ T13

• DTE デバイスの場合 ― T20 ～ T23
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アカウンティング オプションの例

以下の例では、Cisco 7500 シリーズ ルータで、accounting オプションを使用した場合の show
interfaces serial コマンドを示しています。

Router# show interfaces serial 1/0 accounting

Serial1/0
       Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
             IP       7344    4787842       1803    1535774
      Appletalk      33345    4797459      12781    1089695
        DEC MOP          0          0        127       9779
            ARP          7        420         39       2340

表 19-25 に、この出力で表示されるフィールドの説明を示します。

TH パケットの確認応答スレッシュホールド（パケット数）。この値は、明

確な確認応答が送信されるまでに受信されるパケット数を決定しま

す。デフォルト値（0）は、着信ウィンドウが満杯の状態の場合にのみ
明確な確認応答を送信します。

Channels: Incoming-only, 
Two-way, Outgoing-only

このインターフェイスの VC 範囲を表示します。

RESTARTs 送信済み /受信済みの形式を使用して、インターフェイスの Restart パ
ケットの統計情報を表示します。

CALLs 正常に送信されたコール＋失敗したコール / 受信されたコール＋失敗
したコール / 転送されたコール＋失敗したコール。転送されたコール
は、送信されたコールとしてカウントされます。

DIAGs 送受信された診断メッセージ

表 19-24 show interfaces serial のフィールドの説明 ― X.25 がイネーブルの場合（続き）

フィールド 説明

表 19-25 show interfaces serial のフィールドの説明 ― アカウンティング

フィールド 説明

Protocol インターフェイスで稼働しているプロトコル

Pkts In 該当するプロトコルで受信されたパケット数

Chars In 該当するプロトコルで受信された文字数

Pkts Out 該当するプロトコルで送信されたパケット数

Chars Out 該当するプロトコルで送信された文字数
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Cisco AS5800 アクセス サーバの例

以下の例では、グループ 23 のタイム スロット 2 のシリアル インターフェイス（シェルフ 1、スロッ
ト 4、ポート 0）で発生したアクティビティを示しています。

Router# show interfaces serial 1/4/0:2:23

Serial1/4/0:2:23 is up, line protocol is up (spoofing)
 Hardware is DS-T1
 MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
 Encapsulation HDLC, loopback not set
 Last input 00:00:01, output 00:00:01, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters 22:24:30
 Queueing strategy: fifo
 Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     5274 packets input, 20122 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     5274 packets output, 30836 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     2 carrier transitions no alarm present
 Timeslot(s) Used:24, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags

表 19-26 で、この出力で表示される重要なフィールドのうち、表 19-12に記載されたフィールドと
は異なるものについて説明します。

表 19-26 show interfaces serial のフィールドの説明 ― Cisco AS5800

フィールド 説明

Last clearing of “show 
interface” counters

統計情報（送受信バイト数など）を累積しているカウンタが前回ゼロ

にリセットされた時刻

Queueing strategy このインターフェイスに設定されたキューイングのタイプを表示しま

す。出力例では、キューイング タイプが FIFO に設定されています。

throttles バッファまたはプロセッサのオーバーロードが原因で、ポートのレ

シーバーがディセーブルになった回数

output buffer failures 出力バッファが失敗した回数

output buffer swapped out 出力バッファがスワッピングした回数

Timeslot(s) Used T1 チャネルに割り当てられたタイムスロットの数

subrate 各タイムスロットの帯域幅

transmit delay is ... 各フレームの間に挿入されたアイドル フラグの数 
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T3/E3 SPA の例

以下の例では、シャーシ スロット 5 に搭載された SIP の、サブスロット 0 に装着された T3/E3 SPA
の最初のポートに対するインターフェイスの統計情報を示しています。

Router# show interfaces serial

Serial5/0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is SPA-4T3E3
  Internet address is 110.1.1.2/24
  MTU 4470 bytes, BW 44210 Kbit, DLY 200 usec, 
     reliability 255/255, txload 234/255, rxload 234/255
  Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Last input 00:00:05, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 40685000 bits/sec, 115624 packets/sec
  5 minute output rate 40685000 bits/sec, 115627 packets/sec
     4653081241 packets input, 204735493724 bytes, 0 no buffer
     Received 4044 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
              0 parity
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     4652915555 packets output, 204728203520 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 applique, 4 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

2 carrier transitions
rxLOS inactive, rxLOF inactive, rxAIS inactive
txAIS inactive, rxRAI inactive, txRAI inactive

表 19-27に、show interfaces serial  の出力に表示されるフィールドの説明を示します。

（注） この出力で表示されるフィールドは、カード タイプ、インターフェイスの設定、およびイ
ンターフェイスのステータスによって異なります。

表 19-27 T3/E3 SPA ― コマンド出力フィールドの説明

フィールド 説明

Serial シリアル インターフェイスの名前

line protocol is 回線プロトコルがアップ状態の場合、ローカル ルータはリモート
ルータからキープアライブ パケットを受信しています。回線プロ
トコルがダウン状態の場合、ローカル ルータはリモート ルータか
らキープアライブ パケットを受信していません。

Hardware is インターフェイスに特定のハードウェア タイプを指定します。

Internet address is インターフェイスの IP アドレス

MTU インターフェイスに設定された最大パケット サイズ

BW 帯域幅（Kbps）

DLY インターフェイスの遅延（マイクロ秒）

reliability 255 を分母とする分数で表したインターフェイスの信頼性（255/255
は 100% の信頼性）。5 分間の幾何平均から算出されます。

txload 255 を分母とする分数で表したインターフェイスの送信負荷
（255/255 は完全な飽和状態）。5 分間の幾何平均から算出されます。
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rxload 255 を分母とする分数で表したインターフェイスの受信負荷
（255/255 は完全な飽和状態）。5 分間の幾何平均から算出されます。

encapsulation カプセル化方式

crc CRC サイズ（ビット数）

loopback ループバックが設定されているかどうかを示します。

keepalive キープアライブが設定されているかどうかを示します。

Last input インターフェイスが直前のパケットを正常に受信し、ルータでロー

カルに処理してからの経過時間、分、および秒数。この情報は、

デッド インターフェイスでいつ障害が発生したかを把握する場合
に役立ちます。このカウンタは、パケットがプロセスによってス

イッチングされた場合にのみ更新されます。パケットがファスト ス
イッチングされた場合には更新されません。

Last ouput インターフェイスが直前のパケットを正常に送信してからの経過

時間、分、および秒数。この情報は、デッド インターフェイスで
いつ障害が発生したかを把握する場合に役立ちます。このカウンタ

は、パケットがプロセスによってスイッチングされた場合にのみ更

新されます。パケットがファスト スイッチングされた場合には更
新されません。

output hang 送信時間が長すぎたためにインターフェイスが最後にリセットさ

れてから経過した時間、分、および秒数（または never）。[last] フィー
ルドの時間数が 24 時間を超える場合は、日数と時間数が出力され
ます。このフィールドがオーバーフローした場合は、アスタリスク

が表示されます。

Last clearing of show interface このレポートで表示される統計情報（送受信バイト数など）を累積

しているカウンタが前回ゼロにリセットされた時刻。このカウンタ

をクリアしても、ルーティングに影響する可能性のある変数（load
や reliability など）はクリアされません。

*** は、経過時間が長すぎて表示できないことを意味します。

0:00:00 は、カウンタがクリアされてからの経過時間が 231 ミリ秒よ
り長い（および 232 ミリ秒未満であること）を示します。

Input queue size ― 入力キューの現在のサイズ
max  ― 入力キューの最大サイズ
drops ― キューが満杯だったために廃棄されたパケットの数
flushes ― キュー内のデータが廃棄された回数

Total output drops 廃棄されたパケットの総数

Queueing strategy FIFO キューイング方法（他のキューイング方法として、priority-list、
custom-list、および weighted fair が使用されることもあります）。

Output queue size ― 出力キューの現在のサイズ
max ― 出力キューの最大サイズ

表 19-27 T3/E3 SPA ― コマンド出力フィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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関連コマンド

5-minute input rate 最後の 5 分間に受信された 1 秒あたりの平均のビット数およびパ
ケット数。プロミスキャス モードでないインターフェイスでは、自
身が送受信したネットワーク トラフィックを検知します（すべて
のネットワーク トラフィックを検知するわけではありません）。

5 分間の送受信レートは、あくまでも所定の 5 分間における 1 秒あ
たりのトラフィック量の予想値です。これらのレートは、5 分間を
時間定数とし、指数関数的に重み付けを行った平均値です。この平

均値が該当期間中の均一なトラフィック ストリームについて瞬間
速度の 2% 以内に収まるまでに、この時間定数の 4 倍の期間が経過
する必要があります。

5-minute output rate 最後の 5 分間に送信された、1 秒あたりの平均のビット数およびパ
ケット数。プロミスキャス モードでないインターフェイスでは、自
身が送受信したネットワーク トラフィックを検知します（すべて
のネットワーク トラフィックを検知するわけではありません）。

5 分間の送受信レートは、あくまでも所定の 5 分間における 1 秒あ
たりのトラフィック量の予想値です。これらのレートは、5 分間を
時間定数とし、指数関数的に重み付けを行った平均値です。この平

均値が該当期間中の均一なトラフィック ストリームについて瞬間
速度の 2% 以内に収まるまでに、この時間定数の 4 倍の期間が経過
する必要があります。

rxLOS LOS ステータスの受信。値は inactive または active です。

rxLOF LOF ステータスの受信。値は inactive または active です。

rxAIS AIS ステータスの受信。値は inactive または active です。

txAIS AIS ステータスの送信。値は inactive または active です。

rxRAI リモート AIS ステータスの受信。値は inactive または active です。

txRAI リモート AIS ステータスの送信。値は inactive または active です。

表 19-27 T3/E3 SPA ― コマンド出力フィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

show controllers serial コントローラの統計情報を表示します。
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show upgrade fpd file
Field-Programmable Device（FPD）イメージ パッケージ ファイルの内容を表示するには、イネーブ
ル EXEC コンフィギュレーション モードで、show upgrade fpd file コマンドを入力します。

show upgrade fpd file file-url [detail]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、FPD イメージ パッケージ ファイルに関連する情報を表示します。このコマンド
で表示される情報の大部分は、カスタマー サポートのために使用されます。

例 次に、Cisco 7600 ルータの show upgrade file コマンドの出力例を示します。

Router# show upgrade fpd file 
tftp://mytftpserver/myname/myfpdpkg/c7600-fpd-pkg.122-18.SXE.pkg
Loading myname/myfpdpkg/c7600-fpd-pkg.122-18.SXE.pkg from 124.0.0.0 (via 
FastEthernet0): 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK]
Cisco Field Programmable Device Image Package for IOS
C7600 Family FPD Image Package (c7600-fpd-pkg.122-18.SXE.pkg), Version 12.2(SXE)
Copyright (c) 2004-2005 by cisco Systems, Inc.
Built Fri 25-Mar-2005 09:12 by integ

file-url FPD イメージ パッケージ ファイルの場所を指定します。最初にストレージ
デバイスの場所やタイプ（disk0、slot0、tftp、または ftp など）を指定し、そ
のあとに FPD イメージのパスを指定します。

detail （任意）FPD イメージ パッケージ ファイルの内容に関する詳細情報を表示し
ます。このオプションは、カスタマー サポート スタッフだけが使用します。

リリース 変更内容

12.2(20)S6 このコマンドが追加され、Cisco 7304 ルータの show upgrade file コマンドが
このコマンドに置き換えられました。

12.2(25)S3 show upgrade fpd file file-url コマンドの出力で、簡単なバージョン情報だけを
表示するように変更されました。以前の Cisco IOS リリースでこのコマンドか
ら生成された出力は、show upgrade fpd file-url detail コマンドを入力して、こ
のリリースでも引き続き生成できます。また、detail オプションがこのリリー
スで新たに加えられました。

12.2(18)SXE このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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=============================== ================================================
                                        Bundled FPD Image Version Matrix
                                ================================================
                                                                       Min. Req.
Supported Card Types            ID  Image Name                Version  H/W Ver.
=============================== == ========================= ========= =========
2-port T3/E3 Serial SPA          1 T3E3 SPA ROMMON              2.12      0.0   
                                 2 T3E3 SPA I/O FPGA            0.24      0.0   
                                 3 T3E3 SPA E3 FPGA             0.6       0.0   
                                 4 T3E3 SPA T3 FPGA             0.14      0.0   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
4-port T3/E3 Serial SPA          1 T3E3 SPA ROMMON              2.12      0.0   
                                 2 T3E3 SPA I/O FPGA            0.24      0.0   
                                 3 T3E3 SPA E3 FPGA             0.6       0.0   
                                 4 T3E3 SPA T3 FPGA             0.14      0.0   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
8-port Channelized T1/E1 SPA     1 CTE1 SPA ROMMON              2.12      0.140 
                                 1 CTE1 SPA ROMMON NP           2.12      0.0   
                                 2 CTE1 SPA I/O FPGA            1.2       0.0   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
2-port Channelized T3 SPA        1 CT3 SPA ROMMON               2.12      0.100 
                                 2 CT3 SPA I/O FPGA             1.1       0.100 
                                 3 CT3 SPA T3 FPGA R1           0.11      0.100 
                                 3 CT3 SPA T3 FPGA R2           0.15      0.200 
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
4-port Channelized T3 SPA        1 CT3 SPA ROMMON               2.12      0.100 
                                 2 CT3 SPA I/O FPGA             1.1       0.100 
                                 3 CT3 SPA T3 FPGA R1           0.11      0.100 
                                 3 CT3 SPA T3 FPGA R2           0.15      0.200 
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
2-port OC3 POS SPA               1 POS SPA IOFPGA P1            3.4       0.0   
                                 1 POS SPA IOFPGA P2            3.4       0.200 
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
4-port OC3 POS SPA               1 POS SPA IOFPGA P1            3.4       0.0   
                                 1 POS SPA IOFPGA P2            3.4       0.200 
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
1-port OC12 POS SPA              1 POS SPA IOFPGA P1            3.4       0.0   
                                 1 POS SPA IOFPGA P2            3.4       0.200 
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
2-port OC3 ATM SPA               1 KATM SPA IOFPGA              1.24      0.0   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
4-port OC3 ATM SPA               1 KATM SPA IOFPGA              1.24      0.0   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
1-port OC12 ATM SPA              1 KATM SPA IOFPGA              1.24      0.0   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
SIP-200                          1 SIP-200 I/O FPGA P1          1.1       0.100 
                                 1 SIP-200 I/O FPGA P4          1.1       0.400 
                                 1 SIP-200 I/O FPGA P6          1.1       0.600 
                                 2 SIP-200 EOS FPGA P1          0.27      0.100 
                                 2 SIP-200 EOS FPGA P450        1.211     0.450 
                                 2 SIP-200 EOS FPGA P5          0.27      0.500 
                                 2 SIP-200 EOS FPGA P550        1.211     0.550 
                                 2 SIP-200 EOS FPGA P6          1.211     0.600 
                                 3 SIP-200 PEG TX FPGA P1       1.129     0.100 
                                 3 SIP-200 PEG TX FPGA P6       1.129     0.600 
                                 4 SIP-200 PEG RX FPGA P1       1.3       0.100 
                                 4 SIP-200 PEG RX FPGA P4       1.3       0.400 
                                 4 SIP-200 PEG RX FPGA P6       1.3       0.600 
                                 5 SIP-200 ROMMON               1.2       0.100 
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
SIP-400                          1 SIP-400 ROMMON               1.1       0.1   
                                 2 SIP-400 I/O FPGA             0.82      0.1   
                                 3 SIP-400 SWITCH FPGA          0.25      0.1   
------------------------------- -- ------------------------- --------- ---------
CWPA2                            1 CWPA2 I/O FPGA P1            0.37      0.1   
                                 2 CWPA2 EOS FPGA P1            0.28      0.1   
                                 3 CWPA2 ROMMON                 1.1       0.1   
=============================== ================================================
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関連コマンド コマンド 説明

upgrade hw-module subslot 指定した SPA の現在の FPD イメージを手動でアップグレード
します。

upgrade fpd auto FPD バージョンの非適合性が検出された場合に、FPD イメージ
を自動的にアップグレードするようにルータを設定します。

upgrade fpd path ルータが自動 FPD アップグレードを開始する場合の FPD イ
メージ パッケージのロード元を指定します。

show hw-module slot fpd ルータのすべてのアクティブ SIP にし、FPD イメージ ファイル
の現在のバージョンを表示します。

show hw-module subslot fpd ルータの各 SPA の FPD バージョンを表示します。
show upgrade fpd package 
default

ルータで SPA を適切にサポートするために必要な FPD イメー
ジ パッケージを表示します。

show upgrade fpd progress FPD アップグレードの実行中に、FPD アップグレードの進行状
況を表示します。

show upgrade fpd table FPD イメージ パッケージ ファイルを管理するために Cisco IOS
ソフトウェアで使用されるさまざまな情報を表示します。
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show upgrade fpd package default
Cisco IOS ソフトウェア リリースが稼働する Shared Port Adapter（SPA）を正常にサポートするため
にルータが必要とする Field-Programmable Device（FPD）イメージ パッケージを表示するには、イ
ネーブル EXEC コンフィギュレーション モードで show upgrade fpd package default コマンドを入
力します。

show upgrade fpd package default

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの出力は Cisco IOS イメージから生成されたものであり、特定の Cisco IOS リリースに
必要なデフォルトの FPD イメージ パッケージ ファイルに関する情報が提供されていることに注意
します。このコマンドを使用すると、稼働中の Cisco IOS イメージのデフォルトの FPD イメージ
パッケージ ファイルでサポートされる SPA も表示されます。

例 以下の例に示すオリジナル形式の show upgrade package default コマンド出力では、特定の Cisco
IOS リリースが稼働する特定のルータに SPA-4FE-7304 または SPA-2GE-7304 をインストールする
場合に、spa_fpd.122-20-S3.pkg FPD イメージ パッケージ ファイルが必要であることを示していま
す。

Router# show upgrade package default

*************************************************************************
This IOS release supports the following default FPD Image Package(s) for
automatic upgrade:
*************************************************************************

SPA FPD Image Package:spa_fpd.122-20.S3.pkg

        List of SPAs supported in this package:

                                        Minimal
                 No. SPA Name           HW Ver.
                ---- ------------------ -------
                  1) SPA-4FE-7304         0.0 
                  2) SPA-2GE-7304         0.0 
                ---- ------------------ -------

リリース 変更内容

12.2(20)S6 このコマンドが追加され、Cisco 7304 ルータの show upgrade package default
コマンドがこのコマンドに置き換えられました。

12.2(18)SXE このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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関連コマンド コマンド 説明

upgrade hw-module subslot 指定した SPA の現在の FPD イメージを手動でアップグレード
します。

upgrade fpd auto FPD バージョンの非適合性が検出された場合に、FPD イメージ
を自動的にアップグレードするようにルータを設定します。

upgrade fpd path ルータが自動 FPD アップグレードを開始する場合の FPD イ
メージ パッケージのロード元を指定します。

show hw-module slot fpd ルータのすべてのアクティブ SPA Interface Processor（SIP）にし、
FPD イメージ ファイルの現在のバージョンを表示します。

show hw-module subslot fpd ルータの各 SPA の FPD バージョンを表示します。
show upgrade fpd file FPD イメージ パッケージ ファイルの内容を表示します。
show upgrade fpd progress FPD アップグレードの実行中に、FPD アップグレードの進行状

況を表示します。

show upgrade fpd table FPD イメージ パッケージ ファイルを管理するために Cisco IOS
ソフトウェアで使用されるさまざまな情報を表示します。
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show upgrade fpd progress
Field-Programmable Device（FPD）のアップグレード中に FPD アップグレードの進行状況を表示す
るには、イネーブル EXEC コンフィギュレーション モードで show upgrade fpd progress コマンド
を入力します。

show upgrade fpd progress

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴

例 以下に、サブスロット 0 および 1 に取り付けられていた Shared Port Adapter（SPA）の FPD アップ
グレードのステータスの例を示します。

Router# show upgrade fpd progress

FPD Image Upgrade Progress Table:

 ==== =================== ====================================================
                          Field Programmable    Time
 Slot Card Description    Device :"ID-Name"   Needed   Time Left  State
 ==== =================== ================== ========== ========== ===========
  2/0 SPA-2GE-7304        1-4FE/2GE FPGA      00:06:00   00:05:17  Updating...
 ---- ------------------- ------------------ ----------- --------- -----------
  2/1 SPA-4FE-7304        1-4FE/2GE FPGA      --:--:--   --:--:--  Waiting...
 ==== =================== ====================================================

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(20)S6 このコマンドが追加され、Cisco 7304 ルータの show upgrade progress コマン
ドがこのコマンドに置き換えられました。

12.2(18)SXE このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。

コマンド 説明

upgrade hw-module subslot 指定した Shared Port Adapter（SPA）の現在の FPD イメージを手
動でアップグレードします。

upgrade fpd auto FPD バージョンの非適合性が検出された場合に、FPD イメージ
を自動的にアップグレードするようにルータを設定します。

upgrade fpd path ルータが自動 FPD アップグレードを開始する場合の FPD イ
メージ パッケージのロード元を指定します。

show hw-module slot fpd ルータのすべてのアクティブ SPA Interface Processor（SIP）にし、
FPD イメージ ファイルの現在のバージョンを表示します。

show hw-module subslot fpd ルータの各 SPA の FPD バージョンを表示します。
show upgrade fpd file FPD イメージ パッケージ ファイルの内容を表示します。
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show upgrade fpd table
Field-Programmable Device（FPD）イメージ パッケージ ファイルを管理するために Cisco IOS ソフト
ウェアで使用されるさまざまな情報を表示するには、イネーブル EXEC コンフィギュレーション
モードで show upgrade fpd table コマンドを入力します。

show upgrade fpd table

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、FPD イメージ パッケージ ファイルを管理したり、FPD イメージ パッケージ ファ
イル内の正しい FPD イメージを特定して FPD アップグレードを実行したりするために、Cisco IOS
イメージで使用されるバージョン情報を表示します。このコマンドで表示される情報の大部分は、

カスタマー サポートのために使用されます。

show upgrade fpd package 
default

ルータで SPA を適切にサポートするために必要な FPD イメー
ジ パッケージを表示します。

show upgrade fpd table FPD イメージ パッケージ ファイルを管理するために Cisco IOS
ソフトウェアで使用されるさまざまな情報を表示します。

コマンド 説明

リリース 変更内容

12.2(20)S6 このコマンドが追加され、Cisco 7304 ルータの show upgrade table コマンドが
このコマンドに置き換えられました。

12.2(18)SXE このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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例 以下の例では、Cisco IOS Release 12.2(20)S5 のさまざまな FPD 情報を示しています。

Router# show upgrade fpd table
 
Field Programmable Devices (FPD) Bundle Information Table:
==========================================================
 

Table Entry #1:
 
       Bundle Card Type:SPA-4FE-7304 (0x435)
        Platform Family:0x0
     Bundle Name Prefix:spa_4fe2ge
         Bundle Version:0.5
    Minimal H/W Version:0.0
        FPD Image Count:1
     FPD Image Required:
                                                        Min. Required
                         FPD ID FPD Name                    Version   
                         ------ ------------------------ -------------
                            1   Data & I/O FPGA              4.17   
                         ------ ------------------------ -------------
 
Table Entry #2:
 
       Bundle Card Type:SPA-2GE-7304 (0x436)
        Platform Family:0x0
     Bundle Name Prefix:spa_4fe2ge
         Bundle Version:0.5
    Minimal H/W Version:0.0
        FPD Image Count:1
     FPD Image Required:
                                                        Min. Required
                         FPD ID FPD Name                    Version   
                         ------ ------------------------ -------------
                            1   Data & I/O FPGA              4.17   
                         ------ ------------------------ -------------

関連コマンド コマンド 説明

upgrade hw-module subslot 指定した Shared Port Adapter（SPA）の現在の FPD イメージ
を手動でアップグレードします。

upgrade fpd auto FPD バージョンの非適合性が検出された場合に、FPD イメー
ジを自動的にアップグレードするようにルータを設定しま

す。

upgrade fpd path ルータが自動 FPD アップグレードを開始する場合の FPD イ
メージ パッケージのロード元を指定します。

show hw-module slot fpd ルータのすべてのアクティブ SPA Interface Processor（SIP）に
し、FPD イメージ ファイルの現在のバージョンを表示しま
す。

show hw-module subslot fpd ルータの各 SPA の FPD バージョンを表示します。
show upgrade fpd file FPD イメージ パッケージ ファイルの内容を表示します。
show upgrade fpd package default ルータで SPA を適切にサポートするために必要な FPD イ

メージ パッケージを表示します。
show upgrade fpd progress FPD アップグレードの実行中に、FPD アップグレードの進行

状況を表示します。
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speed
ファスト イーサネット インターフェイスの速度を設定するには、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードで speed コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。

speed {10 | 100 | auto}

no speed

シンタックスの説明

デフォルト auto

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイスで自動ネゴシエーション機能をイネーブルにするには、speed コマンドまたは
duplex コマンドのいずれかを auto に設定する必要があります。デフォルト設定では、両コマンド
とも auto に設定されています。

表 19-28 は、duplex コマンドと speed コマンドの設定の異なる組み合わせについて、インターフェ
イスの動作を説明しています。指定の duplex コマンドと指定の speed コマンドを併せて設定するこ
とによって、特定のシステム動作が実現します。

インターフェイスで duplex と speed の設定を両方とも auto 以外に指定すると、そのインターフェ
イスの自動ネゴシエーションはディセーブルになります。

（注） インターフェイス ポートを強制的に特定の設定で動作させる必要があり、したがって自動ネゴシ
エーションをディセーブルにする必要がある場合は、正しく伝送を行うために、リモート リンク
が互換性のあるリンク設定になっていることを確認する必要があります。これには、リンクでのフ

ロー制御のサポートが含まれます。

10 インターフェイスの伝送速度を 10 Mbps に設定します。
100 インターフェイスの伝送速度を 100 Mbps に設定します。
auto 自動ネゴシエーションをイネーブルにします。インターフェイスは、ネット

ワーク構成のなかで使用されているメディアのタイプやピア ルータ、ハブ、
スイッチの伝送速度といった環境ファクタに応じて、自動的に 10 Mbps また
は 100 Mbps で動作します。これは、デフォルト値です。

リリース 変更内容

11.2(10)P このコマンドが追加されました。

12.2(20)S1 このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(20)S1 に統合され、デフォルト値が auto
に変更されました。

12.0(32)S このコマンドが Cisco 12000 シリーズ ルータ の Cisco IOS Release 12.2(32)S に
統合されました。
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（注） 4 ポート 10/100 ファスト イーサネット Shared Port Adapter（SPA） および 2 ポート 10/100/1000 ギガ
ビット イーサネット SPA のすべてのインターフェイスは、MSC が満杯のときにパケット フローを
停止させるために、ポーズ フレームの伝送を自動的にサポートしています。4 ポート 10/100 ファ
スト イーサネット SPA または 2 ポート 10/100/1000 ギガビット イーサネット SPA のインターフェ
イスについて、フロー制御をディセーブルにすることはできません。したがって、フロー制御のサ

ポートは設定不可能ですが、自動ネゴシエーション時にアドバタイズされます。

自動ネゴシエーションをディセーブルにする場合は、フロー制御が 4 ポート 10/100 ファスト イー
サネット SPA および 2 ポート 10/100/1000 ギガビット イーサネット SPA のすべてのインターフェ
イスで自動的にイネーブルになるため、リモート デバイスがフロー制御をサポートするように設
定されていることを確認する必要があります。

表 19-28 duplex コマンドと speed コマンドの関係

duplex コマンド speed コマンド 実現されるシステム動作

duplex auto speed auto 速度とデュプレックス モードの両方の自動ネゴシ
エーションが行われます。インターフェイスは、次の

リンク設定の機能をアドバタイズします。

• 10 Mbps および半二重

• 10 Mbps および全二重

• 100 Mbps および半二重

• 100 Mbps および全二重

duplex auto speed 100 または 
speed 10

デュプレックス モードの自動ネゴシエーションが行
われます。インターフェイスは、半二重または全二重

モードの機能とともに、設定された速度の機能をアド

バタイズします。

たとえば、speed 100 コマンドと duplex auto コマンド
を設定した場合、インターフェイスは次の機能をアド

バタイズします。

• 100 Mbps および半二重

• 100 Mbps および全二重

duplex half または 
duplex full

speed auto 速度の自動ネゴシエーションが行われます。インター

フェイスは、10 Mbps または 100 Mbps 動作の機能とと
もに、設定されたデュプレックス モードの機能をアド
バタイズします。

たとえば、duplex full コマンドと speed auto コマンド
を設定した場合、インターフェイスは次の機能をアド

バタイズします。

• 10 Mbps および全二重

• 100 Mbps および全二重

duplex half speed 10 インターフェイスで 10 Mbps および半二重動作を強制
し、自動ネゴシエーションをディセーブルにします。

duplex full speed 10 インターフェイスで 10 Mbps および全二重動作を強制
し、自動ネゴシエーションをディセーブルにします。
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例 次の例では、Cisco 7304 ルータのスロット 2 に搭載された MSC の下部（1）サブスロットに SPA が
搭載されている場合に、SPA の 2 つめのインターフェイス（ポート 1）について、自動ネゴシエー
ション時に 10 Mbps 動作のみ、および全二重または半二重のいずれかの機能をアドバタイズするよ
うに指定しています。

Router# configure terminal
Router(config)# interface fastethernet 2/1/1
Router(config-if)# speed 10
Router(config-if)# duplex auto

この設定によって、インターフェイスは自動ネゴシエーション時に次の機能をアドバタイズしま

す。

• 10 Mbps および半二重

• 10 Mbps および全二重

（注） フロー制御のサポートは、自動ネゴシエーションがイネーブルのときは常にアドバタイズされま

す。

関連コマンド

duplex half speed 100 インターフェイスで 100 Mbps および半二重動作を強
制し、自動ネゴシエーションをディセーブルにします。

duplex full speed 100 インターフェイスで 100 Mbps および全二重動作を強
制し、自動ネゴシエーションをディセーブルにします。

表 19-28 duplex コマンドと speed コマンドの関係（続き）

duplex コマンド speed コマンド 実現されるシステム動作

コマンド 説明

duplex インターフェイスのデュプレックス動作を設定します。

interface fastethernet 特定のファスト イーサネット インターフェイスを設定のため
に選択します。

show controllers fastethernet Cisco 7304 ルータのファスト イーサネット インターフェイスに
ついて、インターフェイス情報、伝送の統計情報とエラー、お

よび MAC 宛先アドレスと VLAN フィルタリング テーブルを表
示します。

show interfaces fastethernet ファスト イーサネット インターフェイスに関する情報を表示
します。
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t1 framing
T1 チャネルで使用されるフレーミングのタイプを指定するには、コントローラ コンフィギュレー
ション モードで t1 framing コマンドを使用します。

チャネライズド T3 インターフェイス プロセッサが搭載された Cisco 7500 シリーズ ルータ

t1 channel framing {esf | sf}

チャネライズド T3/E3 Shared Port Adapter（SPA）

t1 channel framing {esf | sf [hdlc-idle {0x7e | 0xff}] [mode {j1}]}

no t1 channel framing {esf | sf [hdlc-idle {0x7e | 0xff}] [mode {j1}]}

シンタックスの説明

デフォルト esf（C3TIP の場合） 

sf（T3/E3 SPA の場合） 

コマンド モード コントローラ コンフィギュレーション

コマンド履歴

channel T1 チャネルを示す番号

• CT3IP の場合 ― 1 ～ 28

• CT3 SPA の場合 ― 0 ～ 23
esf Extended Super Frame（ESF; 拡張スーパ フレーム）が T1フレーミング タ

イプとして使用されるように指定します。これは、CT3IP のデフォルト値
です。

sf Super Frame（SF）が T1フレーミング タイプとして使用されるように指定
します。これは、T3/E3 SPA のデフォルト値です。

hdlc-idle {0x7e | 0xff} （任意）T1 インターフェイスのアイドル パターンを 0x7e（デフォルト）ま
たは 0xff のどちらかに設定します。

mode {j1} （任意）JT-G704 の日本のフレーム タイプを指定します。

リリース 変更内容

11.3 このコマンドが追加されました。

12.0(14)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(14)S に統合されました。hdlc-idle
キーワード オプションが追加されました。

12.2S このコマンドが Cisco IOS Release 12.2S に統合されました。
12.2(18)SXE Cisco 7600 シリーズ ルータの SPA をサポートするように、このコマンド

が Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。mode キーワード オ
プションが追加されました。

12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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使用上のガイドライン t1 framing コマンドを指定しない場合、デフォルトの ESF が使用されます。

（注） CT3IP の T1 チャネル番号は、他のシスコ製品で使用される従来のゼロベース方式（0 ～ 27）では
なく、1 ～ 28 を使用します。このナンバリング方式は、チャネライズド T3 機器内で、T1 チャネ
ルに対する通信事業者の番号付け方式との一貫性を保ちます。

デフォルト モードに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。CT3IP を搭載した Cisco 7500
シリーズ ルータの場合、このコマンドには no 形式がありません。

例 以下に、CT3IP の T1 回線番号 6 と 8 のフレーミングを SF に設定する例を示します。

Router(config)# controller t3 9/0/0
Router(config-controller)# t1 6 framing sf
Router(config-controller)# t1 8 framing sf

関連コマンド コマンド 説明

controller T1、E1、または T3コントローラを設定し、コントローラ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

show controller コントローラの設定を表示します。
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ttb
E3 g832 フレーミング モードでトレース トレイル バッファを送信するには、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードで ttb コマンドを使用します。トレースをディセーブルにするには、
このコマンドの no 形式を使用します。

ttb {country | rnode | serial | snode | soperator | x} line

no ttb {country | rnode | serial | snode | soperator | x} line

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ttb コマンドは、リモート デバイスに送信するフィールドを含んだヘッダーを追加します。

例 次に、スロット 5 の最初のポートで TTB メッセージを開始する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# int serial 5/0/0
Router(config-if)# ttb country us
Router(config-if)# ttb snode 123
Router(config-if)# ttb rnode rn
Router(config-if)# ttb x 9
Router(config-if)# ttb serial 432

関連コマンド

country line 2 桁の国コード
rnode line 受信ノード コード
serial line M.1400シリアル
snode line 送信タウン /ノード ID コード
soperator line 送信オペレータ コード
x line XO

リリース 変更内容

12.2S このコマンドが追加されました。

12.2(18)SXE このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。

コマンド 説明

show controller serial コントローラの統計情報を表示します。
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upgrade fpd auto
Field-Programmable Device（FPD）バージョンの非適合性が検出された場合に、Shared Port Adapter
（SPA）の現在の FPD イメージを自動的にアップグレードするようにルータを設定するには、

upgrade fpd auto グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。FPD イメージの自動
アップグレードをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

upgrade fpd auto

no upgrade fpd auto

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、ルータに SPA が設置されている場合、デフォルトでイネーブルです。ルータは起
動中に、または SPA Interface Processor（SIP）サブスロットに SPA を挿入したあとに、SPA FPD イ
メージを調べます。ユーザが no upgrade fpd auto コマンドを入力して自動 FPD アップグレードを
ディセーブルにしないかぎり、ルータは FPD イメージと SPA 間の非適合性を検出すると、自動 FPD
アップグレードを実行しようとします。

Cisco 7304 ルータ以外のすべてのプラットフォームでは、FPD の非適合性が検出されると、デフォ
ルトでルータはそのすべてのフラッシュ ファイル システム内で FPD イメージ パッケージを検索
し、upgrade fpd auto がイネーブルになります。upgrade fpd path コマンドを使用すると、FPD の
非適合性が検出されたときに別の場所（FTP サーバや TFTP サーバなど）で FPD イメージ パッケー
ジを検索するように、ルータを設定できます。

Cisco 7304 では、デフォルト設定が異なります。デフォルトでは、upgrade fpd auto は、ルータの
プライマリ フラッシュ ファイル システム（disk0:）内で FPD イメージ パッケージ ファイルを検索
します。FPD の非適合性が検出された場合に、ルータのプライマリ フラッシュ ファイル システム
以外の場所で FPD イメージ パッケージ ファイルを検索するようにルータを設定するには、upgrade
fpd path fpd-pkg-dir-url コマンドを入力して、ルータが FPD イメージ パッケージ ファイルを検索す
る場所を指定します。FPD イメージ パッケージ ファイルの検索に成功すると、FPD アップグレー
ド プロセスが自動的に開始されます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、デフォルトでイネーブルに設定されています。通常は、このデフォルト設定をそ

のまま使用してください。

Cisco 7304 では、デフォルト動作が他のルータとは異なります。デフォルト動作の詳細については、
このコマンド リファレンスのデフォルトの項を参照してください。

このコマンドがディセーブルで、FPD のアップグレードが必要な場合は、 upgrade hw-module
subslot コマンドを使用して SPA FPD イメージを手動でアップグレードすることができます。この
処理は、既存の FPD とは互換性がないため、SPA をディセーブルにしたあとで実行してください。

リリース 変更内容

12.2(20)S2 このコマンドが追加されました。

12.2(18)SXE このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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SPA の FPD イメージをアップグレードすると、アップグレードの実行中に SPA がオフラインにな
ります。FPD イメージ アップグレードは、長時間を要することがあります。show upgrade fpd
progress コマンドを使用すると、特定の SPA について FPD をダウンロードする場合の、予測時間
に関する詳細情報を収集することもできます。

例 次に、SPA で FPD イメージ アップグレードが必要で、upgrade fpd auto コマンドがイネーブルにさ
れている場合の出力例を示します。適合性のない FPD イメージが自動的にアップグレードされま
す。

% Uncompressing the bundle ...  [OK]
*Jan 13 22:38:47:%FPD_MGMT-3-INCOMP_FPD_VER:Incompatible 4FE/2GE FPGA (FPD ID=1) image 
version detected for SPA-4FE-7304 card in subslot 2/0. Detected version = 4.12, 
minimal required version = 4.13. Current HW version = 0.32.
*Jan 13 22:38:47:%FPD_MGMT-5-FPD_UPGRADE_ATTEMPT:Attempting to automatically upgrade 
the FPD image(s) for SPA-4FE-7304 card in subslot 2/0 ...
 
*Jan 13 22:38:47:%FPD_MGMT-6-BUNDLE_DOWNLOAD:Downloading FPD image bundle for 
SPA-4FE-7304 card in subslot 2/0 ...
*Jan 13 22:38:49:%FPD_MGMT-6-FPD_UPGRADE_TIME:Estimated total FPD image upgrade time 
for SPA-4FE-7304 card in subslot 2/0 = 00:06:00.
*Jan 13 22:38:49:%FPD_MGMT-6-FPD_UPGRADE_START:4FE/2GE FPGA (FPD ID=1) image upgrade 
in progress for SPA-4FE-7304 card in subslot 2/0. Updating to version 4.13. PLEASE DO 
NOT INTERRUPT DURING THE UPGRADE PROCESS (estimated upgrade completion time = 
00:06:00) 
...[...............................................................................
(part of the output has been removed for brevity) 
......................................................................................
......................................................................................
................]
SUCCESS - Completed XSVF execution.
 
*Jan 13 22:44:33:%FPD_MGMT-6-FPD_UPGRADE_PASSED:4FE/2GE FPGA (FPD ID=1) image upgrade 
for SPA-4FE-7304 card in subslot 2/0 has PASSED. Upgrading time = 00:05:44.108
*Jan 13 22:44:33:%FPD_MGMT-6-OVERALL_FPD_UPGRADE:All the attempts to upgrade the 
required FPD images have been completed for SPA-4FE-7304 card in subslot 2/0. Number 
of successful/failure upgrade(s):1/0.
*Jan 13 22:44:33:%FPD_MGMT-5-CARD_POWER_CYCLE:SPA-4FE-7304 card in subslot 2/0 is 
being power cycled for the FPD image upgrade to take effect.

関連コマンド コマンド 説明

upgrade hw-module subslot 指定した SPA の現在の FPD イメージを手動でアップグレー
ドします。

upgrade fpd path ルータが自動 FPD アップグレードを開始する場合の FPD イ
メージ パッケージのロード元を指定します。

show hw-module slot fpd ルータのすべてのアクティブ SIP にし、FPD イメージ ファ
イルの現在のバージョンを表示します。

show hw-module subslot fpd ルータの各 SPA の FPD バージョンを表示します。
show upgrade fpd file FPD イメージ パッケージ ファイルの内容を表示します。
show upgrade fpd package default ルータで SPA を適切にサポートするために必要な FPD イ

メージ パッケージを表示します。
show upgrade fpd progress FPD アップグレードの実行中に、FPD アップグレードの進行

状況を表示します。

show upgrade fpd table FPD イメージ パッケージ ファイルを管理するために Cisco
IOS ソフトウェアで使用されるさまざまな情報を表示しま
す。
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upgrade fpd path
Field-Programmable Device（FPD）の自動アップグレード中に、ルータのプライマリ フラッシュ ファ
イル システム以外の場所から FPD イメージ パッケージ ファイルを検索するようにルータを設定す
るには、upgrade fpd path グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力して、FPD の自動
アップグレード中に FPD イメージ パッケージ ファイルを検索する場所を新規に指定します。デ
フォルト設定に戻して、FPD の自動アップグレードが起動された場合にルータのフラッシュ ファイ
ル システム内で FPD イメージ パッケージ ファイルを検索するようにルータを設定するには、この
コマンドの no 形式を使用します。

upgrade fpd path fpd-pkg-dir-url

no upgrade fpd path fpd-pkg-dir-url

シンタックスの説明

デフォルト Cisco 7304 以外のルータ

デフォルトでは、Shared Port Adapter（SPA）の FPD イメージと稼働中の Cisco IOS イメージの間に
非適合性が検出された場合、ルータはそのすべてのフラッシュ ファイル システム内で FPD イメー
ジ パッケージ ファイルを検索します。FPD の自動アップグレード中に、ルータのフラッシュ ファ
イル システム以外の場所に FPD イメージ パッケージ ファイルを格納する場合は、upgrade fpd path
コマンドを使用して FPD イメージ パッケージ ファイルを検索するルータの場所を新規に指定しま
す。

Cisco7304 ルータのみ

デフォルトでは、SPA の FPD イメージと稼働中の Cisco IOS イメージの間に非適合性が検出された
場合、ルータはプライマリ フラッシュ ファイル システム内で FPD イメージ パッケージ ファイル
を検索します。FPD の自動アップグレード中に、ルータのデフォルトのフラッシュ ファイル シス
テム以外の場所に FPD イメージ パッケージ ファイルを格納する場合は、upgrade fpd path コマン
ドを使用して FPD イメージ パッケージ ファイルを検索するルータの場所を新規に指定します。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

fpd-pkg-dir-url FPD イメージ パッケージ ファイルの場所を指定します。最初にストレージ
デバイスの場所やタイプ（disk0、slot0、tftp、または ftp など）を指定し、そ
のあとに FPD イメージ パッケージ ファイルのパスを指定します。FPD イメー
ジ パッケージ ファイルの名前が fpd-pkg-dir-url 内で指定されていないことに
注意します。場所が適切に設定されると、Cisco IOS は正しい FPD イメージ
パッケージ ファイルを自動的にダウンロードします。

fpd-pkg-dir-url の最後の文字は常に [/] であることに注意します。

リリース 変更内容

12.2(20)S2 このコマンドが追加されました。

12.2(18)SXE このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
12.0(31)S このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
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使用上のガイドライン fpd-pkg-dir-url の最後の文字は常に [/] であることに注意します。このパスはファイル自体ではなく、
ファイルを格納するディレクトリを指定します。このコマンドの正確な入力例については、このコ

マンド リファレンスの「例」を参照してください。

新しい FPD イメージ パッケージ ファイルの場所を示すパスを指定する場合は、パスにファイル名
を含めないでください。適切な場所が設定されると、異なるバージョンの FPD イメージ パッケー
ジ ファイルが同じ場所に複数格納されている場合でも、Cisco IOS は正しい FPD イメージ パッケー
ジ ファイルを自動的にダウンロードします。

upgrade fpd path コマンドを入力しない場合、ルータはデフォルトのプライマリ フラッシュ ファイ
ル システムから FPD イメージを検索します。

例 次に、パス johnstftpserver/fpdfiles を使用して、FPD の自動アップグレード中に TFTP サーバに格納
された FPD イメージ パッケージ ファイル内から最新の FPD イメージ パッケージ ファイルを検索
する例を示します。

upgrade fpd path tftp://johnstftpserver/fpdfiles/

次に、パス johnsftpserver/fpdfiles を使用して、FPD の自動アップグレード中に FTP サーバに格納さ
れた FPD パッケージ ファイル内から最新の FPD イメージ パッケージ ファイルを検索する例を示
します。この例では、john がユーザ名、XXXXXXX が FTP パスワードです。

upgrade fpd path ftp://john:XXXXXXX@johnsftpserver/fpdfiles/ 

関連コマンド コマンド 説明

upgrade hw-module subslot 指定した SPA の現在の FPD イメージを手動でアップグレー
ドします。

upgrade fpd auto FPD バージョンの非適合性が検出された場合に、FPD イメー
ジを自動的にアップグレードするようにルータを設定しま

す。

show hw-module slot fpd ルータのすべてのアクティブ SPA Interface Processor（SIP）に
し、FPD イメージ ファイルの現在のバージョンを表示しま
す。

show hw-module subslot fpd ルータの各 SPA の FPD バージョンを表示します。
show upgrade fpd file FPD イメージ パッケージ ファイルの内容を表示します。
show upgrade fpd package default ルータで SPA を適切にサポートするために必要な FPD イ

メージ パッケージを表示します。
show upgrade fpd progress FPD アップグレードの実行中に、FPD アップグレードの進行

状況を表示します。

show upgrade fpd table FPD イメージ パッケージ ファイルを管理するために Cisco
IOS ソフトウェアで使用されるさまざまな情報を表示しま
す。
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upgrade hw-module slot
SPA Interface Processor（SIP）の現在の Field-Programmable Device（FPD）イメージ パッケージを手
動でアップグレードするには、イネーブル EXEC コンフィギュレーション モードで upgrade
hw-module slot コマンドを入力します。このコマンドには、no 形式がありません。

upgrade hw-module slot slot file file-url [force]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。ただし、SIP の FPD イメージと、稼働中の Cisco IOS イ
メージで SPA を動作させるのに必要な FPD イメージのバージョンとの間に適合性がないことが検
出されると、SIP を取り付けたルータは、デフォルトで FPD イメージをアップグレードするよう設
定されていることに注意する必要があります。upgrade hw-module slot コマンドは、FPD イメージ
を手動でアップグレードする場合に使用します。したがって、特定の SPA で自動アップグレードの
デフォルト設定による互換 FPD イメージの検出に失敗した場合、または自動アップグレードのデ
フォルト設定が手動でディセーブルにされている場合以外は、upgrade hw-module slot コマンドを
使用しないでください。no upgrade fpd auto コマンドを入力すると、FPD の自動アップグレードを
ディセーブルにすることができます。

FPD の非適合性が検出されない場合は、このコマンドに force オプションを入力しないかぎり、SPA
FPD イメージはアップグレードされません。

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、SIP の FPD イメージを手動でアップグレードする場合に使用します。通常、FPD
イメージをアップグレードする方法として最も簡単かつ推奨される方法は、自動 FPD アップグレー
ド（デフォルトでイネーブル）です。自動 FPD アップグレードでは、FPD の非適合性が検出され
ると、すべての FPD イメージを検出し、自動的にアップグレードを実行します。

slot シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してく
ださい。SIP については、プラットフォーム固有の Shared Port Adapter（SPA）
ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有の
SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and
Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照してください。

file ファイルをダウンロードするように指定します。

file-url FPD イメージ パッケージ ファイルの場所を指定します。最初にストレージ
デバイスの場所やタイプ（disk0、slot0、tftp、または ftp など）を指定し、そ
のあとに FPD イメージ パッケージ ファイルのパスを指定します。

force （任意）SPA で、表示された FPD イメージ パッケージ内にある、最小限のバー
ジョン要件を満たした適合性のあるすべての FPD イメージを更新するよう
に設定します。このオプションを指定しないと、手動アップグレードでは、

適合性のない FPD イメージのみがアップグレードされます。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドが追加されました。
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手動 FPD アップグレードは通常、次の場合に使用します。

• FPD イメージに適合性がないために、システムによって対象となる SIP がディセーブルになっ
た場合（システムが必要な FPD イメージ パッケージ ファイルの検出に失敗）

• リカバリ アップグレードを実行する必要がある場合

• FPD イメージ パッケージ ファイルに、FPD イメージ専用のバグ フィクスが格納されている場
合

FPD イメージ アップグレード プロセスを実行すると、SIP および SIP に取り付けられたすべての
SPA はオフラインになります。FPD イメージ アップグレードは、長時間を要することがあります。
show upgrade progress コマンドを使用すると、特定の SIP について FPD をダウンロードする場合
の、予測時間に関する詳細情報を収集することもできます。

例 次に、FPD を手動でアップグレードする例を示します。

Router#upgrade hw-module slot 4 file disk0:c7600-fpd-pkg.122-18.SXE.pkg          

% The following FPD(s) will be upgraded for 7600-SIP-200 (H/W ver = 0.550) in slot 4:

    ================== =========== =========== ============ 
    Field Programmable   Current     Upgrade   Estimated 
    Device:"ID-Name"    Version     Version   Upgrade Time 
    ================== =========== =========== ============ 
    5-ROMMON               1.1         1.2       00:02:00 
    ================== =========== =========== ============

% Are you sure that you want to perform this operation? [no]:y 
% Restarting the target card in slot 4 for FPD image upgrade. Please wait ...

Router# 
Mar 25 16:39:37:%CWAN_RP-6-CARDRELOAD:Module reloaded on slot 4/0 
SLOT 4:00:00:06:%SSA-5-FABRICSYNC_DONE:Fabric sync on Primary channel done. 
Mar 25 16:39:40:%MLS_RATE-4-DISABLING:The Layer2 Rate Limiters have been disabled. 
Mar 25 16:39:40:%FPD_MGMT-6-UPGRADE_TIME:Estimated total FPD image upgrade time for 
7600-SIP-200 card in slot 4 = 00:02:00. 
Mar 25 16:39:40:%FPD_MGMT-6-UPGRADE_START:ROMMON (FPD ID=5) image upgrade in progress 
for 7600-SIP-200 card in slot 4. Updating to version 1.2. PLEASE DO NOT INTERRUPT 
DURING THE UPGRADE PROCESS (estimated upgrade completion time = 00:02:00) ... 
Mar 25 16:39:39:%DIAG-SP-6-RUN_COMPLETE:Module 4:Running Complete Diagnostics... 
Mar 25 16:39:40:%DIAG-SP-6-DIAG_OK:Module 4:Passed Online Diagnostics 
SLOT 1:Mar 26 00:39:40:%SSA-5-FABRICSYNC_DONE:Fabric sync on Primary channel done. 
Mar 25 16:39:40:%OIR-SP-6-INSCARD:Card inserted in slot 4, interfaces are now online 
Mar 25 16:39:46:%FPD_MGMT-6-UPGRADE_PASSED:ROMMON (FPD ID=5) image in the 7600-SIP-200 
card in slot 4 has been successfully updated from version 1.1 to version 1.2. 
Upgrading time = 00:00:06.000 
Mar 25 16:39:46:%FPD_MGMT-6-OVERALL_UPGRADE:All the attempts to upgrade the required 
FPD images have been completed for 7600-SIP-200 card in slot 4. Number of 
successful/failure upgrade(s):1/0. 
Mar 25 16:39:47:%FPD_MGMT-5-CARD_POWER_CYCLE:7600-SIP-200 card in slot 4 is being 
power cycled for the FPD image upgrade to take effect. 
Mar 25 16:39:47:%OIR-6-REMCARD:Card removed from slot 4, interfaces disabled 
Mar 25 16:39:47:%C6KPWR-SP-4-DISABLED:power to module in slot 4 set off (Reset) 
Mar 25 16:40:38:%CWAN_RP-6-CARDRELOAD:Module reloaded on slot 4/0 
SLOT 4:00:00:06:%SSA-5-FABRICSYNC_DONE:Fabric sync on Primary channel done. 
Mar 25 16:40:41:%MLS_RATE-4-DISABLING:The Layer2 Rate Limiters have been disabled. 
Mar 25 16:40:40:%DIAG-SP-6-RUN_COMPLETE:Module 4:Running Complete Diagnostics... 
Mar 25 16:40:41:%DIAG-SP-6-DIAG_OK:Module 4:Passed Online Diagnostics 
SLOT 1:Mar 26 00:40:41:%SSA-5-FABRICSYNC_DONE:Fabric sync on Primary channel done. 
Mar 25 16:40:41:%OIR-SP-6-INSCARD:Card inserted in slot 4, interfaces are now online
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関連コマンド コマンド 説明

upgrade fpd auto FPD バージョンの非適合性が検出された場合に、FPD イメー
ジを自動的にアップグレードするようにルータを設定しま

す。

upgrade fpd path ルータが自動 FPD アップグレードを開始する場合の FPD イ
メージ パッケージのロード元を指定します。

show hw-module slot fpd ルータのすべてのアクティブ SIP にし、FPD イメージ ファ
イルの現在のバージョンを表示します。

show hw-module subslot fpd ルータの各 SPA の FPD バージョンを表示します。
show upgrade fpd file FPD イメージ パッケージ ファイルの内容を表示します。
show upgrade fpd package default ルータで SPA を適切にサポートするために必要な FPD イ

メージ パッケージを表示します。
show upgrade fpd progress FPD アップグレードの実行中に、FPD アップグレードの進行

状況を表示します。

show upgrade fpd table FPD イメージ パッケージ ファイルを管理するために Cisco
IOS ソフトウェアで使用されるさまざまな情報を表示しま
す。

upgrade hw-module subslot 特定の SPA の FPD アップグレードを手動で実行します。
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upgrade hw-module subslot
Shared Port Adapter（SPA）の現在の Field-Programmable Device（FPD）イメージ パッケージを手動
でアップグレードするには、イネーブル EXEC コンフィギュレーション モードで upgrade
hw-module subslot コマンドを入力します。このコマンドには、no 形式がありません。

upgrade hw-module subslot slot/subslot file file-url [force]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。ただし、SIP の FPD イメージと、稼働中の Cisco IOS イ
メージで SPA を動作させるのに必要な FPD イメージのバージョンとの間に適合性がないことが検
出されると、SIP を取り付けたルータは、デフォルトで FPD イメージをアップグレードするよう設
定されていることに注意する必要があります。upgrade hw-module subslot コマンドは、FPD イメー
ジを手動でアップグレードする場合に使用します。したがって、特定の SPA で自動アップグレード
のデフォルト設定による互換 FPD イメージの検出に失敗した場合、または自動アップグレードのデ
フォルト設定が手動でディセーブルにされている場合以外は、upgrade hw-module subslot コマンド
を使用しないでください。no upgrade fpd auto コマンドを入力すると、FPD の自動アップグレード
をディセーブルにすることができます。

FPD の非適合性が検出されない場合は、このコマンドに force オプションを入力しないかぎり、SPA
FPD イメージはアップグレードされません。

コマンド モード イネーブル EXEC

コマンド履歴

slot シャーシのスロット番号 

スロットの情報については、該当するハードウェア マニュアルを参照してく
ださい。SPA Interface Processor（SIP）については、プラットフォーム固有の
SPA ハードウェア インストレーション ガイド、またはプラットフォーム固有
の SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで「Identifying Slots and
Subslots for SIPs and SPAs」に対応する項目を参照してください。

/subslot SPA が取り付けられている SIP のセカンダリ スロット番号 

サブスロットの情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア
インストレーション ガイド、およびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドで「Specifying the Interface Address on a SPA」
に対応する項目を参照してください。

file ファイルをダウンロードするように指定します。

file-url FPD イメージ パッケージ ファイルの場所を指定します。最初にストレージ
デバイスの場所やタイプ（disk0、slot0、tftp、または ftp など）を指定し、そ
のあとに FPD イメージ パッケージ ファイルのパスを指定します。

force （任意）SPA で、表示された FPD イメージ パッケージ内にある、最小限のバー
ジョン要件を満たした適合性のあるすべての FPD イメージを更新するよう
に設定します。このオプションを指定しないと、手動アップグレードでは、

適合性のない FPD イメージのみがアップグレードされます。

リリース 変更内容

12.2(20)S2 このコマンドが追加されました。

12.2(18)SXE このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
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使用上のガイドライン このコマンドは、SIP の FPD イメージを手動でアップグレードする場合に使用します。通常、FPD
イメージをアップグレードする方法として最も簡単かつ推奨される方法は、自動 FPD アップグレー
ド（デフォルトでイネーブル）です。自動 FPD アップグレードでは、FPD の非適合性が検出され
ると、すべての FPD イメージを検出し、自動的にアップグレードを実行します。

手動 FPD アップグレードは通常、次の場合に使用します。

• FPD イメージに適合性がないために、システムによって対象となる SIP がディセーブルになっ
た場合（システムが必要な FPD イメージ パッケージ ファイルの検出に失敗）

• リカバリ アップグレードを実行する必要がある場合

• FPD イメージ パッケージ ファイルに、FPD イメージ専用のバグ フィクスが格納されている場
合

FPD イメージ アップグレード プロセスを実行すると、SIP および SIP に取り付けられたすべての
SPA はオフラインになります。FPD イメージ アップグレードは、長時間を要することがあります。
show upgrade progress コマンドを使用すると、特定の SIP について FPD をダウンロードする場合
の、予測時間に関する詳細情報を収集することもできます。

例 次に、FPD を手動でアップグレードする例を示します。

Router# upgrade hw-module subslot 2/0 file disk0:spa_fpd.122-20.S2.pkg
% Uncompressing the bundle ...  [OK]
 

% The following FPD(s) will be upgraded for card in subslot 2/0 :
 
         ================== =========== =========== ============ 
         Field Programmable   Current     Upgrade   Estimated 
         Device:"ID-Name"    Version     Version   Upgrade Time 
         ================== =========== =========== ============ 

1-Data & I/O FPGA 4.12        4.13      00:06:00
         ================== =========== =========== ============ 
 

% Are you sure that you want to perform this operation? [no]:y
% Restarting the target card (subslot 2/0) for FPD image upgrade. Please wait ...
 
Router#
*Jan 14 00:37:17:%FPD_MGMT-6-FPD_UPGRADE_TIME:Estimated total FPD image upgrade time 
for SPA-4FE-7304 card in subslot 2/0 = 00:06:00.
*Jan 14 00:37:17:%FPD_MGMT-6-FPD_UPGRADE_START:4FE/2GE FPGA (FPD ID=1) image upgrade 
in progress for SPA-4FE-7304 card in subslot 2/0. Updating to version 4.13. PLEASE DO 
NOT INTERRUPT DURING THE UPGRADE PROCESS (estimated upgrade completion time = 
00:06:00) ...[..........................(part of the output has been removed for 
brevity)....
.................................................................................]
SUCCESS - Completed XSVF execution.
 
*Jan 14 00:42:59:%FPD_MGMT-6-FPD_UPGRADE_PASSED:4FE/2GE FPGA (FPD ID=1) image upgrade 
for SPA-4FE-7304 card in subslot 2/0 has PASSED. Upgrading time = 00:05:42.596
*Jan 14 00:42:59:%FPD_MGMT-6-OVERALL_FPD_UPGRADE:All the attempts to upgrade the 
required FPD images have been completed for SPA-4FE-7304 card in subslot 2/0. Number 
of successful/failure upgrade(s):1/0.
*Jan 14 00:42:59:%FPD_MGMT-5-CARD_POWER_CYCLE:SPA-4FE-7304 card in subslot 2/0 is 
being power cycled for the FPD image upgrade to take effect.
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関連コマンド コマンド 説明

upgrade fpd auto FPD バージョンの非適合性が検出された場合に、FPD イメー
ジを自動的にアップグレードするようにルータを設定しま

す。

upgrade fpd path ルータが自動 FPD アップグレードを開始する場合の FPD イ
メージ パッケージのロード元を指定します。

show hw-module slot fpd ルータのすべてのアクティブ SIP にし、FPD イメージ ファ
イルの現在のバージョンを表示します。

show hw-module subslot fpd ルータの各 SPA の FPD バージョンを表示します。
show upgrade fpd file FPD イメージ パッケージ ファイルの内容を表示します。
show upgrade fpd package default ルータで SPA を適切にサポートするために必要な FPD イ

メージ パッケージを表示します。
show upgrade fpd progress FPD アップグレードの実行中に、FPD アップグレードの進行

状況を表示します。

show upgrade fpd table FPD イメージ パッケージ ファイルを管理するために Cisco
IOS ソフトウェアで使用されるさまざまな情報を表示しま
す。
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G L O S S A R Y

F

FPD Field-Programmable Device。ルータ カードに実装し、個別にソフトウェアのアップグレードが可能なハー
ドウェア コンポーネントの総称。SIP および SPA を正常に稼働させるには、適切なバージョンの FPD
が必要です。FPD が不適合の場合、該当する SPA または SIP 上のすべての SPA のインターフェイスが
例外なくディセーブルになります。

FPD イメージ パッケー
ジ

FPD イメージ パッケージを使用すると、FPD イメージをアップグレードできます。SPA をサポートす
る Cisco IOS イメージがリリースされると、その Cisco IOS ソフトウェア リリースに付属する SPA FPD
イメージ パッケージもリリースされます。

O

OIR Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワップ）。SIP および SPA でサポートされる機能で、ルータ
およびカードの電源をオンにしたまま、他のカードやルータの動作に影響を与えることなく、カードを

取り外すことができます。この取り外しは SIP または SPA の電源をオンにした状態で行うことができ
ますが、一般的にはプラットフォームで適切なコマンドを使用し、時間を取ってハードウェアの電源を

オフにしてから、ハードウェアの取り外しを行うことを推奨します。

S

SFP Small Form-factor Pluggable（SFP）光トランシーバ。光ファイバ レセプタクル デバイスの一種であり、
前面パネル上に装着し、ネットワーク接続を提供します。

SIP SPA Interface Processor。SIP はプラットフォーム固有のキャリア カードで、ライン カードのようにルー
タのスロットに搭載します。SIP のタイプに応じて、1 つまたは複数の SPA を SIP のサブスロットに搭
載できます。SPA はネットワーク インターフェイスを提供します。SIP は Route Processor（RP; ルート
プロセッサ）と SPA 間の接続を提供します。

SPA Shared Port Adapter。SPA は、互換性のある SIP キャリア カードのサブスロットに搭載するプラット
フォームに依存しないモジュラ型のポート アダプタで、ネットワーク接続を提供するとともにイン
ターフェイスのポート密度を向上させます。SPA は、ネットワークと SIP の間のインターフェイスを提
供します。

subslot SIP 上で SPA を搭載するセカンダリ スロット。プライマリ スロットは、ルータのシャーシ スロットで
す。

し

シングル ハイト SIP のサブスロット 1 つ（SIP の半分）を占有する SPA の寸法を表します。
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た

ダブル ハイト 縦に 2 つ並んだ SIP のサブスロットを占有する SPA の寸法を表します。

ふ

ブランク フィラー プ
レート

SIP の使用していないサブスロットに取り付ける空のパネル。正常な動作を確保するには、SIP のすべ
てのサブスロットに、動作可能な SPA またはブランク フィラー プレートのどちらかを取り付けておく
必要があります。
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