
動的なテンプレートのコマンド

ここでは、CiscoASR9000シリーズルータでブロードバンドネットワークゲートウェイ（BNG）
の動的なテンプレートのコマンドの設定に使用される Cisco IOS XRソフトウェアコマンドにつ
いて説明します。関連の設定の詳細については、『Cisco IOS XR Broadband Network Gateway
Configuration Guide』を参照してください。
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dynamic-template
加入者のグループに適用される一連の設定項目をグループ化し、動的なテンプレートコンフィ

ギュレーションモードを開始するには、dynamic-templateコマンドを使用します。この機能を
ディセーブルにして動的なテンプレートコンフィギュレーションモードを終了するには、このコ

マンドの no形式を使用します。

dynamic-template

no dynamic-template

___________________
構文の説明

テンプレートのタイプ（たとえば、PPP、ipsubscriber、またはサー
ビス）を示すキーワード。

type template-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーションモード

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン 動的なテンプレートコンフィギュレーションモードを開始するには、dynamic-templateコマンド

を使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みconfig-services

___________________
例

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)#
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

動的な PPPテンプレートタイプをイネーブル
にします。

dynamic-template type ppp, （6ページ）

動的な ipsubscriberテンプレートタイプをイネー
ブルにします。

dynamic-template type ipsubscriber, （4ページ）

動的なサービステンプレートタイプをイネー

ブルにします。

dynamic-template type service, （8ページ）

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲートウェイ
コマンドリファレンスリリース 4.2.x    

   OL-26149-02-J 3

動的なテンプレートのコマンド

dynamic-template



dynamic-template type ipsubscriber
ipsubscriberテンプレートタイプに基づいて加入者のグループに適用される一連の設定項目をグ
ループ化し、動的なテンプレートコンフィギュレーションモードを開始するには、dynamic-template
type ipsubscriberコマンドを使用します。この機能をディセーブルにして動的なテンプレートコ
ンフィギュレーションモードを終了するには、このコマンドの no形式を使用します。

dynamic-template type ipsubscriber template-name

no dynamic-template type ipsubscriber template-name

___________________
構文の説明

加入者アカウンティング機能の設定を表します。accounting

IPv4アドレスファミリを表します。igmp

IPv4コマンドおよびサブコマンドを表します。ipv4

動的なテンプレートにサービスポリシーを関連付けます。service-policy

加入者アカウンティングのアイドルタイマーの設定を表します。timeout

テンプレートマネージャテストテンプレートを表します。tm

VPDNコンフィギュレーションコマンドを表します。vpdn

インターフェイスが動作する VRFを設定します。vrf

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンドモード 動的なテンプレートコンフィギュレーションモード。

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン 動的なテンプレートコンフィギュレーションモードを開始するには、dynamic-templateコマンド

を使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みconfig-services

___________________
例

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type ipsubscriber ipsub1

___________________
関連コマンド

説明コマンド

動的なテンプレートコンフィギュレーション

モードをイネーブルにします。

dynamic-template, （2ページ）

動的な PPPテンプレートタイプをイネーブル
にします。

dynamic-template type ppp, （6ページ）

動的なサービステンプレートタイプをイネー

ブルにします。

dynamic-template type service, （8ページ）
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dynamic-template type ppp
PPPテンプレートタイプに基づいて加入者のグループに適用される一連の設定項目をグループ化
し、動的なテンプレートコンフィギュレーションモードを開始するには、dynamic-template type
pppコマンドを使用します。この機能をディセーブルにして動的なテンプレートコンフィギュ
レーションモードを終了するには、このコマンドの no形式を使用します。

dynamic-template type ppp template-name

no dynamic-template type ppp template-name

___________________
構文の説明

ポイントツーポイントプロトコルを示します。ppp

加入者アカウンティング機能の設定を表します。accounting

IPv4アドレスファミリを表します。igmp

IPv4コマンドおよびサブコマンドを表します。ipv4

キープアライブインターバルを設定したり、キープアライブをディセー

ブルにしたりします。

keepalive

このオプションを使用すると、Quality of Service（QoS）モードを開始で
きます。

qos

動的なテンプレートにサービスポリシーを関連付けます。service-policy

加入者アカウンティングのアイドルタイマーの設定を表します。timeout

テンプレートマネージャテストテンプレートを表します。tm

VPDNコンフィギュレーションコマンドを表します。vpdn

インターフェイスが動作する VRFを設定します。vrf

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンドモード 動的なテンプレートコンフィギュレーションモード。
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン 動的なテンプレートコンフィギュレーションモードを開始するには、dynamic-templateコマンド

を使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みconfig-services

___________________
例

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type ppp p1

___________________
関連コマンド

説明コマンド

動的なテンプレートコンフィギュレーション

モードをイネーブルにします。

dynamic-template, （2ページ）

動的な ipsubscriberテンプレートタイプをイネー
ブルにします。

dynamic-template type ipsubscriber, （4ページ）

動的なサービステンプレートタイプをイネー

ブルにします。

dynamic-template type service, （8ページ）
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dynamic-template type service
サービステンプレートタイプに基づいて加入者のグループに適用される一連の設定項目をグルー

プ化し、動的なテンプレートコンフィギュレーションモードを開始するには、dynamic-template
type serviceコマンドを使用します。この機能をディセーブルにして動的なテンプレートコンフィ
ギュレーションモードを終了するには、このコマンドの no形式を使用します。

dynamic-template type service template-name

no dynamic-template type service template-name

___________________
構文の説明

加入者アカウンティング機能の設定を表します。accounting

IPv4アドレスファミリを表します。igmp

IPv4コマンドおよびサブコマンドを表します。ipv4

動的なテンプレートにサービスポリシーを関連付けます。service-policy

加入者アカウンティングのアイドルタイマーの設定を表します。timeout

テンプレートマネージャテストテンプレートを表します。tm

VPDNコンフィギュレーションコマンドを表します。vpdn

インターフェイスが動作する VRFを設定します。vrf

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンドモード 動的なテンプレートコンフィギュレーションモード。

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン 動的なテンプレートコンフィギュレーションモードを開始するには、dynamic-templateコマンド

を使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みconfig-services

___________________
例

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type service s1

___________________
関連コマンド

説明コマンド

動的なテンプレートコンフィ

ギュレーションモードをイネー

ブルにします。

dynamic-template, （2ページ）

動的な PPPテンプレートタイ
プをイネーブルにします。

dynamic-template type ppp, （6ページ）

動的な ipsubscriberテンプレー
トタイプをイネーブルにしま

す。

dynamic-template type ipsubscriber, （4ページ）
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service-policy（BNG）
動的なテンプレートにサービスポリシーを関連付けるには、service-policyコマンドを使用しま
す。この機能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。

service-policy{input| output} service-policy_name

no service-policy

___________________
構文の説明

入力サービスポリシーを設定します。input

出力サービスポリシーを設定します。output

サービスポリシーの名前を指定します。service-policy_name

___________________
コマンドデフォルト 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 動的なテンプレートコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン dynamic-template type pppコマンドを使用して、動的な PPPテンプレートコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みqos

___________________
例

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template type ppp p1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# service-policy input i1
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# service-policy output o1

___________________
関連コマンド

説明コマンド

動的なテンプレートコンフィギュレーション

モードをイネーブルにします。

dynamic-template, （2ページ）

動的な PPPテンプレートタイプをイネーブル
にします。

dynamic-template type ppp, （6ページ）

動的な ipsubscriberテンプレートタイプをイネー
ブルにします。

dynamic-template type ipsubscriber, （4ページ）
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vrf（動的なテンプレート BNG）
インターフェイスが動作する VRFを設定するには、vrfコマンドを使用します。この機能をディ
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。

vrf vrf-name

no vrf

___________________
構文の説明 vrfの名前を指定します。vrf_name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンドモード 動的なテンプレートタイプコンフィギュレーションモード。

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン 動的なテンプレートコンフィギュレーションモードを開始するには、dynamic-templateコマンド

を使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みconfig-services

___________________
例

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type service s1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# vrf vrf1
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

動的なテンプレートコンフィギュレーション

モードをイネーブルにします。

dynamic-template, （2ページ）

動的な PPPテンプレートタイプをイネーブル
にします。

dynamic-template type ppp, （6ページ）

動的な ipsubscriberテンプレートタイプをイ
ネーブルにします。

dynamic-template type ipsubscriber, （4ページ）
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