
ダイナミック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）
のダイナミックテンプレートコマンドの設定に使用される Cisco IOS XRソフトウェアのコマン
ドについて説明します。関連設定の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router 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できる一連の設定項目をグループ化して、ダイナミックテンプレートコ

ンフィギュレーションモードを開始するには、dynamic-templateコマンドをグローバルコンフィ
ギュレーションモードで使用します。この機能をディセーブルにしてダイナミックテンプレー

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 name| ppp name| service name}

no dynamic-template

___________________
構文の説明

テンプレートのタイプを指定します。たとえば、ppp、ipsubscriber、また
は serviceです。

type

ダイナミックテンプレートタイプの名前を指定します。name

ダイナミックテンプレートタイプとして ipsubscriberを指定します。ipsubscriber

ダイナミックテンプレートタイプとして pppを指定します。ppp

ダイナミックテンプレートタイプとして serviceを指定します。service

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
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 ダイナミック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

read, writeconfig-services

___________________
例 これは、グローバルコンフィギュレーションモードで dynamic-templateコマンドを設定する例

です。

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

___________________
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 4.3.x    

   OL-28446-01-J 3

ダイナミック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、ダイナミック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ダイ
ナミック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

ダイナミックテンプレート名を指定します。template-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ダイナミック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 ダイナミック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

read, writeconfig-services

___________________
例 これは、dynamic-template type ipsubscriberコマンドを設定する例です。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
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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

ダイナミック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、ダイナミック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ダイナミックテンプレートコ
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

ダイナミックテンプレート名を指定します。template-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ダイナミック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 ダイナミック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

read, writeconfig-services

___________________
例 これは、dynamic-template type pppコマンドを設定する例です。

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
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

ダイナミック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、ダイナミック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ダイナミッ
ク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

ダイナミックテンプレート名を指定します。template-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ダイナミック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 ダイナミック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

read, writeconfig-services

___________________
例 これは、dynamic-template type serviceコマンドを設定する例です。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
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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

ダイナミックテンプレートコ

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）
サービスポリシーをダイナミックテンプレートに関連付けるには、ダイナミックテンプレート

コンフィギュレーションモードで 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| type} service-policy_name [acct-stats] [merge seq_num]

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

ポリシーベースルーティング（PBR）用のサー
ビスポリシーを作成します。

type

サービスポリシーの名前を指定します。service-policy_name

（任意）サービスアカウンティングをイネーブ

ルにします。

acct-stats

（任意）ポリシーのマージをイネーブルにしま

す。

merge

ポリシーのシーケンス番号を指定します。範囲

は 0～ 255です。
seq_num

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ダイナミック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

ポリシーベースルーティングのサポートが追加されました。リリース 4.3.0
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変更内容リリース

acct-statsキーワードおよびmergeキーワードが、サービスアカウ
ンティングとポリシーマージの機能をサポートするために追加さ

れました。

リリース 4.3.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

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

read, writeqos

___________________
例 これは、service-policyコマンドをダイナミックテンプレートコンフィギュレーションモードで

設定する例です。

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
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# service-policy output o1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# service-policy type pbr pbr_policy
次の例では、ダイナミックテンプレートコンフィギュレーションモードで service-policyコマン
ドを使用してサービスアカウンティング機能をイネーブルにする方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template type service s1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# accounting aaa list l1 type service
periodic-interval 500
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ipv4 access-group ACL1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# service-policy input QoS1 acct-stats
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# service-policy output QoS2 acct-stats

次の例では、ダイナミックテンプレートコンフィギュレーションモードで service-policyコマン
ドを使用してポリシーマップをマージする方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template type service MyService
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# service-policy input i1 merge 20
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# service-policy output o1 merge 30
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

ダイナミック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）

サービスアカウンティング機能を設定します。accounting aaa list type service
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vrf（ダイナミックテンプレート BNG）
どの VRFでインターフェイスが動作するかを設定するには、ダイナミックテンプレートタイプ
コンフィギュレーションモードで vrfコマンドを使用します。VRF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 なし

___________________
コマンドモード ダイナミック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 ダイナミック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

read, writeconfig-services

___________________
例 これは、vrfコマンドをダイナミックテンプレートタイプコンフィギュレーションモードで設定

する例です。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type service s1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# vrf vrf1

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ダイナミック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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