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Cisco セッション ボーダ コントローラ コマ
ンド

コマンド リファレンス
ここでは、Session Border Controller（SBC; セッション ボーダ コントローラ）および Data Border 
Element（DBE; データ ボーダ エレメント）の次のコマンドについて説明します。

• 「account」（P.39-12）

• 「action (CAC)」（P.39-13）

• 「action drop-msg」（P.39-14）

• 「action (NA)」（P.39-15）

• 「action (RTG)」（P.39-16）

• 「action (SDP)」（P.39-18）

• 「action (SIP)」（P.39-19）

• 「action（パラメータ）」（P.39-21）

• 「activate （dbe、sbe）」（P.39-23）

• 「activate（課金）」（P.39-25）

• 「activate (radius)」（P.39-27）

• 「active-cac-policy-set」（P.39-28）

• 「active-call-policy-set」（P.39-29）

• 「address-default」（P.39-30）

• 「address ipv4」（P.39-32）

• 「adjacency」（P.39-33）

• 「adjacency timeout」（P.39-34）

• 「alias」（P.39-35）

• 「allow private info」（P.39-36）

• 「attach（隣接）」（P.39-37）

• 「attach（課金）」（P.39-38）

• 「attach-controllers」（P.39-40）

• 「authentication」（P.39-41）
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• 「authentication endpoint」（P.39-42）

• 「authentication-key」（P.39-43）

• 「authentication mode」（P.39-44）

• 「authentication nonce timeout」（P.39-45）

• 「authentication-realm」（P.39-46）

• 「averaging-period」（P.39-47）

• 「batch-size」（P.39-48）

• 「batch-time」（P.39-50）

• 「billing」（P.39-52）

• 「blacklist (sbe)」（P.39-54）

• 「blacklist (sip-opt)」（P.39-57）

• 「cache-lifetime」（P.39-58）

• 「cache-limit」（P.39-59）

• 「cac-policy-set」（P.39-60）

• 「cac-table」（P.39-61）

• 「callee-codec-list」（P.39-62）

• 「callee-hold-setting」（P.39-63）

• 「callee-inbound-policy」（P.39-65）

• 「callee-outbound-policy」（P.39-66）

• 「callee-privacy」（P.39-67）

• 「callee-sig-qos-profile」（P.39-68）

• 「callee-video-qos-profile」（P.39-69）

• 「callee-voice-qos-profile」（P.39-71）

• 「caller-codec-list」（P.39-73）

• 「caller-hold-setting」（P.39-74）

• 「caller-inbound-policy」（P.39-76）

• 「caller-outbound-policy」（P.39-77）

• 「caller-privacy」（P.39-78）

• 「caller-sig-qos-profile」（P.39-80）

• 「caller-video-qos-profile」（P.39-82）

• 「caller-voice-qos-profile」（P.39-84）

• 「call-policy-set」（P.39-86）

• 「category」（P.39-87）

• 「clear services sbc」（P.39-88）

• 「clear services sbc sbe blacklist」（P.39-89）

• 「clear services sbc blacklist all」（P.39-90）

• 「clear services sbc sbe blacklist all」（P.39-91）

• 「clear services sbc sbe blacklist ipv4」（P.39-92）
39-2
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  コマンド リファレンス
• 「clear services sbc dbe media-stats」（P.39-93）

• 「clear services sbc sbe cac-rejection-stats」（P.39-94）

• 「clear services sbc sbe call」（P.39-95）

• 「clear services sbc sbe call-rejection-stats」（P.39-97）

• 「clear services sbc sbe call-stats」（P.39-98）

• 「clear services sbc sbe policy-failure-stats」（P.39-99）

• 「clear services sbc sbe policy-rejection-stats」（P.39-100）

• 「clear services sbc sbe radius-client」（P.39-101）

• 「clear services sbc sbe radius-client-stats」（P.39-102）

• 「clear services sbc sbe statistics」（P.39-103）

• 「codec」（P.39-104）

• 「codec-list」（P.39-105）

• 「codec-list description」（P.39-106）

• 「codec packetization-period」（P.39-107）

• 「codec-restrict-to-list」（P.39-109）

• 「codecs」（P.39-111）

• 「complete」（P.39-112）

• 「concurrent-requests」（P.39-113）

• 「condition」（P.39-114）

• 「congestion-cleared」（P.39-115）

• 「congestion-threshold」（P.39-116）

• 「control address aaa」（P.39-117）

• 「control address h248 index」（P.39-118）

• 「control-address h248 ipv4」（P.39-119）

• 「control address h248 port」（P.39-120）

• 「control address h248 transport」（P.39-121）

• 「controller h248」（P.39-122）

• 「copy logs」（P.39-124）

• 「cost」（P.39-125）

• 「dbe」（P.39-126）

• 「dbe-location-id」（P.39-127）

• 「deact-mode abort」（P.39-128）

• 「deact-mode (billing)」（P.39-129）

• 「deact-mode normal」（P.39-131）

• 「deact-mode quiesce」（P.39-132）

• 「deact-mode（dbe、sbe）」（P.39-133）

• 「debug services sbc errors」（P.39-135）

• 「debug services sbc events」（P.39-137）
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• 「debug services sbc ha」（P.39-139）

• 「debug services sbc info」（P.39-141）

• 「debug services sbc ips」（P.39-143）

• 「debug services sbc logging」（P.39-145）

• 「debug services sbc mem-trace dump」（P.39-147）

• 「debug services sbc off」（P.39-149）

• 「debug services sbc pd filter component」（P.39-151）

• 「debug services sbc pd filter context」（P.39-153）

• 「debug services sbc pd filter product」（P.39-155）

• 「debug services sbc pd log-level」（P.39-157）

• 「debug services sbc rsrcmon」（P.39-159）

• 「default-port-limit」（P.39-161）

• 「description」（P.39-163）

• 「description (sip-opt)」（P.39-166）

• 「dscp」（P.39-167）

• 「dst-adjacency」（P.39-169）

• 「dtmf-duration」（P.39-170）

• 「early-media-deny」（P.39-171）

• 「early-media-timeout」（P.39-172）

• 「early-media-type」（P.39-173）

• 「edit」（P.39-174）

• 「edit-cic」（P.39-176）

• 「edit-src」（P.39-178）

• 「entry（プロファイル）」（P.39-180）

• 「entry（テーブル）」（P.39-182）

• 「fast-register disable」（P.39-184）

• 「fast-register-interval」（P.39-185）

• 「first-cac-prefix-len」（P.39-187）

• 「first-cac-scope」（P.39-188）

• 「first-cac-table」（P.39-190）

• 「first-call-routing-table」（P.39-191）

• 「first-number-analysis-table」（P.39-192）

• 「first-reg-routing-table」（P.39-193）

• 「force-signaling-peer」（P.39-194）

• 「global」（P.39-195）

• 「group」（P.39-196）

• 「h225 timeout」（P.39-197）

• 「h245-address-pass」（P.39-199）
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• 「h245-tunnel disable」（P.39-200）

• 「h248 allow-all-mg」（P.39-201）

• 「h248-profile」（P.39-202）

• 「h248-profile-version」（P.39-204）

• 「h248-version」（P.39-206）

• 「h323」（P.39-207）

• 「header」（P.39-208）

• 「header-profile」（P.39-209）

• 「hold-media-timeout」（P.39-210）

• 「hunting-trigger」（P.39-211）

• 「inherit profile」（P.39-213）

• 「invite-timeout」（P.39-215）

• 「ip host」（P.39-216）

• 「ip precedence」（P.39-217）

• 「ip TOS」（P.39-218）

• 「ipv4（ブラックリスト）」（P.39-220）

• 「ipv4 (SBE H.248)」（P.39-222）

• 「key」（P.39-223）

• 「ldr-check」（P.39-224）

• 「local-address ipv4（パケットケーブル）」（P.39-226）

• 「local-address ipv4」（P.39-228）

• 「local-id host」（P.39-230）

• 「local-port」（P.39-231）

• 「location-id」（P.39-232）

• 「mandatory-transport」（P.39-233）

• 「map-status-code」（P.39-234）

• 「marking」（P.39-235）

• 「match-account」（P.39-236）

• 「match-address」（P.39-237）

• 「match-adjacency」（P.39-238）

• 「match-category」（P.39-239）

• 「match-cic」（P.39-240）

• 「match-domain」（P.39-242）

• 「match-number」（P.39-244）

• 「match-prefix」（P.39-245）

• 「match-prefix len」（P.39-247）

• 「match-type」（P.39-248）

• 「match-string」（P.39-250）
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• 「match-table」（P.39-251）

• 「match-time」（P.39-252）

• 「match-value」（P.39-254）

• 「max-bandwidth」（P.39-256）

• 「max-call-rate」（P.39-258）

• 「max-channels」（P.39-260）

• 「max-in-call-rate」（P.39-262）

• 「max-num-calls」（P.39-264）

• 「max-out-call-rate」（P.39-266）

• 「max-regs」（P.39-268）

• 「max-regs-rate」（P.39-270）

• 「max-updates」（P.39-272）

• 「media-address ipv4」（P.39-274）

• 「media-address ipv4 port-range」（P.39-276）

• 「media-address ipv4 vrf port-range」（P.39-278）

• 「media-address pool ipv4」（P.39-280）

• 「media-address pool ipv4 port-range」（P.39-281）

• 「media-address pool ipv4 vrf」（P.39-283）

• 「media-address pool ipv4 vrf port-range」（P.39-284）

• 「media-bypass」（P.39-286）

• 「media-bypass-forbid」（P.39-287）

• 「media-gateway」（P.39-288）

• 「media-late-to-early-iw」（P.39-289）

• 「media-timeout」（P.39-290）

• 「method」（P.39-291）

• 「method packetcable-em」（P.39-292）

• 「na-dst-number-table」（P.39-293）

• 「na-dst-number-attr-table」（P.39-295）

• 「na-dst-prefix-table」（P.39-297）

• 「na-src-account-table」（P.39-298）

• 「na-src-adjacency-table」（P.39-299）

• 「nat」（P.39-301）

• 「network-id」（P.39-302）

• 「option」（P.39-303）

• 「option-profile」（P.39-304）

• 「outbound-flood-rate」（P.39-305）

• 「overload-time-threshold」（P.39-306）

• 「packetcable-em transport radius」（P.39-307）
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• 「parameter」（P.39-309）

• 「parameter-profile」（P.39-310）

• 「pass-body」（P.39-311）

• 「passthrough」（P.39-312）

• 「ping-enable」（P.39-313）

• 「ping-fail-count」（P.39-314）

• 「ping-interval」（P.39-315）

• 「ping-lifetime」（P.39-316）

• 「port（サーバ）」（P.39-317）

• 「port (SBE H.248)」（P.39-318）

• 「preferred-transport」（P.39-319）

• 「precedence」（P.39-320）

• 「prefix」（P.39-321）

• 「priority」（P.39-322）

• 「priority (rsrc-pri)」（P.39-323）

• 「privacy restrict outbound」（P.39-324）

• 「qos sig」（P.39-325）

• 「qos video」（P.39-326）

• 「qos voice」（P.39-327）

• 「radius」（P.39-328）

• 「range value」（P.39-330）

• 「ras retry」（P.39-332）

• 「ras rrq」（P.39-334）

• 「ras timeout」（P.39-336）

• 「reason」（P.39-338）

• 「record-media-create-info」（P.39-340）

• 「redirect-limit」（P.39-342）

• 「redirect-mode」（P.39-343）

• 「registration rewrite-register」（P.39-344）

• 「registration target address」（P.39-345）

• 「registration target port」（P.39-346）

• 「reg-min-expiry」（P.39-347）

• 「remote-address ipv4」（P.39-348）

• 「remote-port」（P.39-350）

• 「resource-priority」（P.39-352）

• 「resource-priority-set」（P.39-353）

• 「retry-interval」（P.39-354）

• 「retry-limit (radius)」（P.39-355）
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• 「retry-limit（ルーティング テーブル）」（P.39-356）

• 「rtg-carrier-id-table」（P.39-357）

• 「rtg-category-table」（P.39-359）

• 「rtg-dst-address-table」（P.39-361）

• 「rtg-dst-domain-table」（P.39-363）

• 「rtg-least-cost-table」（P.39-365）

• 「rtg-round-robin-table」（P.39-367）

• 「rtg-src-account-table」（P.39-369）

• 「rtg-src-address-table」（P.39-371）

• 「rtg-src-adjacency-table」（P.39-373）

• 「rtg-src-domain-table」（P.39-374）

• 「rtg-time-table」（P.39-376）

• 「sbc」（P.39-378）

• 「sbe」（P.39-379）

• 「sdp-attribute-table」（P.39-380）

• 「sdp-match-table」（P.39-381）

• 「sdp origin-user-name」（P.39-382）

• 「sdp-policy-table」（P.39-383）

• 「secure-media」（P.39-384）

• 「security」（P.39-385）

• 「server」（P.39-386）

• 「server mode」（P.39-387）

• 「server-retry disable」（P.39-388）

• 「service sbc sbe call-destroy」（P.39-389）

• 「service sbc sbe radius accounting」（P.39-390）

• 「show services sbc dbe addresses」（P.39-391）

• 「show services sbc dbe controllers」（P.39-393）

• 「show services sbc dbe h248-profile」（P.39-395）

• 「show services sbc dbe media-flow-stats」（P.39-396）

• 「show services sbc dbe media-flow-stats vrf」（P.39-398）

• 「show services sbc dbe media-flow-stats vrf ipv4」（P.39-400）

• 「show services sbc dbe media-flow-stats vrf ipv4 port」（P.39-402）

• 「show services sbc dbe media-stats」（P.39-405）

• 「show services sbc dbe signaling-flow-stats」（P.39-407）

• 「show services sbc rsrcmon」（P.39-409）

• 「show services sbc sbe aaa」（P.39-411）

• 「show services sbc sbe addresses」（P.39-412）

• 「show services sbc sbe adjacencies」（P.39-413）
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• 「show services sbc sbe adjacencies detail」（P.39-414）

• 「show services sbc sbe adjacencies authentication-realms」（P.39-416）

• 「show services sbc sbe all-authentication-realms」（P.39-417）

• 「services sbc sbe billing instance」（P.39-418）

• 「services sbc sbe billing instances」（P.39-419）

• 「show services sbc sbe billing remote」（P.39-420）

• 「show services sbc sbe blacklist configured-limits」（P.39-421）

• 「show services sbc sbe blacklist current-blacklisting」（P.39-423）

• 「show services sbc sbe blacklist ipv4」（P.39-425）

• 「show services sbc sbe cac-policy-set」（P.39-427）

• 「show services sbc sbe cac-policy-sets」（P.39-429）

• 「show services sbc sbe cac-policy-set tables」（P.39-430）

• 「show services sbc sbe cac-policy-set table entries」（P.39-431）

• 「show services sbc sbe cac-policy-set table entry」（P.39-432）

• 「show services sbc sbe call branches」（P.39-434）

• 「show services sbc sbe call-policy-set」（P.39-435）

• 「show services sbc sbe call-policy-set table entry」（P.39-445）

• 「show services sbc sbe call-rate-stats」（P.39-446）

• 「show services sbc sbe calls」（P.39-447）

• 「show services sbc sbe call-stats」（P.39-448）

• 「show services sbc sbe codec-list」（P.39-451）

• 「show services sbc sbe gates」（P.39-452）

• 「show services sbc sbe h323 timers」（P.39-453）

• 「show services sbc sbe hold-media-timeout」（P.39-455）

• 「show services sbc sbe hunting-trigger」（P.39-456）

• 「show services sbc sbe media-gateway-associations」（P.39-457）

• 「show services sbc sbe media-gateways」（P.39-458）

• 「show services sbc sbe policy-failure-stats dst-account」（P.39-461）

• 「show services sbc sbe policy-failure-stats dst-adjacency」（P.39-463）

• 「show services sbc sbe policy-failure-stats src-account」（P.39-465）

• 「show services sbc sbe policy-failure-stats src-adjacency」（P.39-467）

• 「show services sbc sbe qos-profiles」（P.39-469）

• 「show services sbc sbe radius-client-accounting acounting」（P.39-471）

• 「show services sbc sbe radius-client-accounting authentication」（P.39-472）

• 「show services sbc sbe radius-client-stats」（P.39-473）

• 「show services sbc sbe radius-server-stats」（P.39-474）

• 「show services sbc sbe redirect-limit」（P.39-476）

• 「show services sbc sbe resource-priority-sets」（P.39-477）
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• 「show services sbc sbe sdp-h245-mapping」（P.39-478）

• 「show services sbc sbe sdp-match-table」（P.39-480）

• 「show services sbc sbe sdp-policy-table」（P.39-481）

• 「show services sbc sbe sip essential-headers」（P.39-482）

• 「show services sbc sbe sip essential-methods」（P.39-483）

• 「show services sbc sbe sip essential-options」（P.39-484）

• 「show services sbc sbe sip fast-register-stats」（P.39-485）

• 「show services sbc sbe sip header-profile」（P.39-486）

• 「show services sbc sbe sip header-profiles」（P.39-487）

• 「show services sbc sbe sip method-profile」（P.39-488）

• 「show services sbc sbe sip method-profiles」（P.39-489）

• 「show services sbc sbe sip option-profile」（P.39-490）

• 「show services sbc sbe sip-method-stats」（P.39-491）

• 「show services sbc sbe sip option-profiles」（P.39-493）

• 「show services sbc sbc sbe sip parameter-profile」（P.39-494）

• 「show services sbc sbe sip timers」（P.39-497）

• 「show services sbc services」（P.39-498）

• 「signaling-address ipv4」（P.39-499）

• 「signaling-peer」（P.39-501）

• 「signaling-peer-port」（P.39-503）

• 「signaling-port」（P.39-504）

• 「sip」（P.39-505）

• 「sip dns」（P.39-506）

• 「sip encryption key」（P.39-507）

• 「sip header-profile」（P.39-508）

• 「sip home network identifier」（P.39-509）

• 「sip hunting-trigger」（P.39-510）

• 「sipi」（P.39-511）

• 「sip inherit profile」（P.39-512）

• 「sip max-connections」（P.39-514）

• 「sip method-profile」（P.39-515）

• 「sip option-profile」（P.39-516）

• 「sip parameter-profile」（P.39-518）

• 「sip ping-support」（P.39-519）

• 「sip visited network identifier」（P.39-521）

• 「snmp-server enable traps sbc」（P.39-522）

• 「statistics-setting」（P.39-524）

• 「tcp（ブラックリスト）」（P.39-525）
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  コマンド リファレンス
• 「tcp-connect-timeout」（P.39-526）

• 「tcp-idle-timeout」（P.39-527）

• 「tech-prefix」（P.39-528）

• 「time-offset」（P.39-529）

• 「timeout」（P.39-530）

• 「transcode-deny」（P.39-532）

• 「transcoder」（P.39-533）

• 「transport (SBE H.248)」（P.39-534）

• 「transport tcp」（P.39-535）

• 「transport udp」（P.39-536）

• 「trigger-period」（P.39-537）

• 「trigger-size」（P.39-539）

• 「udp（ブラックリスト）」（P.39-541）

• 「udp-first-retransmit-interval」（P.39-542）

• 「udp-max-retransmit-interval」（P.39-543）

• 「udp-response-linger-period」（P.39-544）

• 「unexpected-source-alerting」（P.39-545）

• 「use-any-local-port」（P.39-547）

• 「use-time-offset」（P.39-548）

• 「vdbe」（P.39-549）

• 「vpn」（P.39-550）

• 「vrf」（P.39-552）

• 「weight」（P.39-553）
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  account
account
SBE で SIP 隣接アカウントまたは H.323 隣接アカウントを定義するには、適切なコンフィギュレー

ション モードで account コマンドを使用します。この定義を削除するには、このコマンドの no 形式を

使用します。

account account-name

no account account-name

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 隣接には、アカウント名が関連付けられていません。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、H.323 隣接 h323ToIsp42 にアカウント isp42 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# account isp42

次に、SIP 隣接 SipToIsp42 にアカウント isp42 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# account isp42

関連コマンド

account-name SBE アカウント名を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC の隣接を設定します。
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  action (CAC)
action (CAC)
このルーティング エントリが選択された場合に実行するアクションを指定するには、CAC テーブル エ
ントリ コンフィギュレーション モードで action コマンドを使用します。

action [cac-complete | next-table goto-table-name ]

no action [cac-complete | next-table goto-table-name ]

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable のエントリに対して処理する次のテーブルを

設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe)# first-cac-scope call
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable match-type src-account
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete

関連コマンド

cac-complete イベントが一致する場合に、この CAC ポリシーが完了します。

next-table 次の CAC テーブルの名前を指定します。最大文字数は 80 です。

goto-table-name 処理する次の CAC テーブルを識別するテーブル名を指定します（または、処理

を停止する必要がある場合は、cac-complete）。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

action (NA-) アドミッション制御テーブルのエントリのあとに実行するアクションを設

定します。

action (RTG-SRC) ルーティング エントリが選択された場合に実行するアクションを設定しま

す。
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  action drop-msg
action drop-msg
SIP メッセージ プロファイルにメッセージのドロップ アクションを追加するには、SIP ヘッダー プロ

ファイル コンフィギュレーション モードで action drop-msg コマンドを使用します。プロファイルか

らメソッドを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

action drop-msg 

no action drop-msg 

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。

コマンドのデフォルト 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 SIP ヘッダー コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-sip-hdr）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ヘッダー プロファイル MyProfile に対して、SIP メッセージ プロファイルにメッセージのド

ロップ アクションを追加する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip header-profile MyProfile
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-hdr)# action drop-msg

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sip header-profile ヘッダー プロファイルを設定します。
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action (NA)
着信番号（プレフィクスまたは番号全体）あるいは送信元の隣接またはアカウントに一致するテーブル 
エントリがある番号分析テーブル内のエントリのアクションを設定するには、番号分析テーブル コン

フィギュレーション モードで action (NA-) コマンドを使用します。アクションの設定を取り消すには、

このコマンドの no 形式を使用します。

action [next-table goto-table-name | accept | reject]

no action [next-table goto-table-name | accept | reject]

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 番号分析テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しい番号分析テーブル MyNaTable の送信元隣接エントリに一致する場合に許可するコールを

設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-src-adjacency-table MyNaTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)# action accept

関連コマンド

next-table 
goto-table-name

イベントがこのエントリに一致する場合に処理する次の番号分析テーブルを指

定します。

accept テーブルのエントリに一致する場合に許可するコールを設定します。

reject テーブルのエントリに一致する場合に拒否するコールを設定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

action (NA-) 着信番号（プレフィクスまたは番号全体）あるいは送信元の隣接またはアカウ

ントに一致するテーブル エントリがある番号分析テーブル内のエントリのアク

ションを設定します。

action (CAC) アドミッション制御テーブルのエントリのあとに実行するアクションを設定し

ます。
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  action (RTG)
action (RTG)
このルーティング エントリが選択された場合に実行するアクションを指定するには、RTG ルーティン

グ テーブル コンフィギュレーション モードで action コマンドを使用します。

action [next-table goto-table-name | complete | reject ]

no action [next-table goto-table-name | complete | reject ]

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 RTG ルーティング テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいルーティング テーブル MyRtgTable のエントリの match-value を設定し、コールがこの

基準に一致する場合に拒否されるように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-src-account-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-account 1471
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action reject

次に、新しいルーティング テーブル MyRtgTable のエントリの match-value を設定し、コールがこの

基準に一致する場合に拒否されるように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-round-robin-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-address 1471
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action reject

next-table 
goto-table-name

イベントがこのエントリに一致する場合に処理する次の番号分析テーブルを指

定します。

complete エントリがこのポリシーに一致する場合に、ルーティングが完了します。

reject テーブルのエントリに一致する場合に拒否するコールを設定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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次に、新しいルーティング テーブル MyRtgTable のエントリの match-value を設定し、コールがこの

基準に一致する場合に拒否されるように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-dst-address-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-address 1471
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete

関連コマンド コマンド 説明

action (NA) 着信番号（プレフィクスまたは番号全体）あるいは送信元の隣接またはアカウ

ントに一致するテーブル エントリがある番号分析テーブル内のエントリのアク

ションを設定します。

action (CAC) アドミッション制御テーブルのエントリのあとに実行するアクションを設定し

ます。
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action (SDP)
SDP ポリシー テーブル アクションを設定するには、SDP アトリビュート テーブル コンフィギュレー

ション モードで action コマンドを使用します。プロファイルからメソッドを削除するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

action {whitelist | blacklist)

no action {whitelist | blacklist}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SDP アトリビュート テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe- 
sdpmatchtable-sdpattributetable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ヘッダー プロファイル MyProfile に対して、SIP メッセージ プロファイルにメッセージのド

ロップ アクションを追加する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sdp-match-table 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# action blacklist

関連コマンド

whitelist 定義したアトリビュート セットを許可し、残りをブロックします。

blacklist 定義したアトリビュート セットをブロックし、残りを許可します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

match-string SDP アトリビュート照合ストリングを設定します。

sdp-attribute-table 追加または削除するアトリビュートをリストした SDP アトリビュート 
テーブルを設定します。

sdp-match-table SDP 照合テーブルを作成します。

sdp-policy-table SDP ポリシー テーブルを設定します。
39-18
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  action (SIP)
action (SIP)
ヘッダー プロファイルまたはパラメータ プロファイル内のエレメント タイプに対して実行するアク

ションを設定するには、適切なコンフィギュレーション モードで action コマンドを使用します。エレ

メント タイプからアクションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

action {add-first-header| add-header | as-profile | drop-msg | pass | replace-name | 
replace-value | strip}

no action {add-first-header| add-header | as-profile | drop-msg | pass | replace-name | 
replace-value | strip}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトの本文アクションは strip です。

デフォルトのパラメータ アクションは strip です。

デフォルトのヘッダー アクションは strip です。

コマンド モード SBE ヘッダー プロファイルのヘッダー コンフィギュレーション

SBE パラメータ プロファイルのパラメータ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

アクティブ コンフィギュレーション上にコンフィギュレーションを上書きロードしようとすると、コ

ンフィギュレーションを変更できないことを通知する警告が生成されます。新しいコンフィギュレー

ションをロードすることでコンフィギュレーション全体を変更する必要がある場合は、まず既存のコン

フィギュレーションを削除してください。

add-first-header 1 つ目のヘッダーを追加します（ヘッダーが存在する場合はアクションな

し）。

add-header ヘッダーを必ず追加します（ヘッダーがすでに存在するかどうかに関係な

く）

as-profile デフォルトのプロファイル アクション（whilelist/blacklist）を選択します。

drop-msg メッセージをドロップします。

pass ヘッダーを渡します。

replace-name ヘッダー名を置換します。

replace-value ヘッダー コンテンツ（値）を置換します。

strip 一致した本文、ヘッダー、またはパラメータ エレメントを無条件に除去し

ます。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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例 次に、パラメータ プロファイル paramprof1 内のパラメータ エレメント タイプ user に対するアクショ

ンとして add-not-present を設定する例を示します。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile paramprof1
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter user
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# action add-not-present value phone

次に、パラメータ プロファイル headerprof1 内のヘッダー エレメント タイプ To に対するアクションと

して as-profile を設定する例を示します。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip header-profile headerprof1
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header To
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action as-profile

関連コマンド コマンド 説明

header ヘッダー プロファイル内のヘッダー エレメントを設定します。

parameter-profile パラメータ プロファイル内のパラメータ エレメントを設定します。
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action（パラメータ）
パラメータに対して実行するアクションを設定するには、適切なコンフィギュレーション モードで 
action コマンドを使用します。エレメント タイプからアクションを削除するには、このコマンドの no 
形式を使用します。

action {add-not-present [value] {private-ip-address | public-ip-address | 
access-user-data}| add-or-replace [value] {private-ip-address | public-ip-address | 
access-user-data}| strip}

no action {add-not-present [value] {private-ip-address | public-ip-address | 
access-user-data}| add-or-replace [value] {private-ip-address | public-ip-address | 
access-user-data}| strip}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトのパラメータ アクションは strip です。

デフォルトのヘッダー アクションは strip です。

コマンド モード SBE ヘッダー プロファイルのヘッダー コンフィギュレーション

SBE パラメータ プロファイルのパラメータ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-sip-prm-ele）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

アクティブ コンフィギュレーション上にコンフィギュレーションを上書きロードしようとすると、コ

ンフィギュレーションを変更できないことを通知する警告が生成されます。新しいコンフィギュレー

ションをロードすることでコンフィギュレーション全体を変更する必要がある場合は、まず既存のコン

フィギュレーションを削除してください。

例 次に、パラメータ プロファイル paramprof1 内のパラメータ エレメント タイプ user に対するアクショ

ンとして add-not-present を設定する例を示します。

add-not-present パラメータを追加します（存在しない場合）。

value 追加または置換するパラメータの値です。

add-or-replace パラメータを追加するか（存在しない場合）、またはパラメータを置換し

ます（存在する場合）。

private-ip-address パラメータをプライベート IP アドレスとして更新します。

public-ip-address パラメータをパブリック IP アドレスとして更新します。

access-user-data パラメータをアクセス ユーザ データとして更新します。

strip パラメータを除去します（存在する場合）。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  action（パラメータ）
host1/Admin# config
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile paramprof1
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter user
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# action add-not-present value phone

次に、パラメータ プロファイル headerprof1 内のヘッダー エレメント タイプ To に対するアクションと

して as-profile を設定する例を示します。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip header-profile headerprof1
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header To
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action as-profile

関連コマンド コマンド 説明

header ヘッダー プロファイル内のヘッダー エレメントを設定します。

parameter パラメータ プロファイル内のパラメータ エレメントを設定します。
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activate （dbe、sbe）
すべての SBE またはデータ ボーダ エレメント（DBE）アドレス コンフィギュレーションが正常にコ

ミットされた場合にセッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスを開始するには、適切なコン

フィギュレーション モードで activate コマンドを使用します。SBC の SBE サービスを非アクティブ

化するには、このコマンドの no 形式を使用します。

activate

no activate

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。

コマンドのデフォルト デフォルト値はコマンドの no 形式です。

コマンド モード DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

コマンドは、CLI に戻った場合でも完了しません。進行中の非同期プロセス（アクティブ化または非ア

クティブ化）が存在し、最後の命令が完了するまで新しい命令は実行されません。

例 次に、サービス mySbc で DBE をアクティブ化する例を示します。

host1/Admin# configur
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin (config-sbc-dbe)# activate

次に、サービス mySbc で SBE をアクティブ化する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin (config-sbc-sbe)# activate

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.0.00 SBE サポートが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

deact-mode SBE の非アクティブ化を実装する方法を指定します。
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activate（課金）
設定済みの課金をアクティブ化するには、SBE 課金コンフィギュレーション モードで activate コマン

ドを使用します。

activate

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。

コマンドのデフォルト デフォルトでは、課金はアクティブ化されていません。

コマンド モード SBE 課金コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-billing）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

アクティブ コンフィギュレーション上にコンフィギュレーションを上書きロードしようとすると、コ

ンフィギュレーションを変更できないことを通知する警告が生成されます。新しいコンフィギュレー

ションをロードすることでコンフィギュレーション全体を変更する必要がある場合は、まず既存のコン

フィギュレーションを削除してください。

課金をアクティブ化できるのは、RADIUS コンフィギュレーションがアクティブ化されている場合だ

けです。

例 次に、コンフィギュレーションがコミットされたあとで課金機能をアクティブ化する例を示します。

host1/Admin/Admin# configure
host1/Admin/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin/Admin(config-sbc-sbe)# billing
host1/Admin/Admin(config-sbc-sbe-billing)# activate

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

billing 課金を設定します。

ldr-check Long Duration Check（LDR; 長時間チェック）の実行時刻（現地時間）を

設定します。

local-address ipv4 CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定します。

method 
packetcable-em

パケットケーブル課金メソッドをイネーブルにします。
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packetcable-em 
transport radius

パケットケーブル課金インスタンスを設定します。

show services sbc sbe 
billing remote

ローカル コンフィギュレーションと課金コンフィギュレーションを表示し

ます。

コマンド 説明
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activate (radius)
RADIUS クライアントをアクティブ化するには、適切なコンフィギュレーション モードで activate コ
マンドを使用します。このコマンドをディセーブルにするするには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

activate 

no activate 

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。

コマンドのデフォルト デフォルト値はコマンドの no 形式です。

コマンド モード サーバ アカウンティング（config-sbc-sbe-acc）

サーバ認証（config-sbc-sbe-auth）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、RADIUS クライアントをアクティブ化する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc uut105-1
host1/Admin/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin/Admin(config-sbc-sbe)# radius accounting SBC1-account-1
host1/Admin/Admin(config-sbc-sbe-acc)# activate

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

retry-interval RADIUS サーバに対する接続リトライ インターバルを設定します。

retry-limit RADIUS サーバに対するリトライ インターバルを設定します。

concurrent-requests RADIUS サーバに対する同時要求の最大数を設定します。
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active-cac-policy-set
SBE エンティティ内のアクティブな CAC ポリシー セットを設定するには、SBE コンフィギュレー

ション モードで active-cac-policy-set コマンドを使用します。アクティブなポリシー セットの設定を

取り消して、アクティブなポリシー セットのない状態に SBE をしておくには、このコマンドの no 形
式を使用します。

active-cac-policy-set policy-set-id

no active-cac-policy-set policy-set-id

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、mySbc のポリシー セット 1 をアクティブ化する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin (config-sbc-sbe)# active-cac-policy-set 1

関連コマンド

policy-set-id アクティブ化する必要があるポリシー セットを識別する整数です。範囲は 
1 ～ 2147483647 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

active-call-policy SBE エンティティ内のアクティブなルーティン

グ ポリシー セットを設定します。
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active-call-policy-set
SBE エンティティ内のアクティブなルーティング ポリシー セットを設定するには、SBE コンフィギュ

レーション モードで active-call-policy-set コマンドを使用します。アクティブなルーティング ポリ

シー セットの設定を取り消して、アクティブなルーティング ポリシー セットのない状態に SBE をし

ておくには、このコマンドの no 形式を使用します。

active-call-policy-set policy-set-id

no active-call-policy-set

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 別のポリシー セットがアクティブの状態になっていた場合、このコマンドを実行するとそのポリシー 
セットがアクティブでなくなります。SBE は、アクティブなルーティング ポリシー セットがない状態

で作成されます。そのため、このコマンドを使用してアクティブなルーティング ポリシー セットを明

示的に設定する必要があります。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、mySbc のポリシー セット 1 をアクティブ化する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin (config-sbc-sbe)# active-call-policy-set 1

関連コマンド

policy-set-id アクティブ化する必要があるポリシー セットを識別する整数です。

範囲は 1 ～ 2147483647 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

active-cac-policy-set SBE エンティティ内のアクティブな CAC ポリ

シー セットを設定します。
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address-default
所定の VPN の送信元アドレスに対してデフォルト イベント制限を設定するモードを開始するには、

SBE ブラックリスト コンフィギュレーション モードで blacklist コマンドを使用します。グローバル 
アドレスと同じ値を VPN に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

address-default

no address-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。

コマンドのデフォルト イベント制限は、すべての VPN で同じ値に設定されています。

コマンド モード SBE ブラックリスト コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-blacklist）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、address-default コマンドを使用して、すべてのアドレスに対してデフォルト イベント制限を設

定するモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# address-default

VRF-name は、ブラックリストに対しては任意指定です。ただし、VRF-name を入力する場合は、次の

例に示すように vpn トークンが必要になります。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# address-default ? 
<cr> Carriage return. 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# address-default 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-addr-default)# exit 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# vpn vpnname 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-vpn)# address-default ? 
<cr> Carriage return. 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-vpn)# address-default 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-vpn-addr-default)# 

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

reason 送信元の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。

timeout 制限を超過したときに送信元からのパケットをブロックする期間を定義し

ます。

trigger-period イベントの判定期間を定義します。

trigger-size ブラックリストがトリガーされて指定の送信元からのすべてのパケットが

ブロックされるまでに、その送信元に対して許可する指定イベント数を定

義します。
39-31
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  address ipv4
address ipv4
RADIUS サーバのアドレスを設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで address コマンド

を使用します。アクティブなアカウンティング サーバ アドレスの設定を取り消すには、このコマンド

の no 形式を使用します。

address ipv4 A.B.C.D. 

no address ipv4 A.B.C.D. 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 サーバ アカウンティング（config-sbc-sbe-acc-ser）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン アカウント サーバはいくつでも指定できます。コール終了時に、最もプライオリティの高いアカウン

ティング サーバにコール詳細レポートが送信されます。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）クライアント インスタンス radius1 用
として、mySbc でアカウンティング サーバ castor および pollux を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin (config-sbc-sbe)# radius accounting radius1
(config-sbc-sbe-acc)# server castor
(config-sbc-sbe-acc-ser)# address ipv4 10.0.0.1
(config-sbc-sbe-acc-ser)# exit
(config-sbc-sbe-acc)# server pollux
(config-sbc-sbe-acc-ser)# address pollux
(config-sbc-sbe-acc-ser)# exit

関連コマンド

A.B.C.D. RADIUS サーバの IP アドレスです。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

radius アカウンティングまたは認証用の RADIUS クラ

イアントを設定します。
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  adjacency
adjacency
セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの隣接を設定するには、SBE コンフィギュレーショ

ン モードで adjacency コマンドを使用します。隣接の設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を

使用します。

adjacency {sip | h323} adjacency-name

no adjacency {sip | h323} adjacency-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。下記の「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示

します。

例 次に、adjacency コマンドを使用して、sipGW という名前の SIP 隣接を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)#

次に、adjacency コマンドを使用して、H323ToIsp42 という名前の H.323 隣接を設定する例を示しま

す。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 H323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)#

関連コマンド

sip SBE SIP 隣接モードを開始します。

h323 SBE H.323 隣接モードを開始します。

adjacency-name SBE SIP 隣接または H.323 隣接の名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe adjacencies すべての隣接を表示します。
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adjacency timeout
隣接リトライ タイムアウト インターバルを設定するには、適切なコンフィギュレーション モードで 
adjacency timeout コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用

します。

adjacency timeout value

no adjacency timeout value

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 30 秒です。

コマンド モード 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、adjacency timeout コマンドを使用して、隣接 H.323 コンフィギュレーション モードで隣接リ

トライ タイムアウトを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# adjacency timeout 10000

次に、adjacency timeout コマンドを使用して、H.323 コンフィギュレーション モードで隣接リトライ 
タイムアウトを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# h323
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-h323)# adjacency timeout 10000

関連コマンド

value タイムアウト期間をミリ秒単位で指定します。有効値は 10000 ～ 30000 で
す。デフォルト値は 30 秒です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC の隣接を設定します。
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  alias
alias
H.323 隣接のエンドポイント エイリアスを設定するには、隣接 H.323 コンフィギュレーション モード

で alias コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形
式を使用します。

alias alias-name

no alias

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、H.323 隣接 h323ToIsp42 にエンドポイント エイリアス end1 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# alias end1

関連コマンド

alias-name H.323 隣接のエンドポイント エイリアスを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

attach-controller コントローラに接続する DBE を設定します。
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allow private info
H.323 隣接から送信されたメッセージのプライベート情報を許可するように設定するには、隣接 H.323 
コンフィギュレーション モードで allow private info コマンドを使用します。隣接から送信されたメッ

セージのプライベート情報を禁止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

allow private info

no allow private info

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。

コマンドのデフォルト デフォルト値はコマンドの no 形式です。

コマンド モード 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

プライベート情報を許可するように H.323 隣接を設定すると、プライバシー サービスを適用するよう

に CAC ポリシーが設定されている場合またはユーザがプライバシー サービスを要求した場合でも、

メッセージのプライベート情報が許可されます。

例 次に、allow private info コマンドを使用して、H.323 隣接から送信されたメッセージのプライベート

情報を許可するように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323ToIsp422
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# allow private info

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

privacy restrict 
outbound

ユーザが要求した場合に発信メッセージにプライバシー制限を適用するよ

うに H.323 隣接を設定します。
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attach（隣接）
SBE 上のアカウントに隣接を接続するには、適切なコンフィギュレーション モードで attach コマンド

を使用します。SBE 上のアカウントから隣接を切断するには、このコマンドの no 形式を使用します。

attach force [abort | normal]

no attach force [abort | normal]

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト デフォルト値はコマンドの no 形式です。

コマンド モード 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

すべての SBE コールをティアダウンするには、force 引数を使用します。

例 次に、h323ToIsp42 に H.323 隣接を接続する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# attach

関連コマンド

force 強制的に切断します。

abort エンドにシグナリングすることなくコールをティアダウンします。

normal コールを通常の方法でティアダウンします。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC の隣接を設定します。
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attach（課金）
RADIUS クライアントに対する課金をアクティブ化するには、packetcable-em コンフィギュレーショ

ン モードで attach コマンドを使用します。RADIUS クライアントに対する課金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。

attach 

no attach 

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。

コマンドのデフォルト 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 packetcable-em コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-billing-packetcable-em）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、RADIUS クライアントに対する課金機能をアクティブ化する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# billing 
(config-sbc-sbe-billing)# method packetcable-em
(config-sbc-sbe-billing)# packetcable-em 4 transport radius test
(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# batch-size 256
(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# batch-time 22
(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# attach

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

activate (radius) コンフィギュレーションがコミットされたあとで課金機能をアクティブ化

します。

attach RADIUS クライアントの課金をアクティブ化します。

batch-size RADIUS サーバに送信された RADIUS メッセージのバッチまたはグルー

プを設定します。

batch-time バッチが送信される前にバッチにレコードを保持する最大時間をミリ秒単

位で設定します。
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deact-mode 課金メソッドに非アクティブ化モードを設定します。

ldr-check 長時間チェック（LDR）の実行時刻（現地時間）を設定します。

local-address ipv4 CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定します。

local-address ipv4 
(packet-cable)

パケットケーブル課金インスタンスのローカル アドレスを設定します。

method 
packetcable-em

パケットケーブル課金メソッドをイネーブルにします。

packetcable-em 
transport radius

パケットケーブル課金インスタンスを設定します。

show services sbc sbe 
billing remote

ローカル コンフィギュレーションと課金コンフィギュレーションを表示し

ます。

コマンド 説明
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  attach-controllers
attach-controllers
H.248 コントローラに接続するように DBE を設定するには、VDBE コンフィギュレーション モードで 
attach-controllers コマンドを使用します。DBE をコントローラから切断するには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

attach-controllers

no attach-controllers

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。

コマンドのデフォルト デフォルトでは、コントローラは接続されていません。

コマンド モード VDBE コンフィギュレーション モード（config-sbc-dbe-vdbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン DBE とコントローラの接続および切断は、すぐに実行されるとは限りません。現在の接続ステータス

を表示するには、show sbc dbe controllers コマンドを使用します。

例 次に、DBE が作成され、コントローラが設定されているコンフィギュレーションで、VDBE コンフィ

ギュレーション モードで DBE をコントローラに接続する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# attach-controllers

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

vdbe Virtual Data Border Element（vDBE; 仮想データ 
ボーダ エレメント）を設定し、VDBE コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

show sbc dbe controllers 各 vDBE に設定されているメディア ゲートウェ

イ コントローラとそのコントローラ アドレスを

リストします。
39-40
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド
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authentication
H.323 隣接の認証を設定するには、隣接 H.323 コンフィギュレーション モードで authentication コマ

ンドを使用します。H.323 隣接の認証モードの設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

authentication auth-type

no authentication

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト デフォルト値はコマンドの no 形式です。

コマンド モード 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドでは、SBC 自体がゲートキーパーで認証されるようにします。ゲートキーパーでは、エ

ンドポイント認証が実行される必要があります。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、エンドポイント認証を使用するように H.323 隣接「h323ToIsp42」を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# isp42 adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# authentication endpoint
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# exit

関連コマンド

auth-type 認証タイプです。現在使用できるのは、endpoint だけです。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC の隣接を設定します。
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authentication endpoint
エンドポイント認証を使用するように H.323 隣接を設定するには、隣接 H.323 コンフィギュレーショ

ン モードで authentication endpoint コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを削除する

には、このコマンドの no 形式を使用します。

authentication endpoint

no authentication endpoint

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。

コマンドのデフォルト デフォルトでは、認証手順は実行されません。

コマンド モード 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、エンドポイント認証を使用するように H.323 隣接 h323ToIsp42 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# authentication endpoint

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sipi H.323 隣接の認証キーを設定します。
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authentication-key
H.323 隣接の認証キーを設定するには、隣接 H.323 コンフィギュレーション モードで 
authentication-key コマンドを使用します。H.323 隣接の認証キーの設定を取り消すには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

authentication-key key

no authentication-key

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト デフォルト値はコマンドの no 形式です。

コマンド モード 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、認証キー FG56KJ を使用するように H.323 隣接 h323ToIsp42 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# authentication-key FG56KJ

関連コマンド

key 認証キーを指定します （認証がオンの場合にだけ有効です）。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

authentication endpoint エンドポイント認証を使用するように H.323 隣接を設定します。
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  authentication mode
authentication mode
SIP 隣接の認証モードを設定するには、隣接 SIP コンフィギュレーション モードで authentication mode 
コマンドを使用します。認証モードの設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使用します。

authentication mode {local | remote}

no authentication mode {local | remote}

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、authentication mode コマンドを使用して、SIP 隣接にローカル認証を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbe-adj-sip)# authentication mode local

関連コマンド

local SIP 隣接にローカル認証を設定します。

remote SIP 隣接にリモート認証を設定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

authentication nonce 
timeout

SIP 隣接の認証ナンス タイムアウトを設定します。
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authentication nonce timeout
SIP 隣接の認証ナンス タイムアウトを設定するには、隣接 SIP コンフィギュレーション モードで 
authentication nonce timeout コマンドを使用します。認証ナンス タイムアウトの設定を取り消すに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

authentication nonce timeout value

no authentication nonce timeout

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト デフォルトのタイムアウト値は 300 秒です。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、authentication nonce timeout コマンドを使用して、SIP 隣接の認証ナンス タイムアウトを秒単

位で設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbe-adj-sip)# authentication nonce timeout 10

関連コマンド

value タイムアウト値を秒単位で指定します。値の範囲は 0 ～ 65535 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

authentication mode SIP 隣接の認証モードを設定します。
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authentication-realm
指定の SIP 隣接の指定のドメインに対する認証クレデンシャルのセットを設定するには、隣接 SIP コ
ンフィギュレーション モードで authentication-realm コマンドを使用します。指定した隣接の認証レ

ルムの設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使用します。

authentication-realm {inbound domain | outbound domain username password}

no authentication-realm {inbound domain | outbound domain}

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、authentication-realm コマンドを使用して、SIP 隣接 SipToISP42 のドメイン example.com の認

証レルムを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SiptoISP42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# authentication-realm outbound example.com usersbc 
passwordsbc

関連コマンド

inbound 着信認証レルムを指定します。

outbound 発信認証レルムを指定します。

domain 認証クレデンシャルが有効なドメインの名前です。

username 指定したドメインの SBC を識別するユーザ名です。

password 指定したドメインのユーザ名を認証するパスワードです。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC の隣接を設定します。
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averaging-period
CAC でレート計算に使用される平均期間のサイズを設定するには、CAC ポリシー セット コンフィ

ギュレーション モードで averaging period コマンドを使用します。平均期間をデフォルト値に戻すに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

averaging-period duration

no averaging-period

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト デフォルト値は 60 秒です。

コマンド モード CAC ポリシー セット コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、「mySbc」のコンフィギュレーション セット 1 で平均期間を 5 秒に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# averaging-period 5
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

関連コマンド

duration 使用する平均期間のサイズ（秒単位）です。デフォルト値は 60 秒です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cac-policy-set Call Admission Control（CAC; コール アドミッ

ション制御）ポリシー セット コンフィギュレー

ションのサブモードを開始します。
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batch-size
RADIUS サーバに送信された RADIUS メッセージのバッチまたはグループを設定するには、

packetcable-em コンフィギュレーション モードで batch コマンドを使用します。バッチをディセーブ

ルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

batch-size number

no batch-size 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 0 です。

コマンド モード packetcable-em コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-billing-packetcable-em）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

値 0 は、バッチなしを意味します。プラットフォームで 0 以外のデフォルト値が設定される場合があり

ます（これにより、パフォーマンスが向上します）。

例 次に、CDR のバッチの最大サイズを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# billing 
(config-sbc-sbe-billing)# packetcable-em 4 transport radius test
(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# batch-size 256

関連コマンド

number バッチ サイズをバイト単位で指定します。範囲は 0 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

activate (radius) コンフィギュレーションがコミットされたあとで課金機能をアクティブ化

します。

attach RADIUS クライアントの課金をアクティブ化します。

batch-size RADIUS サーバに送信された RADIUS メッセージのバッチまたはグルー

プを設定します。

batch-time バッチが送信される前にバッチにレコードを保持する最大時間をミリ秒単

位で設定します。

deact-mode 課金メソッドに非アクティブ化モードを設定します。
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ldr-check 長時間チェック（LDR）の実行時刻（現地時間）を設定します。

local-address ipv4 CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定します。

local-address ipv4 
(packet-cable)

パケットケーブル課金インスタンスのローカル アドレスを設定します。

method 
packetcable-em

パケットケーブル課金メソッドをイネーブルにします。

packetcable-em 
transport radius

パケットケーブル課金インスタンスを設定します。

show services sbc sbe 
billing remote

ローカル コンフィギュレーションと課金コンフィギュレーションを表示し

ます。

コマンド 説明
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batch-time
バッチが送信される前にレコードを保持する最大時間をミリ秒単位で設定するには、packetcable-em 
コンフィギュレーション モードで batch-time コマンドを使用します。待機期間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。

batch-time number

no batch-time 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 1000 ミリ秒です。

コマンド モード packetcable-em コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-billing-packetcable-em）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、バッチが送信される前にレコードを保持する最大時間をミリ秒単位で設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# billing 
(config-sbc-sbe-billing)# packetcable-em 4 transport radius test
(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# batch-size 256
(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# batch-time 22

関連コマンド

number バッチ時間をミリ秒単位で指定します。範囲は 1 ～ 3600000 です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

activate (radius) コンフィギュレーションがコミットされたあとで課金機能をアクティブ化

します。

attach RADIUS クライアントの課金をアクティブ化します。

batch-size RADIUS サーバに送信された RADIUS メッセージのバッチまたはグルー

プを設定します。

batch-time バッチが送信される前にバッチにレコードを保持する最大時間をミリ秒単

位で設定します。

deact-mode 課金メソッドに非アクティブ化モードを設定します。

ldr-check 長時間チェック（LDR）の実行時刻（現地時間）を設定します。
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local-address ipv4 CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定します。

local-address ipv4 
(packet-cable)

パケットケーブル課金インスタンスのローカル アドレスを設定します。

method 
packetcable-em

パケットケーブル課金メソッドをイネーブルにします。

packetcable-em 
transport radius

パケットケーブル課金インスタンスを設定します。

show services sbc sbe 
billing remote

ローカル コンフィギュレーションと課金コンフィギュレーションを表示し

ます。

コマンド 説明
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billing
課金を設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで billing コマンドを使用します。すべての

課金コンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

billing 

no billing 

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。

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

課金は SBC ごとに 1 つに制限されています。

例 次に、mySbc に対して課金モードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# billing 
host1/Admin(config-sbc-sbe-billng)#

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 remote キーワードが削除されました。

コマンド 説明

activate (radius) コンフィギュレーションがコミットされたあとで課金機能をアクティブ化

します。

ldr-check 長時間チェック（LDR）の実行時刻（現地時間）を設定します。

local-address ipv4 CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定します。

method 
packetcable-em

パケットケーブル課金メソッドをイネーブルにします。
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packetcable-em 
transport radius

パケットケーブル課金インスタンスを設定します。

show services sbc sbe 
billing remote

ローカル コンフィギュレーションと課金コンフィギュレーションを表示し

ます。

コマンド 説明
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blacklist (sbe)
所定の送信元のイベント制限を設定するモードを開始するには、SBE コンフィギュレーション モード

で blacklist コマンドを使用します。イベント制限をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式

を使用します。

blacklist 

no blacklist 

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。

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、すべてのアドレスに対してデフォルト イベント制限を設定するモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# address-default

VRF-name は、ブラックリストに対しては任意指定です。ただし、VRF-name を入力する場合は、次の

例に示すように vpn トークンが必要になります。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# address-default ? 
<cr> Carriage return. 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# address-default 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-addr-default)# exit 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# vpn vpnname 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-vpn)# address-default ? 
<cr> Carriage return. 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-vpn)# address-default 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-vpn-addr-default)# 

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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次に、vpn コマンドを使用して、所定の VPN に対してイベント制限を設定するモードを開始する例を

示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# vpn test
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-vpn)#

次に、ブラックリストをすべてのアドレスに適用するように設定するモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# global

次に、ブラックリスト オプションを 1 つの IP アドレスに適用するモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# ipv4 1.1.1.1
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4)#

関連コマンド コマンド 説明

address-default 所定の VPN の送信元アドレスに対してデフォルト イベント制限を設定す

るモードを開始します。

clear services sbc sbe 
blacklist

指定した SBC サービスのブラックリストをクリアします。

global ブラックリストをすべてのアドレスに適用するように設定するモードを開

始します。

ipv4 (blacklist) ブラックリスト オプションを 1 つの IP アドレスに適用するモードを開始

します。

vpn 所定の VPN に対してイベント制限を設定するモードを開始します。

reason 送信元の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。

show services sbc sbe 
blacklist 
configured-limits

明示的に設定されている制限をリストします（設定されている送信元だけ

を表示）。

show services sbc sbe 
blacklist 
current-blacklisting 

送信元をブラックリストに掲載する原因となっている制限をリストします。

tcp TCP プロトコルだけを対象としてブラックリストを設定するモードを開始

します。

timeout 制限を超過したときに送信元からのパケットをブロックする期間を定義し

ます。

trigger-period イベントの判定期間を定義します。

default-port-limit 所定のアドレスのポートに対してデフォルト イベント制限を設定するサブ

モードを開始します。
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trigger-size ブラックリストがトリガーされて指定の送信元からのすべてのパケットが

ブロックされるまでに、その送信元に対して許可する指定イベント数を定

義します。

udp UDP プロトコルだけを対象としてブラックリストを設定するモードを開始

します。

vpn 所定の VPN に対してイベント制限を設定するモードを開始します。

コマンド 説明
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blacklist (sip-opt)
ブラックリストに掲載するプロファイルを設定するには、SIP オプション モードで blacklist コマンド

を使用します。このプロファイルからブラックリストを削除するには、このコマンドの no 形式を使用

します。

blacklist

no blacklist 

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。

コマンドのデフォルト global がデフォルト値として使用されます。

コマンド モード SIP オプション（sip-opt）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、プロファイルにオプションを追加する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc sanity 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip option-profile optpr1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-opt)# blacklist 

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sip-option-profile SIP オプション ホワイトリスト /ブラックリスト 
プロファイルに対して、SBE エンティティ モー

ドでオプション プロファイルを設定します。
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cache-lifetime
DNS エントリのライフタイムを設定するには、DNS コンフィギュレーション モードで cache-lifetime 
コマンドを使用します。ライフタイム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。

cache-lifetime 0-1879048

no cache-lifetime 

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 DNS コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-dns）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、DNS エントリのライフタイムを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip dns
host1/Admin(config-sbe-dns)# cache-lifetime 444

関連コマンド

0 ～ 1879048 DNS エントリのライフタイム（秒単位）です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cache-limit DNS キャッシュの最大許容エントリ数を設定します。

sip dns SIP DNS コンフィギュレーション モードを開始します。
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cache-limit
DNS キャッシュの最大許容エントリ数を設定するには、DNS コンフィギュレーション モードで 
cache-limit コマンドを使用します。制限を 100 に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

cache-limit 0-4294967295

no cache-lifetime 

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト デフォルト値は 100 です。

コマンド モード DNS コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-dns）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、DNS エントリ数の制限を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip dns
host1/Admin(config-sbe-dns)# cache-limit 14

関連コマンド

0 ～ 4294967295 DNS エントリの最大数です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cache-lifetime DNS エントリのライフタイムを設定します。

sip dns SIP DNS コンフィギュレーション モードを開始します。
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cac-policy-set
SBE エンティティ内の CAC ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始するには、

SBE コンフィギュレーション モードで cac-policy-set コマンドを使用します。必要に応じて、新しい

ポリシー セットが作成されます。アクティブなポリシー セットのコンフィギュレーションは変更でき

ません。

ポリシー セットを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。アクティブなポリシー セット

は破棄できません。

cac-policy-set policy-set-id 

no cac-policy-set policy-set-id 

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、mySbc で空のポリシー セット 1 を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

関連コマンド

policy-set-id ポリシー セットを識別するためにユーザが指定する整数です。範囲は 1 ～ 
2147483647 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

active-cac-policy-set SBE エンティティ内のアクティブな CAC ポリシー セットを設定します。
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cac-table
アドミッション制御テーブルを作成または設定するには、CAC ポリシー セット コンフィギュレーショ

ン モードで cac-table コマンドを使用します。アドミッション制御テーブルを削除するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

cac-table table-name

no cac-table table-name

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC ポリシー セット コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、アドミッション制御テーブル MyCacTable を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# 

関連コマンド

table-name アドミッション制御テーブルを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

first-cac-table ポリシーのアドミッション制御段階の実行時に、最初に処理するポリ

シー テーブルの名前を設定します。

first-cac-scope ポリシーのアドミッション制御段階の実行時に、制限の定義を開始する

スコープを設定します。
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callee-codec-list
コール先コール レッグに使用が許可されているコーデックをリストするには、CAC テーブル エントリ 
コンフィギュレーション モードで callee-codec-list コマンドを使用します。コーデック リストを削除

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

callee-codec-list list-name

no callee-codec-list list-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します

例 次に、my_codecs という名前のコーデック リストを作成するサブモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-account 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-codec-list test

関連コマンド

list-name コーデック リストの名前です。最大サイズは 30 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

codec コーデック リストにコーデックを追加します。

caller-codec-list コール元コール レッグで使用できるコーデックをリストし

ます。
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callee-hold-setting
サポートされているコール先保留設定を設定するには、CAC テーブル エントリ コンフィギュレーショ

ン モードで callee-hold-setting コマンドを使用します。設定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。

callee-hold-setting {hold-c0 | hold-c0-inactive | hold-c0-sendonly | hold-sendonly | 
standard}

no callee-hold-setting {hold-c0 | hold-c0-inactive | hold-c0-sendonly | hold-sendonly | 
standard}

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、コール先保留設定を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-account 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value fairchild
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-hold-setting hold-sendonly
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# complete

hold-c0 コール先は c=I 0.0.0.0 をサポートするか、要求します。

hold-c0-inactive コール先は c=I 0.0.0.0 または a=inactive をサポートするか、要求します。

hold-c0-sendonly コール先は c= 0.0.0.0 または a=sendonly をサポートするか、要求します。

hold-sendonly コール先は a=sendonly をサポートするか、要求します。

standard コール先は c= 0.0.0.0 および両方向の a=forward-direction 機能をサポート

するか、要求します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

callee-inbound-policy コール先の着信 SDP ポリシー テーブルを設定します。

callee-outbound-policy コール先の発信 SDP ポリシー テーブルを設定します。
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callee-inbound-policy
コール先の着信 SDP ポリシー テーブルを設定するには、CAC テーブル エントリ コンフィギュレー

ション モードで callee-inbound-policy コマンドを使用します。コール先の着信 SDP ポリシー テーブ

ル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。

callee-inbound-policy WORD

no callee-inbound-policy WORD

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、アドミッション制御テーブル MyCacTable を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-account 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-inbound-policy test

関連コマンド

WORD SDP ポリシー テーブルの名前です。最大サイズは 30 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

callee-hold-setting サポートされているコール先保留設定を設定します。

callee-outbound-policy コール先の発信 SDP ポリシー テーブルを設定します。
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callee-outbound-policy
コール先の発信 SDP ポリシー テーブルを設定するには、CAC テーブル エントリ コンフィギュレー

ション モードで callee-outbound-policy コマンドを使用します。設定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。

callee-outbound-policy WORD

no callee-outbound-policy WORD

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、アドミッション制御テーブル MyCacTable を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-account 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-inbound-policy test

関連コマンド

WORD SDP ポリシー テーブルの名前です。最大サイズは 30 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

callee-hold-setting サポートされているコール先保留設定を設定します。

callee-inbound-policy コール先の着信 SDP ポリシー テーブルを設定します。
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  callee-privacy
callee-privacy
コール先からコール元に送信されるメッセージで実行するプライバシー処理のレベルを設定するには、

CAC テーブル コンフィギュレーション モードで callee-privacy コマンドを使用します。アドミッショ

ン制御テーブル内の所定のエントリの最大チャネル数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用

します。

callee-privacy [callee_priv_setting]

no callee-privacy

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト callee_priv_setting のデフォルト値は never です。

コマンド モード CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable のコール先 ID を常に非表示にするようにエン

トリを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-prefix
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-privacy always

関連コマンド

callee_priv_setting 特定のコール先のプライバシー設定を指定します。値は次のとおりです。

• never：ID を非表示にしません。

• account-boundary：コール元がコール先のアカウントと異なる場合、ID 
を非表示にします。

• always：ID を常に非表示にします。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cac-table アドミッション制御テーブルを設定します。
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  callee-sig-qos-profile
callee-sig-qos-profile
元のコール先に送信されるシグナリング パケットに使用する QoS プロファイルを設定するには、CAC 
テーブル エントリ コンフィギュレーション モードで callee-sig-qos-profile コマンドを使用します。

QoS プロファイルの設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使用します。

callee-sig-qos-profile profile-name

no callee-sig-qos-profile profile-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、callee-sig-qos-profile コマンドを使用して、元のコール先に送信されるシグナリング パケット

に使用する enterprise という名前の QoS プロファイルを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-sig-qos-profile enterprise

関連コマンド

profile-name QoS プロファイルの名前を指定します。ストリング「default」は予約され

ています。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

callee-video-qos-profile 元のコール先に送信されるビデオ メディア パ
ケットに使用する QoS プロファイルを設定しま

す。

callee-voice-qos-profile 元のコール先に送信される音声メディア パケッ

トに使用する QoS プロファイルを設定します。
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  callee-video-qos-profile
callee-video-qos-profile
元のコール先に送信されるメディア パケットに使用する QoS プロファイルを設定するには、CAC 
テーブル エントリ コンフィギュレーション モードで callee-video-qos-profile コマンドを使用します。

デフォルトの動作に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

callee-video-qos-profile profile-name

no callee-video-qos-profile

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

（注） callee-video-qos-profile は、コール単位スコープでだけ実行できます。このコマンドが他のスコープ

で設定されている場合、CAC ポリシーはアクティブ化されません。

例 次に、acme アカウントからのコールが SBC から元のコール先に送信されるパケットに対してビデオ 
QoS プロファイル enterprise を使用するように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope call
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-account
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value acme
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-video-qos-profile enterprise
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

profile-name QoS プロファイルを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  callee-video-qos-profile
関連コマンド コマンド 説明

callee-sig-qos-profile 元のコール先に送信されるシグナリング パケッ

トに使用する QoS プロファイルを設定します。

callee-voice-qos-profile 元のコール先に送信される音声メディア パケッ

トに使用する QoS プロファイルを設定します。
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callee-voice-qos-profile
元のコール先に送信されるメディア パケットに使用する QoS プロファイルを設定するには、CAC 
テーブル エントリ コンフィギュレーション モードで callee-voice-qos-profile コマンドを使用します。

デフォルトの動作に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

callee-voice-qos-profile profile-name

no callee-voice-qos-profile

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

（注） このコマンドは、コール単位スコープでだけ実行できます。このコマンドが他のスコープで設定されて

いる場合、CAC ポリシーはアクティブ化されません。

例 次に、acme アカウントからのコールが SBC から元のコール先に送信されるパケットに対して音声 
QoS プロファイル enterprise を使用するように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope call
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-account
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value acme
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-voice-qos-profile enterprise
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

profile-name QoS プロファイルを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  callee-voice-qos-profile
関連コマンド コマンド 説明

callee-sig-qos-profile 元のコール先に送信されるシグナリング パケット

に使用する QoS プロファイルを設定します。

callee-video-qos-profile 元のコール先に送信されるビデオ メディア パケッ

トに使用する QoS プロファイルを設定します。
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caller-codec-list
コール元コール レッグに使用が許可されているコーデックをリストするには、CAC テーブル エントリ 
コンフィギュレーション モードで caller-codec-list コマンドを使用します。コーデック リストを削除

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

caller-codec-list list-name

no caller-codec-list list-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、my_codecs という名前のコーデック リストを作成するサブモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-account 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-codec-list test

関連コマンド

list-name コーデック リストの名前です。最大サイズは 30 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

codec コーデック リストにコーデックを追加します。

callee-codec-list コール先コール レッグで使用できるコーデックをリストし

ます。
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caller-hold-setting
サポートされているコール元保留設定を設定するには、CAC テーブル エントリ コンフィギュレーショ

ン モードで caller-hold-setting コマンドを使用します。コール元保留設定を削除するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

caller-hold-setting {hold-c0 | hold-c0-inactive | hold-c0-sendonly | hold-sendonly | 
standard}

no caller-hold-setting {hold-c0 | hold-c0-inactive | hold-c0-sendonly | hold-sendonly | 
standard}

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト デフォルト値は standard です。

コマンド モード CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）#

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、コール元保留設定を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-account 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value fairchild
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-hold-setting hold-sendonly
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# complete

hold-c0 コール先は c=I 0.0.0.0 をサポートするか、要求します。

hold-c0-inactive コール先は c=I 0.0.0.0 または a=inactive をサポートするか、要求します。

hold-c0-sendonly コール先は c= 0.0.0.0 または a=sendonly をサポートするか、要求します。

hold-sendonly コール先は a=sendonly をサポートするか、要求します。

standard コール先は c= 0.0.0.0 および両方向の a=forward-direction 機能をサポートする

か、要求します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  caller-hold-setting
関連コマンド コマンド 説明

caller-outbound-policy コール元の発信 SDP ポリシー テーブルを設定します。

caller-inbound-policy コール元の着信 SDP ポリシー テーブルを設定します。
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caller-inbound-policy
コール元の着信 SDP ポリシー テーブルを設定するには、CAC テーブル エントリ コンフィギュレー

ション モードで caller-inbound-policy コマンドを使用します。コール元の着信 SDP ポリシー テーブ

ルを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

caller-inbound-policy WORD

no caller-inbound-policy WORD

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）#

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、コール元の着信 SDP ポリシー テーブルを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-account 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-inbound-policy test

関連コマンド

WORD SDP ポリシー テーブルの名前です。最大サイズは 30 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

caller-hold-setting コール元保留設定を設定します。

caller-outbound-policy コール元の発信 SDP ポリシー テーブルを設定します。
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caller-outbound-policy
コール元の発信 SDP ポリシー テーブルを設定するには、CAC テーブル エントリ コンフィギュレー

ション モードで caller-outbound-policy コマンドを使用します。削除するには、このコマンドの no 形
式を使用します。

caller-outbound-policy table_name

no caller-outbound-policy table_name

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）#

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、コール元の発信 SDP ポリシー テーブルを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table callhold-dst-settings
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-account 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-outbound-policy test

関連コマンド

WORD SDP ポリシー テーブルの名前を指定します。最大サイズは 30 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

caller-hold-setting コール元保留設定を設定します。

caller-inbound-policy コール元の着信 SDP ポリシー テーブルを設定します。
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caller-privacy
コール元からコール先に送信されるメッセージで実行するプライバシー処理のレベルを設定するには、

CAC テーブル コンフィギュレーション モードで caller-privacy コマンドを使用します。アドミッショ

ン制御テーブル内の所定のエントリの最大チャネル数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用

します。

caller-privacy [privacy-setting]

no caller-privacy

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト privacy_setting の値は never に設定されています。

コマンド モード CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable のコール元 ID を常に非表示にするようにエン

トリを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-prefix
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-privacy always
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

privacy_setting 特定のコール元のプライバシー設定を指定します。有効な値は次のとおりです。

• never：ID を非表示にしません。

• account-boundary：コール元がコール先のアカウントと異なる場合、ID 
を非表示にします。

• always：ID を常に非表示にします。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  caller-privacy
関連コマンド コマンド 説明

cac-table アドミッション制御テーブルを設定します。
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caller-sig-qos-profile
元のコール元に送信されるシグナリング パケットに使用する QoS プロファイルを設定するには、CAC 
テーブル エントリ コンフィギュレーション モードで caller-sig-qos-profile コマンドを使用します。

QoS プロファイルの設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使用します。

caller-sig-qos-profile profile-name

no caller-sig-qos-profile profile-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、コール単位のスコープでだけ実行できます。このコマンドが他のスコープで設定され

ている場合、CAC ポリシーはアクティブ化されません。

CAC 決定プロセスを実行するまでパケット マーキングは適用されません。これは、コール元に送信さ

れる一部の初期シグナリング パケット（たとえば、SIP 100 暫定応答）が特定の DSCP マーキングを

受信しないことを意味します。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、acme アカウントからのコールが SBC から元のコール元に送信されるシグナリング パケットに

対して音声 QoS プロファイル enterprise を使用するように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope call
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type src-account
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value acme
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-sig-qos-profile enterprise
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

profile-name QoS プロファイルの名前を指定します。ストリング「default」は予約され

ています。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  caller-sig-qos-profile
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

関連コマンド コマンド 説明

caller-video-cos-profile 元のコール元に送信されるビデオ メディア パ
ケットに使用する QoS プロファイルを設定しま

す。

caller-voice-cos-profile 元のコール元に送信される音声メディア パケッ

トに使用する QoS プロファイルを設定します。
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caller-video-qos-profile
元のコール元に送信されるメディア パケットに使用する QoS プロファイルを設定するには、CAC 
テーブル コンフィギュレーション モードで caller-video-qos-profile コマンドを使用します。このコン

フィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

caller-video-qos-profile profile-name

no caller-video-qos-profile profile-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

（注） caller-video-qos-profile コマンドは、コール単位スコープでだけ実行できます。このコマンドが他の

スコープで設定されている場合、CAC ポリシーはアクティブ化されません。

例 次に、acme アカウントからのコールが SBC から元のコール元に送信されるパケットに対してビデオ 
QoS プロファイル enterprise を使用するように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope call
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type src-account
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value acme
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-video-qos-profile enterprise
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

profile-name QoS プロファイルを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  caller-video-qos-profile
関連コマンド コマンド 説明

caller-sig-cos-profile 元のコール元に送信されるシグナリング パケッ

トに使用する QoS プロファイルを設定します。

caller-voice-cos-profile 元のコール元に送信される音声メディア パケッ

トに使用する QoS プロファイルを設定します。
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caller-voice-qos-profile
元のコール元に送信されるメディア パケットに使用する QoS プロファイルを設定するには、CAC 
テーブル コンフィギュレーション モードで caller-voice-qos-profile コマンドを使用します。このコン

フィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

caller-voice-qos-profile profile-name

no caller-voice-qos-profile

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

（注） このコマンドは、コール単位スコープでだけ実行できます。このコマンドが他のスコープで設定されて

いる場合、CAC ポリシーはアクティブ化されません。

例 次に、acme アカウントからのコールが SBC から元のコール元に送信されるパケットに対して音声 
QoS プロファイル enterprise を使用するように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope call
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type src-account
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value acme
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-voice-qos-profile enterprise
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

profile-name QoS プロファイルを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  caller-voice-qos-profile
関連コマンド コマンド 説明

caller-sig-cos-profile 元のコール元に送信されるシグナリング パケッ

トに使用する QoS プロファイルを設定します。

caller-video-cos-profile 元のコール元に送信されるビデオ メディア パケッ

トに使用する QoS プロファイルを設定します。
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call-policy-set
新しいポリシー セットを作成するには、SBE コンフィギュレーション モードで call-policy-set コマン

ドを使用します。ポリシー セットを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

call-policy-set policy-set-id

no call-policy-set policy-set-id

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、mySbc に空のポリシー セット（1）を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe)#

関連コマンド

policy-set-id ポリシー セットを識別する整数を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

first-call-routing-table 新しいコール イベントに対してポリシーのルーティング段階を実行

するときに、最初に処理するポリシー テーブルの名前を設定しま

す。

first-number-analysis-table 加入者登録イベントに対してポリシーのルーティング段階を実行す

るときに、最初に処理するポリシー テーブルの名前を設定します。
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  category
category 
着信番号の一部分または全体に一致するテーブル エントリがある番号分析テーブル内にエントリ カテ

ゴリを設定するには、NA ルーティング テーブル コンフィギュレーション モードで category コマンド

を使用します。エントリ カテゴリの設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使用します。

category category-name

no category category-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 NA ルーティング テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、番号全体に一致する新しい番号分析テーブル MyNaTable のエントリ 1 のカテゴリを設定する例

を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-dst-number-table MyNaTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)# category external
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe)#

関連コマンド

category-name イベントに割り当てるカテゴリを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

na-dst-number-table SBE ポリシー セットの中で番号分析テーブルの

コンフィギュレーションのサブモードを開始し

ます。
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clear services sbc
DBE または SBE コンフィギュレーションをクリアするには、EXEC モードで clear services sbc コマ

ンドを使用します。

clear services sbc sbc-name {dbe | sbe}

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、DBE コンフィギュレーションをクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc mySbc dbe 

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前を指定

します。

dbe DBE コンフィギュレーションをクリアします。

sbe SBE コンフィギュレーションをクリアします。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dbe SBC 上に DBE サービスを作成し、SBC-DBE コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

sbe SBC 上に SBE サービスを作成し、SBC-SBE コ
ンフィギュレーション モードを開始します。
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  clear services sbc sbe blacklist
clear services sbc sbe blacklist 
指定したセッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスのブラックリストをクリアするには、

EXEC モードで clear services sbc sbe blacklist コマンドを使用します。

clear services sbc sbc-name sbe blacklist [vrfname] [ipv4 addr [{udp | tcp} A.B.C.D]]

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、IPv4 アドレス 2.2.2.2 の VRF テストを対象とした TCP ポート 1 に対するすべてのブラックリス

トをクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc aa sbe blacklist test ipv4 2.2.2.2 tcp 1

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前です。

vrfname ブラックリストに掲載されているエントリをクリアする VRF です。

ipv4 address IPv4 アドレスです。

tcp TCP プロトコルだけを対象としてブラックリストをクリアします。

udp UDP プロトコルだけを対象としてブラックリストをクリアします。

A.B.C.D IPv4 サブネット マスクです。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blacklist 所定の送信元のイベント制限を設定するモード

を開始します。
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clear services sbc blacklist all
指定したセッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスに対して現在ブラックリストに掲載されて

いるすべてのエントリをクリアするには、EXEC モードで clear services sbc sbe blacklist all コマンド

を使用します。

clear services sbc sbc-name sbe blacklist all

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBC テストを対象としたすべてのブラックリスト エントリをクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc test sbe blacklist all 
Command Accepted
host1/Admin# 

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blacklist 所定の送信元のイベント制限を設定するモード

を開始します。
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clear services sbc sbe blacklist all
所定の VPN に対して現在ブラックリストに掲載されているすべてのエントリをクリアするには、

EXEC モードで clear services sbc sbe blacklist all コマンドを使用します。

clear services sbc sbc-name sbe blacklist [vrfname] [ipv4 addr [{udp | tcp} port]]

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、IPv4 アドレス 2.2.2.2 の VRF テストを対象とした TCP ポート 1 に対するすべてのブラックリス

トをクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc aa sbe blacklist test ipv4 2.2.2.2 tcp 1 

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前です。

vrfname ブラックリストに掲載されているエントリをクリアする VRF を
指定します。

ipv4 address IPv4 アドレスを指定します。

tcp TCP プロトコルだけを対象としてブラックリストをクリアします。

udp UDP プロトコルだけを対象としてブラックリストをクリアします。

port ブラックリストをクリアする対象のポート番号です。範囲は 0 ～ 
65535 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blacklist 所定の送信元のイベント制限を設定するモード

を開始します。
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  clear services sbc sbe blacklist ipv4
clear services sbc sbe blacklist ipv4 
所定のサブネットに対して現在ブラックリストに掲載されているすべてのエントリをクリアするには、

EXEC モードで clear services sbc sbe blacklist ipv4 コマンドを使用します。

clear services sbc sbc-name sbe blacklist [vrfname] [ipv4 addr [{udp | tcp} port]]

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、IPv4 アドレス 2.2.2.2 の VRF テストを対象とした TCP ポート 1 に対するすべてのブラックリス

トをクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc aa sbe blacklist test ipv4 2.2.2.2 tcp 1 

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前です。

vrfname ブラックリストに掲載されているエントリをクリアする VRF を
指定します。

ipv4 address IPv4 アドレスを指定します。

tcp TCP プロトコルだけを対象としてブラックリストをクリアします。

udp UDP プロトコルだけを対象としてブラックリストをクリアします。

port ブラックリストをクリアする対象のポート番号です。範囲は 0 ～ 
65535 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blacklist 所定の送信元のイベント制限を設定するモード

を開始します。
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clear services sbc dbe media-stats
DBE のメディア ゲートウェイ マネージャによって収集されたすべての統計情報をクリアするには、

EXEC モードで clear services sbc dbe media-stats コマンドを使用します。

clear services sbc sbc-name dbe media-stats

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、show services sbc dbe media-stats コマンドによって表示される統計情報

がクリアされます。

例 次に、mySbc という名前の SBC 上で、DBE のメディア ゲートウェイ マネージャによって収集された

すべての統計情報をクリアする例を示します。

host1/Admin(config)# clear services sbc mySbc dbe media-stats

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc dbe media-stats DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア 
フローの統計情報をリストします。
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clear services sbc sbe cac-rejection-stats
すべてのコール アドミッション制御ポリシー拒否の統計情報をクリアするには、EXEC モードで clear 
services cac-rejection-stats コマンドを使用します。

clear services sbc sbc-name sbe cac-rejection-stats

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBE mySbc のすべてのコール アドミッション制御ポリシー拒否の統計情報をクリアする例を示

します。

host1/Admin# clear services sbc mySbc sbe cac-rejection-stats

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe call-stats 指定した SBE のすべてのコールの統計情報をリ

ストします。
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  clear services sbc sbe call
clear services sbc sbe call
現在アクティブなコールをクリアするには、EXEC モードで clear services sbc sbe call コマンドを使

用します。

clear services sbc sbc-name sbe call no

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBE mySbc のすべてのコール レートの統計情報をクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc mySbc sbe call

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前です。

no コール番号を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe call-rate-stats 短期間で 1 秒あたりに試行されたコール セット

アップの現在のレートをすべてリストします。
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clear services sbc sbe call-rate-stats
すべてのコール レートの統計情報をクリアするには、EXEC モードで clear services call-rate-stats コ
マンドを使用します。

clear services sbc sbc-name sbe call-rate-stats

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBE mySbc のすべてのコール レートの統計情報をクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc mySbc sbe call-rate-stats

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe call-rate-stats 短期間で 1 秒あたりに試行されたコール セット

アップの現在のレートをすべてリストします。
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clear services sbc sbe call-rejection-stats
すべてのコール アドミッション制御ポリシー拒否の統計情報をクリアするには、EXEC モードで clear 
services call-rejection-stats コマンドを使用します。

clear services sbc sbc-name sbe call-rejection-stats

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBE mySbc のすべてのコール アドミッション制御ポリシー拒否の統計情報をクリアする例を示

します。

host1/Admin# clear services sbc mySbc sbe call-rejection-stats

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe call-stats 指定した SBE のすべてのコールの統計情報をリ

ストします。
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clear services sbc sbe call-stats
SBE によるすべてのコールの統計情報をクリアするには、EXEC モードで clear services sbc sbe 
call-stats コマンドを使用します。

clear services sbc sbc-name sbe call-stats

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBE mySbc のすべてのコールの統計情報をクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc mysbc sbe call-stats

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe call-stats 指定した SBE のすべてのコールの統計情報をリ

ストします。
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clear services sbc sbe policy-failure-stats 
指定した送信元隣接のすべてのコール セットアップ障害の統計情報をクリアするには、EXEC モード

で clear services sbc sbe policy-failure-stats コマンドを使用します。

clear services sbc sbc-name sbe policy-failure-stats {src-adjacency | src-account | 
dst-adjacency | dst-sccount} name [cr]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、YY という名前の隣接のすべてのポリシー障害の統計情報をクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc mysbc sbe policy-failure-stats src-adjacency YY

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前を指定します。

src-adjacency 送信元隣接の統計情報をクリアします。

src-account 送信元アカウントの統計情報をクリアします。

dst-adjacency 宛先隣接の統計情報をクリアします。

dst-account 宛先アカウントの統計情報をクリアします。

name 隣接名またはアカウント名です。

cr すべての統計情報をクリアします。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe policy-failure-stats 特定の SBE のすべてのポリシー障害の統計情報

をリストします。
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clear services sbc sbe policy-rejection-stats
SBE によるすべてのポリシー拒否の統計情報をクリアするには、EXEC モードで clear services sbc 
sbe policy-rejection-stats コマンドを使用します。

clear services sbc sbc-name sbe policy-rejection-stats

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、現在のインターバルおよび前のインターバルを含め、記録されたすべての

ポリシー拒否の統計情報がクリアされます。

例 次に、SBE によるすべてのポリシー拒否の統計情報をクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc mySbc sbe policy-rejection-stats

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前を指定

します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe policy-failure-stats 特定の SBE のすべてのポリシー障害の統計情報

をリストします。
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clear services sbc sbe radius-client 
指定した RADIUS サーバのすべての統計情報をクリアするには、EXEC モードで clear services sbc 
sbe radius-client コマンドを使用します。

clear services sbc sbc-name sbe radius-client {accounting word | authentication} 
radius-server-stats word} 

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、RADIUS サーバ svr のすべての認証統計情報をクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc mySbc sbe radius-client authentication radius-server-stats 

svr

次に、RADIUS サーバ svr に対するローカル RADIUS クライアントのすべてのアカウンティング クラ

イアント統計情報をクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc mySbc sbe radius-client accounting acc radius-server-stats 
svr

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前を指定

します。

accounting アカウンティング クライアントの統計情報をクリアします。

authentication 認証クライアントの統計情報をクリアします。

radius-server-stats RADIUS サーバ名を指定します。

word accounting の場合、RADIUS クライアント名です。最大サイズ

は 80 文字です。

radius-server-stats の場合、RADIUS サーバ名です。最大サイ

ズは 80 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe radius-client-stats すべてのアカウンティング クライアントの 
RADIUS アカウンティング クライアント統計情

報をリストします。
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clear services sbc sbe radius-client-stats
ローカル RADIUS クライアントのすべての統計情報をクリアするには、EXEC モードで clear services 
sbc sbe radius-client-stats コマンドを使用します。

clear services sbc sbc-name sbe radius-client-stats {accounting word | authentication}

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、すべての認証統計情報をクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc mySbc sbe radius-client-stats authentication

次に、ローカル RADIUS クライアント radius1 のすべてのアカウンティング統計情報をクリアする例

を示します。

host1/Admin# clear services sbc mySbc sbe radius-client-stats accounting radius1

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前を指定

します。

word RADIUS クライアント名です。最大サイズは 80 文字です。

accounting アカウンティング クライアントの統計情報をクリアします。

authentication 認証クライアントの統計情報をクリアします。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe radius-client-stats すべてのアカウンティング クライアントの 
RADIUS アカウンティング クライアント統計情

報をリストします。
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  clear services sbc sbe statistics
clear services sbc sbe statistics
要約統計情報および詳細な応答コード統計情報をクリアするには、EXEC モードで clear services sbc 
sbe statistics コマンドを使用します。

clear services sbc sbc-name sbe adj-name statistics

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、すべての要約統計情報および詳細な応答コード統計情報をクリアする例を示します。

host1/Admin# clear services sbc tet sbe ttt statistics

関連コマンド

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前です。

adj-name RADIUS クライアント名です。最大サイズは 80 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe call-stats 指定した SBE のすべてのコールの統計情報をリ

ストします。
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  codec
codec
コーデック リストにコーデックを追加するには、コーデック リスト モードで codec コマンドを使用しま

す。コーデック リストから名前付きコーデックを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

codec codec-name

no codec codec-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 コーデック リスト（sbe-codec-list）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、my_codecs コーデック リストに PCMU コーデックを割り当てる例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# codec-list my_codecs
host1/Admin(config-sbc-sbe-codec-list)# codec PCMU

関連コマンド

codec-name コーデックの名前を指定します。この値は、SBE が認識用にハードコード

されているコーデック リストのいずれかである必要があります。それ以外

の場合、このコマンドを実行すると、SBE によってエラーが表示されます。

コーデック名の形式は、Session Description Protocol（SDP）内での表現

に使用されるストリングと同じです。たとえば、PCMU または VDVI に
なります。コーデックは、各リストに 1 回だけ追加できます。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

codec-list コーデック リストを作成します。

codec-list codec packetization-period コーデックのパケット期間を指定します。

codec-list description コーデック リストの説明を付加します。

show services sbc sbe codec-list コーデック リストに関する情報を表示します。
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codec-list
コーデック リストを作成するには、SBE コンフィギュレーション モードで codec-list コマンドを使用

します。コーデック リストを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

codec-list list-name

no codec-list list-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、my_codecs という名前のコーデック リストを作成するサブモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# codec-list my_codecs

関連コマンド

list-name コーデック リストの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

codec コーデック リストにコーデックを追加します。

codec-list codec packetization-period コーデックのパケット期間を指定します。

codec-list description コーデック リストの説明を付加します。

show services sbc sbe codec-list コーデック リストに関する情報を表示します。
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codec-list description
コーデック リストの説明を付加するには、コーデック リスト モードで codec-list description コマンド

を使用します。コーデック リストの説明を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

codec-list description text

no description

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 コーデック リスト（sbe-codec-list）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、my_codecs コーデック リストに説明（Legitimate codecs）を付加する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# codec-list my_codecs
host1/Admin(config-sbc-sbe-codec-list)# codec-list description Legitimate codecs

関連コマンド

text コーデック リストを説明する任意のテキスト ストリングです。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

codec コーデック リストにコーデックを追加します。

codec-list コーデック リストを作成します。

codec-list codec packetization-period コーデックのパケット期間を指定します。

show services sbc sbe codec-list コーデック リストに関する情報を表示します。
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codec packetization-period
コーデックの最小パケット期間を設定するには、コーデック リスト モードで codec 
packetization-period コマンドを使用します。コーデックからパケット期間を削除するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

codec codec-name packetization-period packet-period

no codec codec-name packetization-period packet-period

シンタックスの説明

（注） それぞれの最小パケット期間では、1 つのコーデックだけを各リストに 1 回だけ追加できます。

コマンドのデフォルト 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 コーデック リスト（sbe-codec-list）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、my_codecs コーデック リストにある PCMU および G729 コーデックの最小パケット期間を設定

する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# codec-list my_codecs

host1/Admin(config-sbc-sbe-codec-list)# codec PCMU packetization-period 20
host1/Admin(config-sbc-sbe-codec-list)# codec G729 packetization-period 10

codec-name コーデックの名前を指定します。この値は、SBE が認識用にハードコード

されているコーデック リストのいずれかである必要があります。それ以外

の場合、このコマンドを実行すると、SBE によってエラーが表示されます。

コーデック名の形式は、SDP 内での表現に使用されるストリングと同じで

す（PCMU、VDVI など）。

packet-period コーデックの後ろには、packetization-period で表示されるミリ秒の最小

許容パケット期間を任意で設定できます。

たとえば、codec PCMU packetization-period 20 と指定すると、最小許

容パケット期間 20 ミリ秒でリストにコーデック PCMU が追加されます。

パケット期間の範囲は 0 ～ 1000 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

codec コーデック リストにコーデックを追加します。

codec-list コーデック リストを作成します。

codec-list description コーデック リストの説明を付加します。

show services sbc sbe codec-list コーデック リストに関する情報を表示します。
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codec-restrict-to-list 
コールのシグナリングに使用されるコーデックを名前付きリスト内の所定のコーデック セットに制限

するように CAC を設定するには、CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション モードで 
codec-restrict-to-list コマンドを使用します。CAC エントリで使用できるコーデックを制限しないよ

うにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

codec-restrict-to-list list-name

no codec-restrict-to-list list-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト このコマンドを設定しない場合、またはコマンドの no 形式を発行した場合、CAC エントリによって

使用可能なコーデックが制限されることはありません（ただし、これよりも前のエントリによって設定

された制限が解除されることもありません）。

コマンド モード CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン CAC では、このリスト内の各コーデックに対して、それぞれのコーデックを使用するストリームのパ

ケット期間が、該当コーデックとともにリストに設定されているパケット期間以上になるように制限さ

れます。ストリームでリスト内の複数のコーデックが使用されている場合は、リスト内の各コーデック

に設定されているすべてのパケット期間の中で最も長い期間がストリームに適用されます。

コーデック リストが空の場合、SBE で認識されるすべてのコーデックが許可されます。

前の CAC エントリによって設定されたすべての制限をクリアするには、codec-restrict-to-list 
list-name を設定する必要があります。list-name は、コーデックが 1 つも含まれていないリストの名前

です。

テーブルがアクティブ ポリシー セットの一部となっている場合は、このコマンドを使用できません。

codec-restrict-to-list コマンドは、コール単位スコープでだけ設定できます。このコマンドが他のス

コープで設定されている場合、CAC ポリシー セット コンフィギュレーションで「complete」と入力し

たときに、エラー フラグが立てられます。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、コーデックをリスト my_codecs 内の名前付きコーデックに制限するようにエントリを設定する

例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe

list-name コーデック リストの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table Mycactable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type adjacency 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# codec-restrict-to-list my_codecs 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

関連コマンド コマンド 説明

codec コーデック リストにコーデックを追加します。

codec-list codec packetization-period コーデックのパケット期間を指定します。

codec-list description コーデック リストの説明を付加します。

show services sbc sbe codec-list コーデック リストに関する情報を表示します。
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codecs
メディア ゲートウェイがサポートするコーデックを設定するには、メディア ゲートウェイ コンフィ

ギュレーション モードで codecs コマンドを使用します。コーデック サポートをなしに設定するには、

このコマンドの no 形式を使用します。

codecs codec-list

no codecs

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 メディア ゲートウェイ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-mg）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、メディア ゲートウェイ 10.0.0.1 のサポート対象コーデックを m=audio 6000 RTP/AVP 4 および 
a=rtpmap:0 PCMU/8000（RFC 1890 の定義に従って）に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# media-gateway ipv4 10.0.0.1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-mg)# odecs m=audio 1234 RTP/AVP 0 18,a=rtpmap:=rtpmap:18 
G729/80000 PCMU/8000,a=rtpmap:18 G729/8000

関連コマンド

codec-list サポート対象のコーデックを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

codec コーデック リストにコーデックを追加します。

codec-list codec packetization-period コーデックのパケット期間を指定します。

codec-list description コーデック リストの説明を付加します。

show services sbc sbe codec-list コーデック リストに関する情報を表示します。
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complete
完全なセットをコミットしたあとに CAC ポリシー セットまたはコール ポリシー セットを完了するに

は、適切なコンフィギュレーション モードで complete コマンドを使用します。エントリを変更するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

complete

no complete

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。

コマンドのデフォルト 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 CAC ポリシー セット コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy）

ルーティング ポリシー テーブル（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

SBC では、ルーティング ポリシーが一貫しており、アクティブ ポリシー セットとして設定できること

が確認されます。このコマンドが発行されると、CAC ポリシー セットは変更できなくなります。

例 次に、mySbc で CAC ポリシー セット（1）を完了する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete
host1/Admin(config-sbc-sbe)# exit

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cac-policy-set Call Admission Control（CAC; コール アドミッ

ション制御）ポリシー セット コンフィギュレー

ションのサブモードを開始します。
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concurrent-requests
RADIUS サーバに対する同時要求の最大数を設定するには、適切なコンフィギュレーション モードで 
concurrent-request コマンドを使用します。デフォルト値を設定するには、このコマンドの no 形式を

使用します。

concurrent-requests 0-4294967295

no concurrent-requests 0-4294967295

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 25 です。

コマンド モード サーバ アカウンティング（config-sbc-sbe-acc）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、RADIUS サーバに対する同時要求の最大数を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc uut105-1
host1/Admin/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin/Admin(config-sbc-sbe)# radius accounting SBC1-account-1
host1/Admin/Admin(config-sbc-sbe-acc)# concurrent-requests 34

関連コマンド

0 ～ 4294967295 RADIUS サーバに対する同時要求の最大数です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

retry-interval RADIUS サーバに対する接続リトライ インターバルを設定します。

retry-limit RADIUS サーバに対するリトライ インターバルを設定します。

activate RADIUS クライアントをアクティブ化します。
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condition 
SIP メッセージ プロファイルに対してアクションを実行する前に照合する条件を指定するには、SIP 
ヘッダー コンフィギュレーション モードで condition コマンドを使用します。プロファイルから条件

を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

condition [and | header-name | header-value | or | status-code]

no condition [and | header-name | header-value | or | status-code]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SIP ヘッダー コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、header コマンドを使用して、ヘッダー プロファイル MyProfile にヘッダー「test」を追加する

例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip header-profile MyProfile
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header test
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action drop-msg 
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition 

関連コマンド

and 論理 AND により既存の条件に別の条件を追加します。

header-name 異なるヘッダー名のコンテンツを比較します。

header-value 対象のヘッダーのコンテンツを比較します。

または 論理 OR により既存の条件に別の条件を追加します。

status-code SIP 応答コードを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

action drop-msg SIP メッセージ プロファイルにメッセージのドロップ アクションを追加し

ます。
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  congestion-cleared
congestion-cleared 
システム リソースの利用率が輻輳クリアしきい値に到達した時点で輻輳がクリアされたことを通知する

ように設定するには、VDBE コンフィギュレーション モードで congestion-cleared コマンドを使用しま

す。このコンフィギュレーション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。

congestion-cleared [percentage]

no congestion-cleared [percentage]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト congestion-cleared コマンドを設定しない場合、または no congestion-cleared コマンドを設定した場

合、システムのデフォルトのパーセンテージは 60 % です。

コマンド モード VDBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe-vdbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン DBE が SBE に対して前に輻輳イベントをシグナリングしていた場合、システム リソースの利用率が

輻輳クリアしきい値に到達した時点で、DBE は輻輳がクリアされたことをシグナリングします。輻輳

クリアは、しきい値未満またはしきい値と同じである必要があります。ただし、しきい値と同じ場合に

は MG と Media Gateway Controller（MGC; メディア ゲートウェイ コントローラ）間のメッセージ転

送が過剰になる可能性があるため推奨しません。

例 次に、mySbc という SBC 上に DBE サービスを作成し、SBC-DBE コンフィギュレーション モードお

よび VDBE コンフィギュレーション モードを開始したあと、システム リソースの利用率が 90 % に到

達した時点で輻輳がクリアされたことを DBE がシグナリングするように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# congestion-cleared 90

関連コマンド

percentage （任意）SBE に輻輳をシグナリングする時点のシステム リソースのパーセンテー

ジです。範囲は 1 ～ 100 です。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

congestion-threshold 最大パーセンテージに到達した時点で、DBE が 
SBE に対して輻輳イベントをシグナリングする

ように設定します。
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  congestion-threshold
congestion-threshold 
最大パーセンテージに到達した時点で、DBE が SBE に対して輻輳イベントをシグナリングするように

設定するには、VDBE コンフィギュレーション モードで congestion-threshold コマンドを使用しま

す。このコンフィギュレーション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。

congestion-threshold [percentage]

no congestion-threshold [percentage]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 輻輳しきい値を設定しない場合、congestion-threshold コマンドでデフォルト値を設定した場合、また

は no congestion-threshold コマンドを設定した場合、システムのデフォルトのパーセンテージは 80 
% です。

コマンド モード VDBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe-vdbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン DBE は、コール数またはメディア帯域幅のいずれかが設定済みの輻輳しきい値の最大パーセンテージ

に到達すると、SBE に対して輻輳メッセージを送信します。

例 次に、mySbc という SBC 上に DBE サービスを作成し、SBC-DBE コンフィギュレーション モードお

よび VDBE コンフィギュレーション モードを開始したあと、利用率が 95 % に到達した時点で DBE が 
SBE に対して輻輳イベントをシグナリングするように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# congestion-threshold 95

関連コマンド

percentage （任意）SBE に輻輳をシグナリングする時点のシステム リソースのパーセンテー

ジです。範囲は ～ 100 です。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

congestion-cleared システム リソースの利用率が輻輳クリアしきい

値に到達した時点で、輻輳がクリアされたこと

を通知するように設定します。
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  control address aaa
control address aaa
認証サーバまたは課金サーバに接続するときに所定の IPv4 AAA 制御アドレスを使用するように SBE 
を設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで control address aaa ipv4 コマンドを使用し

ます。IPv4 AAA 制御アドレスの設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使用します。

control address aaa ipv4 ip_address [vrf vrf-name]

no control address aaa ipv4 ip_address

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、AAA 制御アドレスとしてアドレス 10.1.0.1 を使用するように SBE を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# control address aaa ipv4 10.1.0.1 vrf myvrf

関連コマンド

ipv4 ip_address IPv4 AAA 制御アドレスを指定します。

vrf vrf-name （任意）VRF 名を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

control address h248 
index

IPv4 H.248 制御アドレスを設定します。
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control address h248 index
メディア ゲートウェイ コントローラとして動作するときに H.248 通信に所定の IPv4 H.248 制御アドレ

ス、ポート、またはトランスポートを使用するように SBE を設定するには、SBE コンフィギュレー

ション モードで control address h248 index コマンドを使用します。メディア ゲートウェイ コント

ローラとして動作するときの所定の IPv4 H.248 制御アドレスの設定を取り消すには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

control address h248 index index-number

no control address h248 index index-number

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、H.248 制御アドレスとしてアドレス 10.1.0.1 を使用するように SBE を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# control address h248 index 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# ipv4 10.1.0.1
host1/Admin(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# exit

関連コマンド

index-number 設定する H.248 制御アドレスの一意の ID を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ipv4 (SBE H.248) 所定の IPv4 H.248 制御アドレスを使用するように SBE を設定します。

port (SBE H.248) 所定の IPv4 H.248 ポートを使用するように SBE を設定します。

transport (SBE H.248) H.248 通信に特定のトランスポートを使用するように SBE を設定します。
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control-address h248 ipv4 
特定の IPv4 H.248 制御アドレスを使用するように DBE を設定するには、SBE コンフィギュレーショ

ン モードで control-address h248 ipv4 コマンドを使用します。DBE が IPv4 H.248 制御アドレスを使

用する設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使用します。

control-address h248 ipv4 {A.B.C.D}

no control-address h248 ipv4 {A.B.C.D}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 VDBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe-vdbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン コントローラが存在する場合には、制御アドレスもローカル ポートも変更できません。これらのパラ

メータを変更するには、コントローラを削除する必要があります。コントローラを削除するには、no 
control-address h248 ipv4 コマンドを使用します。

例 次に、制御アドレスとしてアドレス 10.0.0.1 を使用するように DBE を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# control address h248 ipv4 10.0.0.1
host1/Admin(config-sbc-sbe-vdbe)# controller h248 1

関連コマンド

A.B.C.D DBE の IPv4 H.248 制御アドレスの IP アドレスで、SBE との接続に使用される

ローカル IP アドレスです。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

attach-controllers H.248 コントローラに接続するように DBE を設

定します。
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control address h248 port 
メディア ゲートウェイ コントローラとして動作するときに H.248 通信に所定のポートを使用するよう

に SBE を設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで control-address h248 port コマンド

を使用します。h248 コントローラの設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使用します。

control address h248 port port-number

no control address h248 port port-number

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコンフィギュレーションを変更または削除するには、no control address h248 コマンドを発行し

て h248 コントローラの設定を取り消してから、新しい h248 制御アドレスを設定します。

ポートが設定されていない場合、または値 0 で設定されている場合、H.248 のデフォルトのポート番号

である 2944 が使用されます。

例 次に、H.248 ポートとしてポート 123 を使用するように SBE を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# control address h248 port 123
host1/Admin(config-sbc-sbe)# exit

関連コマンド

port-number 割り当てられているポート番号です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

control-address h248 transport H.248 通信に所定のトランスポートを使用する

ように SBE を設定します。
39-120
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  control address h248 transport
control address h248 transport 
メディア ゲートウェイ コントローラとして動作するときに H.248 通信に所定のトランスポートを使用

するように SBE を設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで control-address h248 
transport コマンドを使用します。h248 コントローラの設定を取り消すには、このコマンドの no 形式

を使用します。

control address h248 transport [udp | tcp]

no control address h248 transport [udp | tcp]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコンフィギュレーションを変更または削除するには、no control address h248 コマンドを発行し

て h248 コントローラの設定を取り消してから、新しい h248 制御アドレスを設定します。

例 次に、H.248 トランスポートとして TCP を使用するように SBE を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# control address h248 transport tcp
host1/Admin(config-sbc-sbe)# exit

関連コマンド

udp 基礎となるトランスポートとして UDP を選択します。

tcp 基礎となるトランスポートとして TCP を選択します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

control-address h248 port H.248 通信に所定のポートを使用するように 
SBE を設定します。
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controller h248 
DBE 用の H.248 コントローラを設定するか、Controller H.248 コンフィギュレーション モードを開始

するには、VDBE コンフィギュレーション モードで controller h248 コマンドを使用します。H.248 コ
ントローラを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

controller h248 controller-index 

no controller h248 controller-index 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 VDBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe-vdbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン コントローラを設定して接続したあとは、no attach-controllers コマンドを使用してコントローラを切

断しないと、コントローラの情報を変更できません。

（注） SBE および DBE の両方の論理エンティティが同じネットワーク エレメント上に共存する統合モデル

の場合、このコマンドは無効です。Release 2.0.00 では、統合モデルはサポートされていません。

例 次に、mySbc という SBC 上に DBE サービスを作成し、SBC-DBE コンフィギュレーション モードお

よび VDBE コンフィギュレーション モードを開始したあと、インデックス 1 の H.248 コントローラを

設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# controller h248 1
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe-h248)#

controller-index 複数のコントローラを設定する場合に DBE 用の H.248 コントローラを識別する

番号です。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

dbe SBC 上に DBE サービスを作成し、DBE-SBE コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

vdbe 仮想データ ボーダ エレメント（VDBE）を設定

し、VDBE コンフィギュレーション モードを開

始します。
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copy logs 
デバッグおよびシステム ログを分析用に ACE から転送するには、EXEC モードで copy logs uri コマ

ンドを使用します。

copy logs uri

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ファイル名を指定できますが、末尾に .tar を付ける必要があります。

例 次に、ログ ファイルを ku040708.tar ファイルにコピーする例を示します。

host1/Admin# copy logs image:/ku040708.tar

Copying logs to tar file image:/ku040708.tar...

関連コマンド

uri image:/filename.tar または disk0:/filename.tar を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug services sbc logging SBC ログ情報をデバッグします。
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  cost
cost 
対象のルートにコストを割り当てるには、RTG ルーティング テーブル エントリ コンフィギュレーショ

ン モードで cost コマンドを使用します。ルートに割り当てられたコストを破棄するには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

cost cost

no cost cost

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト デフォルト値は「na」です。

コマンド モード RTG ルーティング テーブル エントリ コンフィギュレーション

（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable にエントリを作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-least-cost-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# cost
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# exit

関連コマンド

cost ルートにコストを割り当てます。

• 範囲は [1-0xFFFFFFFF] です。

• 値「0」は使用できません。代わりに、ユーザは「na」を入力する必要があ

ります。これは、対象のエントリが適合しないことを意味します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

rtg-least-cost-table 最小コスト ルーティング テーブルを設定します。
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  dbe
dbe
SBC 上に DBE サービスを作成し、SBC-DBE コンフィギュレーション モードを開始するには、SBC 
コンフィギュレーション モードで dbe コマンドを使用します。DBE エンティティを削除するには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

dbe

no dbe

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。

コマンドのデフォルト 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 SBC コンフィギュレーション（config-sbc）

コマンドの履歴

例 次に、DBE を作成し、SBC-DBE コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe
host1/Admin(config-sbc-dbe)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sbe SBC インターフェイスを作成します。
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  dbe-location-id
dbe-location-id
メディアをルーティングするときに所定のメディア ゲートウェイ DBE ロケーションを使用するように

隣接を設定するには、適切なコンフィギュレーション モードで dbe-location-id コマンドを使用しま

す。このコンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

dbe-location-id dbe-location-id

no dbe-location-id

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、DBE ロケーション ID 1 を使用するように H.323 隣接 h323ToIsp42 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# dbe-location-id 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# exit

関連コマンド

dbe-location-id DBE の DBE ロケーション ID を指定します。値 0 は、隣接がローカル 
ネットワーク内にあることを示します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC の隣接を設定します。
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deact-mode abort
SBC の DBE がシグナリングなしですべてのコールをドロップするように指定するには、SBC-DBE コ
ンフィギュレーション モードで deact-mode abort コマンドを使用します。非アクティブ化の動作をデ

フォルトの標準動作に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

deact-mode abort

no deact-mode abort

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。

コマンドのデフォルト 非アクティブ化モードを設定しない場合、またはデフォルトの deact-mode コマンドまたは no 
deact-mode コマンドを使用した場合、DBE サービスの状態は normal になります。

コマンド モード SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン DBE サービスを非アクティブ化するには、no activate コマンドを使用します。

最初に SBC-DBE コンフィギュレーション モードを開始するには、dbe コマンドを使用します。

例 次に、SBC-DBE コンフィギュレーション モードを開始したあと、ハードウェア メンテナンス用にデ

バイスを準備するために、DBE を abort モードで非アクティブ化する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# deact-mode abort
host1/Admin(config-sbc-dbe)# exit

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dbe SBC 上に DBE サービスを作成し、DBE-SBE コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

activate セッション ボーダ コントローラ（SBC）の DBE 
サービスを開始します。
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deact-mode (billing)
課金メソッドに非アクティブ化モードを設定するには、packetcable-em コンフィギュレーション モー

ドで deact-mode コマンドを使用します。非アクティブ化モ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。

deact-mode {normal | abort | quiesce}

no deact-mode 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は normal です。

コマンド モード packetcable-em コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-billing-packetcable-em）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、課金メソッドに normal の非アクティブ化モードを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# billing 
(config-sbc-sbe-billing)# packetcable-em 4 transport radius test
(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# batch-size 256
(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# batch-time 22
(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# attach
(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# activate
(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# deact-mode normal

関連コマンド

normal CDR が送信されるように指定します。

abort CDR がドロップされるように指定します。

quiesce CDR の送信が許可されるように指定します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

activate (radius) コンフィギュレーションがコミットされたあとで課金機能をアクティブ化

します。

attach RADIUS クライアントの課金をアクティブ化します。

batch-size RADIUS サーバに送信された RADIUS メッセージのバッチまたはグルー

プを設定します。
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batch-time バッチが送信される前にバッチにレコードを保持する最大時間をミリ秒単

位で設定します。

deact-mode 課金メソッドに非アクティブ化モードを設定します。

ldr-check 長時間チェック（LDR）の実行時刻（現地時間）を設定します。

local-address ipv4 CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定します。

local-address ipv4 
(packet-cable)

パケットケーブル課金インスタンスのローカル アドレスを設定します。

method 
packetcable-em

パケットケーブル課金メソッドをイネーブルにします。

packetcable-em 
transport radius

パケットケーブル課金インスタンスを設定します。

show services sbc sbe 
billing remote

ローカル コンフィギュレーションと課金コンフィギュレーションを表示し

ます。

コマンド 説明
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deact-mode normal
SBC の DBE がサービスの変更をシグナリングし、DBE サービスが非アクティブ化された時点ですべ

てのコールを終了するように指定するには、SBC-DBE コンフィギュレーション モードで deact-mode 
normal コマンドを使用します。非アクティブ化の動作をデフォルトの標準動作に戻すには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

deact-mode normal

no deact-mode normal

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。

コマンドのデフォルト 非アクティブ化モードを設定しない場合、またはデフォルトの deact-mode コマンドまたは no 
deact-mode コマンドを使用した場合、DBE サービスの状態は normal になります。

コマンド モード SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン DBE サービスを非アクティブ化するには、no activate コマンドを使用します。

最初に SBC-DBE コンフィギュレーション モードを開始するには、dbe コマンドを使用します。

例 次に、SBC-DBE コンフィギュレーション モードを開始したあと、ハードウェア メンテナンス用にデ

バイスを準備するために、DBE を normal モードで非アクティブ化する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# deact-mode normal
host1/Admin(config-sbc-dbe)# exit

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dbe SBC 上に DBE サービスを作成し、DBE-SBE コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

activate セッション ボーダ コントローラ（SBC）の DBE 
サービスを開始します。
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deact-mode quiesce
SBC の DBE が新しいコールを受け付けず、既存のコールがすべて終了したあとで非アクティブ化され

るように指定するには、SBC-DBE コンフィギュレーション モードで deact-mode quiesce コマンドを

使用します。非アクティブ化の動作をデフォルトの標準動作に戻すには、このコマンドの no 形式を使

用します。

deact-mode quiesce

no deact-mode quiesce

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。

コマンドのデフォルト 非アクティブ化モードを設定しない場合、またはデフォルトの deact-mode コマンドまたは no 
deact-mode コマンドを使用した場合、DBE サービスの状態は normal になります。

コマンド モード SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン DBE サービスを非アクティブ化するには、no activate コマンドを使用します。deact-mode コマンド

は、DBE を非アクティブ化したあとの DBE の動作または対応を指示します。

最初に SBC-DBE コンフィギュレーション モードを開始するには、dbe コマンドを使用します。

例 次に、mySbc という SBC 上に DBE サービスを作成し、SBC-DBE コンフィギュレーション モードを

開始したあと、ハードウェア メンテナンス用にデバイスを準備するために、DBE を quiesce モードで

非アクティブ化する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# dbe
host1/Admin(config-sbc-dbe)# deact-mode quiesce
host1/Admin(config-sbc-dbe)# exit

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dbe SBC 上に DBE サービスを作成し、DBE-SBE コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

activate セッション ボーダ コントローラ（SBC）の DBE 
サービスを開始します。
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deact-mode（dbe、sbe）
DBE または SBE の非アクティブ化で実行するアクションを指定するには、適切なコンフィギュレー

ション モードで deact-mode コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形
式を使用します。

deact-mode deact-type

no deact-mode

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトでは、normal パラメータが想定されます。

コマンド モード SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ハードウェア メンテナンス用にデバイスを準備するために、DBE を quiesce モードで非アク

ティブ化する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# deact-mode quiesce

deact-type DBE の非アクティブ化で実行するアクションを指定します。

• abort：シグナリングなしですべてのコールがドロップされます。

• normal：サービスの変更が SBE にシグナリングされるとすぐに、す

べてのコールが終了します。

• quiesce：新しいコールは受け付けられません。非アクティブ化は、既

存のコールが自然に終了したあとに実行されます。

SBE の非アクティブ化で実行するアクションを指定します。

• abort：シグナリングなしですべてのコールがドロップされます。

• normal：既存のコールは正常にティアダウンされます。

• quiesce：新しいコールは受け付けられません。既存のコールは終了で

きます。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
39-133
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  deact-mode（dbe、sbe）
関連コマンド コマンド 説明

dbe SBC 上に DBE サービスを作成し、DBE-SBE コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

activate セッション ボーダ コントローラ（SBC）の DBE 
サービスを開始します。
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debug services sbc errors
SBC サービス エラーをデバッグするには、EXEC モードで debug services sbc errors コマンドを使用

します。このデバッグ形式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。

debug services sbc errors

no debug services sbc errors

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。

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デバッグ情報を表示するには、show debug コマンドを使用します。

例 次に、sbc エラーのデバッグを有効にする例を示します。

host1/Admin# debug services sbc errors
host1/Admin# 2007 May 13 04:24:50.902717 sbc: 
(ctx:0)hmstub_proc_recv_hb_message:test_rcv_hb_failed = 1110000 
2007 May 13 04:29:50.960623 sbc: (ctx:0)hmstub_proc_recv_hb_message:test_rcv_hb_failed = 
1112000 
2007 May 13 04:34:50.960631 sbc: (ctx:0)hmstub_proc_recv_hb_message:test_rcv_hb_failed = 
1114000

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug services sbc errors SBC サービス エラーをデバッグします。

debug services sbc events SBC サービス イベントをデバッグします。

debug services sbc ha SBC High Availability（HA; ハイ アベイラビリ

ティ）サービスをデバッグします。

debug services sbc info SBC サービス情報をデバッグします。

debug services sbc ips IPS トレースを有効にします。

debug services sbc logging SBC ログ情報をデバッグします。

debug services sbc mem-trace dump 現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルに

ダンプします。

debug services sbc pd filter component Problem Determination（PD; 問題判別）フィル

タ コンポーネントを有効にします。
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  debug services sbc errors
debug services sbc pd filter context 問題判別（PD）フィルタからの各種ログを有効

にします。

debug services sbc pd filter product 問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを

有効にします。

debug services sbc pd log-level ファイルのログレベルを設定します。

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。

コマンド 説明
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debug services sbc events
SBC サービス イベントをデバッグするには、EXEC モードで debug services sbc events コマンドを使

用します。このデバッグ形式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。

debug services sbc events

no debug services sbc events

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。

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デバッグ情報を表示するには、show debug コマンドを使用します。

例 次に、sbc イベントのデバッグを有効にする例を示します。

host1/Admin# debug services sbc events

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug services sbc errors SBC サービス エラーをデバッグします。

debug services sbc events SBC サービス イベントをデバッグします。

debug services sbc ha SBC High Availability（HA; ハイ アベイラビリ

ティ）サービスをデバッグします。

debug services sbc info SBC サービス情報をデバッグします。

debug services sbc ips IPS トレースを有効にします。

debug services sbc logging SBC ログ情報をデバッグします。

debug services sbc mem-trace dump 現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルに

ダンプします。

debug services sbc pd filter component 問題判別（PD）フィルタ コンポーネントを有効

にします。

debug services sbc pd filter context 問題判別（PD）フィルタからの各種ログを有効

にします。

debug services sbc pd filter product 問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを

有効にします。
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  debug services sbc events
debug services sbc pd log-level ファイルのログレベルを設定します。

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。

コマンド 説明
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debug services sbc ha
SBC ハイ アベイラビリティ（HA）サービスをデバッグするには、EXEC モードで debug services sbc 
ha コマンドを使用します。このデバッグ形式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。

debug services sbc ha

no debug services sbc ha

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。

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デバッグ情報を表示するには、show debug コマンドを使用します。

例 次に、sbc ハイ アベイラビリティのデバッグを有効にする例を示します。

host1/Admin# debug services sbc ha
host1/Admin# 
host1/Admin# 2007 May 13 06:04:51.504671 sbc: (ctx:0)hmstub_send_hb: test_send_hb OK  
1150000

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug services sbc errors SBC サービス エラーをデバッグします。

debug services sbc events SBC サービス イベントをデバッグします。

debug services sbc ha SBC High Availability（HA; ハイ アベイラビリ

ティ）サービスをデバッグします。

debug services sbc info SBC サービス情報をデバッグします。

debug services sbc ips IPS トレースを有効にします。

debug services sbc logging SBC ログ情報をデバッグします。

debug services sbc mem-trace dump 現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルに

ダンプします。

debug services sbc pd filter component 問題判別（PD）フィルタ コンポーネントを有効

にします。
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  debug services sbc ha
debug services sbc pd filter context 問題判別（PD）フィルタからの各種ログを有効

にします。

debug services sbc pd filter product 問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを

有効にします。

debug services sbc pd log-level ファイルのログレベルを設定します。

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。

コマンド 説明
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debug services sbc info
SBC サービス情報をデバッグするには、EXEC モードで debug services sbc info コマンドを使用しま

す。このデバッグ形式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。

debug services sbc info

no debug services sbc info

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。

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デバッグ情報を表示するには、show debug コマンドを使用します。

例 次に、sbc 情報のデバッグを有効にする例を示します。

host1/Admin# debug services sbc info
2007 May 13 06:07:42.071738 sbc: (ctx:0)Received debug msg 
2007 May 13 06:07:42.071961 sbc: (ctx:0)Exit mts or debug msg recv 

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug services sbc errors SBC サービス エラーをデバッグします。

debug services sbc events SBC サービス イベントをデバッグします。

debug services sbc ha SBC High Availability（HA; ハイ アベイラビリ

ティ）サービスをデバッグします。

debug services sbc info SBC サービス情報をデバッグします。

debug services sbc ips IPS トレースを有効にします。

debug services sbc logging SBC ログ情報をデバッグします。

debug services sbc mem-trace dump 現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルに

ダンプします。

debug services sbc pd filter component 問題判別（PD）フィルタ コンポーネントを有効

にします。

debug services sbc pd filter context 問題判別（PD）フィルタからの各種ログを有効

にします。
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  debug services sbc info
debug services sbc pd filter product 問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを

有効にします。

debug services sbc pd log-level ファイルのログレベルを設定します。

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。

コマンド 説明
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debug services sbc ips
IPS トレース（セッション ボーダ コントローラ（SBC）プロセスの内部コンポーネント間で転送され

るコンポーネント間信号の詳細）を有効にするには、EXEC モードで debug services sbc ips コマンド

を使用します。このデバッグ形式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。

debug services sbc sbc-name ips {file | in-memory}

no debug services sbc sbc-name ips {file | in-memory}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、SBC プロセスの内部コンポーネント間で転送されるコンポーネント間信号の詳細を

提供します。より詳しくデバッグするには、IPS トレース ファイルにイベントをロギングする必要があ

ります。

デバッグ情報を表示するには、show debug コマンドを使用します。

例 次に、IPS トレースを有効にする例を示します。

host1/Admin# debug services sbc mySbc ips

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前です。

file ファイルの IPS トレースを設定します。

in-memory インメモリの IPS トレースを設定します。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.0 file および in-memory キーワードが追加されました。

コマンド 説明

debug services sbc errors SBC サービス エラーをデバッグします。

debug services sbc events SBC サービス イベントをデバッグします。

debug services sbc ha SBC High Availability（HA; ハイ アベイラビリ

ティ）サービスをデバッグします。

debug services sbc info SBC サービス情報をデバッグします。

debug services sbc ips IPS トレースを有効にします。

debug services sbc logging SBC ログ情報をデバッグします。
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debug services sbc mem-trace dump 現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルに

ダンプします。

debug services sbc pd filter component 問題判別（PD）フィルタ コンポーネントを有効

にします。

debug services sbc pd filter context 問題判別（PD）フィルタからの各種ログを有効

にします。

debug services sbc pd filter product 問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを

有効にします。

debug services sbc pd log-level ファイルのログレベルを設定します。

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。

コマンド 説明
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debug services sbc logging
SBC ログ情報をデバッグするには、EXEC モードで debug services sbc logging コマンドを使用しま

す。このデバッグ形式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。

debug services sbc logging

no debug services sbc logging

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。

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デバッグ情報を表示するには、show debug コマンドを使用します。

例 次に、sbc 情報のデバッグを有効にする例を示します。

host1/Admin# debug services sbc logging

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug services sbc errors SBC サービス エラーをデバッグします。

debug services sbc events SBC サービス イベントをデバッグします。

debug services sbc ha SBC High Availability（HA; ハイ アベイラビリ

ティ）サービスをデバッグします。

debug services sbc info SBC サービス情報をデバッグします。

debug services sbc ips IPS トレースを有効にします。

debug services sbc logging SBC ログ情報をデバッグします。

debug services sbc mem-trace dump 現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルに

ダンプします。

debug services sbc pd filter component 問題判別（PD）フィルタ コンポーネントを有効

にします。

debug services sbc pd filter context 問題判別（PD）フィルタからの各種ログを有効

にします。

debug services sbc pd filter product 問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを

有効にします。
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debug services sbc pd log-level ファイルのログレベルを設定します。

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。

コマンド 説明
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debug services sbc mem-trace dump
現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルにダンプするには、EXEC モードで debug services sbc 
mem-trace dump コマンドを使用します。ターミナルへの出力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。

debug services sbc sbc-name mem-trace dump

no debug services sbc sbc-name mem-trace dump

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デバッグ情報を表示するには、show debug コマンドを使用します。

例 次に、現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルにダンプする例を示します。

host1/Admin# debug services sbc mysbc mem-trace dump.

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.1.0 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug services sbc errors SBC サービス エラーをデバッグします。

debug services sbc events SBC サービス イベントをデバッグします。

debug services sbc ha SBC High Availability（HA; ハイ アベイラビリ

ティ）サービスをデバッグします。

debug services sbc info SBC サービス情報をデバッグします。

debug services sbc ips IPS トレースを有効にします。

debug services sbc logging SBC ログ情報をデバッグします。

debug services sbc mem-trace dump 現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルに

ダンプします。

debug services sbc pd filter component 問題判別（PD）フィルタ コンポーネントを有効

にします。

debug services sbc pd filter context 問題判別（PD）フィルタからの各種ログを有効

にします。

debug services sbc pd filter product 問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを

有効にします。
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debug services sbc pd log-level ファイルのログレベルを設定します。

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。

コマンド 説明
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debug services sbc off
すべての sbc フィルタを無効にし、ログレベルをデフォルト値（63）に戻すには、EXEC モードで 
debug services sbc off コマンドを使用します。このデバッグ形式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。

debug services sbc sbc-name off

no debug services sbc sbc-name off

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト ログレベルは 63 に設定されています。

コマンド モード EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デバッグ情報を表示するには、show debug コマンドを使用します。

例 次に、sbc 情報のデバッグを有効にする例を示します。

host1/Admin# debug services sbc test-sbc off
host1/Admin# 2008 May 20 14:55:51.410879 sbc: (ctx:0)This option will disable all SBC 
debugs 
2008 May 20 14:55:51.410978 sbc: (ctx:0) SBC: Log filter removed. 
2008 May 20 14:55:51.411014 sbc: (ctx:0) SBC: Log filter removed. 

次に、デバッグ情報を表示する例を示します。

host1/Admin# show debug
SBC Daemon:
 
 SBC inter-process logging is off
 SBC log filter 0:

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug services sbc pd filter product 問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを

有効にします。

debug services sbc pd log-level ファイルのログレベルを設定します。

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。
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debug services sbc pd filter component
問題判別（PD）フィルタ コンポーネントを有効にするには、EXEC モードで debug services sbc pd 
コマンドを使用します。このデバッグ形式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。

debug services sbc sbc-name pd filter component [bm | cac | control | h323 | hm | icc | 
mgm | radius | routing | sip]

no debug services sbc sbc-namee pd filter component [bm | cac | control | h323 | hm | icc 
| mgm | radius | routing | sip]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、SBC プロセスの内部コンポーネント間で転送されるコンポーネント間信号の詳細を

提供します。より詳しくデバッグするには、IPS トレース ファイルにイベントをロギングする必要があ

ります。

デバッグ情報を表示するには、show debug コマンドを使用します。

例 次に、IPS トレースを有効にする例を示します。

host1/Admin# debug services sbc mySbc ips

sbc-name SBC サービスの名前です。

bm bm コンポーネントからのログです。

cac cac コンポーネントからのログです。

control H.248 コントローラ コンポーネントからのログです。

h323 H.323 コンポーネントからのログです。

hm hm コンポーネントからのログです。

icc icc コンポーネントからのログです。

mgm mgm コンポーネントからのログです。

radius radius コンポーネントからのログです。

routing ルーティング コンポーネントからのログです。

sip sip コンポーネントからのログです。

リリース 変更内容

Release 3.1.0 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
39-151
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  debug services sbc pd filter component
関連コマンド コマンド 説明

debug services sbc errors SBC サービス エラーをデバッグします。

debug services sbc events SBC サービス イベントをデバッグします。

debug services sbc ha SBC High Availability（HA; ハイ アベイラビリ

ティ）サービスをデバッグします。

debug services sbc info SBC サービス情報をデバッグします。

debug services sbc ips IPS トレースを有効にします。

debug services sbc logging SBC ログ情報をデバッグします。

debug services sbc mem-trace dump 現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルに

ダンプします。

debug services sbc pd filter component 問題判別（PD）フィルタ コンポーネントを有効

にします。

debug services sbc pd filter context 問題判別（PD）フィルタからの各種ログを有効

にします。

debug services sbc pd filter product 問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを

有効にします。

debug services sbc pd log-level ファイルのログレベルを設定します。

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。
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debug services sbc pd filter context
問題判別（PD）フィルタからの各種ログを有効にするには、EXEC モードで debug services sbc pd 
filter context コマンドを使用します。このデバッグ形式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。

debug services sbc sbc-name pd filter context [adjacency name name| billing_id name | 
ipv4 name | number name]

no debug services sbc sbc-name pd filter context [adjacency name name| billing_id name 
| ipv4 name | number name]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、SBC プロセスの内部コンポーネント間で転送されるコンポーネント間信号の詳細を

提供します。より詳しくデバッグするには、IPS トレース ファイルにイベントをロギングする必要があ

ります。

デバッグ情報を表示するには、show debug コマンドを使用します。

例 次に、adjacency ログ フィルタを有効にする例を示します。

host1/Admin# debug services sbc pd filter context adjacency test

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前です。

adjacency adjacency フィルタからのログです。

billing_id billing_id フィルタからのログです。

ipv4 ipv4 フィルタからのログです。

number number フィルタからのログです。

name 特定のフィルタ コンテキストの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.1.0 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug services sbc errors SBC サービス エラーをデバッグします。

debug services sbc events SBC サービス イベントをデバッグします。

debug services sbc ha SBC High Availability（HA; ハイ アベイラビリ

ティ）サービスをデバッグします。
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debug services sbc info SBC サービス情報をデバッグします。

debug services sbc ips IPS トレースを有効にします。

debug services sbc logging SBC ログ情報をデバッグします。

debug services sbc mem-trace dump 現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルに

ダンプします。

debug services sbc pd filter component 問題判別（PD）フィルタ コンポーネントを有効

にします。

debug services sbc pd filter context 問題判別（PD）フィルタからの各種ログを有効

にします。

debug services sbc pd filter product 問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを

有効にします。

debug services sbc pd log-level ファイルのログレベルを設定します。

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。

コマンド 説明
39-154
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  debug services sbc pd filter product
debug services sbc pd filter product
問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを有効にするには、EXEC モードで debug services sbc 
pd filter product コマンドを使用します。このデバッグ形式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。

debug services sbc sbc-name pd filter context [billing | call | media | overview | protocol]

no debug services sbc sbc-name pd filter context [adjacency | billing_id | ipv4 | number]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、SBC プロセスの内部コンポーネント間で転送されるコンポーネント間信号の詳細を

提供します。より詳しくデバッグするには、IPS トレース ファイルにイベントをロギングする必要があ

ります。

デバッグ情報を表示するには、show debug コマンドを使用します。

例 次に、プロトコル製品グループからのログを有効にする例を示します。

host1/Admin# debug services sbc pd filter product protocol

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前です。

billing 課金製品グループからのログです。

call コール製品グループからのログです。

media メディア製品グループからのログです。

overview 概要製品グループからのログです。

protocol プロトコル製品グループからのログです。

リリース 変更内容

Release 3.1.0 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug services sbc errors SBC サービス エラーをデバッグします。

debug services sbc events SBC サービス イベントをデバッグします。

debug services sbc ha SBC High Availability（HA; ハイ アベイラビリ

ティ）サービスをデバッグします。

debug services sbc info SBC サービス情報をデバッグします。

debug services sbc ips IPS トレースを有効にします。
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debug services sbc logging SBC ログ情報をデバッグします。

debug services sbc mem-trace dump 現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルに

ダンプします。

debug services sbc pd filter component 問題判別（PD）フィルタ コンポーネントを有効

にします。

debug services sbc pd filter context 問題判別（PD）フィルタからの各種ログを有効

にします。

debug services sbc pd filter product 問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを

有効にします。

debug services sbc pd log-level ファイルのログレベルを設定します。

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。

コマンド 説明
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debug services sbc pd log-level 
ファイルのログレベルを設定するには、EXEC モードで debug services sbc pd log-level コマンドを使

用します。このデバッグ形式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。

debug services sbc sbc-name pd log-level {console level | file level | filter level}

no debug services sbc sbc-name pd log-level {console level | file level | filter level}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、最も重要なログをファイルに直接出力します。

デバッグ情報を表示するには、show debug コマンドを使用します。

例 次に、ファイルのログレベルを 60 に設定する例を示します。

sbc-name セッション ボーダ コントローラ（SBC）サービスの名前です。

level 設定するレベルです。0 はすべての問題判別（pd）ロギング、100 はロギングな

しです。

ログレベルの定義は次のとおりです。

90+ 重大エラー

80+ エラー  

70+ 予期せぬ状態

60+ 運用イベント

50+ 監査可能イベント

40+ 統計情報

30+ 詳細な運用イベント

20+ 詳細な統計情報

10+ 内部診断ログ

特定のタイプのログを指定する場合、次の値を使用します。

55 コール ログ

63 設定エラー

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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host1/Admin# debug services sbc mySbc pd log-level file 60

関連コマンド コマンド 説明

debug services sbc errors SBC サービス エラーをデバッグします。

debug services sbc events SBC サービス イベントをデバッグします。

debug services sbc ha SBC High Availability（HA; ハイ アベイラビリ

ティ）サービスをデバッグします。

debug services sbc info SBC サービス情報をデバッグします。

debug services sbc ips IPS トレースを有効にします。

debug services sbc logging SBC ログ情報をデバッグします。

debug services sbc mem-trace dump 現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルに

ダンプします。

debug services sbc pd filter component 問題判別（PD）フィルタ コンポーネントを有効

にします。

debug services sbc pd filter context 問題判別（PD）フィルタからの各種ログを有効

にします。

debug services sbc pd filter product 問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを

有効にします。

debug services sbc pd log-level ファイルのログレベルを設定します。

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。
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debug services sbc rsrcmon
スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態と統計情報をデバッグするには、EXEC モードで 
debug services sbc rsrcmon コマンドを使用します。このデバッグ形式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。

debug services sbc rsrcmon

no debug services sbc rsrcmon

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。

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デバッグ情報を表示するには、show debug コマンドを使用します。

例 次に、SBC 情報のデバッグを有効にする例を示します。

host1/Admin# debug services sbc rsrcmon

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug services sbc errors SBC サービス エラーをデバッグします。

debug services sbc events SBC サービス イベントをデバッグします。

debug services sbc ha SBC High Availability（HA; ハイ アベイラビリ

ティ）サービスをデバッグします。

debug services sbc info SBC サービス情報をデバッグします。

debug services sbc ips IPS トレースを有効にします。

debug services sbc logging SBC ログ情報をデバッグします。

debug services sbc mem-trace dump 現在のメモリ使用状況の統計情報をファイルに

ダンプします。

debug services sbc pd filter component 問題判別（PD）フィルタ コンポーネントを有効

にします。

debug services sbc pd filter context 問題判別（PD）フィルタからの各種ログを有効

にします。
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debug services sbc pd filter product 問題判別（PD）フィルタ製品グループのログを

有効にします。

debug services sbc pd log-level ファイルのログレベルを設定します。

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。

コマンド 説明
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default-port-limit
所定のアドレスのポートに対してデフォルト イベント制限を設定するモードを開始するには、SBE ブ
ラックリスト IPv4 コンフィギュレーション モードで default-port-limit コマンドを使用します。イベ

ント制限の設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

default-port-limit

no default-port-limit

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。

コマンドのデフォルト ポートには、イベント制限が定義されていません。

コマンド モード SBE ブラックリスト IPv4 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-blacklist-ipv4）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、blacklist default-port-limit コマンドを使用して、送信元アドレス 123.123.2.2 のポートに対し

てデフォルト イベント制限を設定するモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# ipv4 123.123.2.2
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4)# default-port-limit
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-port-lmt)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blacklist 所定の VPN の送信元アドレスに対してデフォルト イベント制限を設定す

るモードを開始します。

ipv4 (blacklist) ブラックリスト オプションを 1 つの IP アドレスに適用するモードを開始

します。

reason 送信元の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。

timeout 制限を超過したときに送信元からのパケットをブロックする期間を定義し

ます。
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trigger-period イベントの判定期間を定義します。

trigger-size ブラックリストがトリガーされて指定の送信元からのすべてのパケットが

ブロックされるまでに、その送信元に対して許可する指定イベント数を定

義します。

コマンド 説明
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description
ポリシー セット、隣接、送信元とそのイベント制限、または番号分析テーブルの説明文を設定するに

は、適切なコンフィギュレーション モードで description コマンドを使用します。このコンフィギュ

レーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

description description

no description description

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

ルーティング ポリシー テーブル（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

CAC ポリシー セット コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy）

CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

NA ルーティング テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable）

RTG ルーティング テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable）

SBE ブラックリスト コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-blacklist）

SIP ヘッダー コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-sip-hdr）

SIP メソッド プロファイル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-sip-mth）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、説明 test adjacency を使用するように H.323 隣接 h323ToIsp42 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# description test adjacency

次に、説明 test adjacency を使用するように SIP 隣接 SipToIsp42 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure

description 説明を設定するオブジェクトを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# description test adjacency

次に、着信番号全体に一致するエントリがある番号分析テーブル MyNaTable の説明を作成する例を示

します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-dst-number-table MyNaTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# description “My first number analysis table”

次に、mySbc に空のポリシー セット（1）を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# description “empty set”

次に、アドミッション制御テーブル MyCacTable の説明を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# description “My first CAC table”

次に、着信番号の先頭部分に一致するエントリがある番号分析テーブル MyNaTable の説明を作成する

例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-dst-prefix-table MyNaTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# description “My first number analysis table”

次に、特定の送信元 IP アドレスの説明を追加する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# ipv4 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# ipv4 125.12.12.15
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4)# description “test”

次に、mySbc に空のポリシー セット（1）を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# description “empty set”
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  description
関連コマンド コマンド 説明

adjacency SBC の隣接を設定します。

cac-policy-set Call Admission Control（CAC; コール アドミッション制御）ポリシー セッ

ト コンフィギュレーションのサブモードを開始します。

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。
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description (sip-opt)
プロファイルの説明を設定するには、SIP オプション モードで description コマンドを使用します。こ

のプロファイルから説明を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

description line

no description line

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト global がデフォルト値として使用されます。

コマンド モード SIP オプション（sip-opt）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、プロファイルの説明を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc sanity 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip option-profile optpr1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-opt)# description test

関連コマンド

line プロファイルの説明です。最大文字数は 80 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe sip option-profile 指定したオプション プロファイルの詳細を表示

します。
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dscp
所定の QoS プロファイルに所属する IP パケットのマーキングに使用する DSCP を設定するには、適切

なコンフィギュレーション モードで dscp コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

dscp value

no dscp

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトの DSCP 値は 0 です。

コマンド モード QoS シグナリング コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-qos-sig）

QoS ビデオ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-qos-video）

QoS 音声コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-qos-voice）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、DSCP 10 を使用して IP パケットにマーキングするようにシグナリング用の QoS プロファイル

を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# qos sig residential
host1/Admin(config-sbc-sbe-qos-fax)# dscp 10

次に、DSCP 10 を使用して IP パケットにマーキングするようにビデオ用の QoS プロファイルを設定

する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# qos video residential
host1/Admin(config-sbc-sbe-qos-video)# dscp 10

次に、DSCP 10 を使用して IP パケットにマーキングするように音声用の QoS プロファイルを設定す

る例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 

value パケットのマーキングに使用する DSCP 値を指定します。範囲は 0 ～ 63 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# qos voice residential
host1/Admin(config-sbc-sbe-qos-voice)# dscp 10

関連コマンド コマンド 説明

qos sig シグナリング用の QoS プロファイルを設定します。

qos video ビデオ用の QoS プロファイルを設定します。

qos voice 音声用の QoS プロファイルを設定します。
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dst-adjacency
ルーティング テーブルのエントリの宛先隣接を設定するには、RTG ルーティング テーブル エントリ 
コンフィギュレーション モードで dst-adjacency コマンドを使用します。宛先隣接を削除するには、

このコマンドの no 形式を使用します。

dst-adjacency dst_adj

no dst-adjacency dst_adj

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 RTG ルーティング テーブル エントリ コンフィギュレーション

（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

target-adjacency 引数は、match-type が round-robin のルーティング テーブル エントリに必須です。

テーブルがアクティブ ポリシー セットの一部となっている場合は、dst-adjacency コマンドを使用で

きません。

例 次に、新しいルーティング テーブル MyRtgTable のエントリの宛先隣接を softswitch1 に設定する例を

示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-dst-address-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency softswitch1

関連コマンド

dst_adj 宛先隣接の名前を指定します。最大サイズは 80 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

entry テーブルのエントリを作成または変更します。
39-169
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  dtmf-duration
dtmf-duration 
Dual Tone Multifrequency（DTMF）イベントのデフォルト期間をミリ秒単位で設定するには、VDBE 
コンフィギュレーション モードで dtmf-duration コマンドを使用します。DTMF イベントのデフォル

ト期間をミリ秒単位で再設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

dtmf-duration duration

no dtmf-duration duration

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト このコマンドを設定しない場合、または no dtmf-duration コマンドを発行した場合、デフォルト値は 
200 ミリ秒です。

コマンド モード VDBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe-vdbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 適用なし

例 次に、DTMF イベントの期間を 250 ミリ秒に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# dtmf-duration 250
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# exit

関連コマンド

duration DTMF イベントのデフォルト期間（ミリ秒単位）です。範囲は 0 ～ 1000 です。

デフォルト値は 200 です。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

vdbe VDBE コンフィギュレーション サブモードを開始します。
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early-media-deny
アドミッション制御テーブルのエントリに対して初期メディアを禁止するかどうかを設定するには、

CAC テーブル コンフィギュレーション モードで early-media-deny コマンドを使用します。デフォル

ト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

early-media-deny

no early-media-deny

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。

コマンドのデフォルト デフォルトでは、初期メディアは許可されています。

コマンド モード CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、アドミッション制御テーブル MyCacTable の既存のエントリに対して初期メディアを禁止する

例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# early-media-deny
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

early-media-timeout コールが確立される前に初期メディアの許可に費やせる時間を設定します。
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early-media-timeout
コールが確立される前に初期メディアの許可に費やせる時間を設定するには、CAC テーブル コンフィ

ギュレーション モードで early-media-timeout コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

early-media-timeout value

no early-media-timeout

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト value：0

コマンド モード CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、アドミッション制御テーブル MyCacTable の既存のエントリに対して初期メディア タイムアウ

トを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable match-type dst-prefix
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# early-media-timeout 90
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

関連コマンド

value タイムアウト期間（秒単位）を指定します。値 0 は、コールがタイムアウトしな

いことを意味します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

early-media-deny  アドミッション制御テーブルのエントリに対し

て初期メディアを禁止するかどうかを設定しま

す。
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early-media-type
コール アドミッション制御テーブルのエントリに対して許可する初期メディアの方向を設定するには、

CAC テーブル コンフィギュレーション モードで early-media-type コマンドを使用します。デフォル

ト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

early-media-type {backward-half-duplex | forward-half-duplex | full-duplex} 

no early-media-tye

シンタックスの説明
 

コマンドのデフォルト デフォルトの方向は full-duplex です。

コマンド モード CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、アドミッション制御テーブル MyCacTable の既存のエントリに対して初期メディアを禁止する

例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# early-media-type full-duplex
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

関連コマンド

backward-half-duplex 逆方向でだけ初期メディアを許可します。

forward-half-duplex 順方向でだけ初期メディアを許可します。

full-duplex 両方向で初期メディアを許可します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ealry-media-timeout コールが確立される前に初期メディアの許可に費やせる時間を設定します。
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edit
着信番号全体に一致するテーブル エントリがある番号分析テーブルに対して着信ストリング操作のア

クションを設定するには、NA ルーティング テーブル エントリ コンフィギュレーション モードで edit 
コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

edit [del-prefix pd] | [del-suffix sd] | [add-prefix pa] | [replace ds]

no edit

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 NA ルーティング テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-ent）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しい番号分析テーブル MyNaTable の着信ストリングの先頭から 1 つのディジットを削除する

ようにエントリ 1 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-dst-number-table MyNaTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-ent)# edit del-prefix 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-natable-ent)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-natable)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

del-prefix プレフィクスから削除するディジットを指定します。

pd キャリア ID ストリングの先頭から削除するディジット数を指定する正の整数です。

del-suffix サフィクスから削除するディジットを指定します。

sd キャリア ID ストリングの末尾から削除するディジット数を指定する正の整数です。

add-prefix 着信ストリングの先頭に追加するディジットを指定します。

pa キャリア ID ストリングの先頭に追加するディジット ストリングです。

replace 着信ストリングを設定ディジットで置換します。

ds キャリア ID ストリングを置換するディジット ストリングです。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

match-number 番号分析テーブル内のエントリの照合値を設定します。
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edit-cic
番号分析テーブルのキャリア ID コードを操作するには、NA-DST-number-table コンフィギュレーショ

ン モードで edit-cic コマンドを使用します。設定したストリングを削除するには、このコマンドの no 
形式を使用します。

edit-cic {del-prefix pd | del-suffix sd | add-prefix pa | replace ds}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 NA-DST-number-table コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 発信メッセージからキャリア ID 全体を削除する場合、置換ストリング 0 またはプレフィクス削除スト

リング 4 を指定します。次に例を示します。

edit-cic del-prefix 4 

または

edit-cic replace 0

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

（注） replace アクションだけが動作します。他のアクションは無視されます。

例 次に、NA テーブル MyNaTable のキャリア ID の最初のディジットを削除するようにエントリ 1 を設定

する例を示します。

del-prefix プレフィクスから削除するディジットを指定します。

pd キャリア ID ストリングの先頭から削除するディジット数を指定する正の

整数です。

del-suffix サフィクスから削除するディジットを指定します。

sd キャリア ID ストリングの末尾から削除するディジット数を指定する正の

整数です。

add-prefix 着信ストリングの先頭に追加するディジットを指定します。

pa キャリア ID ストリングの先頭に追加するディジット ストリングです。

replace 着信ストリングを設定ディジットで置換します。

ds キャリア ID ストリングを置換するディジット ストリングです。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
39-176
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host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-src-account-table mytable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# entry 1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)# edit-cic del-prefix 1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#

関連コマンド コマンド 説明

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。

entry 番号分析テーブル内のエントリを設定するモードを開始し、必要に応じて

テーブルを作成します。

na-src-account-table 送信元アカウントと一致するエントリを持つ、SBE ポリシー セット内の

番号分析テーブルを設定するモードを開始します。

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション モー

ドを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレーション モー

ドを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。
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edit-src
ルーティング テーブルに送信元番号操作アクションを設定するには、ルーティング テーブル エントリ 
コンフィギュレーション モードで edit-src コマンドを使用します。設定したストリングを削除するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

edit-src [del-prefix pd] | [del-suffix sd] | [add-prefix pa] | [replace ds]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 ルーティング テーブル エントリ（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン テーブルがアクティブ ポリシー セットの一部となっている場合は、このコマンドを使用できません。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、NA テーブル MyNaTable のキャリア ID の最初のディジットを削除するようにエントリ 1 を設定

する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-st-address-table mytable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rttable)# entry 1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# edit-src del-prefix 1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#

del-prefix プレフィクスから削除するディジットを指定します。

pd キャリア ID ストリングの先頭から削除するディジット数を指定する正の

整数です。

del-suffix サフィクスから削除するディジットを指定します。

sd キャリア ID ストリングの末尾から削除するディジット数を指定する正の

整数です。

add-prefix 着信ストリングの先頭に追加するディジットを指定します。

pa キャリア ID ストリングの先頭に追加するディジット ストリングです。

replace 着信ストリングを設定ディジットで置換します。

ds キャリア ID ストリングを置換するディジット ストリングです。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

entry 番号分析テーブル内のエントリを設定するモードを開始し、必要に応じて

テーブルを作成します。
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entry（プロファイル）
プロファイルのエントリを作成または変更するには、SIP ヘッダー コンフィギュレーション エレメン

ト コンフィギュレーション モードで entry コマンドを使用します。プロファイルの所定のエントリを

破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。

entry entry_num {action [add-header | as-profile | drop-msg | pass | replace-name | 
replace-value | strip] | parameter-profile name}

no entry entry_num {action [add-header | as-profile | drop-msg | pass | replace-name | 
replace-value | strip] | parameter-profile name}

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 SIP ヘッダー コンフィギュレーション エレメント（config-sbc-sbe-sip-hdr-ele）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、デフォルトのプロファイル アクションを作成する例を示します。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip header-profile headerprof1
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header To
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# 1 action as-profile

entry_num エントリ番号です。範囲は 0 ～ 2147483647 です。

action アクションのタイプを指定します。

parameter-profile ヘッダーに関連付けられたパラメータ プロファイルを追加します（発信だけ）。

add-header ヘッダーを必ず追加します（ヘッダーがすでに存在するかどうかに関係なく）。

as-profile デフォルトのプロファイル アクション（whitelist/blacklist）です。

drop-msg メッセージをドロップします。

pass ヘッダーを渡します。

replace-name ヘッダー名を置換します。

replace-value ヘッダー コンテンツ（値）を置換します。

name パラメータ プロファイルの名前を指定します。最大サイズは 30 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe sip header-profile 設定されているすべての SIP ヘッダー プロファ

イルのリストを表示します。
39-181
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entry（テーブル）
テーブルのエントリを作成または変更するには、適切なコンフィギュレーション モードで entry コマ

ンドを使用します。アドミッション制御テーブルの所定のエントリを破棄するには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

entry entry_num

no entry entry_num

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

NA ルーティング テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable）

RTG ルーティング テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

（注） アクティブ ポリシー セットに関連するテーブルのコンフィギュレーションは変更できません。テーブ

ルがアクティブ ポリシー セットの一部となっている場合は、エントリを破棄できません。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable にエントリを作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable match-type dst-prefix
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1

entry_num テーブル エントリの番号です。

• CAC テーブルの場合、CAC ポリシー エントリのインデックスです。範囲

は 0 ～ 2000000 です。

• RTG ルーティング テーブルの場合、ルーティング テーブル エントリの番

号です。範囲は 0 ～ 2147483647 です。

• NA ルーティング テーブルの場合、番号分析テーブル エントリの番号です。

範囲は 0 ～ 2147483647 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  entry（テーブル）
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# 

関連コマンド コマンド 説明

match-time エントリの照合時間を設定します。
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fast-register disable
SIP 隣接のファストパス登録サポートをディセーブルにするには、隣接 SIP コンフィギュレーション 
モードで fast-register disable コマンドを使用します。ファストパス登録サポートをイネーブルにする

には、このコマンドの no 形式を使用します。

fast-register disable

no fast-register disable

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。

コマンドのデフォルト デフォルトでは、ファストパス登録機能はイネーブルになっています。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

ファストパス登録は、SBC がソフトスイッチにすべての SIP 登録メッセージを転送しないようにする

ために使用します。これにより、ソフトスイッチの負荷が軽減されます。この機能はデフォルトでイ

ネーブルになっており、このコマンドを使用してディセーブルにできます。アクティブな状態の場合、

既存の登録と同じホストおよびポートから受信された SIP 登録メッセージに対しては、0 以外の有効期

限の場合に限り、さらなる解析または処理を実行しないですぐに応答されます。

例 次に、SIP 隣接 SipToIsp42 のファストパス登録サポートをディセーブルにする例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# fast-register disable

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

fast-register-interval ファストパス登録インターバルを設定します。
39-184
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fast-register-interval
ファストパス登録インターバル（秒単位）を設定するには、隣接 SIP コンフィギュレーション モード

で fast-register-interval コマンドを使用します。ファストパス登録インターバルの設定を取り消すに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

fast-register-interval interval

no fast-register-interval

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

この隣接でファストパス登録サポートがイネーブルにされている場合、これは加入者登録で許可される

最小の有効期限になります。登録がソフトスイッチに転送されるインターバルは、reg-min-expiry 値に

よって管理されています。

（注） interval は、min-expiry より小さい値にする必要があります。

ファストパス登録を正常に動作させるには、SIP REGISTER メッセージの Expires ヘッダーの値を、

隣接に設定された fast-register-interval の 3 倍を超える値にすることを推奨します。たとえば、Expires 
= 600 で、SBC fast-register-interval が 60 を返すように設定されている場合、Trident プロセッサでは

エントリが 600-180 秒間保持され、そのエントリはアプリケーションで 600-180 秒後に休止とマーキ

ングされます。

例 次に、SIP 隣接 SipToIsp42 に対して 10 秒の fast-register interval をイネーブルにする例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# fast-register-interval 10

interval インターバル値を秒単位で指定します。範囲は 1 ～ 2000000 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

fast-register disable SIP 隣接のファストパス登録サポートをディセーブルにします。
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first-cac-prefix-len
照合するプレフィクス長を設定するには、CAC ポリシー セット コンフィギュレーション モードで 
first-cac-prefix-len コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを削除するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

first-cac-prefix-len range

no first-cac-prefix-len range

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC ポリシー セット コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、加入者カテゴリの最初の 16 ビットを照合する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-prefix-len 16

関連コマンド

range 照合するプレフィクス長です。範囲は 0 ～ 32 です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cac-policy-set Call Admission Control（CAC; コール アドミッ

ション制御）ポリシー セット コンフィギュレー

ションのサブモードを開始します。
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first-cac-scope
ポリシーのアドミッション制御段階の実行時に最初に定義される制限のスコープを設定するには、

CAC ポリシー セット コンフィギュレーション モードで first-cac-scope コマンドを使用します。ポリ

シーのアドミッション制御段階の実行時に最初に定義される制限のスコープを削除するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

first-cac-scope scope-name

no first-cac-scope scope-name

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC ポリシー セット コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy）

コマンドの履歴

scope-name ポリシーのアドミッション制御段階の実行時に、最初に定義される制限のス

コープです。有効な値は次のとおりです。

• adj-group：同じ隣接グループのメンバーからのイベントの制限です。

• arc-adjacency：同じ隣接からのイベントの制限です。

• call：制限は 1 コール単位です。

• dst-account：同じアカウントに送信されるイベントの制限です。

• dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイベントの制限です。

• dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベントの制限です。

• dst-number：同じ隣接番号を持つイベントの制限です。

• global：制限はグローバルです（他のオプションとの併用は不可です）。

• src-account：同じアカウントからのイベントの制限です。

• src-adj-group：同じ隣接グループからのイベントの制限です。

• src-number：同じ送信元番号を持つイベントの制限です。

• sub-category：登録要求内の送信元 IP アドレスに基づいて加入者を分類し

ます。

• sub-category-pfx：加入者カテゴリの最初の数ビット

（first-cac-prefix-len コマンドで指定）に基づいて加入者を分類します。

• subscriber：登録要求に指定された AOR に基づいて加入者を分類します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 sub-category、sub-category-pfx、および subscriber キーワードが追加さ

れました。
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  first-cac-scope
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、mySbc のコンフィギュレーション セット 1 に、アドミッション制御ポリシーを定義する最初の

スコープとしてスコープ カテゴリを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope src-adjacency

関連コマンド コマンド 説明

cac-policy-set Call Admission Control（CAC; コール アドミッ

ション制御）ポリシー セット コンフィギュレー

ションのサブモードを開始します。
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first-cac-table
ポリシーのアドミッション制御段階の実行時に処理する最初のポリシー テーブルの名前を設定するに

は、CAC ポリシー セット コンフィギュレーション モードで first-cac-table コマンドを使用します。

このコンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

first-cac-table table-name

no first-cac-table table-name

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC ポリシー セット コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、mySbc のコンフィギュレーション セット 1 に最初のアドミッション制御テーブルとしてテーブ

ル RootCacTable を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table RootCacTable

関連コマンド

table-name 最初に処理する必要があるアドミッション制御テーブルを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cac-policy-set Call Admission Control（CAC; コール アドミッ

ション制御）ポリシー セット コンフィギュレー

ションのサブモードを開始します。
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first-call-routing-table
新しいコール イベントに対するポリシーのルーティング段階の実行時に処理する最初のポリシー テー

ブルの名前を設定するには、ルーティング ポリシー テーブル モードで first-call-routing-table コマン

ドを使用します。最初のポリシー テーブルの名前の設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使

用します。

first-call-routing-table table-name

no first-call-routing-table

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 ルーティング ポリシー テーブル（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、mySbc のコンフィギュレーション セット 1 に新しいコール イベントに対する最初のルーティン

グ テーブルとしてテーブル RootCallRtgTable を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# first-call-routing-table RootCallRtgTable

関連コマンド

table-name 最初に処理する必要があるルーティング テーブルを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

first-reg-routing-table 加入者登録イベントに対してポリシーのルー

ティング段階を実行するときに、最初に処理す

るポリシー テーブルの名前を設定します。

first-number-analysis-table ポリシーの番号分析段階の実行時に、最初に処

理するポリシー テーブルの名前を設定します。
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first-number-analysis-table
ポリシーの番号分析段階の実行時に処理する最初のポリシー テーブルの名前を設定するには、ルー

ティング ポリシー テーブル モードで first-number-analysis-table コマンドを使用します。最初のポリ

シー テーブルの名前の設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使用します。

first-number-analysis-table table-name

no first-number-analysis-table

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 ルーティング ポリシー テーブル（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、mySbc のコンフィギュレーション セット 1 に最初の番号分析テーブルとしてテーブル 
RootNaTable を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# first-number-analysis-table RootNaTable

関連コマンド

table-name 最初に処理する必要がある番号分析テーブルを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

first-reg-routing-table 加入者登録イベントに対してポリシーのルー

ティング段階を実行するときに、最初に処理す

るポリシー テーブルの名前を設定します。

first-call-routing-table 新しいコール イベントに対してポリシーのルー

ティング段階を実行するときに、最初に処理す

るポリシー テーブルの名前を設定します。
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first-reg-routing-table
加入者登録イベントに対するポリシーのルーティング段階の実行時に処理する最初のポリシー テーブ

ルの名前を設定するには、ルーティング ポリシー テーブル モードで first-reg-routing-table コマンド

を使用します。最初のポリシー テーブルの名前の設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使用

します。

first-reg-routing-table table-name

no first-reg-routing-table

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 ルーティング ポリシー テーブル（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、mySbc のコンフィギュレーション セット 1 に加入者登録イベントに対する最初のルーティング 
テーブルとしてテーブル RootRegRtgTable を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# first-reg-routing-table RootRegRtgTable

関連コマンド

table-name 最初に処理する必要があるルーティング テーブルを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

first-number-analysis-table ポリシーの番号分析段階の実行時に、最初に処

理するポリシー テーブルの名前を設定します。

first-call-routing-table 新しいコール イベントに対してポリシーのルー

ティング段階を実行するときに、最初に処理す

るポリシー テーブルの名前を設定します。
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force-signaling-peer
設定されているシグナリング ピアに SIP メッセージを強制的に送信するには、隣接 SIP コンフィギュ

レーション モードで force-signaling-peer 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。

force-signaling-peer 

no force-signaling-peer

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。

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、設定されているシグナリング ピアに SIP メッセージを強制的に送信する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# force-signaling-peer
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC の隣接を設定します。
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global
ブラックリストをすべてのアドレスに適用するように設定するモードを開始するには、SBE ブラック

リスト コンフィギュレーション モードで global コマンドを使用します。

global

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。

コマンドのデフォルト 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 SBE ブラックリスト コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-blacklist）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ブラックリストをすべてのアドレスに適用するように設定するモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# global
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-global)#

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blacklist 所定の VPN の送信元アドレスに対してデフォルト イベント制限を設定す

るモードを開始します。

ipv4 (blacklist) ブラックリスト オプションを 1 つの IP アドレスに適用するモードを開始

します。

reason 送信元の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。

timeout 制限を超過したときに送信元からのパケットをブロックする期間を定義し

ます。

trigger-period イベントの判定期間を定義します。

trigger-size ブラックリストがトリガーされて指定の送信元からのすべてのパケットが

ブロックされるまでに、その送信元に対して許可する指定イベント数を定

義します。
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group
隣接グループに隣接を設定するには、適切な隣接モードで group コマンドを使用します。指定したグ

ループから隣接を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

group word

no group word

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、group コマンドを使用して、InternetEth0 という名前の隣接グループに、sipGW という名前の 
SIP 隣接を割り当てる例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# group InternetEth0

次に、group コマンドを使用して、Isp42 という名前の隣接グループに、H323ToIsp42 という名前の 
H.323 隣接を割り当てる例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 H323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# group Isp42

関連コマンド

 word 隣接のグループ名を指定します。最大サイズは 32 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC の隣接を設定します。
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h225 timeout
H.225 タイムアウト インターバルを設定するには、適切なコンフィギュレーション モードで h225 
timeout コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

h225 timeout {setup | proceeding | establishment} value

no h225 timeout {setup | proceeding | establishment} value

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、h225 timeout コマンドを使用して、隣接 H.323 コンフィギュレーション モードで H.225 タイム

アウト インターバルを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# h225 timeout setup 30
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# h225 timeout proceeding 30
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# h225 timeout establishment 30

次に、h225 timeout コマンドを使用して、H.323 コンフィギュレーション モードで H.225 タイムアウ

ト インターバルを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# h323

setup setup 状態を指定します。この状態のデフォルト値は 4 秒です。

proceeding proceeding 状態を指定します。この状態のデフォルト値は 10 秒です。

establishment establishment 状態を指定します。この状態のデフォルト値は 180 秒です。

value タイムアウト期間を秒単位で指定します。setup と proceeding のタイムア

ウト期間の有効値は、1 ～ 30 です。establishment タイムアウトの有効値

は、30 ～ 300 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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host1/Admin(config-sbc-sbe-h323)# h225 timeout setup 30
host1/Admin(config-sbc-sbe-h323)# h225 timeout proceeding 30
host1/Admin(config-sbc-sbe-h323)# h225 timeout establishment 30

関連コマンド コマンド 説明

adjacency SBC の隣接を設定します。
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h245-address-pass
コール元がトンネリングをサポートしていない場合に H.245 アドレスをコール元に渡すタイミングを

指定するには、vDBE コンフィギュレーション モードで h245-address-pass コマンドを使用します。

デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

h245-address-pass {immediate | wait-connect}

no h245-address-pass {immediate | wait-connect}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は immediate です。

コマンド モード vDBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe-vdbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、メディア ゲートウェイ コントローラ（SBE）と相互運用する vDBE H.248 Ia プロファイルを設

定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 adj1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# signaling-address ipv4 10.140.90.20
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# signaling-port 1720
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# remote-address ipv4 172.16.100.107 255.255.255.255
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# signaling-peer 172.16.100.107
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# signaling-peer-port 1720
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# dbe-location-id 4294967295
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# h245-address-pass wait-connect
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# attach 

関連コマンド

immediate H.245 アドレスをコール元に即座に渡します。

wait-connect コールが接続された時点で H.245 アドレスをコール元に渡します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

h245-tunnel disable 隣接単位で H.245 トンネリングをディセーブル

にします。
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h245-tunnel disable
隣接単位で H.245 トンネリングをディセーブルにするには、隣接 H.323 コンフィギュレーション モー

ドで h245-tunnel disable コマンドを使用します。トンネリングを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。

h245-tunnel disable 

no h245-tunnel disable

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。

コマンドのデフォルト 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 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、h245-tunnel disable コマンドを使用して、H323ToIsp42 という名前の H.323 隣接で H.245 トン

ネリングをディセーブルにする例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 H323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# h245-tunnel disable

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

h245-address-pass コール元がトンネリングをサポートしていない

場合に H.245 アドレスをコール元に渡すタイミ

ングを指定します。
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h248 allow-all-mg 
すべてのメディア ゲートウェイからの接続を許可するように H.248 シグナリング スタックを設定する

には、SBE コンフィギュレーション モードで h248 allow-all-mg コマンドを使用します。H.248 シグ

ナリング スタックがすべてのメディア ゲートウェイからの接続を許可するという設定を取り消すには、

このコマンドの no 形式を使用します。

h248 allow-all-mg 

no h-248 allow-all-mg

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。

コマンドのデフォルト デフォルト値はこのコマンドの no 形式です。

コマンド モード SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、すべてのメディア ゲートウェイからの SBE への接続を許可するように H.248 シグナリング ス
タックを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# h248 allow-all-mg
host1/Admin(config-sbc-sbe)#

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

h248-profile メディア ゲートウェイ コントローラ（SBE）と

相互運用する vDBE H.248 プロファイルの名前

を設定します。

h248-profile-version メディア ゲートウェイ コントローラ（SBE）と

相互運用する vDBE H.248 プロファイルのバー

ジョンを設定します。

h248 version H.248 コントローラとのアソシエーションの形

成時に VDBE が使用する H.248 プロトコルの

バージョンを設定します。
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h248-profile
メディア ゲートウェイ コントローラ（SBE）と相互運用する vDBE H.248 プロファイルの名前を設定

するには、vDBE コンフィギュレーション モードで h248-profile コマンドを使用します。デフォルト

値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

h248-profile {etsi-bgf | gatecontrol}

no h248-profile

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は gatecontrol です。

コマンド モード vDBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe-vdbe）

コマンドの履歴

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。 このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション 
モードおよびサブモードを開始している必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要な

モードとサブモードの階層を示します。

vDBE H.248 プロファイル コンフィギュレーション モードを開始するには、h248-profile コマンドを

使用します。

DBE が使用する H.248 プロファイルの名前を設定すると、Service Change メッセージとともにそのプ

ロファイル名がアドバタイズされます。

例 次に、メディア ゲートウェイ コントローラ（SBE）と相互運用する vDBE H.248 Ia プロファイルを設

定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# dbe
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# h248-profile etsi-bgf
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe-h248-profile)#

etsi-bgf ESSI_BGF 用の Ia プロファイルを設定します。

gatecontrol SBC_GateControl 用の Cisco プロファイルを設定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

h248-profile-version メディア ゲートウェイ コントローラ（SBE）と相互運用する 
vDBE H.248 プロファイルのバージョンを設定します。

show services sbc dbe 
h248-profile

指定したプロファイルに関する情報（トランスポート、H.248 
バージョン、アクティブ パッケージなど）を表示します。

vdbe 仮想データ ボーダ エレメント（vDBE）コンフィギュレーショ

ン モードを開始します。
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h248-profile-version
メディア ゲートウェイ コントローラ（SBE）と相互運用する vDBE H.248 プロファイルのバージョン

を設定するには、vDBE H.248 プロファイル コンフィギュレーション モードで h248-profile-version 
コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

h248-profile-version {profile-version}

no h248-profile-version

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 3 です。

コマンド モード vDBE H.248 プロファイル コンフィギュレーション（config-sbc-dbe-vdbe-h248-profile）

コマンドの履歴

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。 このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション 
モードおよびサブモードを開始している必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要な

モードとサブモードの階層を示します。

h248-profile-version コマンドは、h248-profile コマンドでプロファイル名を定義してから使用します。

例 次に、メディア ゲートウェイ コントローラ（SBE）と相互運用する vDBE H.248 プロファイルのバー

ジョンを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# dbe
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# h248-profile etsi-bgf
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe-h248-profile)# h248-profile-version 1

関連コマンド

profile-version H.248 プロファイルのバージョン番号です。値は 1 ～ 3 です。値 3 は 
gatecontrol を表します。値 1 は etsi-bgf を表します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

h248-profile メディア ゲートウェイ コントローラ（SBE）と相互運用する vDBE H.248 
プロファイルの名前を設定します。
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show services sbc dbe 
h248-profile

指定したプロファイルに関する情報（トランスポート、H.248 バージョ

ン、アクティブ パッケージなど）を表示します。

vdbe 仮想データ ボーダ エレメント（vDBE）コンフィギュレーション モードを

開始します。

コマンド 説明
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h248-version 
H.248 コントローラとのアソシエーションの形成時に VDBE が使用する H.248 プロトコルのバージョ

ンを設定するには、VDBE モードで h248-version コマンドを使用します。H.248 プロトコルのバー

ジョンをデフォルト値の 2 のままにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

h248-version version-number

no h248-version version-number

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト h248 バージョン 2 が使用されます。

コマンド モード sbc-dbe-vdbe モード（config-sbc-sbe-dbe-vdbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、h248-version コマンドを使用して、H.248 プロトコルのバージョン 3 を使用するように vDBE 
を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin:router(config-sbc-dbe)# vdbe
host1/Admin:router(config-sbc-sbe-dbe-vdbe)# h248-version 3

関連コマンド

 version-number バージョン番号を指定します。デフォルトのバージョンは 2 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

h248 allow-all-mg すべてのメディア ゲートウェイからの接続を許

可するように H.248 シグナリング スタックを設

定します。

h248-profile メディア ゲートウェイ コントローラ（SBE）と

相互運用する vDBE H.248 プロファイルの名前

を設定します。

h248-profile-version メディア ゲートウェイ コントローラ（SBE）と

相互運用する vDBE H.248 プロファイルのバー

ジョンを設定します。
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h323
H.323 コンフィギュレーション モードを開始するには、SBE コンフィギュレーション モードで h323 
コマンドを使用します。

h323 

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。

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、H.323 コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# h323
host1/Admin(config-sbc-sbe-h323)#

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

hunting-trigger ハンティングをトリガーするエラー戻りコードを設定します。

ras retry Registration, Admission, and Status（RAS; 登録、アドミッション、および

ステータス）トランザクション タイプの H.323 RAS リトライ回数を設定

します。

ras rrq Registration Request（RRQ; 登録要求）を設定します。

ras timeout H.323 RAS タイムアウト インターバルを設定します。

adjacency timout 隣接リトライ タイムアウト インターバルを設定します。
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header
指定した名前のヘッダーを SIP メッセージ プロファイルに追加するには、SIP ヘッダー プロファイル 
コンフィギュレーション モードで header コマンドを使用します。プロファイルからメソッドを削除す

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

header header-name

no header header-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SIP ヘッダー コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-sip-hdr）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、header コマンドを使用して、ヘッダー プロファイル MyProfile にヘッダー「test」を追加する

例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip header-profile MyProfile
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header test

関連コマンド

header-name ヘッダー プロファイルに追加するヘッダーの名前を指定します。1 文字以

上 32 文字以下の名前を指定できます（大文字と小文字は区別されます）。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blacklist SIP メッセージの SIP ヘッダーまたはメソッド ブラックリスト プロファイ

ルを設定します。

description SIP ヘッダーの説明文を設定します。
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header-profile 
指定した SBE SIP 隣接での着信および発信のシグナリング用として、特定のヘッダー プロファイルを

設定するには、隣接 H.323 コンフィギュレーション モードで header-profile コマンドを使用します。

指定したヘッダー プロファイル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。

header-profile {inbound | outbound} profile-name

no header-profile {inbound | outbound} profile-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、header-profile コマンドを使用して、SBE SIP 隣接 test での着信および発信のシグナリング用に

ヘッダー プロファイルを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip test
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-profile inbound Profile1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-profile outbound Profile2
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# 

関連コマンド

inbound | outbound 着信および発信の SIP ヘッダー プロファイルを設定します。

profile-name 指定した隣接での着信または発信のシグナリング用に設定するヘッダー プ
ロファイル名を指定します。default という名前を入力すると、着信また

は発信のシグナリング用にデフォルトのヘッダー プロファイルが設定され

ます。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe sip header-profile 設定されているすべての SIP ヘッダー プロファ

イルのリストを表示します。
39-209
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  hold-media-timeout
hold-media-timeout
保留中のコールに関して DBE からメディア タイムアウト通知を受信後、そのコールをティアダウンする

までの SBE の待機時間を設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで hold-media-timeout コマ

ンドを使用します。数値をデフォルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

hold-media-timeout timeout

no hold-media-timeout timeout

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト デフォルト値は 0 です。

コマンド モード SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、SBE が保留中のコールで最終メディア パケットを受信してから、そのコールのリソースのク

リーンアップを開始するまでに、2 時間待機するように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# hold-media-timeout 7200 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# 

関連コマンド

timeout 保留中のコールに関して DBE からメディア タイムアウト通知を受信後、そのコー

ルをティアダウンするまでの SBE の待機時間を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sbe SBC サービス内で SBE エンティティのサブモー

ドを設定します。
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  hunting-trigger
hunting-trigger
ハンティングをトリガーするエラー戻りコードを設定するには、サポートされているモードの 1 つで 
hunting-trigger コマンドを使用します。サポートされているモードは、H.323（グローバル H.323 ス
コープ）、隣接 SIP（宛先 SIP 隣接）、および隣接 h323（宛先 H.323 隣接）です。

すべてのエラー コードをクリアするには、このコマンドの no 形式を使用します。

no hunting-trigger x y と入力した場合は、コード x および y だけが設定されたリストから削除されま

す。

hunting-trigger {error-codes | disable} error-codes

no hunting-trigger {error-codes | disable} error-codes

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-h323）

隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン hunting-trigger x を入力し、その後ろに hunting-trigger y を入力すると、x の値が y に置き換わりま

す。

error-codes
（SIP および隣接モード）

SIP 数値エラー コードのリストを指定します（各コードはスペースで区切

ります）。

error-codes

（h323 および隣接

h323 モード）

次のいずれかの値を指定します。

• noBandwidth：H.225 帯域幅なし応答です。

• unreachableDestination：H.225 宛先到達不能応答です。

• destinationRejection：H.225 宛先拒否応答です。

• noPermission：H.225 権限なし応答です。

• gatewayResources：H.225 ゲートウェイ リソース応答です。

• badFormatAddress：H.225 不正形式アドレス応答です。

• securityDenied：H.225 セキュリティ拒否応答です。

• connectFailed：内部応答です。

• noRetry：受信したエラー戻りコードに関係なく、対象の隣接に対し

てルーティングをリトライしないように指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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x と y の両方がハンティング トリガーになるように設定するには、hunting-trigger x y と入力する必要

があります。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。

「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

SIP 隣接モードまたは H.323 隣接モードでは、特殊な hunting-trigger 値である disable を指定すると、

グローバル リトライ リストにエラー コードがあっても、この隣接へのルートはリトライされません。

例 H.323 モード

次に、noBandwidth または securityDenied エラーを受信した場合にルーティングをリトライするよう

に H.323 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin (config-sbc-sbe)# h323
host1/Admin (config-sbc-sbe-h323)# hunting-trigger noBandwidth securityDenied

SIP 隣接モード

次に、415（サポート対象外のメディア）または 480（一時的に使用不能）エラーを受信した場合に 
SIP 隣接 SipAdj1 へのルーティングをリトライするように SIP を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipAdj1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# hunting-trigger 415 480

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe hunting-trigger H.323 または SIP ハンティング トリガーをグ

ローバル レベルで表示します。
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  inherit profile
inherit profile
SIP 隣接にグローバル継承プロファイルを設定するには、隣接 SIP コンフィギュレーション モードで 
inherit profile コマンドを使用します。グローバル継承プロファイルの設定を取り消すには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

inherit profile {preset-access | preset-core | preset-ibcf-ext-untrusted | 
preset-ibcf-external | preset-ibcf-internal | preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core 
| preset-peering | preset-standard-non-ims}

no inherit profile

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、sip inherit profile コマンドを使用して、SIP 隣接に P-CSCF アクセスの継承プロファイルを設

定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbe-adj-sip)# inherit profile preset-p-cscf-access

preset-access プリセット アクセス プロファイルを指定します。

preset-core プリセット コア プロファイルを指定します。

preset-ibcf-ext-untrusted プリセット IBCF 外部非信頼プロファイルを指定します。

preset-ibcf-external プリセット IBCF 外部プロファイルを指定します。

preset-ibcf-internal プリセット IBCF 内部プロファイルを指定します。

preset-p-cscf-access プリセット P-CSCF アクセス プロファイルを指定します。

preset-p-cscf-core プリセット P-CSCF コア プロファイルを指定します。

preset-peering プリセット ピア プロファイルを指定します。

preset-standard-non-ims プリセット標準非 IMS プロファイルを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
39-213
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  inherit profile
関連コマンド コマンド 説明

adjacency SBC の隣接を設定します。
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invite-timeout
発信 SIP invite 要求への最終応答に対する SBC の待機時間を設定するには、IP タイマー コンフィギュ

レーション モードで invite-timeout コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンド

の no 形式を使用します。

invite-timeout {interval-value} 

no invite-timeout

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトの待機インターバルは 180 秒です。この期間に応答が受信されないと、内部 408 要求タイ

ムアウト応答が生成され、コール元に送信されます。

コマンド モード SIP タイマー（config-sbc-sbe-sip-tmr）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

アクティブ コンフィギュレーション上にコンフィギュレーションを上書きロードしようとすると、コ

ンフィギュレーションを変更できないことを通知する警告が生成されます。新しいコンフィギュレー

ションをロードすることでコンフィギュレーション全体を変更する必要がある場合は、まず既存のコン

フィギュレーションを削除してください。

例 次に、invite トランザクションが 60 秒後にタイムアウトするように SBC を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip timer
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-tmr)# invite-timeout 60
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-tmr)# exit

関連コマンド

interval-value 発信 invite 要求がタイムアウトするまでに SBC が待機する時間（秒単位）

です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

udp-response-linger-period SBC が invite 要求に対する否定 UDP 応答を維持する期間を設定します。
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ip host
DNS サーバが使用不能であると評価された場合にホスト名を IP アドレスに解決するには、グローバル 
コンフィギュレーション モードで ip host コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

ip host hostname ip_address

no ip host hostname ip_address

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトの待機インターバルは 180 秒です。この期間に応答が受信されないと、内部 408 要求タイ

ムアウト応答が生成され、コール元に送信されます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

アクティブ コンフィギュレーション上にコンフィギュレーションを上書きロードしようとすると、コ

ンフィギュレーションを変更できないことを通知する警告が生成されます。新しいコンフィギュレー

ションをロードすることでコンフィギュレーション全体を変更する必要がある場合は、まず既存のコン

フィギュレーションを削除してください。

注意 ip host コマンドには、DNS サーバが使用不能と評価された場合にホスト名を IP アドレスに解決す

るメカニズムが備わっています。適切に設計されたネットワークでは、DNS インフラストラクチャ

を基盤として、ホスト名と IP アドレスのマッピングがネットワーク全体でスケーラブルかつ一貫し

た方法で管理されます。DNS サーバと ip host コマンドを併用すると、ローカル コンフィギュレー

ションがグローバル DNS マッピングと競合した場合に望ましくない結果が生じる可能性がありま

す。

例 次に、invite トランザクションが 60 秒後にタイムアウトするように SBC を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# ip host host_1 172.18.51.20 

hostname ホスト名を指定します。

ip_address IP アドレスを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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ip precedence
所定の QoS プロファイルに属する IP パケットのマーキングに使用する IP precedence を設定するには、

適切なコンフィギュレーション モードで ip precedence コマンドを使用します。デフォルトの動作に戻

すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip precedence value

no ip precedence

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト value：0

コマンド モード QoS シグナリング コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-qos-sig）

QoS ビデオ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-qos-video）

QoS 音声コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-qos-voice）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、precedence 1 を使用して IP パケットにマーキングするように QoS プロファイルを設定する例を

示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# qos sig residential
host1/Admin(config-sbc-sbe-qos-sig)# ip precedence 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-qos-sig)# 

関連コマンド

value パケットのマーキングに使用する IP precedence を指定します。範囲は 0 ～ 7 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

qos sig シグナリング用の QoS プロファイルを設定しま

す。

qos video ビデオ用の QoS プロファイルを設定します。

qos voice 音声用の QoS プロファイルを設定します。
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ip TOS
QoS プロファイルに属する IP パケットのマーキングに使用する IP Type of Service（ToS; タイプ オブ 
サービス）を設定するには、適切なコンフィギュレーション モードで ip TOS コマンドを使用します。

QoS プロファイルをデフォルトの IP ToS の設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip TOS value

no ip TOS

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトの IP ToS は 0（通常のサービス）です。

コマンド モード QoS シグナリング コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-qos-sig）

QoS ビデオ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-qos-video）

QoS 音声コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-qos-voice）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、IP ToS を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# qos sig residential
host1/Admin(config-sbc-sbe-qos-sig)# ip tos 12
host1/Admin(config-sbc-sbe-qos-sig)# 

value パケットのマーキングに使用する IP ToS を指定します。値 0（通常のサービス）

または論理和が取られた次の 1 つまたは複数のビットで構成されるビットフィー

ルドにすることができます。

• 8：遅延を最小化

• 4：スループットを最大化

• 2：信頼性を最大化

• 1：貨幣コストを最小化

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

qos sig シグナリング用の QoS プロファイルを設定しま

す。

qos video ビデオ用の QoS プロファイルを設定します。

qos voice 音声用の QoS プロファイルを設定します。
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  ipv4（ブラックリスト）
ipv4（ブラックリスト）
ブラックリスト オプションを 1 つの IP アドレスに適用するモード、または所定の VPN（IP アドレス

がその VPN にある場合）の送信元アドレスに対してデフォルト イベント制限を設定するモードを開始

するには、SBE ブラックリスト コンフィギュレーション モードで ipv4 コマンドを使用します。アド

レスに対するブラックリスト エントリを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ipv4 ip address

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 SBE ブラックリスト コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-blacklist）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ブラックリスト オプションを 1 つの IP アドレスに適用するモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# ipv4 1.1.1.1
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4)#

関連コマンド

IP address IPv4 H.248 制御アドレスを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blacklist 所定の VPN の送信元アドレスに対してデフォルト イベント制限を設定す

るモードを開始します。

ipv4 (blacklist) ブラックリスト オプションを 1 つの IP アドレスに適用するモードを開始

します。

reason 送信元の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。

timeout 制限を超過したときに送信元からのパケットをブロックする期間を定義し

ます。
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trigger-period イベントの判定期間を定義します。

trigger-size ブラックリストがトリガーされて指定の送信元からのすべてのパケットが

ブロックされるまでに、その送信元に対して許可する指定イベント数を定

義します。

コマンド 説明
39-221
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド
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ipv4 (SBE H.248)
所定の IPv4 H.248 制御アドレスを使用するように SBE を設定するには、H.248 制御アドレス コンフィ

ギュレーション モードで ipv4 コマンドを使用します。所定の IPv4 H.248 制御アドレスを削除するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

ipv4 IP address

no ipv4 IP address

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 H.248 制御アドレス（config-sbc-sbe-ctrl-h248）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、所定の IPv4 H.248 制御アドレスを使用するように SBE を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# control address h248 index 0
host1/Admin(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# ipv4 1.1.1.1
host1/Admin(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# 

関連コマンド

IP address IPv4 H.248 制御アドレスを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

control address h248 
index

インデックス値を選択し、H.248 制御アドレス モードを開始します。

port (SBE H.248) 所定の IPv4 H.248 ポートを使用するように SBE を設定します。

transport (SBE H.248) H.248 通信に特定のトランスポートを使用するように SBE を設定します。
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  key
key
アカウンティング サーバおよび認証サーバの認証キーを設定するには、適切なサーバ コンフィギュ

レーション モードで key コマンドを使用します。以前に設定した認証キ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。

key key

no key

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 サーバ アカウンティング（config-sbc-sbe-acc-ser）

サーバ認証（config-sbc-sbe-auth）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、RADIUS クライアント インスタンス radius1 用として、mySbc でアカウンティング サーバ 
acctsvr に認証キー HJ5689 を設定し、acctsvr2 に認証キー cisco を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# radius accounting radius1
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc)# server acctsvr
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc-ser)# key HJ5689
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc-ser)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc)# server acctsvr2
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc-ser)# key cisco
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc-ser)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe)# exit

関連コマンド

key 認証キーを指定します このキーは、認証がオンになっている場合にだけ有効になりま

す。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

radius アカウンティングまたは認証用の RADIUS クラ

イアントを設定します。
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ldr-check 
長時間チェック（LDR）の実行時刻（現地時間）を設定するには、SBE 課金コンフィギュレーション 
モードで ldr-check コマンドを使用します。00:00 に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ldr-check {HH MM}

no ldr-check

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト HH MM：00 00

コマンド モード SBE 課金コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-billing）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

アクティブ コンフィギュレーション上にコンフィギュレーションを上書きロードしようとすると、コ

ンフィギュレーションを変更できないことを通知する警告が生成されます。新しいコンフィギュレー

ションをロードすることでコンフィギュレーション全体を変更する必要がある場合は、まず既存のコン

フィギュレーションを削除してください。

例 次に、リモートの長時間コールのチェックを午後 10 時半に実行するように設定する例を示します。こ

のように指定することで、24 時間以上のすべてのコールが毎日この時刻に SBC でチェックされます。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# billing 
host1/Admin(config-sbc-sbe-billing)# ldr-check 22 30

関連コマンド

HH:MM 時刻（24 時間方式の時間と分）です。HH 引数の範囲は 0 ～ 23 です。MM 引数の範囲

は 0 ～ 59 です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

activate (radius) コンフィギュレーションがコミットされたあとで課金機能をアクティブ化

します。

billing 課金を設定します。

local-address ipv4 CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定します。

method 
packetcable-em

パケットケーブル課金メソッドをイネーブルにします。
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packetcable-em 
transport radius

パケットケーブル課金インスタンスを設定します。

show services sbc sbe 
billing remote

ローカル コンフィギュレーションと課金コンフィギュレーションを表示し

ます。

コマンド 説明
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local-address ipv4（パケットケーブル）
パケットケーブル課金インスタンスのローカル アドレスを設定するには、packetcable-em コンフィ

ギュレーション モードで local-address ipv4 コマンドを使用します。ローカル アドレスをディセーブ

ルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

local-address ipv4 A.B.C.D.

no local-address ipv4 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 0.0.0.0 です。

コマンド モード packetcable-em コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-billing-packetcable-em）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

アドレスを設定しない場合、SBC では任意のローカル アドレスが使用されます。

例 次に、mySbc に対して課金モードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# billing 
(config-sbc-sbe-billing)# packetcable-em 4 transport radius test
(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# local-address ipv4 10.10.10.10

関連コマンド

A.B.C.D. 設定するローカル IPv4 アドレスです。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 このコマンドが変更されました。

コマンド 説明

activate (radius) コンフィギュレーションがコミットされたあとで課金機能をアクティブ化

します。

attach RADIUS クライアントの課金をアクティブ化します。

batch-size RADIUS サーバに送信された RADIUS メッセージのバッチまたはグルー

プを設定します。

batch-time バッチが送信される前にバッチにレコードを保持する最大時間をミリ秒単

位で設定します。

deact-mode 課金メソッドに非アクティブ化モードを設定します。

ldr-check 長時間チェック（LDR）の実行時刻（現地時間）を設定します。
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local-address ipv4 CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定します。

local-address ipv4 
(packet-cable)

パケットケーブル課金インスタンスのローカル アドレスを設定します。

method 
packetcable-em

パケットケーブル課金メソッドをイネーブルにします。

packetcable-em 
transport radius

パケットケーブル課金インスタンスを設定します。

show services sbc sbe 
billing remote

ローカル コンフィギュレーションと課金コンフィギュレーションを表示し

ます。

コマンド 説明
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local-address ipv4 
CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定するには、SBE 課金コンフィギュレーション モード

で local-address ipv4 コマンドを使用します。ローカル IPv4 アドレスの設定を取り消すには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

local-address ipv4 {A.B.C.D.}

no local-address ipv4

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 SBE 課金コンフィギュレーション

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

アクティブ コンフィギュレーション上にコンフィギュレーションを上書きロードしようとすると、コ

ンフィギュレーションを変更できないことを通知する警告が生成されます。新しいコンフィギュレー

ションをロードすることでコンフィギュレーション全体を変更する必要がある場合は、まず既存のコン

フィギュレーションを削除してください。

（注） 課金がアクティブになると、このフィールドは再設定できなくなります。

例 次に、課金にローカル アドレス 10.20.1.1 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# billing remote
host1/Admin(config-sbc-sbe-billing)# local-address ipv4 10.20.1.1

関連コマンド

A.B.C.D. 設定するローカル IPv4 アドレスです。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

billing 課金を設定します。

ldr-check 長時間チェック（LDR）の実行時刻（現地時間）を設定します。

local-address ipv4 CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定します。
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method 
packetcable-em

パケットケーブル課金メソッドをイネーブルにします。

packetcable-em 
transport radius

パケットケーブル課金インスタンスを設定します。

show services sbc sbe 
billing remote

ローカル コンフィギュレーションと課金コンフィギュレーションを表示し

ます。

コマンド 説明
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local-id host
SIP 隣接のローカル ID 名を設定するには、隣接 SIP コンフィギュレーション モードで local-id コマン

ドを使用します。このコンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

local-id host name

no local-id host

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト name フィールドが設定されていない場合、SIP メッセージにローカル シグナリング アドレスが使用さ

れます。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、SIP 隣接 SipToIsp42 の SIP ローカル ID を mcarthur に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# local-id host mcarthur

関連コマンド

name 発信 SIP メッセージに表示されるローカル ID 名を指定します。これは DNS 名でもかま

いません。この名前にポートは含めないでください。最大サイズは 255 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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local-port 
デフォルト MGC への接続時に特定のローカル ポートを使用するように DBE を設定するには、VDBE 
コンフィギュレーション モードで local-port コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを

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。

local-port {abcd}

no local-port {abcd}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトでは、ローカル ポート 2944 が使用されます。冗長セッション ボーダ コントローラ（SBC）

が存在する場合、use-any-local-port は使用しないでください。使用すると、SBC のスイッチオーバー

時に MGC への接続が失われることがあります。

コマンド モード VDBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe-vdbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

vDBE にコントローラを設定したあとは、ローカル ポートを変更できません。ローカル ポートを変更

または設定するには、コントローラを削除する必要があります。

例 次に、mySbc という SBC 上に DBE サービスを作成し、SBC-DBE コンフィギュレーション モードお

よび VDBE コンフィギュレーション モードを開始したあと、DBE がローカル ポート 5090 を使用する

ように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# local-port 5090
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# exit

関連コマンド

abcd DBE が使用するローカル ポート番号です。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

use-any-local-port デフォルト MGC への接続時に、使用可能な任

意のローカル ポートを使用するように DBE を設

定します。
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  location-id
location-id
セッション ボーダ コントローラ（SBC）の DBE サービスのロケーション ID を設定するには、

SBC-DBE コンフィギュレーション モードで location-id コマンドを使用します。ロケーション ID を
デフォルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

location-id location-id

no location-id location-id

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトのロケーション ID は -1 です。

コマンド モード SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

このコマンドの no 形式には引数はありません。ロケーション ID は、デフォルトの 0xFFFFFFFF（-1）
に設定されます。

ロケーション ID は、各 DBE に設定します。SBE はエンドポイントに特定のロケーション ID を関連付

け、ロケーション ID を使用して、異なる DBE 間でコールをルーティングします。

SBC-DBE コンフィギュレーション モードを開始するには、location-id コマンドを入力する前に dbe 
コマンドを使用します。

例 次に、mySbc という SBC 上に DBE サービスを作成し、SBC-DBE コンフィギュレーション モードを

開始したあと、DBE のロケーション ID を 1 に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# location-id 1
host1/Admin(config-sbc-dbe)# exit

関連コマンド

location-id DBE のロケーション ID です。ロケーション ID の範囲は -1 ～ 65535 です。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dbe SBC 上に DBE サービスを作成し、DBE-SBE コ
ンフィギュレーション モードを開始します。
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  mandatory-transport
mandatory-transport
隣接に必須トランスポートを設定するには、隣接 SIP コンフィギュレーション モードで 
mandatory-transport コマンドを使用します。ファストパス登録サポートを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。

mandatory-transport {tcp | udp}

no mandatory-transport {tcp | udp}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 隣接では、UDP がデフォルトとして使用されます。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

ファストパス登録は、SBC がソフトスイッチにすべての SIP 登録メッセージを転送しないようにする

ために使用します。これにより、ソフトスイッチの負荷が軽減されます。この機能はデフォルトでイ

ネーブルになっており、このコマンドを使用してディセーブルにできます。アクティブな状態の場合、

既存の登録と同じホストおよびポートから受信された SIP 登録メッセージに対しては、0 以外の有効期

限の場合に限り、さらなる解析または処理を実行しないですぐに応答されます。

例 次に、SIP 隣接 SipToIsp42 の必須トランスポートとして TCP を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# mandatory-transport tcp

関連コマンド

tcp 必須トランスポートを TCP に設定します。

udp 必須トランスポートを UDP に設定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.1 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

preferred-transport 隣接での SIP シグナリング用に優先トランスポート プロトコルを設定しま

す。
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  map-status-code
map-status-code
マップ ステータス コードのマッピング サブモードを開始するには、SIP メソッド プロファイル エレメ

ント コンフィギュレーション モードで map-status-code コマンドを使用します。

map-status-code 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SIP メソッド プロファイル エレメント コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-sip-mth-ele）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、map-status-code コマンドを使用して、マップ ステータス コードのマッピング サブモードを開

始する例を示します。

Router/Admi# configure
Router/Admi(config)# sbc test
Router/Admi(config-sbc)# sbe
Router/Admi(config-sbc-sbe)# sip method-profile mthdprof1
Router/Admi(config-sbc-sbe-sip-mth)# method INVITE
Router/Admi(config-sbc-sbe-sip-mth-ele)# map-status-code 
Router/Admi(config-sbc-sbe-sip-mth-ele-map)# 

関連コマンド

method name メソッド プロファイルに追加するメソッドの名前を指定します。1 文字以

上 32 文字以下の名前を指定できます（大文字と小文字は区別されます）。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blacklist SIP メッセージの SIP ヘッダーまたはメソッド ブラックリスト プロファイ

ルを設定します。

description メソッド プロファイルの説明テキストを設定します。

pass-body メソッド プロファイルで受け入れられた non-vital SIP メソッドの SIP 
メッセージ本文のパススルーを許可します。
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  marking
marking
QoS プロファイルでのパケットのマーキングに DSCP 値を使用するか、または IP precedence および 
ToS 値を使用するかを設定するには、適切なコンフィギュレーション モードで marking コマンドを使

用します。デフォルトの動作に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

marking type

no marking

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 QoS シグナリング コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-qos-sig）

QoS ビデオ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-qos-video）

QoS 音声コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-qos-voice）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、DSCP を使用して IP パケットにマーキングするように QoS プロファイルを設定する例を示しま

す。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# qos sig residential
host1/Admin(config-sbc-sbe-qos-sig)# marking dscp

関連コマンド

type マーキングのタイプを指定します。有効な値は次のとおりです。

• dscp：DSCP 値を使用してパケットにマーキングします。

• ip-precedence：IP precedence および ToS 値を使用してパケットにマーキングします。

• passthrough：パケットのマーキングは行いません。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

qos sig シグナリング用の QoS プロファイルを設定しま

す。

qos video ビデオ用の QoS プロファイルを設定します。

qos voice 音声用の QoS プロファイルを設定します。
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  match-account
match-account
エントリを送信元アカウントと照合する番号分析テーブルまたはルーティング テーブルについて、

テーブル内のエントリの照合アカウントを設定するには、ルーティング テーブル エントリ コンフィ

ギュレーション モードで match-account コマンドを使用します。照合値を削除するには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

match-account key

no match-account key

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 ルーティング テーブル エントリ（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しい番号分析テーブル MyNaTable にエントリを作成し、それと照合する送信元アカウントを

設定する例を示します。

host1/Admin# configure
Admin/Router(config)# sbc mySbc sbe
Admin/Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Admin/Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-src-account-table MyNaTable
Admin/Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# entry 1
Admin/Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)# match-account router_eastern

関連コマンド

key 照合するアカウントを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

entry  テーブルのエントリを作成または変更します。
39-236
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  match-address
match-address
エントリを宛先または送信元の着信番号と照合するルーティング テーブルについて、テーブル内のエン

トリの照合値を設定するには、ルーティング テーブル エントリ コンフィギュレーション モードで 
match-address コマンドを使用します。照合値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match-address key [regex]

no match-address key [regex]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 ルーティング テーブル エントリ（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいルーティング テーブル MyRtgTable にエントリを作成し、それと照合する着信番号（宛

先アドレス）を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-dst-address-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-address 999

関連コマンド

key アドレスの照合に使用するストリングを指定します。最大サイズは 255 文
字です。

regex 指定は任意です。アドレス ストリングを正規表現にするように指定します。

リリース 変更内容

Release 3.1.0 任意指定の regex キーワードが追加されました。

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

entry  テーブルのエントリを作成または変更します。
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  match-adjacency
match-adjacency
エントリを送信元隣接と照合する番号分析テーブルまたはルーティング テーブルについて、テーブル

内のエントリの照合値を設定するには、ルーティング テーブル コンフィギュレーション モードで 
match-adjacency コマンドを使用します。ルーティング テーブル内の所定のエントリの照合値を削除

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match-adjacency key

no match-adjacency key

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 ルーティング テーブル エントリ（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいルーティング テーブル MyRtgTable にエントリを作成し、それと照合する送信元隣接を

設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-src-adjacency-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-adjacency ADJ1

関連コマンド

key 照合する隣接を指定します。すべての隣接を照合するには、アスタリスクを使用

します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

entry  テーブルのエントリを作成または変更します。
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  match-category
match-category
カテゴリを照合するルーティング テーブルについて、テーブル内のエントリの照合値を設定するには、

ルーティング テーブル コンフィギュレーション モードで match-category コマンドを使用します。

ルーティング テーブル内の所定のエントリの照合値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

match-category WORD

no match-category WORD

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 ルーティング テーブル エントリ（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

テーブルがアクティブ ポリシー セットの一部となっている場合は、このコマンドを使用できません。

例 次に、新しいルーティング テーブル MyRtgTable 内のエントリの match-value を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-category-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-category emergency
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# end

関連コマンド

WORD 照合するカテゴリの名前を指定します。最大サイズは 30 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

entry  テーブルのエントリを作成または変更します。
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  match-cic
match-cic
ルーティング テーブル内のキャリア ID コードを照合するには、ルーティング テーブル エントリ モー

ドで match-cic コマンドを使用します。ルーティング テーブル内の所定のエントリの precedence を削

除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match-cic word [any | none]

no match-cic word [any | none]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト エントリのデフォルトの precedence は any です。

コマンド モード ルーティング テーブル エントリ（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、match-cic コマンドを使用して、存在する任意のキャリア ID を照合する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-carrier-id-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-cic any

関連コマンド

word 値キーを照合します。最大サイズは 30 文字です。

any 任意のキャリア ID を照合します（存在する任意のキャリア ID を照合しま

す）。

none ヌル キャリア ID を照合します（キャリア ID が存在しない場合に照合しま

す）。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション モー

ドを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレーション モー

ドを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。
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rtg-carrier-id-table SBE コール ポリシー セットのキャリア ID と一致するエントリがあるルー

ティング テーブルを作成または設定するコンフィギュレーション モード

を開始します。

entry SBE コール ポリシー セットの送信元ドメイン名と一致するエントリがあ

るルーティング テーブルを作成または設定するコンフィギュレーション 
サブモードを開始します。

コマンド 説明
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match-domain
送信元ドメインを照合するルーティング テーブルについて、テーブル内のエントリの照合ドメインを

設定するには、コール ポリシー ルーティング テーブル モードで match-domain コマンドを使用しま

す。ルーティング テーブル内の所定のエントリの照合値を削除するには、このコマンドの no 形式を使

用します。

match-domain key [regex]

no match-domain key [regex]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 コール ポリシー ルーティング テーブル（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン テーブルがアクティブ ポリシー セットの一部となっている場合は、送信元ドメインを照合するルー

ティング テーブル内のエントリの照合ドメインを作成または変更できません。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいルーティング テーブル MyRtgTable 内のエントリの match-domain を cisco.com に設定す

る例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-src-domain-table MyRtgTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-domain cisco.com
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# exit

key 着信番号の照合に使用するストリングを指定します。

regex 指定は任意です。アドレス ストリングを正規表現にするように指定します。

リリース 変更内容

Release 3.1.0 任意指定の regex キーワードが追加されました。

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション モー

ドを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレーション モー

ドを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。

rst-dst-domain-table SBE コール ポリシー セットの宛先ドメイン名と一致するエントリがある

ルーティング テーブルを作成するコンフィギュレーション モードを開始し

ます。
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match-number
エントリを着信番号全体と照合する番号分析テーブルについて、テーブル内のエントリの照合値を設定

するには、NA-DST-number-table コンフィギュレーション モードで match-number コマンドを使用し

ます。照合値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match-number key

no match-number key

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 NA-DST-number-table コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しい番号分析テーブル MyNaTable にエントリを作成し、それと照合する着信番号を設定する

例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-dst-number-table MyNaTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)# match-number 9XXX

関連コマンド

key 着信番号の照合に使用するストリングを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

caller-video-qos-profile 番号分析テーブル内のエントリのアクションを設定します。
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match-prefix
エントリを着信番号の先頭部分と照合する番号分析テーブルについて、テーブル内のエントリの照合値

を設定するには、SBE ルーティング ポリシー番号分析テーブル エントリ コンフィギュレーション 
モードで match-prefix コマンドを使用します。照合値を削除するには、このコマンドの no 形式を使

用します。

match-prefix word

no match-prefix word

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 番号分析テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry）

コマンドの履歴

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。 このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション 
モードおよびサブモードを開始している必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要な

モードとサブモードの階層を示します。

番号分析宛先プレフィクス テーブルを設定するには、match-prefix コマンドを使用します。

例 次に、新しい番号分析テーブル MyNaTable にエントリを作成し、それと照合する着信番号プレフィク

スを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc sbe
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-dst-prefix-table MyNaTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)# match-prefix *X*

word 着信番号の先頭部分の照合に使用するプレフィクス ストリングの値です。

最大サイズは 32 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

action (NA-) 着信番号（プレフィクスまたは番号全体）あるいは送信元の隣接またはア

カウントに一致するテーブル エントリがある番号分析テーブル内のエント

リのアクションを設定します。

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始しま

す。

entry 番号分析テーブルまたはルーティング テーブルのエントリを作成または変

更します。

na-dst-prefix-table SBE ポリシー セット内の着信番号のプレフィクスと一致する番号を持つ番

号分析テーブルを設定します。
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match-prefix len
プレフィクス長（ネットマスク）を照合するルーティング テーブルについて、テーブル内のエントリ

の照合値を設定するには、CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション モードで match-prefix 
len コマンドを使用します。ルーティング テーブル内の所定のエントリの照合値を削除するには、この

コマンドの no 形式を使用します。

match-prefix-len length

no match-prefix-len length

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 0 です。

コマンド モード CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry） 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいルーティング テーブル MyRtgTable 内のエントリの match-value を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-category-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-prefix-len 24
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# end

関連コマンド

length 範囲：0 ～ 32

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

entry  テーブルのエントリを作成または変更します。
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match-type
アドミッション制御テーブルの照合タイプを設定するには、CAC テーブル コンフィギュレーション 
モードで match-type コマンドを使用します。アドミッション制御テーブルの match-type を削除する

には、このコマンドの no 形式を使用します。

match-type table-type

no match-type table-type

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

table-type テーブルのタイプ。このパラメータは、テーブルに含まれるエントリの 
match-value フィールドの構文を制御します。テーブルに含まれるエントリは

すべて、コール プライオリティの値に対応しています。値は、次のいずれかの

ストリングになります。

• account：アカウントの名前を比較します。

• adj-group：隣接グループの名前を比較します。

• adjacency：隣接の名前を比較します。

• all：比較タイプはありません。このタイプにはすべてのイベントが一致し

ます。

• call-priority：コール プライオリティを比較します。

• category：番号分析で割り当てられたカテゴリを比較します。

• dst-account：宛先アカウントの名前を比較します。

• dst-adj-group：宛先隣接グループの名前を比較します。

• dst-adjacency：宛先隣接の名前を比較します。

• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭部分を比較します。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較します。

• policy-set：match-type は cac-policy-table です。

• src-account：送信元アカウントの名前を比較します。

• src-adj-group：送信元隣接グループの名前を比較します。

• src-adjacency：送信元隣接の名前を比較します。

• src-prefix：コール元番号ストリングの先頭部分を比較します。

• sub-category：加入者カテゴリに基づいて照合します。

• sub-category-pfx：加入者カテゴリの IP プレフィクスに基づいて照合します。

match-type パラメータは、テーブルの作成時に指定する必要があります。
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コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、アドミッション制御テーブル MyCacTable の match-type を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type call-priority

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 このコマンドが変更され、sub-category および sub-category-pfx テーブル 
タイプが追加されました。

コマンド 説明

cac-table アドミッション制御テーブルを設定します。

match-value アドミッション制御テーブル内のエントリの match-value を設定します。
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match-string
SDP アトリビュート照合ストリングを設定するには、SDP アトリビュート テーブル コンフィギュレー

ション モードで match-string コマンドを使用します。ルーティング テーブル内の所定のエントリの照

合値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match-string word

no match-string word

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SDP アトリビュート テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe- 
sdpmatchtable-sdpattributetable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいルーティング テーブル MyRtgTable 内のエントリの match-value を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sdp-match-table 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# match-string X-sqn

関連コマンド

word SDP アトリビュート ストリングを指定します。最大サイズは 30 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sdp-match-table SDP 照合テーブルを作成します。

sdp-attribute-table 追加または削除するアトリビュートをリストした SDP アトリビュート 
テーブルを設定します。

action (sdp) SDP ポリシー テーブル アクションを設定します。

sdp-policy-table SDP ポリシー テーブルを設定します。
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match-table
ポリシーで使用される SDP 照合テーブルを設定するには、SDP ポリシー テーブル コンフィギュレー

ション モードで match-table コマンドを使用します。ルーティング テーブル内の所定のエントリの照

合値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match-table word

no match-table word

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SDP ポリシー テーブル（config-sbc-sbe-sdp-policy-tbl）# 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいルーティング テーブル MyRtgTable 内のエントリの match-value を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sdp-policy-table policytab2
host1/Admin(config-sbc-sbe-sdp-policy-tbl)# match-table matchtab2

関連コマンド

word SDP 照合テーブルを指定します。最大サイズは 30 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sdp-policy-table SDP ポリシー テーブルを設定します。
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match-time
エントリの照合時間を設定するには、ルーティング テーブル エントリ コンフィギュレーション モード

で match-time コマンドを使用します。ルーティング テーブル内の所定のエントリの照合値を削除する

には、このコマンドの no 形式を使用します。

match-time {[date yr year_low year_high mon month_low month_high day date_low 
date_high] [dow DoW_low DoW_high] [tod hr hour_low hour_high min minute_low 
minute_high]}

no match-time {[date yr year_low year_high mon month_low month_high day date_low 
date_high] [dow DoW_low DoW_high] [tod hr hour_low hour_high min minute_low 
minute_high]}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 ルーティング テーブル エントリ（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry） 

コマンドの履歴

key Key：時間の照合に使用するストリングです。次の 1 つまたは複数の指定子を使

用できます。

date_low ～ date_high：日付の範囲（1 ～ 31）

date：日付

day：日

DoW_low ～ DoW_high：曜日の範囲（Sun ～ Mon）

dow：曜日

hr：時間

hour_low ～ hour_high：時間の範囲（0 ～ 23）

minute_low ～ minute_high：分の範囲（0 ～ 59）

min：分

mon：月

month_low ～ month_high：月の範囲（1 ～ 12）

tod：時刻

yr：年

year_low ～ year_high：年の範囲 

（注） high の値は任意指定です。指定しなかった場合、low と同じ値に設定され

ます。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
39-252
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  match-time
使用上のガイドライン テーブルがアクティブ ポリシー セットの一部となっている場合は、このコマンドを使用できません。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいルーティング テーブル MyRtgTable 内のエントリの match-value を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-category-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time y:2006-2020
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# end

関連コマンド コマンド 説明

entry  テーブルのエントリを作成または変更します。
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match-value
アドミッション制御テーブル内のエントリの match-value を設定するには、CAC テーブル コンフィ

ギュレーション モードで match-value コマンドを使用します。アドミッション制御テーブル内の所定

のエントリの照合値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match-value key

no match-value key

シンタックスの説明 key イベントの照合に使用するストリングを指定します。key の形式は、そのテーブル

の match-type によって決まります。ストリングは次のとおりです。

WORD：ポリシー セット以外のコール プライオリティとイベント タイプです（最

大サイズは 255 です）。

adj-group：同じ隣接グループのメンバーからのイベントです。

call：スコープ制限は 1 コール単位です。

call-update：コール元番号ストリングの先頭部分を比較します。

category：同じカテゴリを持つイベントです。

critical：リソース プライオリティが「critical」のコールを照合します。

dst-account：同じアカウントに送信されるイベントです。

dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイベントです。

dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベントです。

dst-number：同じ宛先を持つイベントです。

endpoint-reg：宛先隣接の名前を比較します。

flash：リソース プライオリティが「flash」のコールを照合します。

flash-override：リソース プライオリティが「flash-override」のコールを照合します。

global：スコープ制限はグローバルです。

immediate：リソース プライオリティが「immediate」のコールを照合します。

new-call：着信ディジット ストリングの先頭部分を比較します。

priority：リソース プライオリティが「priority」のコールを照合します。

routine：リソース プライオリティが「routine」のコールを照合します。

src-account：同じアカウントからのイベントです。

src-adj-group：同じ隣接グループからのイベントです。

src-adjacency：同じ隣接からのイベントです。

src-number：同じ送信元番号を持つイベントです。

sub-category：登録要求内の送信元 IP アドレスに基づいて分類します。

sub-category-pfx：加入者カテゴリの最初の数ビット（match-prefix-len コマンド

で指定）に基づいて分類します。

subscriber：登録要求に指定された AOR に基づいて分類します。

vrf：match-type が sub-category または sub-category-pfx の場合に使用する VRF で
す。これらの場合、match-value ストリングは、登録された加入者に対応する IP ア
ドレスになります。登録された加入者が非 Admin コンテキストに配置されている場

合、vrf では登録された加入者が属する VRF の名前を指定します。
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コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable 内のエントリの match-value を設定する例を示

します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value 0208366

次に、登録された加入者（IP アドレスは 1.1.1.1）を VRF1 に配置する match-value を設定する例を示

します。

host1/Admin# configure 
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value 1.1.1.1 vrf VRF1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 このコマンドが変更され、いくつかのキーが追加されました。

コマンド 説明

entry  テーブルのエントリを作成または変更します。
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max-bandwidth
アドミッション制御テーブル内のエントリの最大帯域幅を設定するには、CAC テーブル コンフィギュ

レーション モードで max-bandwidth コマンドを使用します。アドミッション制御テーブル内の所定

のエントリの最大帯域幅を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

max-bandwidth mbw

no max-bandwidth mbw

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable 内のエントリの最大帯域幅を設定する例を示

します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-prefix
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-bandwidth 6000000

関連コマンド

mbw コール メディアが該当するスコープで受け入れられる最大レートを指定する正

の整数（バイト /秒）です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

max-call-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール レートを設定しま

す。

max-channels アドミッション制御テーブル内のエントリの最大チャネル数を設定します。

max-connections 各リモート アドレスに対して行われる最大 SIP 接続数を設定します。

max-num-calls アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール数を設定します。

max-regs アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録数を設定します。
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  max-bandwidth
max-regs-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録コール数を設

定します。

max-updates アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール アップデートを設

定します。

コマンド 説明
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max-call-rate
アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール レートを設定するには、CAC テーブル コン

フィギュレーション モードで max-call-rate コマンドを使用します。アドミッション制御テーブル内の

所定のエントリの最大コール レートを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

max-call-rate mcr

no max-call-rate mcr

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable 内のエントリの最大コール レートを設定する

例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-prefix
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-call-rate 30

関連コマンド

mcr 所定のスコープで許可する 1 分あたりの最大コール数を指定する正の整数です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

max-bandwidth アドミッション制御テーブル内のエントリの最大帯域幅を設定します。

max-channels アドミッション制御テーブル内のエントリの最大チャネル数を設定します。

max-connections 各リモート アドレスに対して行われる最大 SIP 接続数を設定します。

max-num-calls アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール数を設定します。
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max-regs アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録数を設定します。

max-regs-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録コール数を設

定します。

max-updates アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール アップデートを設

定します。

コマンド 説明
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max-channels
アドミッション制御テーブル内のエントリの最大チャネル数を設定するには、CAC テーブル コンフィ

ギュレーション モードで max-channels コマンドを使用します。アドミッション制御テーブル内の所

定のエントリの最大チャネル数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

max-channels mc

no max-channels mc

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable 内のエントリの最大チャネル数を設定する例

を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-prefix
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-channels 50

関連コマンド

mc 該当するスコープで許可する最大メディア チャネル数を指定する正の整数です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

max-bandwidth アドミッション制御テーブル内のエントリの最大帯域幅を設定します。

max-call-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール レートを設定します。

max-connections 各リモート アドレスに対して行われる最大 SIP 接続数を設定します。

max-num-calls アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール数を設定します。

max-regs アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録数を設定します。
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max-regs-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録コール数を設

定します。

max-updates アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール アップデートを設

定します。

コマンド 説明
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max-in-call-rate
最大インコール レートを設定するには、CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション モードで 
max-in-call-rate コマンドを使用します。コール レー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。

max-in-call-rate rate

no max-in-call-rate rate

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 制限はありません。

コマンド モード CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、各リモート アドレスに対する最大接続数を 1 に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-prefix
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-in-call-rate 33

関連コマンド

rate 1 分あたりのインコール メッセージの最大数です。範囲は 0 ～ 4294967295 
です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

max-out-call-rate 最大発信コール レートを設定します。

max-bandwidth アドミッション制御テーブル内のエントリの最大帯域幅を設定します。

max-call-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール レートを設定します。

max-channels アドミッション制御テーブル内のエントリの最大チャネル数を設定します。

max-num-calls アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール数を設定します。

max-regs アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録数を設定します。
39-262
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  max-in-call-rate
max-regs-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録コール数を設

定します。

max-updates アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール アップデートを設

定します。

コマンド 説明
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max-num-calls
アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール数を設定するには、CAC テーブル エントリ コ
ンフィギュレーション モードで max-num-calls コマンドを使用します。アドミッション制御テーブル

内の所定のエントリの最大コール数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

max-num-calls mnc

no max-num-calls mnc

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable 内のエントリの最大コール数を設定する例を

示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-prefix
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-num-calls 50

関連コマンド

mnc 該当するスコープで許可する最大コール数を指定する正の整数です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

max-bandwidth アドミッション制御テーブル内のエントリの最大帯域幅を設定します。

max-call-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール レートを設定します。

max-channels アドミッション制御テーブル内のエントリの最大チャネル数を設定します。

max-connections 各リモート アドレスに対して行われる最大 SIP 接続数を設定します。

max-regs アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録数を設定します。
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  max-num-calls
max-regs-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録コール数を設

定します。

max-updates アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール アップデートを設

定します。

コマンド 説明
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  max-out-call-rate
max-out-call-rate
最大発信コール レートを設定するには、CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション モードで 
max-out-call-rate コマンドを使用します。最大発信コール レー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。

max-out-call-rate rate

no max-out-call-rate rate

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 制限はありません。

コマンド モード CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、各リモート アドレスに対する最大接続数を 1 に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-prefix
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-out-call-rate 33

関連コマンド

rate 1 分あたりの発信コール メッセージの最大数です。範囲は 0 ～ 4294967295 
です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

max-in-call-rate

max-bandwidth アドミッション制御テーブル内のエントリの最大帯域幅を設定します。

max-call-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール レートを設定します。

max-channels アドミッション制御テーブル内のエントリの最大チャネル数を設定します。

max-num-calls アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール数を設定します。

max-regs アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録数を設定します。
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  max-out-call-rate
max-regs-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録コール数を設

定します。

max-updates アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール アップデートを設

定します。

コマンド 説明
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  max-regs
max-regs
アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録数を設定するには、CAC テーブル コン

フィギュレーション モードで max-regs コマンドを使用します。アドミッション制御テーブル内の所定

のエントリの最大加入者登録数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

max-regs mr

no max-regs mr

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable 内のエントリの最大加入者登録数を設定する

例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-prefix
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-regs 500 

関連コマンド

mrr 該当するスコープで許可する最大加入者登録数を指定する正の整数です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

max-bandwidth アドミッション制御テーブル内のエントリの最大帯域幅を設定します。

max-call-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール レートを設定します。

max-channels アドミッション制御テーブル内のエントリの最大チャネル数を設定します。

max-connections 各リモート アドレスに対して行われる最大 SIP 接続数を設定します。

max-num-calls アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール数を設定します。
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  max-regs
max-regs-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録コール数を設

定します。

max-updates アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール アップデートを設

定します。

コマンド 説明
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  max-regs-rate
max-regs-rate
アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録コール数を設定するには、CAC テーブル 
コンフィギュレーション モードで max-regs-rate コマンドを使用します。アドミッション制御テーブ

ル内の所定のエントリの最大加入者登録数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

max-regs mrr

no max-regs mrr

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 各コマンドに指定できるパラメータは 1 つだけです。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable 内のエントリの最大登録レートを設定する例

を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable match-type dst-prefix
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-reg-rates 150

関連コマンド

mrr 該当するスコープで許可する 1 分あたりの最大加入者登録数を指定する正の整数です。

各コマンドに指定できるパラメータは 1 つだけです。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

max-bandwidth アドミッション制御テーブル内のエントリの最大帯域幅を設定します。

max-call-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール レートを設定します。

max-channels アドミッション制御テーブル内のエントリの最大チャネル数を設定します。

max-connections 各リモート アドレスに対して行われる最大 SIP 接続数を設定します。

max-num-calls アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール数を設定します。
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  max-regs-rate
max-regs アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録数を設定します。

max-updates アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール アップデートを設

定します。

コマンド 説明
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max-updates
アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール アップデートを設定するには、CAC テーブル 
コンフィギュレーション モードで max-updates コマンドを使用します。アドミッション制御テーブル

内の所定のエントリの最大コール アップデートを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

max-updates mu

no max-updates mu

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 CAC テーブル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable 内のエントリの最大コール アップデート数を

設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type dst-prefix
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-updates 500

関連コマンド

mu 該当するスコープで許可する最大コール メディア アップデート数を指定する正の

整数です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

max-bandwidth アドミッション制御テーブル内のエントリの最大帯域幅を設定します。

max-call-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール レートを設定します。

max-channels アドミッション制御テーブル内のエントリの最大チャネル数を設定します。

max-connections 各リモート アドレスに対して行われる最大 SIP 接続数を設定します。

max-num-calls アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール数を設定します。
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  max-updates
max-regs アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録数を設定します。

max-regs-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録コール数を設

定します。

コマンド 説明
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  media-address ipv4
media-address ipv4 
DBE がローカル メディア アドレスとして使用できるアドレス セットに IPv4 アドレスを追加するには、

SBC-DBE コンフィギュレーション モードで media-address ipv4 コマンドを使用します。ローカル メ
ディア アドレスのセットから IPv4 アドレスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

media-address ipv4 {A.B.C.D} {E.F.G.H}

no media-address ipv4 {A.B.C.D} {E.F.G.H}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ローカル メディア アドレスを設定したあとは、DBE サービスがアクティブである限り、メディア ア
ドレスを変更できません。最初に no activate コマンドを使用して、DBE を非アクティブ化する必要が

あります。

メディア アドレスは、メディア リレー機能に使用される DBE 上の IP アドレスのプールです。アドレ

ス プールは、DBE の接続先であるグローバル VPN 用として定義されます。DBE 内の vDBE はすべ

て、このプールからメディア アドレスを抽出します。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、10.10.10.1 ～ 10.10.10.20 のアドレスをアドレス プールに追加する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address pool ipv4 10.10.10.1 10.10.10.20
host1/Admin(config-sbc-dbe)# exit

A.B.C.D DBE に到達するメディアに対して使用する、SBC インターフェイス上の開始 
IPv4 メディア アドレスです。

E.F.G.H DBE に到達するメディアに対して使用する、SBC インターフェイス上の終了 
IPv4 メディア アドレスです。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  media-address ipv4
関連コマンド コマンド 説明

media-address pool 
ipv4

DBE がローカル メディア アドレスとして使用できる、連続する IPv4 メ
ディア アドレスのプールを作成します。

dbe SBC 上に DBE サービスを作成し、DBE-SBE コンフィギュレーション 
モードを開始します。

activate セッション ボーダ コントローラ（SBC）の DBE サービスを開始します。
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  media-address ipv4 port-range
media-address ipv4 port-range 
ポート範囲の Class of Service（CoS; サービス クラス）が任意、ビデオ、または音声であるメディア 
アドレスまたはメディア アドレス プール内で、IPv4 アドレスに関連付けるポート範囲を作成するに

は、SBC-DBE コンフィギュレーション モードで media-address ipv4 port-range コマンドを使用しま

す。作成したポート範囲を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

media-address ipv4 ipaddr port-range min-port max-port { any | video | voice }

no media-address ipv4 ipaddr port-range min-port max-port { any | video | voice }

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト min-port = 16384

max-port = 32767

コマンド モード SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用できるのは、メディア アドレスまたはアドレス範囲のサブモードだけです。

例 次に、ポート範囲のサービス クラスが任意であるメディア アドレスまたはメディア アドレス プール内

で、IPv4 アドレス 10.10.10.1 に関連付けるポート範囲 10000 ～ 20000 を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1 port-range 10000 20000 video

次に、ポート範囲のサービス クラスがビデオであるメディア アドレスまたはメディア アドレス プール

内で、IPv4 アドレス 10.10.10.1 に関連付けるポート範囲 10000 ～ 20000 を作成する例を示します。

host1/Admin# configure

ipaddr IP アドレスです。

min-port 範囲の開始ポート番号です。値の範囲は 1 ～ 65535 ですが、min-port 値には、指

定する max-port 値以下の値を指定する必要があります。min-port 値を設定しない

場合、デフォルト値は 16384 です。

max-port 範囲の終了ポート番号です。値の範囲は 1 ～ 65535 ですが、max-port 値には、指

定する min-port 値以上の値を指定する必要があります。max-port 値を設定しない

場合、デフォルト値は 32767 です。

any ポート範囲が任意のサービス クラスに適用されるように設定します。

video ポート範囲がビデオ サービス クラスに適用されるように設定します。

voice ポート範囲が音声サービス クラスに適用されるように設定します。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1 port-range 10000 20000 video

次に、ポート範囲のサービス クラスが音声であるメディア アドレスまたはメディア アドレス プール内

で、IPv4 アドレス 10.10.10.1 に関連付けるポート範囲 10000 ～ 20000 を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1 port-range 10000 20000 voice

関連コマンド コマンド 説明

media-address ipv4 port-range video ポート範囲のサービス クラスがビデオであるメ

ディア アドレスまたはメディア アドレス プール

内で、IPv4 アドレスに関連付けるポート範囲を

作成します。

media-address ipv4 port-range voice ポート範囲のサービス クラスが音声であるメ

ディア アドレスまたはメディア アドレス プール

内で、IPv4 アドレスに関連付けるポート範囲を

作成します。
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media-address ipv4 vrf port-range 
ポート範囲のサービス クラスが任意、ビデオ、または音声であるメディア アドレスまたはメディア ア
ドレス プール内で、特定の VPN Routing and Forwarding（VRF; VPN ルーティングおよび転送）イン

スタンスに対応する IPv4 アドレスに関連付けるポート範囲を作成するには、SBC-DBE コンフィギュ

レーション モードで media-address ipv4 vrf port-range any コマンドを使用します。作成したポート

範囲を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

media-address ipv4 ipaddr vrf vrf-name port-range start-port end-port { any | video | 
voice }

media-address ipv4 ipaddr vrf vrf-name port-range start-port end-port { any | video | 
voice }

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト start-port = 16384

end-port = 32767

コマンド モード SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用できるのは、メディア アドレスまたはアドレス範囲のサブモードだけです。

ipaddr VRF の IP アドレスです。

start-port 範囲の開始ポート番号です。値の範囲は 1 ～ 65535 ですが、min-port 値には、指

定する max-port 値以下の値を指定する必要があります。min-port 値を設定しない

場合、デフォルト値は 16384 です。

end-port 範囲の終了ポート番号です。値の範囲は 1 ～ 65535 ですが、max-port 値には、指

定する min-port 値以上の値を指定する必要があります。max-port 値を設定しない

場合、デフォルト値は 32767 です。

vrf-name （任意）IP アドレスに対応付ける VRF インスタンスの名前です。vrf キーワード

を使用する場合には、vrfname 引数を指定する必要があります。

any ポート範囲が任意のサービス クラスに適用されるように設定します。

video ポート範囲がビデオ サービス クラスに適用されるように設定します。

voice ポート範囲が音声サービス クラスに適用されるように設定します。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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例 次に、サービス クラスが任意であるメディア アドレス内で、vrf test に対応する IPv4 アドレス 
10.10.10.1 に関連付けるポート範囲 10000 ～ 20000 を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1 vrf test port-range 10000 20000 
any

次に、サービス クラスがビデオであるメディア アドレス内で、vrf test に対応する IPv4 アドレス 
10.10.10.1 に関連付けるポート範囲 10000 ～ 20000 を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1 vrf test port-range 10000 20000 
video

次に、サービス クラスが音声であるメディア アドレス内で、vrf test に対応する IPv4 アドレス 
10.10.10.1 に関連付けるポート範囲 10000 ～ 20000 を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1 vrf test port-range 10000 20000 
voice

関連コマンド コマンド 説明

activate SBC の DBE サービスを開始します。

media address ipv4 DBE がローカル メディア アドレスとして使用で

きるアドレス セットに、個別の IPv4 アドレスを

追加します。
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media-address pool ipv4 
DBE がローカル メディア アドレスとして使用できる、連続する IPv4 メディア アドレスのプールを作

成するには、SBC-DBE コンフィギュレーション モードで media-address pool ipv4 コマンドを使用し

ます。このアドレス プールは、DBE が使用できるローカル メディア アドレスのセットに追加されま

す。ローカル メディア アドレスのセットから作成した IPv4 アドレス プールを削除するには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

media-address pool ipv4 A.B.C.D E.F.G.H

media-address pool ipv4 A.B.C.D E.F.G.H 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 任意の有効な IPv4 アドレスを使用できます。終了 IPv4 アドレスには、開始アドレスよりも上位の数値

を指定する必要があります。

例 次に、10.10.10.1 ～ 10.10.10.20 のアドレスをアドレス プールに追加する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address pool ipv4 10.10.10.1 10.10.10.20
host1/Admin(config-sbc-dbe)# exit

関連コマンド

A.B.C.D アドレス範囲の開始 IPv4 メディア アドレスです。IPv4 メディア アドレスは、

DBE に到達するメディアに対して使用できるセッション ボーダ コントローラ

（SBE）インターフェイス上のローカル IP アドレスです。

E.F.G.H アドレス範囲の終了 IPv4 メディア アドレスです。終了 IPv4 アドレスには、開始

アドレスよりも上位の数値を指定する必要があります。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

activate SBC の DBE サービスを開始します。

media address ipv4 DBE がローカル メディア アドレスとして使用で

きるアドレス セットに、個別の IPv4 アドレスを

追加します。
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media-address pool ipv4 port-range 
DBE がローカル メディア アドレスとして使用でき、ポート範囲のサービス クラスが任意である連続

する IPv4 メディア アドレスのプールを作成するには、SBC-DBE コンフィギュレーション モードで 
media-address pool ipv4 port range any コマンドを使用します。このアドレス プールは、DBE が使

用できるローカル メディア アドレスのセットに追加されます。ローカル メディア アドレスのセットか

ら作成した IPv4 アドレス プールを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

media-address pool ipv4 A.B.C.D E.F.G.H port range min-port max-port {any | video | 
voice }

no media-address pool ipv4 A.B.C.D E.F.G.H port range min-port max-port {any | video | 
voice }

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト min-port = 16384

max-port = 32767

コマンド モード SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、連続する IPv4 メディア アドレス 10.10.10.1 ～ 10.10.10.20 のプールに関連付ける、サービス ク
ラスが任意のポート範囲 10000 ～ 20000 を作成する例を示します。

A.B.C.D アドレス範囲の開始 IPv4 メディア アドレスです。IPv4 メディア アドレスは、

DBE に到達するメディアに対して使用できるセッション ボーダ コントローラ

（SBE）インターフェイス上のローカル IP アドレスです。

E.F.G.H アドレス範囲の終了 IPv4 メディア アドレスです。終了 IPv4 アドレスには、開始

アドレスよりも上位の数値を指定する必要があります。

min-port 範囲の開始ポート番号です。値の範囲は 1 ～ 65535 ですが、min-port 値には、指

定する max-port 値以下の値を指定する必要があります。min-port 値を設定しない

場合、デフォルト値は 16384 です。

max-port 範囲の終了ポート番号です。値の範囲は 1 ～ 65535 ですが、max-port 値には、指

定する min-port 値以上の値を指定する必要があります。max-port 値を設定しない

場合、デフォルト値は 32767 です。

any ポート範囲が任意のサービス クラスに適用されるように設定します。

video ポート範囲がビデオ サービス クラスに適用されるように設定します。

voice ポート範囲が音声サービス クラスに適用されるように設定します。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1 10.10.10.20 port-range 10000 
20000 any

次に、連続する IPv4 メディア アドレス 10.10.10.1 ～ 10.10.10.20 のプールに関連付ける、サービス ク
ラスがビデオのポート範囲 10000 ～ 20000 を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1 10.10.10.20 port-range 10000 
20000 video

次に、連続する IPv4 メディア アドレス 10.10.10.1 ～ 10.10.10.20 のプールに関連付ける、サービス ク
ラスが音声のポート範囲 10000 ～ 20000 を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1 10.10.10.20 port-range 10000 
20000 voice

関連コマンド コマンド 説明

media-address pool ipv4 DBE がローカル メディア アドレスとして使用で

きる、連続する IPv4 メディア アドレスのプール

を作成します。
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media-address pool ipv4 vrf 
DBE がローカル メディア アドレスとして使用でき、特定の VPN ルーティングおよび転送（VRF）イ

ンスタンスに対応する IPv4 アドレスとしての、連続する IPv4 メディア アドレスのプールを作成する

には、SBC-DBE コンフィギュレーション モードで media-address pool ipv4 vrf コマンドを使用しま

す。作成したアドレス プールをローカル メディア アドレスのセットから削除するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

media-address pool ipv4 A.B.C.D E.F.G.H vrf vrfname

no media-address pool ipv4 A.B.C.D E.F.G.H vrf vrfname

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このアドレス プールは、DBE が使用できるローカル メディア アドレスのセットに追加されます。終

了 IPv4 アドレスには、開始アドレスよりも上位の数値を指定する必要があります。

例 次に、10.10.10.1 ～ 10.10.10.20 のアドレスを、vpn1 という vrf 用のアドレス プールに追加する例を示

します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address pool ipv4 10.10.10.1 10.10.10.20 vrf vpn1
host1/Admin(config-sbc-dbe)# exit

関連コマンド

A.B.C.D アドレス範囲の開始 IPv4 メディア アドレスです。IPv4 メディア アドレス

は、DBE に到達するメディアに対して使用できるセッション ボーダ コン

トローラ（SBE）インターフェイス上のローカル IP アドレスです。

E.F.G.H アドレス範囲の終了 IPv4 メディア アドレスです。終了 IPv4 アドレスには、

開始アドレスよりも上位の数値を指定する必要があります。

vrfname （任意）IP アドレスに対応付ける VRF インスタンスの名前です。vrf キー

ワードを使用する場合には、vrfname 引数を指定する必要があります。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dbe SBC 上に DBE サービスを作成し、DBE-SBE コ
ンフィギュレーション モードを開始します。
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media-address pool ipv4 vrf port-range 
DBE がローカル メディア アドレスとして使用できるシグナリング ピンホール用のメディア アドレス 
プールを設定するには、SBC-DBE コンフィギュレーション モードで media-address pool ipv4 vrf 
port-range signaling コマンドを使用します。作成したアドレス プールをローカル メディア アドレス

のセットから削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

media-address pool ipv4 A.B.C.D E.F.G.H vrf vrf-name port-range{min-port max-port { 
any | signaling | video | voice }

no media-address pool ipv4 A.B.C.D E.F.G.H vrf vrf-name port-range{min-port max-port 
{ any | signaling | video | voice }

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト min-port = 16384

max-port = 32767

コマンド モード SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このアドレス プールは、DBE が使用できるローカル メディア アドレスのセットに追加されます。終

了 IPv4 アドレスには、開始アドレスよりも上位の数値を指定する必要があります。

A.B.C.D アドレス範囲の開始 IPv4 メディア アドレスです。IPv4 メディア アドレス

は、DBE に到達するメディアに対して使用できるセッション ボーダ コン

トローラ（SBE）インターフェイス上のローカル IP アドレスです。

E.F.G.H アドレス範囲の終了 IPv4 メディア アドレスです。終了 IPv4 アドレスには、

開始アドレスよりも上位の数値を指定する必要があります。

vrf vrf-name （任意）IP アドレスに対応付ける VRF インスタンスの名前です。vrf キー

ワードを使用する場合には、vrf-name 引数を指定する必要があります。

port-range min-port port-range の開始ポート番号です。値の範囲は 1 ～ 65535 ですが、

min-port 値には、指定する max-port 値以下の値を指定する必要がありま

す。min-port 値を設定しない場合、デフォルト値は 16384 です。

port-range max-port port-range の終了ポート番号です。値の範囲は 1 ～ 65535 ですが、

max-port 値には、指定する min-port 値以上の値を指定する必要がありま

す。max-port 値を設定しない場合、デフォルト値は 32767 です。

any ポート範囲が任意のサービス クラスに適用されるように設定します。

signaling ポート範囲がシグナリング サービス クラスに適用されるように設定します。

video ポート範囲がビデオ サービス クラスに適用されるように設定します。

voice ポート範囲が音声サービス クラスに適用されるように設定します。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 signaling キーワードが追加されました。
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MGC がローカル アドレスまたはポートをシグナリング ピンホール用として指定していない場合、

DBE はこのサービス クラスで識別されたポート範囲からアドレスまたはポートを選択します。MGC 
がアドレスまたはポートを指定している場合、そのアドレスまたはポートはこのサービス クラスで識

別されたポート範囲内に含まれている必要があります。

例 次に、vrf test に対応する、連続する IPv4 メディア アドレス 10.10.10.1 ～ 10.10.10.20 のプールに関連

する、サービス クラスが任意のポート範囲 10000 ～ 20000 を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1 10.10.10.20 vrf test 
port-range 10000 20000 any

次に、vrf test に対応する、連続する IPv4 メディア アドレス 10.10.10.1 ～ 10.10.10.20 のプールに関連

する、サービス クラスが音声のポート範囲 10000 ～ 20000 を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1 10.10.10.20 vrf test 
port-range 10000 20000 voice

次に、vrf test に対応する、連続する IPv4 メディア アドレス 10.10.10.1 ～ 10.10.10.20 のプールに関連

する、サービス クラスがビデオのポート範囲 10000 ～ 20000 を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1 10.10.10.20 vrf test 
port-range 10000 20000 video

次に、シグナリング ピンホールとしてポート範囲 5000 ～ 6000 を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.10 port-range 5000 6000 signaling
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address pool ipv4 10.10.10.10 10.10.10.20 port-range 
5000 6000 signaling
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-address pool ipv4 10.10.10.10. 10.10.10.20 vrf vrf1 
port-range 5000 6000 signaling

関連コマンド コマンド 説明

media-address pool ipv4 vrf port-range any DBE がローカル メディア アドレスとして使用で

き、ポート範囲のサービス クラスが任意で、特

定の VRF インスタンスに対応する IPv4 アドレ

スとしての、連続する IPv4 メディア アドレスの

プールを作成します。

media-address pool ipv4 vrf port-range video DBE がローカル メディア アドレスとして使用で

き、ポート範囲のサービス クラスがビデオで、

特定の VRF インスタンスに対応する IPv4 アド

レスとしての、連続する IPv4 メディア アドレス

のプールを作成します。
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  media-bypass
media-bypass
メディア トラフィックが DBE をバイパスできるように H.323 隣接または SIP 隣接を設定するには、適

切なコンフィギュレーション モードで media-bypass コマンドを使用します。デフォルトの動作に戻

すには、このコマンドの no 形式を使用します。

media-bypass 

no media-bypass

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。

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

設定した場合、この隣接で開始および終了するコールのメディア トラフィックはエンドポイント間を

直接伝送され、DBE をパススルーすることはありません。設定を取り消した場合、メディア トラ

フィックは常にゲートウェイをパススルーする必要があります。

例 次に、SIP 隣接 SipToIsp42 のメディア トラフィックがゲートウェイをバイパスできるようにする例を

示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# media-bypass

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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  media-bypass-forbid
media-bypass-forbid
メディア トラフィックが DBE をバイパスするのを禁止するように H.323 隣接または SIP 隣接を設定す

るには、適切なコンフィギュレーション モードで media-bypass-forbid コマンドを使用します。デ

フォルトの状態に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

media-bypass-forbid 

no media-bypass-forbid

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。

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、SIP 隣接 SipToIsp42 のメディア トラフィックがゲートウェイをバイパスするように設定する例

を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# media-bypass-forbid

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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  media-gateway
media-gateway
メディア ゲートウェイを設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで media-gateway コマ

ンドを使用します。メディア ゲートウェイのコンフィギュレーションを取り消すには、このコマンド

の no 形式を使用します。

media-gateway ipv4 A.B.C.D

no media-gateway ipv4 A.B.C.D

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、メディア ゲートウェイの設定場所からメディア ゲートウェイ サブモードにアクセスする例を示

します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# media-gateway ipv4 10.0.0.1
host1/Admin(config-sbc-sbe-mg)#

関連コマンド

ipv4 A.B.C.D IPv4 メディア ゲートウェイ アドレスを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

codecs メディア ゲートウェイがサポートするコーデックを設定し

ます。

show services sbc sbe 
media-gateway-associations

既知のメディア ゲートウェイとアクティブ アソシエーショ

ンのリストを表示します。

transcoder メディア ゲートウェイをトランスコーダとして設定します。
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  media-late-to-early-iw
media-late-to-early-iw
後期 /初期メディアの interworking（iw; インターワーキング）を設定するには、隣接 SIP コンフィ

ギュレーション モードで media-late-to-early-iw コマンドを使用します。このコンフィギュレーショ

ン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。

media-late-to-early-iw {incoming | outgoing}

no media-late-to-early-iw {incoming | outgoing}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、対象の隣接のコール元からのコールに対して、後期 /初期メディアの iw を設定する例を示しま

す。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbe-adj-sip)# media-late-to-early-iw incoming 

関連コマンド

incoming 対象の隣接のコール元からのコールに対して、後期 /初期メディアの iw を
イネーブルにします。

outgoing 対象の隣接のコール先へのコールに対して、後期 /初期メディアの iw をイ

ネーブルにします。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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  media-timeout
media-timeout
コールの最終メディア パケットの受信後、そのコールが終了したと判断してコール リソースをクリア

し、SBE に同じ動作をするようシグナリングするまでの DBE の待機時間を設定するには、DBE コン

フィギュレーション モードで media-timeout 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。

media-timeout {timeout} 

no media-timeout {timeout} 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト タイムアウト：30 秒 

コマンド モード DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン アクティブ コンフィギュレーション上にコンフィギュレーションを上書きロードしようとすると、コ

ンフィギュレーションを変更できないことを通知する警告が生成されます。新しいコンフィギュレー

ションをロードすることでコンフィギュレーション全体を変更する必要がある場合は、まず既存のコン

フィギュレーションを削除してください。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、DBE が最終メディア パケットを受信してから、そのコールのリソースのクリーンアップを開始

するまでに、10 秒間待機するように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# media-timeout 10
host1/Admin(config-sbc-dbe)# exit

関連コマンド

timeout コールの最終メディア パケットの受信後、そのコールが終了したと判断してコー

ル リソースをクリアし、SBE に同じ動作をするようシグナリングするまでの 
DBE の最大待機時間（秒単位）です。範囲は 0 ～ 4294967295 です。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

media-address DBE IPv4 または IPv6 のメディア アドレスまたはメディア アドレス プー

ルを設定します。
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  method
method
指定した名前のメソッドを SIP メッセージ プロファイルに追加するには、SIP メソッド プロファイル 
モードで method コマンドを使用します。プロファイルからメソッドを削除するには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

method method-name

no method method-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SIP メソッド プロファイル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-sip-mth）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、method コマンドを使用して、メソッド プロファイル MyProfile にメソッド test を追加する例を

示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip method-profile MyProfile
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-mth)# method test

関連コマンド

method name メソッド プロファイルに追加するメソッドの名前を指定します。1 文字以

上 32 文字以下の名前を指定できます（大文字と小文字は区別されます）。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blacklist SIP メッセージの SIP ヘッダーまたはメソッド ブラックリスト プロファイ

ルを設定します。

description メソッド プロファイルの説明テキストを設定します。

pass-body メソッド プロファイルで受け入れられた non-vital SIP メソッドの SIP 
メッセージ本文のパススルーを許可します。
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method packetcable-em
パケットケーブル課金メソッドをイネーブルにするには、SBE 課金コンフィギュレーション モードで 
method packetcable-em を使用します。パケットケーブル課金メソッ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。

method packetcable-em

no method packetcable-em

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。

コマンドのデフォルト 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 SBE 課金コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-billing）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、パケットケーブル課金メソッドをイネーブルにする例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe
(config-sbc-sbe)# billing
(config-sbc-sbe-billing)# method packetcable-em 

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

activate (radius) コンフィギュレーションがコミットされたあとで課金機能をアクティブ化

します。

billing 課金を設定します。

ldr-check 長時間チェック（LDR）の実行時刻（現地時間）を設定します。

local-address ipv4 CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定します。

packetcable-em 
transport radius

パケットケーブル課金インスタンスを設定します。

show services sbc sbe 
billing remote

ローカル コンフィギュレーションと課金コンフィギュレーションを表示し

ます。
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  na-dst-number-table
na-dst-number-table 
SBE ポリシー セットの中で番号分析テーブルのコンフィギュレーションのサブモードを開始するには、

SBE ルーティング ポリシー モードで na-dst-number-table コマンドを使用します。番号分析テーブル

を破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。

na-dst-number-table table-name

no na-dst-number-table table-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このテーブルのエントリは着信番号全体と照合されます。必要に応じて、新しい番号分析テーブルが作

成されます。アクティブ ポリシー セットに関連するテーブルのコンフィギュレーションは変更できま

せん。

番号分析テーブルがアクティブ ポリシー セットに関連している場合は、テーブルを破棄できません。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、着信番号全体と照合されるエントリを持つ番号分析テーブル MyNaTable を作成する例を示しま

す。

host1/Admin# configure
host1/Admin# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe
(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-dst-number-table MyNaTable 
(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# exit
(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# exit

table-name 作成している番号分析テーブルの名前または設定している既存のテーブル

の名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション モー

ドを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレーション モー

ドを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。

no 
active-call-policy-set

アクティブ ルーティング ポリシー セットの設定を取り消します。

entry 番号分析テーブル内のエントリを設定するモードを開始し、必要に応じて

テーブルを作成します。
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  na-dst-number-attr-table
na-dst-number-attr-table 
SBE ポリシー セットの中で番号分析テーブルのコンフィギュレーションのサブモードを開始するには、

NA-DST-number-table コンフィギュレーション モードで na-dst-number-attr-table コマンドを使用し

ます。番号分析テーブルを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。

na-dst-number-attr-table table-name 

no na-dst-number-attr-table table-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このテーブルのエントリはキャリア ID と照合されます。必要に応じて、新しい番号分析テーブルが作

成されます。アクティブ ポリシー セットに関連するテーブルのコンフィギュレーションは変更できま

せん。

番号分析テーブルがアクティブ ポリシー セットに関連している場合は、テーブルを破棄できません。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、SBE ポリシー セットの中で番号分析テーブル na-table のコンフィギュレーションのサブモード

を開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin# mySbc sbe
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin#(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-dst-number-attr-table na-table
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)#

関連コマンド

table-name 作成している番号分析テーブルの名前または設定している既存のテーブル

の名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション モー

ドを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレーション モー

ドを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。
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call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。

entry 番号分析テーブル内のエントリを設定するモードを開始し、必要に応じて

テーブルを作成します。

コマンド 説明
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na-dst-prefix-table 
SBE ポリシー セット内の着信番号のプレフィクスと一致する番号を持つ番号分析テーブルを設定する

モードを開始するには、SBE ルーティング ポリシー モードで na-dst-prefix-table コマンドを使用しま

す。番号分析テーブルを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。

na-dst-prefix-table table-name

no na-dst-prefix-table table-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、na-dst-prefix-table コマンドを使用して、MyNaTable という番号分析テーブルを作成する例を

示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-dst-prefix-table MyNaTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)#

関連コマンド

table-name 作成している番号分析テーブルの名前または設定している既存のテーブル

の名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション モー

ドを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレーション モー

ドを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。

entry 番号分析テーブル内のエントリを設定するモードを開始し、必要に応じて

テーブルを作成します。
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na-src-account-table
送信元アカウントと一致するエントリを持つ、SBE ポリシー セット内の番号分析テーブルを設定する

モードを開始するには、SBE ルーティング ポリシー モードで na-src-account-table コマンドを使用し

ます。テーブルを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。

na-src-account-table table-name

no na-src-account-table table-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、番号分析テーブル MyNaTable のサブモードを開始する例を示します（このテーブルが存在しな

い場合は、新たに作成されます）。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-src-account-table MyNaTable

関連コマンド

table-name 送信元アカウントと一致するエントリを持つ、SBE ポリシー セット内の

番号分析テーブルの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション モー

ドを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレーション モー

ドを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。

entry 番号分析テーブル内のエントリを設定するモードを開始し、必要に応じて

テーブルを作成します。
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na-src-adjacency-table
SBE ポリシー セットの中で番号分析テーブルのコンフィギュレーションのサブモードを開始するには、

SBE ルーティング ポリシー モードで na-src-adjacency-table コマンドを使用します。番号分析テーブ

ルを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。

na-src-adjacency-table table-name 

no na-src-adjacency-table table-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このテーブルのエントリは送信元隣接と照合されます。必要に応じて、新しい番号分析テーブルが作成

されます。アクティブ ポリシー セットに関連するテーブルのコンフィギュレーションは変更できませ

ん。番号分析テーブルがアクティブ ポリシー セットに関連している場合は、テーブルを破棄できませ

ん。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、着信番号全体と照合されるエントリを持つ番号分析テーブル MyNaTable のサブモードを開始す

る例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# na-src-adjacency-table MyNaTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# exit

table-name 送信元アカウントと一致するエントリを持つ、SBE ポリシー セット内の

番号分析テーブルの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション モー

ドを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレーション モー

ドを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。

entry 番号分析テーブル内のエントリを設定するモードを開始し、必要に応じて

テーブルを作成します。
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nat
すべてのエンドポイントが NAT デバイスの背後にあると見なすように SIP 隣接を設定するには、SIP 
隣接モードで nat コマンドを使用します。SIP 隣接でこの機能の設定を取り消すには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

nat {force-on | force-off}

no nat {force-on | force-off}

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト SBC は、すべてのエンドポイントが NAT デバイスの背後にあるかどうかを自動検知します。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、nat force-on コマンドを使用して、すべてのエンドポイントが NAT デバイスの背後にあると見

なすように SIP 隣接を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbe-adj-sip)# nat force-on

関連コマンド

force-on すべてのエンドポイントが NAT デバイスの背後にあると見なすように SIP 隣接を

設定します。

force-off エンドポイントは NAT デバイスの背後にはないと見なすように SIP 隣接を設定し

ます。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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network-id
ネットワーク ID を設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで network-id コマンドを使用

します。ネットワーク ID の設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使用します。

network-id id

no network-id

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe） 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ネットワーク ID を 88888 に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# network-id 88888

関連コマンド

id 8 桁のネットワーク ID を指定します。範囲は 0 ～ 99999 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを

開始します。
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option
プロファイルにオプションを追加するには、SIP オプション モードで option コマンドを使用します。

このプロファイルから既存のオプションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

option opt-name

no option opt-name

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト global がデフォルト値として使用されます。

コマンド モード SIP オプション（sip-opt）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、プロファイルにオプションを追加する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc sanity 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip option-profile optpr1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-opt)# option opt1

関連コマンド

opt-name オプションの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

option-profile 指定したプロファイルをホワイトリスト /ブラッ

クリスト オプション用に使用するように隣接を

設定します。
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option-profile
指定したプロファイルをホワイトリスト /ブラックリスト オプション用に使用するように隣接を設定す

るには、option-profile コマンドを使用します。デフォルトのグローバル コンフィギュレーションを選

択するには、このコマンドの no 形式を使用します。

option-profile [ua | proxy] [inbound | outbound] [ prof-name | default]

no option-profile [ua | proxy] [inbound | outbound] [ prof-name | default]

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト global がデフォルト値として使用されます。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン Supported および Require ヘッダーには、User Agent（UA; ユーザ エージェント）プロファイルが適用

されます。Proxy-Require ヘッダーには、プロキシ プロファイルが適用されます。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、指定したプロファイルをホワイトリスト /ブラックリスト オプション用に使用するように隣接を

設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc sanity 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# 

host1/Admin(config)# sbc test sbe adjacency sip Adj1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# option-profile ua inbound OP1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

関連コマンド

ua SIP ua ヘッダー プロファイルを設定します。

proxy SIP プロキシ ヘッダー プロファイルを設定します。

inbound 着信 SIP ヘッダー プロファイルを設定します。

outbound 発信 SIP ヘッダー プロファイルを設定します。

prof-name 使用するプロファイルの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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outbound-flood-rate
対象の隣接で発信要求信号（ACK/PRACK 要求を除く）の最大所要レート（信号 /秒）を設定するに

は、隣接 SIP コンフィギュレーション モードで outbound-flood-rate コマンドを使用します。フラッ

ド保護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。

outbound-flood-rate rate

no outbound-flood-rate

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト フラッド保護は行われません。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、対象の隣接で発信要求信号の最大所要レートを 1000 信号 /秒に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipAdj1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# outbound-flood-rate 1000
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)#

関連コマンド

 rate 発信要求信号の所要レート（信号 /秒）です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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overload-time-threshold 
Media Gateway（MG; メディア ゲートウェイ）の過負荷コントロール検出のしきい値を設定するには、

SBC-DBE コンフィギュレーション モードで overload-time-threshold コマンドを使用します。このし

きい値では、DBE が新しいフローを追加する場合の、過負荷コントロール イベントに加入している 
SBC の最大許容遅延を定義します。しきい値を超過すると、DBE は過負荷イベント通知を生成しま

す。しきい値をデフォルトの 100 ミリ秒にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

overload-time-threshold time 

no overload-time-threshold 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 遅延時間のしきい値を設定しない場合、デフォルト値は 100 ミリ秒です。

コマンド モード SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン SBC が過負荷コントロール イベントに加入している場合、DBE は、新しいフローの追加要求のうち、

実行時間がしきい値を超えるものについて、過負荷イベント通知を出力します。

例 次に、メディア ゲートウェイ（MG）過負荷コントロール検出のしきい値を 400 ミリ秒に設定する例

を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# dbe
host1/Admin(config-sbc-dbe)# overload-time-threshold 400

関連コマンド

time 遅延時間のしきい値（ミリ秒単位）です。値の範囲は 0 ～ 2000000000 です。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dbe DBE-SBE コンフィギュレーション モードを開

始します。
39-306
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  packetcable-em transport radius
packetcable-em transport radius
パケットケーブル課金インスタンスを設定するには、SBE 課金コンフィギュレーション モードで 
packetcable-em transport radius コマンドを使用します。パケットケーブル課金インスタンスをディ

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。

packetcable-em method-index transport radius RADIUS-client-name

no packetcable-em method-index transport radius RADIUS-client-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE 課金コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-billing）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、着信番号全体と照合されるエントリを持つ番号分析テーブル MyNaTable を作成する例を示しま

す。

host1/Admin# configure
host1/Admin# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe
(config-sbc-sbe)# billing
(config-sbc-sbe-billing)# packetcable-em 4 transport radius test
(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# 

関連コマンド

method-index パケットケーブル課金インスタンスを指定します。範囲は 0 ～ 7 です。

RADIUS-client-name RADIUS クライアント名です。最大サイズは 80 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

activate (radius) コンフィギュレーションがコミットされたあとで課金機能をアクティブ化

します。

billing 課金を設定します。

ldr-check 長時間チェック（LDR）の実行時刻（現地時間）を設定します。

local-address ipv4 CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定します。
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method 
packetcable-em

パケットケーブル課金メソッドをイネーブルにします。

show services sbc sbe 
billing remote

ローカル コンフィギュレーションと課金コンフィギュレーションを表示し

ます。

コマンド 説明
39-308
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parameter 
指定した名前のパラメータを SIP メッセージ プロファイルに追加するには、SBE SIP パラメータ プロ

ファイル コンフィギュレーション モードで parameter コマンドを使用します。プロファイルからメ

ソッドを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

parameter {parameter name}

no parameter {parameter name}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SIP パラメータ プロファイル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

アクティブ コンフィギュレーション上にコンフィギュレーションを上書きロードしようとすると、コ

ンフィギュレーションを変更できないことを通知する警告が生成されます。新しいコンフィギュレー

ションをロードすることでコンフィギュレーション全体を変更する必要がある場合は、まず既存のコン

フィギュレーションを削除してください。

例 次に、parameter コマンドを使用して、パラメータ プロファイル MyProfile に user というパラメータ

を追加する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile MyProfile
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter user
host1/Admin#(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# action add-not-present value phone

関連コマンド

parameter name パラメータ プロファイルに追加するパラメータの名前です。1 文字以上 32 
文字以下の名前を指定できます（大文字と小文字は区別されます）。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

action プロファイルに実行するアクションを設定します。

parameter-profile パラメータ プロファイルを設定します。
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parameter-profile
ヘッダーに関連付けるパラメータを追加するには、SBE コンフィギュレーション モードで 
parameter-profile コマンドを使用します。パラメータ プロファイルを削除するには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

parameter-profile profile-name

no parameter-profile profile-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SIP ヘッダー コンフィギュレーション エレメント（config-sbc-sbe-sip-hdr-ele）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ヘッダー プロファイルのヘッダー エレメントにパラメータ プロファイルを追加する例を示しま

す。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip header-profile headerprof1
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header To
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# parameter-profile parmprof1

関連コマンド

profile name パラメータ プロファイルの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sip method-profile メソッド プロファイルを設定します。

sip header-profile ヘッダー プロファイルを設定します。
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pass-body
SBE エンティティの SIP メソッド プロファイル モードで、[メソッド プロファイルで受け入れられた 
non-vital SIP メソッドの ] SIP メッセージ本文のパススルーを許可するには、SIP メソッド コンフィ

ギュレーション モードで pass-body コマンドを使用します。メソッド プロファイルで受け入れられた 
non-vital SIP メッセージからメッセージ本文を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

pass-body 

no pass-body

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。

コマンドのデフォルト デフォルトでは、non-vital SIP メッセージのメッセージ本文は削除されます。

コマンド モード SIP メソッド プロファイル コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-sip-mth）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、pass-body コマンドを使用して、メソッド プロファイル test1 で受け入れられた non-vital SIP メ
ソッドの SIP メッセージ本文のパススルーを許可する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip method-profile test1
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-mth)# pass-body

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sip method-profile メソッド プロファイルを設定します。
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passthrough
non-REGISTER 要求のパススルー ヘッダーを設定するには、隣接 SIP コンフィギュレーション モード

で passthrough コマンドを使用します。non-REGISTER 要求のパススルー ヘッダーの設定を取り消す

には、このコマンドの no 形式を使用します。

passthrough {from | to} header

no passthrough {from | to} header

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、passthrough コマンドを使用して、non-REGISTER 要求のパススルー ヘッダーを設定する例を

示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbe-adj-sip)# passthrough from header
host1/Admin(config-sbe-adj-sip)# passthrough to header

関連コマンド

from from ヘッダーを設定します。

to to ヘッダーを設定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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ping-enable
リモート ピアに SIP OPTIONS ping を送信することでリモート ピアをポーリングするように隣接を設

定するには、隣接 SIP コンフィギュレーション モードで ping-enable コマンドを使用します。隣接の

リモート ピアのポー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。

ping-enable

no ping-enable

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトでは、OPTIONS ping はディセーブルになっています。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、SIP OPTIONS ping を送信することでリモート ピアをポーリングするように隣接を設定する例を

示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipAdj1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# ping-enable
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)#

関連コマンド

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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ping-fail-count
隣接ピアが使用不能と見なされるまでに許容する連続 ping 失敗回数を設定するには、ping オプション 
モードで ping-fail-count コマンドを使用します。失敗回数をデフォルト値に設定するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

ping-fail-count fail-count

no ping-fail-count

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト fail-count = 3

コマンド モード ping オプション（config-sbc-sbe-adj-sip-ping） 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、隣接ピアが使用不能と見なされるまでに許容する連続 ping 失敗回数を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipAdj1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# ping-enable
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)# ping-fail-count 10
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)#

関連コマンド

 fail-count ピアが使用不能と見なされるまでの連続失敗回数です。値の範囲は 1 ～ 
4294967295 です。

これは逆には当てはまらないことに注意してください。つまり、エンドポイント

が使用不能とマーキングされている場合、そのエンドポイントを再び使用可能と

してマーキングするには、ping は 1 回成功するだけでかまいません。

このフィールドはアクティブなときにも変更できますが、次回の ping トランザク

ションが完了するまで有効にはなりません。また、後続の ping の成功応答なしで、

使用不能とマーキングされたピアが遡及的に使用可能に戻ることはありません。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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ping-interval
リモート ピアに送信される SIP OPTIONS ping 間のインターバルを設定するには、ping オプション 
モードで ping-interval コマンドを使用します。インターバルをデフォルト値に設定するには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

ping-interval interval

no ping-interval

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 32 秒です。

コマンド モード ping オプション（config-sbc-sbe-adj-sip-ping）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、リモート ピアに送信される SIP OPTIONS ping 間のインターバルを 100 秒に設定する例を示し

ます。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipAdj1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# ping-enable
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)# ping-interval 100
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)#

関連コマンド

interval 秒数です。値の範囲は 1 ～ 2147483 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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ping-lifetime
隣接の OPTIONS ping への応答に対する SBC の待機期間を設定するには、ping オプション モードで 
ping-lifetime コマンドを使用します。期間をデフォルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を

使用します。

ping-lifetime duration

no ping-lifetime

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 32 秒です。

コマンド モード ping オプション（config-sbc-sbe-adj-sip-ping）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン この期間中に応答を受信しなかった場合、ping は失敗したと見なされます。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、隣接の OPTIONS ping への応答に対する SBC の待機期間を 100 秒に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipAdj1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# ping-enable
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)# ping-lifetime 100
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)#

関連コマンド

 duration 秒数です。値の範囲は 1 ～ 2147483 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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  port（サーバ）
port（サーバ）
RADIUS サーバが Access-Request パケットまたは Accounting-Request パケットの受信に使用する

ポートを設定するには、適切なコンフィギュレーション モードで port コマンドを使用します。このコ

ンフィギュレーションを無視するには、このコマンドの no 形式を使用します。

port port-num

no port

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト Access-Request パケットに使用されるデフォルト ポートは 1812 です。

Accounting-Request パケットに使用されるデフォルト ポートは 1813 です。

コマンド モード RADIUS アカウンティング コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-acc-ser）

RADIUS 認証コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-auth-ser）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、認証 RADIUS クライアント インスタンス用として mySbc 上のポート 1009 を使用するように認

証サーバ acctsvr を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# radius authentication
host1/Admin(config-sbc-sbe-auth)# server acctsvr
host1/Admin(config-sbc-sbe-auth-ser)# port 1009

関連コマンド

port-num RADIUS サーバが Access-Request パケットの受信に使用するポートを指

定します。範囲は 1 ～ 65535 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

server RADIUS アカウンティング サーバの順序付きリ

ストを設定するサブモードを開始します。
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  port (SBE H.248)
port (SBE H.248)
メディア ゲートウェイ コントローラとして動作するときに H.248 通信に所定の IPv4 H.248 ポートを使

用するように SBE を設定するには、H.248 制御アドレス モードで port コマンドを使用します。所定の 
IPv4 H.248 ポートを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

port port-number

no port port-number

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 H.248 制御アドレス（config-sbc-sbe-ctrl-h248）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ポート 2000 を使用するように SBE を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# control address h248 index 0
host1/Admin(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# ipv4 1.1.1.1
host1/Admin(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# port 2000

関連コマンド

port-number リスニング ポート番号を指定します。範囲は 1 ～ 9999 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

control address h248 
index

インデックス値を選択し、H.248 制御アドレス モードを開始します。

ipv4 (SBE H.248) 所定の IPv4 H.248 制御アドレスを使用するように SBE を設定します。

transport (SBE H.248) H.248 通信に特定のトランスポートを使用するように SBE を設定します。
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  preferred-transport
preferred-transport
隣接での SIP シグナリング用に優先トランスポート プロトコルを設定するには、隣接 SIP コンフィ

ギュレーション モードで preferred-transport コマンドを使用します。

preferred-transport {tcp | udp}

no preferred-transport

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 隣接では、UDP がデフォルトとして使用されます。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、SipAdj1 隣接の優先トランスポートを TCP に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipAdj1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# preferred-transport tcp
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

関連コマンド

tcp 優先トランスポートを TCP に設定します。

udp 優先トランスポートを UDP に設定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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  precedence
precedence 
ルーティング エントリの precedence を設定するには、RTG ルーティング テーブル エントリ コンフィ

ギュレーション モードで precedence コマンドを使用します。削除するには、このコマンドの no 形式

を使用します。

precedence precedence

no precedence precedence

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 0 です。

コマンド モード RTG ルーティング テーブル エントリ コンフィギュレーション

（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry） 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 複数のエントリが現在時刻と一致する場合は、precedence に基づいて選択されます。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ポート 2000 を使用するように SBE を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-category-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 0
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# end

関連コマンド

precedence 範囲は [0-0xFFFFFFFF] です。値 0 は、エントリが照合されないことを意味し

ます。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

entry テーブルのエントリを作成または変更します。
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  prefix
prefix
対象のエントリの match-address を送信元または宛先アドレスの先頭部分と照合するかどうかを設定す

るには、ルーティング テーブル コンフィギュレーション モードで prefix コマンドを使用します。ルー

ティング テーブルの match-type を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

prefix

no prefix

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。

コマンドのデフォルト デフォルトでは、match-address はプレフィクスとは見なされません。

コマンド モード ルーティング テーブル エントリ（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、エントリを 9 から始まる着信番号と照合するように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-dst-address-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-address 9
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# prefix

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

entry テーブルのエントリを作成または変更します。
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priority
アカウンティング サーバまたは認証サーバのプライオリティを設定するには、適切なコンフィギュ

レーション モードで priority コマンドを使用します。以前に設定したプライオリティをディセーブル

にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

priority pri

no priority

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトでは、pri は 1 と見なされます。

コマンド モード サーバ アカウンティング（config-sbc-sbe-acc-ser）

サーバ認証（config-sbc-sbe-auth）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

設定済みサーバのうちデフォルト サーバとして選択されるサーバ、およびすべての要求の送信先は、

プライオリティによって決まります。RADIUS クライアントはプライオリティ順に RADIUS サーバへ

順次接続し、アクティブな RADIUS セッションを確立します。各 RADIUS クライアントは、現在アク

ティブな RADIUS サーバに呼詳細レコードを送信します。

例 次に、RADIUS クライアント インスタンス radius1 用として、mySbc でアカウンティング サーバ 
acctsvr をプライオリティ 1 に、acctsvr2 をプライオリティ 2 に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# radius accounting radius1
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc)# server acctsvr
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc-ser)# priority 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc-ser)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc)# server acctsvr2
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc-ser)# priority 2

関連コマンド

pri プライオリティを指定します。範囲は 1 ～ 10 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

radius アカウンティングまたは認証用の RADIUS クラ

イアントを作成および設定します。
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  priority (rsrc-pri)
priority (rsrc-pri)
Resource-Priority SIP ヘッダーに関連付けるプライオリティを設定するには、Resource-Priority SIP 
ヘッダー コンフィギュレーション モードで priority コマンドを使用します。以前に設定したプライオ

リティ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。

priority {critical | flash | flash-override | immediate | priority | routine}

no priority {critical | flash | flash-override | immediate | priority | routine}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトでは、priority は routine と見なされます。

コマンド モード Resource-Priority SIP ヘッダー（config-sbc-sbe-rsrc-pri-set-rsrc-pri）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、Resource-Priority SIP ヘッダーに関連付けるプライオリティを critical に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# resource-priority-set dsn
host1/Admin(config-sbc-sbe-rsrc-pri-set)# resource-priority dsn.flash 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rsrc-pri-set-rsrc-pri)# priority critical
host1/Admin(config-sbc-sbe-rsrc-pri-set-rsrc-pri)#

関連コマンド

critical critical プライオリティ ラベル（最高レベル）を適用します。

flash flash プライオリティ ラベルを適用します。

flash-override flash-override プライオリティ ラベルを適用します。

immediate immediate プライオリティ ラベルを適用します。

priority priority プライオリティ ラベルを適用します。

routine routine プライオリティ ラベル（最低レベル）を適用します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

resource-priority-set SBE エンティティ モードで、指定した SIP 隣接

で使用するリソース プライオリティ セットを確

立します。
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privacy restrict outbound
ユーザが要求した場合に、H.323 隣接によって発信メッセージにプライバシー制限が適用されるように

設定するには、隣接 H.323 コンフィギュレーション モードで privacy restrict outbound コマンドを使

用します。隣接によって送信される発信メッセージに対するプライバシー制限の適用を禁止するには、

このコマンドの no 形式を使用します。

privacy restrict outbound

no privacy restrict outbound

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。

コマンドのデフォルト 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 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ユーザが要求した場合に、privacy restrict outbound コマンドを使用して、H.323 隣接によっ

て発信メッセージにプライバシー制限が適用されるように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp422
host1/Admin(config-sbe-adj-h323)# privacy restrict outbound

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

allow private info H.323 隣接によって送信されるメッセージに対してプライベート情報を許

可するように設定します。
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  qos sig
qos sig
シグナリング用の QoS プロファイルを設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで qos sig 
コマンドを使用します。所定のプロファイルを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。

qos sig qos-name

no qos sig qos-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、qos sig コマンドを使用して、シグナリング用の QoS プロファイル residential を設定するサブ

モードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# qos sig residential
host1/Admin(config-sbc-sbe-sig)# exit

関連コマンド

qos-name 既存の QoS プロファイルの名前を指定します。ストリング default は予約

されています。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

qos video ビデオ用の QoS プロファイルを設定します。

qos voice 音声用の QoS プロファイルを設定します。
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  qos video
qos video
ビデオ用の QoS プロファイルを設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで qos video コマ

ンドを使用します。所定のプロファイルを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。

qos video qos-name

no qos video qos-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ビデオ用の QoS プロファイル residential を設定するサブモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# qos video residential
host1/Admin(config-sbc-sbe-video)# exit

関連コマンド

qos-name QoS プロファイルを指定します。ストリング default は予約されています。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

qos sig シグナリング用の QoS プロファイルを設定しま

す。

qos voice 音声用の QoS プロファイルを設定します。
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qos voice
音声用の QoS プロファイルを設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで qos voice コマン

ドを使用します。所定のプロファイルを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。

qos voice qos-name

no qos voice qos-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe） 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、音声用の QoS プロファイル residential を設定するサブモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# qos voice residential
host1/Admin(config-sbc-sbe-voice)# exit

関連コマンド

qos-name QoS プロファイルを指定します。ストリング default は予約されています。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

qos sig シグナリング用の QoS プロファイルを設定しま

す。

qos video ビデオ用の QoS プロファイルを設定します。
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radius
アカウンティングまたは認証用の RADIUS クライアントを作成および設定するには、SBE コンフィ

ギュレーション モードで radius コマンドを使用します。RADIUS クライアントを削除するには、この

コマンドの no 形式を使用します。

radius [accounting client-name | authentication]

no radius [accounting client-name | authentication]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

名前の付けられた各クライアントには、1 つのアクティブ サーバと複数のスタンバイ サーバからなる

サーバ リストが維持されます。クライアントでは、設定されたプライオリティに従って、このリスト

が順番に試行されます。コール詳細レポート（CDR）を複数の RADIUS サーバに同時に送信する必要

がある場合は、1 つの SBC インスタンスを複数のクライアントに設定できます（各クライアントには

独自の順序のサーバ セットがあります）。CDR は、クライアントから現在アクティブなサーバに送信

されます。アクティブ サーバに接続できない場合は、スタンバイ サーバが使用されます。

例 次に、radius1 という名前の RADIUS クライアント インスタンスを作成し、クライアント認証をイ

ネーブルにする例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# radius accounting radius1
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe)# radius authentication 
host1/Admin(config-sbc-sbe-auth)# exit

accounting クライアント アカウンティングをイネーブルにします。

client-name アカウンティング RADIUS クライアントに割り当てる名前です。

authentication クライアント認証をイネーブルにします。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

retry-interval RADIUS サーバに対する接続リトライ インターバルを設定します。

retry-limit RADIUS サーバに対するリトライ インターバルを設定します。

concurrent-requests RADIUS サーバに対する同時要求の最大数を設定します。

activate RADIUS クライアントをアクティブ化します。
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range value
応答コードに応答コードの範囲をマップするには、SIP method-profile map-status-coding コンフィ

ギュレーション モードで range コマンドを使用します。マッピングを破棄するには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

range statuscoderange value statuscodevalue 

no range statuscoderange value statuscodevalue

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SIP method-profile map-status-coding コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-sip-mth-ele-map）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、method コマンドを使用して、メソッド プロファイル MyProfile にメソッド test を追加する例を

示します。

Router/Admi# configure
Router/Admi(config)# sbc test
Router/Admi(config-sbc)# sbe
Router/Admi(config-sbc-sbe)# sip method-profile mthdprof1
Router/Admi(config-sbc-sbe-sip-mth)# method INVITE
Router/Admi(config-sbc-sbe-sip-mth-ele)# map-status-code 
Router/Admi(config-sbc-sbe-sip-mth-ele-map)# range 333 value 500

関連コマンド

statuscoderange 応答コードの範囲を 3 桁の数値で指定します。1 桁目は 0 ～ 6、2 桁目は 
0 ～ 9/X、3 桁目は 0 ～ 9/X です。X はワールドカードです。

value

statuscodevalue 範囲のマップ先の応答コードを 3 桁の数値で指定します。1 桁目は 0 ～ 6、
2 桁目は 0 ～ 9、3 桁目は 0 ～ 9 です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blacklist SIP メッセージの SIP ヘッダーまたはメソッド ブラックリスト プロファイ

ルを設定します。
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description メソッド プロファイルの説明テキストを設定します。

pass-body メソッド プロファイルで受け入れられた non-vital SIP メソッドの SIP 
メッセージ本文のパススルーを許可します。

コマンド 説明
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ras retry
登録、アドミッション、およびステータス（RAS）トランザクション タイプの H.323 RAS リトライ回

数を設定するには、適切なコンフィギュレーション モードで ras retry コマンドを使用します。指定し

た RAS トランザクション タイプのデフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ras retry {arq | brq | drq | grq | rrq | urq} value 

no ras retry {arq | brq | drq | grq | rrq | urq} value

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は、URQ を除き、すべて 2 です。URQ のデフォルト値は 1 です。

コマンド モード 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-h323） 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ras retry コマンドを使用して、隣接 H.323 コンフィギュレーション モードで H.323 RAS リト

ライ回数を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# ras retry arq 5

arq Admission Request（ARQ; アドミッション要求）トランザクションを指定

します。

brq Bandwidth Request（BRQ; 帯域幅要求）トランザクションを指定します。

drq Disengage Request（DRQ; 解放要求）トランザクションを指定します。

grq Gatekeeper Request（GRQ; ゲートキーパー要求）トランザクションを指

定します。

rrq Registration Request（RRQ; 登録要求）トランザクションを指定します。

urq Unregistration Request（URQ; 登録解除要求）トランザクションを指定し

ます。

value リトライ回数の値を指定します。有効値は 0 ～ 30 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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次に、ras retry コマンドを使用して、H.323 コンフィギュレーション モードで H.323 RAS リトライ回

数を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# h323
host1/Admin(config-sbc-sbe-h323)# ras retry arq 5

関連コマンド コマンド 説明

ras rrq Registration Request（RRQ; 登録要求）を設定します。

ras timeout H.323 RAS タイムアウト インターバルを設定します。
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ras rrq
登録要求（RRQ）を設定するには、適切なコンフィギュレーション モードで ras rrq コマンドを使用

します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ras rrq {keepalive | ttl} value 

no ras rrq {keepalive | ttl} value 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトの keepalive 値は 45000 ミリ秒です。

デフォルトの ttl 値は 2 秒です。

コマンド モード 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-h323） 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ras rrq コマンドを使用して、隣接 H.323 コンフィギュレーション モードで H.323 RAS RRQ を
設定する例を示します。

host1/Admin#configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# ras rrq ttl 100
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# ras rrq keepalive 60

次に、ras rrq コマンドを使用して、H.323 コンフィギュレーション モードで RAS RRQ を設定する例

を示します。

host1/Admin#configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# h323

keepalive H.323 隣接のリフレッシュに使用するキープアライブ メッセージを指定し

ます。

ttl RRQ 要求の Time to Live（TTL; 存続可能時間）を指定します。

value keepalive または ttl 値を指定します。keepalive の有効値は 15000 ～ 
150000 ミリ秒です。ttl の有効値は 16 ～ 300 秒です。

ttl には、keepalive 値より大きい値を指定する必要があります。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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host1/Admin(config-sbc-sbe-h323)# ras rrq ttl 100
host1/Admin(config-sbc-sbe-h323)# ras rrq keepalive 60

関連コマンド コマンド 説明

ras retry RAS トランザクション タイプの H.323 RAS リトライ回数を

設定します。

ras timeout H.323 RAS タイムアウト インターバルを設定します。
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ras timeout
H.323 RAS タイムアウト インターバルを設定するには、適切なコンフィギュレーション モードで ras 
timeout コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ras timeout {arq | brq | drq | grq | rrq | urq} value 

no ras timeout {arq | brq | drq | grq | rrq | urq} value

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は、トランザクション タイプによって異なります。

コマンド モード 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-h323） 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ras timeout コマンドを使用して、隣接 H.323 コンフィギュレーション モードで H.323 RAS タ
イムアウト インターバルを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# ras timeout arq 1

次に、ras timeout コマンドを使用して、H.323 コンフィギュレーション モードで H.323 RAS タイム

アウト インターバルを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe

arq ARQ トランザクションを指定します。

brq BRQ トランザクションを指定します。

drq DRQ トランザクションを指定します。

grq GRQ トランザクションを指定します。

rrq RRQ トランザクションを指定します。

urq URQ トランザクションを指定します。

value タイムアウト値（秒単位）を指定します。有効値は 1000 ～ 45000 ミリ秒

です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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host1/Admin(config-sbc-sbe)# h323
host1/Admin(config-sbc-sbe-h323)# ras timeout arq 1

関連コマンド コマンド 説明

ras retry RAS トランザクション タイプの RAS リトライ回数を設定

します。

ras rrq 登録要求（RRQ）を設定します。
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reason
送信元（ポート、IP アドレス、VPN、グローバル アドレス レンジ）の特定のイベント タイプに制限を

設定するサブモードを開始するには、SBE ブラックリスト モードで reason コマンドを使用します。イ

ベントを直前の値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

reason {event | description}

no reason

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ブラックリスト（config-sbc-sbe-blacklist）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このフィールドに指定できるのは、「シンタックスの説明」に記載されている明示的なストリングだけ

です。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、該当する状況で reason コマンドを使用する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# ipv4 125.12.12.15
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4)# reason authentication-failure

event 制限をトリガーするイベント タイプは次のいずれかとして定義できます。

• authentication-failure：要求の認証失敗

• bad-address：予期せぬアドレスからのパケット

• corrupt-message：シグナリング パケットが破損してデコード不能

• endpoint-registration：エンドポイントの登録

• policy-rejection：設定されているポリシーによる要求の拒否

• routing-failure：SBC による要求ルーティングの失敗

description ブラックリストをトリガーするイベントを説明する記述です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
39-338
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  reason
関連コマンド コマンド 説明

trigger-size ブラックリストがトリガーされて指定の送信元からのすべてのパケットが

ブロックされるまでに、その送信元に対して許可する指定イベント数を定

義します。

trigger-period イベントの判定期間を定義します。詳細については、trigger-size コマンド

の説明を参照してください。

timeout 制限を超過したときに送信元からのパケットをブロックする期間を定義し

ます。

show services sbc sbe 
blacklist 
configured-limits

明示的に設定されている制限をリストします（設定されている送信元だけ

を表示）。各送信元に明示的に定義されていない値はすべてカッコ内に記

載されます。

show services sbc sbe 
blacklist source

特定の送信元に対して実施されている制限（デフォルト設定か明示的な設

定かは問わない）を CLI に入力できる形式でリストします。このアドレス

により小さいスコープのデフォルト値が設定されている場合は、その値も

リストします。明示的に設定されていない値（つまり、他のデフォルト値

から継承された値）はカッコ内に記載されます。

show services sbc sbe 
blacklist 
current-blacklisting 

送信元をブラックリストに掲載する原因となっている制限をリストします。
39-339
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  record-media-create-info
record-media-create-info
課金でのメディア情報サポートのサポートをアクティブ化するには、SBE 課金コンフィギュレーショ

ン モードで record-media-create-info コマンドを使用します。サポー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。

record-media-create-info

no record-media-create-info

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。

コマンドのデフォルト デフォルトでは、ディセーブルになっています。

コマンド モード SBE 課金コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-billing）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、コンフィギュレーションがコミットされたあとで課金機能をアクティブ化する例を示します。

host1/Admin/Admin# configure
host1/Admin/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin/Admin(config-sbc-sbe)# billing
host1/Admin/Admin(config-sbc-sbe-billing)# record-media-create-info

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

billing 課金を設定します。

ldr-check 長時間チェック（LDR）の実行時刻（現地時間）を設定します。

local-address ipv4 CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定します。

method 
packetcable-em

パケットケーブル課金メソッドをイネーブルにします。

packetcable-em 
transport radius

パケットケーブル課金インスタンスを設定します。

show services sbc sbe 
billing instance

特定の課金インスタンスについて、課金メッセージでメディア作成情報が

イネーブルになっているかどうかを表示します。
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show services sbc sbe 
billing instances

すべての課金インスタンスについて、課金メッセージでメディア作成情報

がイネーブルになっているかどうかを表示します。

show services sbc sbe 
billing remote

ローカル コンフィギュレーションと課金コンフィギュレーションを表示し

ます。

コマンド 説明
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redirect-limit
SBC がコールで実行するリダイレクションの最大回数を設定するには、SBE コンフィギュレーション 
モードで redirect-limit コマンドを使用します。隣接をデフォルトの動作に戻すには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

redirect-limit limit

no redirect-limit limit

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト リダイレクション回数のデフォルト値は 2 です。

コマンド モード SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、SIP 3xx リトライの最大回数を 4 に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# redirect-limit 4

関連コマンド

limit SIP 3xx リトライ試行の最大回数を指定します。範囲は 0 ～ 200 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sbe SBC サービス内で SBE エンティティのサブモー

ドを設定します。
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redirect-mode
SIP 隣接からの invite に対する 3xx 応答の受信時における SBC の動作を設定するには、隣接 SIP コン

フィギュレーション モードで redirect-mode コマンドを使用します。隣接をデフォルトの動作に戻す

には、このコマンドの no 形式を使用します。

redirect-mode {pass-through | recurse}

no redirect-mode {pass-through | recurse}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト pass-through

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、最初にリストされているアドレスに invite を再送信するか、3xx 応答を送信側に戻す例を示しま

す。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip test1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# redirect-mode recurse
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# 

関連コマンド

pass-through コール元にすべての 3xx 応答を戻します。

recurse 300、301、302、および 305 の invite 応答では、SBC は最初にリストされ

ているアドレスに invite を再送信するか、3xx 応答を戻します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

redirect-limit SBC がコールで実行するリダイレクションの最大回数を設定します。
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registration rewrite-register
SIP REGISTER 要求の再書き込みを設定するには、隣接 SIP コンフィギュレーション モードで 
registration rewrite-register コマンドを使用します。REGISTER 要求の再書き込みの設定を取り消す

には、このコマンドの no 形式を使用します。

registration rewrite-register

no registration rewrite-register

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。

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、registration rewrite-register コマンドを使用して、SIP 隣接 SipToIsp42 に SIP REGISTER 要
求の再書き込みを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration rewrite-register

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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registration target address
発信 SIP REGISTER 要求の再書き込みが発生した場合に使用するアドレスを設定するには、隣接 SIP 
コンフィギュレーション モードで registration target address コマンドを使用します。アドレスを削除

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

registration target address host address

no registration target address host address

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、registration target address コマンドを使用して、SIP 隣接 SipToIsp42 のターゲット アドレス

を example.com に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration target address example.com

関連コマンド

 host address 発信 SIP REGISTER 要求の再書き込みが発生した場合に使用するホスト 
アドレスを指定します。このパラメータには、DNS 名またはドット付き 
10 進表記の IPv4 アドレスを指定できます。有効値は 1 ～ 255 文字のスト

リングです。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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registration target port
発信 SIP REGISTER 要求の再書き込みが発生した場合に使用するポートを設定するには、隣接 SIP コ
ンフィギュレーション モードで registration target port コマンドを使用します。デフォルト値を入力

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

registration target port port-number

no registration target port port-number

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 0 です。この値を直接入力することはできません。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、registration target port コマンドを使用して、SIP 隣接 SipToIsp42 のポート番号を 5070 に設

定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration target port 5070

関連コマンド

 port-number 発信 SIP REGISTER 要求の再書き込みが発生した場合に使用するポート

番号を指定します。有効値は 1 ～ 65535 です。デフォルト値の 0 を入力し

た場合、ポート アドレスは設定されません。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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reg-min-expiry
SIP 隣接に最小登録期限を秒単位で設定するには、SIP コンフィギュレーション モードで 
reg-min-expiry コマンドを使用します。デフォルト値を入力するには、このコマンドの no 形式を使用

します。

reg-min-expiry period

no reg-min-expiry period

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 3000 秒です。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ファストパスが使用されていない場合、これは加入者登録で許可される最小の有効期限になります。

ファストパスが使用されている場合は、前方転送の最小の有効期限になります。

隣接を設定したあとは、最小登録期限を変更できません。最小登録期限を変更するには、no sbc 
sbc-name sbe adjacency sip adjacency-name コマンドを実行して隣接を削除してから、隣接を再設定

します。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、SIP 隣接 SipToIsp42 に対して 300 秒の最小登録期限をイネーブルにする例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# reg-min-expiry 300
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

関連コマンド

period 最小の有効期限（秒単位）です。範囲は 1 ～ 2000000 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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remote-address ipv4 
H.323 隣接または SIP 隣接を設定して、その隣接を通じて接続できるリモート シグナリング ピアの

セットを、所定の IP アドレス プレフィクスを持つピアに制限するには、適切なコンフィギュレーショ

ン モードで remote-address ipv4 コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを削除するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

vDBE H.248 コントローラにリモート アドレスを設定するには、vDBE h248 モードで remote-address 
ipv4 コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

remote-address ipv4 ip-address ip-mask 

no remote-address ipv4 ip-address ip-mask 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

隣接 H323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

VDBE H248（config-sbc-dbe-vdbe-h248）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン リモート アドレスだけを削除することはできません。no controller h248 コマンドを使用して、コント

ローラ全体を削除する必要があります。

例 次に、mySbc という SBC 上に DBE サービスを作成し、SBC-DBE コンフィギュレーション モードお

よび VDBE コンフィギュレーション モードを開始し、インデックス 1 の H.248 コントローラを作成

し、H248 コンフィギュレーション モードを開始して、H.248 コントローラにリモート アドレス 
1.1.1.1 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# controller h248 1
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe-h248)# remote-address ipv4 1.1.1.1
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe-h248)# exit

次に、SIP 隣接 SipToIsp42 を設定して、36.36.36.20 からこの隣接へのコールを照合させる例を示しま

す。

host1/Admin(config)# sbc mySbc 

ip-address ip-mask IPv4 アドレスおよび IP マスクを指定します。

ip-address IPv4 アドレスを指定します。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin((config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin((config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address ipv4 36.36.36.20 255.255.255.0

関連コマンド コマンド 説明

dbe SBC 上に DBE サービスを作成し、DBE-SBE コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

vdbe VDBE を設定して、VDBE コンフィギュレー

ション モードを開始します。

controller h248 DBE 用の H.248 コントローラを作成します。
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remote-port 
ポートが H.248 コントローラ用の SBE に接続するように定義するには、VDBE h248 モードで 
remote-port コマンドを使用します。

remote-port port-num

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト ポート番号は 2944 です。

コマンド モード VDBE h248（config-sbc-dbe-h248）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ローカル ポートおよび制御アドレスは、コントローラを追加して、リモート アドレスを設定するまでは

適用されません。また、リモート アドレスを削除するには、コントローラを削除する必要があります。

ポートが設定されていない場合、または値 0 で設定されている場合、H.248 のデフォルトのポート番号

である 2944 が使用されます。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、インデックス 1 の H.248 コントローラ上のポートを 2944 に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# controller h248 1
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe-h248)# remote-port 2944
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe-h248)# exit

関連コマンド

port-num 設定するポート番号です。

ポートが設定されていない場合、または値 0 で設定されている場合、H.248 のデ

フォルトのポート番号である 2944 が使用されます。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dbe DBE-SBE コンフィギュレーション モードを開

始します。
39-350
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  remote-port
vdbe 仮想データ ボーダ エレメント（VDBE）を設定

し、VDBE コンフィギュレーション モードを開

始します。

controller h248 DBE 用の H.248 コントローラを作成します。

コマンド 説明
39-351
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  resource-priority
resource-priority
Resource-Priority ヘッダー ストリングのプライオリティを設定するには、リソース プライオリティ 
モードで resource-priority コマンドを使用します。プライオリティの設定を取り消すには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

resource-priority value

no resource-priority value

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 リソース プライオリティ（config-sbc-sbe-rsrc-pri-set）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、resource-priority コマンドを使用して、Resource-Priority ヘッダー ストリング dsn のプライオ

リティを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)#sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# resource-priority-set dsn
host1/Admin(config-sbc-sbe-rsrc-pri-set)# resource-priority dsn.flash

関連コマンド

value プライオリティを割り当てるストリング値を指定します。value.priority の
ように、value のあとにプライオリティを指定する必要があります。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

resource-priority-set 指定した SIP 隣接で使用するリソース プライオ

リティ セットを確立します。
39-352
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  resource-priority-set
resource-priority-set
SBE エンティティ モードで、指定した SIP 隣接で使用するリソース プライオリティ セットを確立する

には、隣接 SIP コンフィギュレーション モードで resource-priority-set コマンドを使用します。プラ

イオリティ セットを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

resource-priority-set resource-priority-set-name

no resource-priority-set resource-priority-set-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、resource-priority-set コマンドを使用して、dsn という名前の resource-priority-set を使用する 
SIP 隣接 SipToIsp42 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# resource-priority-set dsn

関連コマンド

resource-priority-set-name リソース プライオリティ セットの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

resource-priority Resource-Priority ヘッダー ストリングのプライ

オリティを設定します。
39-353
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  retry-interval
retry-interval
RADIUS サーバに対するアカウンティング要求の再送信インターバルを設定するには、SBE アカウン

ティング モードで retry-interval コマンドを使用します。インターバルをデフォルト値に設定するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

retry-interval range

no retry-interval range

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 1200 ミリ秒です。

コマンド モード サーバ アカウンティング（config-sbc-sbe-acc-ser）

サーバ認証（config-sbc-sbe-auth）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、retry-interval を 1000 ミリ秒に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc uut105-1
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# radius accounting SBC1-account-1
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc)# retry-interval 1000

関連コマンド

range 範囲は 10 ～ 10000 ミリ秒です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

retry-limit RADIUS サーバに対するリトライ インターバルを設定します。

concurrent-requests RADIUS サーバに対する同時要求の最大数を設定します。

activate RADIUS クライアントをアクティブ化します。
39-354
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  retry-limit (radius)
retry-limit (radius)
RADIUS サーバに対するアカウンティング要求の再送信回数を設定するには、SBE アカウンティング 
モードで retry-limit コマンドを使用します。数値をデフォルト値に設定するには、このコマンドの no 
形式を使用します。

retry-limit range

no retry-limit range

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトのリトライ回数は 5 です。

コマンド モード サーバ アカウンティング（config-sbc-sbe-acc）

サーバ認証（config-sbc-sbe-auth）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、retry-limit を 4 回に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc uut105-1
host1/Admin/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin/Admin(config-sbc-sbe)# radius accounting SBC1-account-1
host1/Admin/Admin(config-sbc-sbe-acc)# retry-limit 4

関連コマンド

range 最大リトライ回数の範囲は 0 ～ 9 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

retry-interval RADIUS サーバに対する接続リトライ インターバルを設定します。

concurrent-requests RADIUS サーバに対する同時要求の最大数を設定します。

activate RADIUS クライアントをアクティブ化します。
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  retry-limit（ルーティング テーブル）
retry-limit（ルーティング テーブル）
ルーティング テーブルのルックアップ リトライ試行の最大回数を設定するには、SBE コンフィギュ

レーション モードで retry-limit コマンドを使用します。数値をデフォルト値に設定するには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

retry-limit 0-200

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトのリトライ回数は 3 です。

コマンド モード SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、retry-limit を 4 回に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc uut105-1
host1/Admin/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin/Admin(config-sbc-sbe)# retry-limit 4

関連コマンド

0 ～ 200 最大リトライ回数の範囲は 0 ～ 200 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sbe SBC サービス内で SBE エンティティのサブモー

ドを設定します。
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  rtg-carrier-id-table
rtg-carrier-id-table
SBE ポリシー セットのキャリア ID と一致するイベントがあるルーティング テーブルのコンフィギュ

レーション モードを開始するか、新しいルーティング テーブルを作成するには、SBE ルーティング ポ
リシー モードで rtg-carrier-id-table コマンドを使用します。

ルーティング テーブルを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。ただし、ルーティング 
テーブルがアクティブ ポリシー セットに関連している場合は、テーブルを破棄できません。

rtg-carrier-id-table table-name

no rtg-carrier-id-table table-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy） 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、キャリア ID テーブル MyCarrierIDTable を追加する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-carrier-id-table MyCarrierIDTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)#

関連コマンド

table-name 設定するルーティング テーブルの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

call-policy-set SBE エンティティ内でルーティング ポリシー コンフィギュレーショ

ンのモードを開始します。

rtg-round-robin-table match-value パラメータまたは next-table アクションがないイベント

を持つポリシー テーブルのコンフィギュレーション モードを開始し

ます。
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  rtg-carrier-id-table
rtg-src-account-table 送信元アカウントと一致するエントリがある既存のルーティング 
テーブルのコンフィギュレーション モードを開始するか、新しい

テーブルを作成します。

rtg-src-adjacency-table 送信元隣接と一致するエントリがある既存のルーティング テーブル

のコンフィギュレーション モードを開始するか、新しいテーブルを

作成します。

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション 
モードを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレー

ション モードを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

コマンド 説明
39-358
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  rtg-category-table
rtg-category-table
SBE ポリシー セットの中でカテゴリと照合されるエントリがあるルーティング テーブルのコンフィ

ギュレーションのサブモードを開始するには、SBE ルーティング コール ポリシー モードで 
rtg-category-table コマンドを使用します。

ルーティング テーブルを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。ただし、ルーティング 
テーブルがアクティブ ポリシー セットに関連している場合は、テーブルを破棄できません。

rtg-category-table WORD

no rtg-category-table WORD

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy） 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 必要に応じて、新しいルーティング テーブルが作成されます。アクティブ ポリシー セットに関連する

ルーティング テーブル コンフィギュレーションのサブモードは開始できません。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ルーティング ポリシー テーブル MyRtgTable を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-category-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# end

関連コマンド

WORD 設定するルーティング テーブルの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

call-policy-set SBE エンティティ内でルーティング ポリシー コンフィギュレーショ

ンのモードを開始します。

rtg-round-robin-table match-value パラメータまたは next-table アクションがないイベント

を持つポリシー テーブルのコンフィギュレーション モードを開始し

ます。
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  rtg-category-table
rtg-src-account-table 送信元アカウントと一致するエントリがある既存のルーティング 
テーブルのコンフィギュレーション モードを開始するか、新しい

テーブルを作成します。

rtg-src-adjacency-table 送信元隣接と一致するエントリがある既存のルーティング テーブル

のコンフィギュレーション モードを開始するか、新しいテーブルを

作成します。

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション 
モードを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレー

ション モードを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

コマンド 説明
39-360
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  rtg-dst-address-table
rtg-dst-address-table
SBE ポリシー セットの中で（番号分析のあとに）着信番号と照合されるエントリがあるルーティング 
テーブルのコンフィギュレーション モードを開始するには、SBE ルーティング ポリシー モードで 
rtg-dst-address-table コマンドを使用します。ルーティング テーブルを削除するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

rtg-dst-address-table table-id

no rtg-dst-adress-table table-id

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 必要に応じて、新しいルーティング テーブルが作成されます。アクティブ ポリシー セットに関連する

ルーティング テーブル コンフィギュレーションのサブモードは開始できません。

ただし、ルーティング テーブルがアクティブ ポリシー セットに関連している場合は、テーブルを破棄

できません。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ルーティング ポリシー テーブル MyRtgTable を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-dst-address-table MyRtgTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# exit

関連コマンド

table-id テーブルの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。

rtg-carrier-id-table SBE コール ポリシー セットのキャリア ID と一致するエントリがあるルー

ティング テーブルを作成または設定するコンフィギュレーション モード

を開始します。
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  rtg-dst-address-table
rtg-src-domain-table SBE コール ポリシー セットの送信元ドメイン名と一致するエントリがあ

るルーティング テーブルを作成または設定するコンフィギュレーション 
サブモードを開始します。

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション モー

ドを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレーション モー

ドを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

コマンド 説明
39-362
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  rtg-dst-domain-table
rtg-dst-domain-table
SBE ポリシー セットの宛先ドメイン名と一致するエントリがあるルーティング テーブルのコンフィ

ギュレーション サブモードを開始するには、SBE ルーティング ポリシー モードで 
rtg-dst-domain-table コマンドを使用します。テーブルが存在しない場合は、新しいルーティング 
テーブルが作成されます。

ルーティング テーブルを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

rtg-dst-domain-table table-name 

no rtg-dst-domain-table table-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

ルーティング テーブルがアクティブ ポリシー セットに含まれる場合は、テーブルを削除できません。

アクティブ ポリシー セット内のルーティング テーブル コンフィギュレーションのサブモードは開始で

きません。

例 次に、ルーティング ポリシー テーブル MyRtgTable を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-dst-domain-table MyRtgTable 
(host1/Adminconfig-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)#

関連コマンド

table-name 設定するルーティング テーブルの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。

rtg-carrier-id-table SBE コール ポリシー セットのキャリア ID と一致するエントリがあるルー

ティング テーブルを作成または設定するコンフィギュレーション モード

を開始します。
39-363
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  rtg-dst-domain-table
rtg-src-domain-table SBE コール ポリシー セットの送信元ドメイン名と一致するエントリがあ

るルーティング テーブルを作成または設定するコンフィギュレーション 
サブモードを開始します。

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション モー

ドを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレーション モー

ドを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

コマンド 説明
39-364
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  rtg-least-cost-table
rtg-least-cost-table
最小コスト ルーティング テーブルを設定し、ルーティング テーブルのコンフィギュレーションのサブ

モードを開始するには、SBE ルーティング ポリシー モードで rtg-least-cost-table コマンドを使用しま

す。

ルーティング テーブルを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。ただし、ルーティング 
テーブルがアクティブ ポリシー セットに関連している場合は、テーブルを破棄できません。

rtg-least-cost-table table_name

no rtg-least-cost-table table_name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 必要に応じて、新しいルーティング テーブルが作成されます。アクティブ ポリシー セットに関連する

ルーティング テーブル コンフィギュレーションのサブモードは開始できません。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ルーティング ポリシー テーブル MyRtgTable を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-least-cost-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# end

関連コマンド

table-name 設定するルーティング テーブルの名前です。最大サイズは 80 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

call-policy-set SBE エンティティ内でルーティング ポリシー コンフィギュレーショ

ンのモードを開始します。

rtg-round-robin-table match-value パラメータまたは next-table アクションがないイベント

を持つポリシー テーブルのコンフィギュレーション モードを開始し

ます。
39-365
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  rtg-least-cost-table
rtg-src-account-table 送信元アカウントと一致するエントリがある既存のルーティング 
テーブルのコンフィギュレーション モードを開始するか、新しい

テーブルを作成します。

rtg-src-adjacency-table 送信元隣接と一致するエントリがある既存のルーティング テーブル

のコンフィギュレーション モードを開始するか、新しいテーブルを

作成します。

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション 
モードを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレー

ション モードを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

コマンド 説明
39-366
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  rtg-round-robin-table
rtg-round-robin-table
ラウンドロビン ポリシー テーブルのコンフィギュレーション モードを開始するには、SBE ルーティン

グ ポリシー モードで rtg-round-robin-table コマンドを使用します。テーブルを削除するには、この

コマンドの no 形式を使用します。

rtg-round-robin-table table-name

no rtg-round-robin-table table-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドのアクションは、宛先隣接の設定だけに制限されます。ルーティング テーブルのエント

リがイベントと一致し、次のテーブル アクションでラウンドロビン隣接関係テーブルをポイントする

場合は、隣接のグループがそのイベント用に選択されます。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ラウンドロビン ルーティング テーブル MyRoundRobinTable を追加する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-round-robin-table MyRoundRobinTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)#

関連コマンド

table-name 設定するルーティング テーブルの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーショ

ン モードを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュ

レーション モードを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開

始します。
39-367
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  rtg-round-robin-table
rtg-src-adjacency-table 送信元隣接と一致するエントリがある既存のルーティング テーブル

のコンフィギュレーション モードを開始するか、新しいテーブルを

作成します。

rtg-carrier-id-table SBE ポリシー セットのキャリア ID と一致するエントリがある既存

のルーティング テーブルのコンフィギュレーション モードを開始す

るか、新しいテーブルを作成します。

rtg-src-account-table 送信元アカウントと一致するエントリがある既存のルーティング 
テーブルのコンフィギュレーション モードを開始するか、新しい

テーブルを作成します。

コマンド 説明
39-368
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  rtg-src-account-table
rtg-src-account-table
送信元アカウントと一致するエントリがある既存のルーティング テーブルのコンフィギュレーション 
モードを開始するか、新しいテーブルを作成するには、SBE ルーティング ポリシー モードで 
rtg-src-account-table コマンドを使用します。

（注） テーブルがアクティブ ポリシー セットの一部となっている場合は、このコマンドを発行できません。

ルーティング テーブル内の所定のエントリの照合値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

rtg-src-account-table table-id

no rtg-src-account-table table-id

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、既存のルーティング テーブル MyRtgTable のコンフィギュレーション モードを開始する例を示

します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-src-account-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# 

関連コマンド

table-id 設定するルーティング テーブルの ID です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション 
モードを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレー

ション モードを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。
39-369
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  rtg-src-account-table
call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始

します。

rtg-src-adjacency-table 送信元隣接と一致するエントリがある既存のルーティング テーブル

のコンフィギュレーション モードを開始するか、新しいテーブルを

作成します。

rtg-round-robin-table match-value パラメータまたは next-table アクションがないイベント

を持つポリシー テーブルのコンフィギュレーション モードを開始し

ます。

rtg-carrier-id-table SBE ポリシー セットのキャリア ID と一致するエントリがある既存の

ルーティング テーブルのコンフィギュレーション モードを開始する

か、新しいテーブルを作成します。

コマンド 説明
39-370
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  rtg-src-address-table
rtg-src-address-table 
SBE ポリシー セットの中でダイヤラの番号と照合されるエントリがあるルーティング テーブルのコン

フィギュレーション モードを開始するには、SBE ルーティング ポリシー モードで 
rtg-src-address-table コマンドを使用します。テーブル エントリを削除するには、このコマンドの no 
形式を使用します。

rtg-src-address-table table-id

no rtg-src-adress-table table-id

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ルーティング ポリシー テーブル MyRtgTable を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-src-address-table MyRtgTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# exit
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# exit

関連コマンド

table-id テーブルの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション モー

ドを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレーション モー

ドを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。
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  rtg-src-address-table
rtg-src-account-table 送信元アカウントと一致するエントリがある既存のルーティング テーブル

のコンフィギュレーション モードを開始するか、新しいテーブルを作成し

ます。

rtg-round-robin-table match-value パラメータまたは next-table アクションがないイベントを持

つポリシー テーブルのコンフィギュレーション モードを開始します。

コマンド 説明
39-372
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  rtg-src-adjacency-table
rtg-src-adjacency-table
送信元隣接と一致するエントリがある既存のルーティング テーブルのコンフィギュレーション モード

を開始するか、新しいテーブルを作成するには、SBE ルーティング ポリシー モードで 
rtg-src-adjacency-table コマンドを使用します。ルーティング テーブルを削除するには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

rtg-src-adjacency-table table-id

no rtg-src-adjacency-table table-id

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、送信元隣接と一致するエントリがある新しいテーブル MyRtgTable を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-src-adjacency-table MyRtgTable

関連コマンド

table-id 設定するルーティング テーブルの ID です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション モー

ドを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレーション モー

ドを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

rtg-src-account-table 送信元アカウントと一致するエントリがある既存のルーティング テーブル

のコンフィギュレーション モードを開始するか、新しいテーブルを作成し

ます。

rtg-round-robin-table match-value パラメータまたは next-table アクションがないイベントを持

つポリシー テーブルのコンフィギュレーション モードを開始します。
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  rtg-src-domain-table
rtg-src-domain-table
送信元ドメイン名と一致するエントリがあるルーティング テーブル コンフィギュレーションのサブ

モードを開始するには、SBE ルーティング ポリシー モードで rtg-src-domain table コマンドを使用し

ます。テーブルが存在しない場合は、新しいルーティング テーブルが作成されます。

（注） アクティブ ポリシー セット内のルーティング テーブル コンフィギュレーションのサブモードは開始で

きません。

ルーティング テーブルを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。

（注） ルーティング テーブルがアクティブ ポリシー セットに含まれる場合は、テーブルを破棄できません。

rtg-src-domain-table table-name 

no rtg-src-domain-table table-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ルーティング ポリシー テーブル MyRtgTable を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-src-domain-table MyRtgTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# 

table-name 送信元アカウントと一致するエントリを持つ、SBE ポリシー セット内の

番号分析テーブルの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  rtg-src-domain-table
関連コマンド コマンド 説明

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション モー

ドを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレーション モー

ドを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

call-policy-set コール ポリシー セット コンフィギュレーションのサブモードを開始します。

rtg-dst-domain-table SBE コール ポリシー セットの宛先ドメイン名と一致するエントリがある

ルーティング テーブルを作成または設定するコンフィギュレーション サ
ブモードを開始します。

rtg-carrier-id-table SBE コール ポリシー セットのキャリア ID と一致するエントリがあるルー

ティング テーブルを作成または設定するコンフィギュレーション モード

を開始します。
39-375
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rtg-time-table 
時間ベースのルーティングを設定し、ルーティング テーブル サブモードを開始するには、SBE ルー

ティング コール ポリシー モードで rtg-time-table コマンドを使用します。

ルーティング テーブルを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。ただし、ルーティング 
テーブルがアクティブ ポリシー セットに関連している場合は、テーブルを破棄できません。

rtg-time-table table_name

no rtg-time-table table_name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE ルーティング ポリシー（config-sbc-sbe-rtgpolicy）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 必要に応じて、新しいルーティング テーブルが作成されます。アクティブ ポリシー セットに関連する

ルーティング テーブル コンフィギュレーションのサブモードは開始できません。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ルーティング ポリシー テーブル MyRtgTable を作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-time-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# end

関連コマンド

table-name 設定するルーティング テーブルの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

call-policy-set SBE エンティティ内でルーティング ポリシー コンフィギュレーショ

ンのモードを開始します。

rtg-round-robin-table match-value パラメータまたは next-table アクションがないイベント

を持つポリシー テーブルのコンフィギュレーション モードを開始し

ます。
39-376
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  rtg-time-table
rtg-src-account-table 送信元アカウントと一致するエントリがある既存のルーティング 
テーブルのコンフィギュレーション モードを開始するか、新しい

テーブルを作成します。

rtg-src-adjacency-table 送信元隣接と一致するエントリがある既存のルーティング テーブル

のコンフィギュレーション モードを開始するか、新しいテーブルを

作成します。

sbc 新しい SBC サービスを作成し、新しい SBC コンフィギュレーション 
モードを開始します。または、既存のサービスのコンフィギュレー

ション モードを開始します。

sbe SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始します。

コマンド 説明
39-377
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  sbc
sbc 
SBC サービス（必要に応じて作成）のサブモードを開始するには、EXEC モードで sbc コマンドを使

用します。サービスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

sbc sbc-name

no sbc sbc-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBC コンフィギュレーション モード（config-sbc）

コマンドの履歴

例 次に、mySbc という SBC サービスを作成する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc)# exit

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dbe DBE-SBE コンフィギュレーション モードを開

始します。
39-378
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sbe
SBC サービス内で SBE エンティティ（必要に応じて作成）のサブモードを設定するには、EXEC モー

ドで sbe コマンドを使用します。SBE エンティティを破棄するには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

sbe

no sbe

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。

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、sbe コマンドを使用して、SBC サービス内で SBE エンティティのサブモードを開始する例を示

します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# exit

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
39-379
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sdp-attribute-table
追加または削除するアトリビュートをリストした SDP アトリビュート テーブルを設定するには、SDP 
照合テーブル コンフィギュレーション モードで sdp-attribute-table コマンドを使用します。テーブル

を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

sdp-attribute-table table_name

no sdp-attribute-table table_name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SDP 照合テーブル（config-sbc-sbe- sdpmatchtable）コンフィギュレーション モード

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、生成された SDP で使用する SDP ユーザ名を foo に設定する例を示します。

host1/Admin# configure 
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sdp attribute-table foo

関連コマンド

table_name 生成された SDP で使用するユーザ名です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sdp-match-table SDP 照合テーブルを作成します。

action (sdp) SDP ポリシー テーブル アクションを設定します。

match-string SDP アトリビュート照合ストリングを設定します。

sdp-policy-table SDP ポリシー テーブルを設定します。
39-380
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sdp-match-table
SDP 照合テーブルを作成するには、モードで sdp-match-table コマンドを使用します。テーブルを削

除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

sdp-match-table table_name

no sdp-policy-table table_name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 1 つのポリシーで保持できる sdp-match-table は 1 つだけです。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、SDP 照合テーブル foo を設定する例を示します。

host1/Admin# configure 
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sdp-match-table foo

関連コマンド

table_name 生成された SDP で使用するユーザ名です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

action (sdp) SDP ポリシー テーブル アクションを設定します。

match-string SDP アトリビュート照合ストリングを設定します。

sdp-policy-table SDP ポリシー テーブルを設定します。
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sdp origin-user-name 
生成された SDP で使用する元のユーザ名を設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで sdp 
origin-user-name コマンドを使用します。このユーザ名をリセットして、SDP から受信したユーザ名が、

生成された SDP で使用されるユーザ名となるようにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

sdp origin-user-name user-name

no sdp origin-user-name user-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、生成された SDP で使用する SDP ユーザ名を foo に設定する例を示します。

host1/Admin# configure 
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sdp origin-user-name foo

関連コマンド

user-name アドミッション制御テーブルを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sdp-match-table SDP 照合テーブルを作成します。

action (sdp) SDP ポリシー テーブル アクションを設定します。

match-string SDP アトリビュート照合ストリングを設定します。

sdp-policy-table SDP ポリシー テーブルを設定します。
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sdp-policy-table
SDP ポリシー テーブルを設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで sdp-policy-table コマ

ンドを使用します。テーブルを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

sdp-policy-table table_name

no sdp-policy-table table_name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、SDP ポリシー テーブル foo を設定する例を示します。

host1/Admin# configure 
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sdp-policy-table foo

関連コマンド

table_name SDP ポリシーの名前です。最大文字数は 30 です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sdp-match-table SDP 照合テーブルを作成します。

action (sdp) SDP ポリシー テーブル アクションを設定します。

match-string SDP アトリビュート照合ストリングを設定します。
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secure-media
DTLS または SRTP のメディア パススルーをイネーブルにするように DBE を設定するには、DBE コ
ンフィギュレーション モードで secure-media コマンドを使用します。メディア パススルーをディ

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。

secure-media

no secure-media

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。

コマンドのデフォルト メディア パススルーはディセーブルになっています。

コマンド モード DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

例 次に、DBE を作成し、SBC-DBE コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe
host1/Admin(config-sbc-dbe)# secure-media

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

media-address pool ipv4 DBE がローカル メディア アドレスとして使用で

きる、連続する IPv4 メディア アドレスのプール

を作成します。

dbe SBC 上に DBE サービスを作成し、DBE-SBE コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

activate セッション ボーダ コントローラ（SBC）の DBE 
サービスを開始します。
39-384
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security
Session Initiation Protocol（SIP）隣接でトランスポートレベルのセキュリティを実装するには、SBE 
隣接 SIP コンフィギュレーション モードで security コマンドを使用します。隣接を保護できないこと

を示すには、このコマンドの no 形式を使用します。

security [untrusted | trusted-encrypted | untrusted-encrypted | trusted-unencrypted]

no security [untrusted | trusted-encrypted | untrusted-encrypted | trusted-unencrypted]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は untrusted です。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン アカウント サーバはいくつでも指定できます。コール終了時に、最もプライオリティの高いアカウン

ティング サーバにコール詳細レポートが送信されます。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、RADIUS クライアント インスタンス radius1 用として、mySbc でアカウンティング サーバ 
castor および pollux を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Adminconfig)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip adjacency test
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# security trusted-encrypted

関連コマンド

untrusted 対象の隣接を保護しないように指定します。

trusted-encrypted 暗号化シグナリングを使用して、対象の隣接のセキュリティを保証するよ

うに指定します。

untrusted-encrypted 隣接を信頼せず、SSL/TLS 暗号化を使用するように指定します。

trusted-unencrypted 暗号化以外のメカニズムを使用して、対象の隣接でのすべてのメッセージ

のセキュア シグナリングを保証するように指定します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明
39-385
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server
RADIUS アカウンティング サーバの順序付きリストを設定するサブモードを開始するには、サーバ コ
ンフィギュレーション モードで server コマンドを使用します。サブ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。

server server-name

no server server-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 サーバ アカウンティング（config-sbc-sbe-acc）

サーバ認証（config-sbc-sbe-auth）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン アカウント サーバはいくつでも指定できます。コール終了時に、最もプライオリティの高いアカウン

ティング サーバにコール詳細レポートが送信されます。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、RADIUS クライアント インスタンス radius1 用として、mySbc でアカウンティング サーバ 
castor および pollux を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Adminconfig)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# radius accounting radius1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc)# server castor 
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc-ser)# address ipv4 200.200.200.12 
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc-ser)# exit 
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc)# server pollux 
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc-ser)# address ipv4 200.200.200.15 
host1/Admin(config-sbc-sbe-acc-ser)# exit

関連コマンド

server-name サーバの名前です（対象の SBE 独自の名前）。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

radius アカウンティングまたは認証用の RADIUS クラ

イアントを作成および設定します。
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  server mode
server mode
RADIUS 認証サーバ モードを設定するサブモードを開始するには、サーバ認証モードで server mode 
コマンドを使用します。RADIUS 認証サーバ モードを設定するサブ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。

server server-name mode local|remote 

no server server-name mode local|remote 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 サーバ認証（config-sbc-sbe-auth-ser）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、サーバ モードを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(configure)#sbc mysbc 
host1/Admin(config-sbc)#sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# radius authentication 
host1/Admin(config-sbc-sbe-auth)# server panther 
host1/Admin(config-sbc-sbe-auth-ser)# mode local 
host1/Admin(config-sbc-sbe-auth-ser)#

関連コマンド

server-name サーバの名前を指定します。

local ローカル認証を指定します。

remote リモート認証を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

radius アカウンティングまたは認証用の RADIUS クラ

イアントを作成および設定します。
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  server-retry disable
server-retry disable
障害が発生した RADIUS サーバに対する SBC の自動リトライをディセーブルにするには、サーバ認証

モードまたはサーバ アカウンティング モードで server-retry disable コマンドを使用します。障害が

発生した RADIUS サーバに対する SBC の自動リトライを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。

server-retry disable 

no server-retry disable 

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。

コマンドのデフォルト 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 サーバ アカウンティング（config-sbc-sbe-acc）

サーバ認証（config-sbc-sbe-auth）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

server-retry disable コマンドを使用して、障害が発生した RADIUS サーバに対する SBC の自動リト

ライをディセーブルにした場合、SBC と RADIUS サーバ間の接続が失われたあとで接続を再アクティ

ブ化したり、接続が復元されたあとで課金を再開したりするには、service sbc sbe radius accounting 
コマンドを使用する必要があります。

例 次に、障害が発生した RADIUS サーバに対する SBC の自動リトライを停止する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(configure)#sbc mysbc 
host1/Admin(config-sbc)#sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# radius authentication 
host1/Admin(config-sbc-sbe-auth)# server-retry disable

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

service sbc sbe radius accounting SBC と RADIUS サーバ間の接続が失われたあと

で接続を再アクティブ化したり、接続が復元さ

れたあとで課金を再開したりします。
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  service sbc sbe call-destroy
service sbc sbe call-destroy
識別済みのコールをクリアするには、EXEC モードで service sbc sbe call-destroy コマンドを使用しま

す。

service sbc name sbe call-destroy 0-2147483647

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、未知のコールをクリアする例を示します。

host1/Admin# service sbc test sbe call-destroy 1 

name SBC サービスの名前を指定します。

0 ～ 2147483647 コール インデックス番号を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  service sbc sbe radius accounting
service sbc sbe radius accounting 
SBC と RADIUS サーバ間の接続が失われたあとで接続を再アクティブ化したり、接続が復元されたあ

とで課金を再開したりするには、EXEC モードで service sbc sbe radius accounting コマンドを使用し

ます。

service sbc name sbe radius accounting radius client name {resend | server word 
reactivate}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、キャッシュされたメッセージを再送信する例を示します。

host1/Admin# service sbc test sbe radius accounting acc resend

次に、RADIUS サーバに対する接続を再アクティブ化する例を示します。

host1/Admin# service sbc test sbe radius accounting acc server svr reactivate

関連コマンド

resend 新しい課金要求に対して、SBC と RADIUS 間で再アクティブ化された 
RADIUS サーバ接続で課金を再開します。

server RADIUS アカウント サーバ コマンドです。

name SBC サービスの名前を指定します。

radius client RADIUS クライアントの名前を指定します。

word サーバ名を指定します。

reactivate SBC と RADIUS サーバ間の接続を再アクティブ化します。障害が発生し

た場合、この操作を行って接続を手動で回復する必要があります。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

radius アカウンティングまたは認証用の RADIUS クラ

イアントを作成および設定します。
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  show services sbc dbe addresses
show services sbc dbe addresses
DBE 上に設定されたアドレスをリストするには、EXEC モードで show services sbc dbe addresses コ
マンドを使用します。

show services sbc sbc-name dbe addresses

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、DBE 上に設定されたアドレスをリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc dmsbc-node9 dbe address 
  H.248 control address:  22.22.22.100
  Media-Address                    VRF                Status
  1.1.1.1                          Admin              Active                   
    Port range: 16384-32767, class of service: any                             
  22.22.22.201                     Admin              Active                   
    Port range: 16384-32767, class of service: any                             
old6500_2/Admin# 

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc dbe controllers 各 vDBE 上に設定されたコントローラをリスト

します。

show services sbc dbe media-flow-stats DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア 
フローの統計情報をリストします。

show services sbc dbe media-flow-stats vrf 特定の VRF インスタンスに関連付けられた 
DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア 
フローの統計情報をリストします。

show services sbc dbe show services sbc dbe 
media-flow-stats vrf ipv4

特定の VRF インスタンスに関連付けられた IPv4 
アドレスについて、DBE 上で収集された 1 つま

たは複数のメディア フローの統計情報をリスト

します。

show services sbc dbe show services sbc dbe 
media-flow-stats vrf ipv4 port

 特定の VRF インスタンスに関連付けられた 
IPv4 アドレスのポートについて、DBE 上で収集

された 1 つまたは複数のメディア フローの統計

情報をリストします。
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show services sbc dbe media-stats 全般的な DBE 統計情報をリストします。

show services sbc service シャーシ上のすべての SBC サービスをリストし

ます。

コマンド 説明
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  show services sbc dbe controllers
show services sbc dbe controllers
各 vDBE 上に設定されたコントローラをリストするには、EXEC モードで show services sbc dbe 
controllers コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name dbe controllers

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、mySbc 上の各 vDBE に設定されたコントローラをリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc dbe controllers

SBC Service "mySbc"
  vDBE in DBE location 1

    Media gateway controller in use:
      H.248 controller address
        23.65.54.24:4509
      Status:            Attached 

                  Sent      Received  Failed    Retried
      Requests    0         0         0         0         
      Replies     0         0                   0         

    Configured controllers:
      H.248 controller 1:
        Remote address:    23.65.54.24:4509
        Transport:         UDP

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc dbe addresses DBE 上に設定されたアドレスをリストします。

show services sbc dbe media-flow-stats DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア 
フローの統計情報をリストします。

show services sbc dbe media-flow-stats vrf 特定の VRF インスタンスに関連付けられた 
DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア 
フローの統計情報をリストします。
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show services sbc dbe show services sbc dbe 
media-flow-stats vrf ipv4

特定の VRF インスタンスに関連付けられた IPv4 
アドレスについて、DBE 上で収集された 1 つま

たは複数のメディア フローの統計情報をリスト

します。

show services sbc dbe show services sbc dbe 
media-flow-stats vrf ipv4 port

 特定の VRF インスタンスに関連付けられた 
IPv4 アドレスのポートについて、DBE 上で収集

された 1 つまたは複数のメディア フローの統計

情報をリストします。

show services sbc dbe media-stats 全般的な DBE 統計情報をリストします。

show services sbc service シャーシ上のすべての SBC サービスをリストし

ます。

コマンド 説明
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  show services sbc dbe h248-profile
show services sbc dbe h248-profile
トランスポート、H.248 フォーム、アクティブ パッケージなど、指定した H.248 プロファイルに関す

る情報をリストするには、EXEC モードで show services sbc dbe h248-profile コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name dbe h248-profile

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、H.248 プロファイルのデフォルト オプションおよび設定オプションの例を示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc dbe h248-profile
Transport UDP IAH
H.248 Version 3
Packages:
Generic(g)
Base Root(root): Max Terminations per context 10
Network(l)
DiffServ(ds)
Gate Management(gm)
Traffic Management(tman)
IP NAPT(ipnapt)
Segment(seg): Max PDU Size 4096 bytes

関連コマンド

sbc-name サービスの名前を定義します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

h248-profile MGC と相互運用する vDBE H.248 プロファイルの名前を設定します。

h248-profile-version MGC と相互運用する vDBE H.248 プロファイルのバージョンを設定しま

す。このコマンドは、h248-profile コマンドでプロファイルの名前を定義

したあとで使用します。
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  show services sbc dbe media-flow-stats
show services sbc dbe media-flow-stats
DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア フローの統計情報をリストするには、EXEC モードで 
show services sbc dbe media-flow-stats コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name dbe media-flow-stats vrf [vrf-name] ipv4 [A.B.C.D] port 
[port-number]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、IPv4 アドレス 10.1.1.1 のポート 24000 で VPN3 経由で送受信されるメディア フローを表示する

例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc dbe media-flow-stats vrf vpn3 ipv4 10.1.1.1 port 
24000

SBC Service "mySbc"
  mediaFlow 1
      FlowPairState Open
      GateAge  15340 ms
      CallPriority Routine (CD5)
      FlowPairBandwidth 1500
      DtmfPacketsQueued  0
      Side A
        VpnId vpn3
        LocalAddress 10.1.1.1
        LocalPort 24000
        RemoteAddress 192.168.1.1
        RemotePort 32420
        RtpPacketsRcvd 300
        RtpOctetsRcvd 6000
        RtpPacketsSent 100
        RtpOctetsSent 2000
        RtpPacketsDiscarded 0
        RtpOctetsDiscarded 0
        EndPointPacketsSent 300
        EndPointPacketsRcvd 97
        EndPointPacketsLost 1

vrf-name （任意）特定の VPN で送受信されるメディア フローだけを表示します。

A.B.C.D （任意）特定の IPv4 メディア アドレスで送受信されるメディア フローだ

けを表示します。

sbc-nam SBC サービスの名前を指定します。

port-number （任意）特定のポートで送受信されるメディア フローだけを表示します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
39-396
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  show services sbc dbe media-flow-stats
        DtmfInterworking No
        MediaFlowing Yes
        RouteError No
        Unexpected SrcAddr Packets Yes (CD6)
        BillingId 12AB3C4D567124C7124C12DE

Side B
        VpnId <none>
        LocalAddress 10.1.1.2
        LocalPort 24002
        RemoteAddress 172.192.2.3
        RemotePort 24002
        RtpPacketsRcvd 100
        RtpOctetsRcvd 2000
        RtpPacketsSent 300
        RtpOctetsSent 6000
        RtpPacketsDiscarded 0
        RtpOctetsDiscarded 0
        EndPointPacketsSent 100
        EndPointPacketsRcvd 300
        EndPointPacketsLost 0
        DtmfInterworking No
        MediaFlowing Yes
        RouteError No
        Unexpected SrcAddr Packets No (CD6)
        BillingId 5DAB3C4D153624C7124E1234

関連コマンド コマンド 説明

sbc dbe media-address ipv4 DBE メディア アドレス プールおよびアドレス プールを設

定します。

sbc dbe media-address pool ipv4 DBE メディア アドレス プール内に IPv4 アドレス範囲を作

成します。

sbc dbe media-address port range メディア アドレスまたはアドレス範囲に関連付けられた

ポート範囲を作成します。

showservices sbc dbe addresses DBE 上に設定されたアドレスをリストします。
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  show services sbc dbe media-flow-stats vrf
show services sbc dbe media-flow-stats vrf 
特定の VRF インスタンスに関連付けられた DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア フローの

統計情報をリストするには、EXEC モードで show services sbc dbe media-flow-stats vrf コマンドを

使用します。

show services sbc sbc-name dbe media-flow-stats [detail | summary] vrf vrf-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン show services sbc dbe media-flow-stats vrf コマンドの出力では、すべてのエンドポイントについて、

RTP Control Protocol（RTCP）エンドポイントの統計情報がレポートされるとは限りません。

例 次に、vpn1 という VRF に関連付けられた DBE 上で収集されたメディア フローの統計情報をリストす

る例を示します。

host1/Admin# show services sbc dmsbc-node9 dbe media-flow-sta vrf vpn1 ipv4 88.88.110.100 
port 20000
SBC Service ''dmsbc-node9'' 
Media Flow: 
State of Media Flow: Active 
Call Age: 3850390 ms 
Call Priority: Routine 
Reserved Bandwidth: 10 (kilobytes/second) 
No media timeout remaining: 2741 
Class of service: Any 
Side A: 
VRF Name: vpn1 
Local Address: 88.88.110.100 
Local Port: 20000 
Remote Address: 200.200.200.172 
Remote Port: 17488 
RTP Packets Received: 140134 
RTP Packets Sent: 140131 
RTP Packets Discarded: 0

sbc-name SBC サービスの名前です。

detail メディア フローの詳細統計情報を指定します。

summary メディア フローの要約統計情報を指定します。

vrf-name VRF の名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc dbe media-flow-stats vrf
関連コマンド コマンド 説明

show services sbc dbe addresses DBE 上に設定されたアドレスをリストします。

show services sbc dbe controllers 各 vDBE 上に設定されたコントローラをリスト

します。

show services sbc dbe media-flow-stats DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア 
フローの統計情報をリストします。

show services sbc dbe show services sbc dbe 
media-flow-stats vrf ipv4

特定の VRF インスタンスに関連付けられた IPv4 
アドレスについて、DBE 上で収集された 1 つま

たは複数のメディア フローの統計情報をリスト

します。

show services sbc dbe show services sbc dbe 
media-flow-stats vrf ipv4 port

 特定の VRF インスタンスに関連付けられた 
IPv4 アドレスのポートについて、DBE 上で収集

された 1 つまたは複数のメディア フローの統計

情報をリストします。

show services sbc dbe media-stats 全般的な DBE 統計情報をリストします。

show services sbc service シャーシ上のすべての SBC サービスをリストし

ます。
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  show services sbc dbe media-flow-stats vrf ipv4
show services sbc dbe media-flow-stats vrf ipv4 
特定の VRF インスタンスに関連付けられた IPv4 アドレスについて、DBE 上で収集された 1 つまたは

複数のメディア フローの統計情報をリストするには、EXEC モードで show services sbc dbe 
media-flow-stats vrf ipv4 コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name dbe media-flow-stats [detail | summary] vrf vrf-name ipv4 
[A.B.C.D]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン show services sbc dbe media-flow-stats vrf ipv4 コマンドの出力では、すべてのエンドポイントにつ

いて、RTP Control Protocol（RTCP）エンドポイントの統計情報がレポートされるとは限りません。

例 次に、特定の VRF インスタンスに関連付けられた IPv4 アドレスについて、DBE 上で収集された 1 つ
または複数のメディア フローの統計情報をリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc j dbe media-flow-stats detail vrf vpn1 ipv4 10.127.3.1
SBC Service "j"
  Media Flow:
    State of Media Flow: Active
    Call Priority:       Routine
    ContextID:           12
    StreamID:            49153
    Reserved Bandwidth:  10500 (bytes/second)
    No media timeout remaining: 30
    Class of service:    Voice
    Side A:
      VRF Name:                   vpn1
      Local Address:              88.102.9.100
      Local Port:                 16384
      Remote Address:             10.127.3.1
      Remote Port:                16526
      RTP Packets Received:       967
      RTP Packets Sent:           944

sbc-name SBC サービスの名前です。

detail メディア フローの詳細統計情報を指定します。

summary メディア フローの要約統計情報を指定します。

vrf-name  VRF の名前を指定します。

A.B.C.D （任意）IPv4 アドレスを指定します。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
39-400
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  show services sbc dbe media-flow-stats vrf ipv4
      RTP Packets Discarded:      0
      RTP Data Received:          193400 (bytes)
      RTP Data Sent:              188800 (bytes)
      RTP Data Discarded:         0 (bytes)
      End Point Packets Sent:     Not known
      End Point Packets Received: Not known
      End Point Packets Lost:     Not known
      DTMF Interworking:          No
      Media Flowing:              Yes
      Affected by Routing Error:  No
      Unexpected SrcAddr Packets: No
      Billing ID:                 0x47B507DF2020202020202030302B3030303030300000
0018
      Media directions allowed:  sendrecv
    Side B:
      VRF Name:                   vpn2
      Local Address:              88.102.10.100
      Local Port:                 16384
      Remote Address:             10.127.4.1
      Remote Port:                19566
      RTP Packets Received:       944
      RTP Packets Sent:           967
      RTP Packets Discarded:      0
      RTP Data Received:          188800 (bytes)
      RTP Data Sent:              193400 (bytes)
      RTP Data Discarded:         0 (bytes)
      End Point Packets Sent:     Not known
      End Point Packets Received: Not known
      End Point Packets Lost:     Not known
      DTMF Interworking:          No
      Media Flowing:              Yes
      Affected by Routing Error:  No
      Unexpected SrcAddr Packets: No
      Billing ID:                 0x47B507DF2020202020202030302B3030303030300000
0017
      Media directions allowed:  sendrecv

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc dbe addresses DBE 上に設定されたアドレスをリストします。

show services sbc dbe controllers 各 vDBE 上に設定されたコントローラをリスト

します。

show services sbc dbe media-flow-stats DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア 
フローの統計情報をリストします。

show services sbc dbe media-flow-stats vrf 特定の VRF インスタンスに関連付けられた 
DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア 
フローの統計情報をリストします。

show services sbc dbe show services sbc dbe 
media-flow-stats vrf ipv4 port

 特定の VRF インスタンスに関連付けられた 
IPv4 アドレスのポートについて、DBE 上で収集

された 1 つまたは複数のメディア フローの統計

情報をリストします。

show services sbc dbe media-stats 全般的な DBE 統計情報をリストします。

show services sbc service シャーシ上のすべての SBC サービスをリストし

ます。
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  show services sbc dbe media-flow-stats vrf ipv4 port
show services sbc dbe media-flow-stats vrf ipv4 
port 

特定の VPN ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスに関連付けられた IPv4 アドレスのポート

について、DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア フローの統計情報をリストするには、

EXEC モードで show services sbc dbe media-flow-stats vrf ipv4 port コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name dbe media-flow-stats [detail | summary] vrf vrf-name ipv4 
[A.B.C.D] port port-number

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン show services sbc dbe media-flow-stats vrf ipv4 port コマンドの出力では、すべてのエンドポイントに

ついて、RTP Control Protocol（RTCP）エンドポイントの統計情報がレポートされるとは限りません。

例 次に、特定の VRF インスタンスに関連付けられた IPv4 アドレスのポートについて、DBE 上で収集さ

れた 1 つまたは複数のメディア フローの統計情報をリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc j dbe media-flow-stats detail vrf vpn1 ipv4 10.127.3.1 port 
16526
SBC Service "j"
  Media Flow:
    State of Media Flow: Active
    Call Priority:       Routine
    ContextID:           12
    StreamID:            49153
    Reserved Bandwidth:  10500 (bytes/second)
    No media timeout remaining: 30
    Class of service:    Voice
    Side A:
      VRF Name:                   vpn1

sbc-name SBC サービスの名前です。

vrf-name  VRF の名前を指定します。

A.B.C.D （任意）IPv4 アドレスを指定します。

port-number このポートで送受信されるメディア フローまたはシグナリング フローだけが表示

されます。ポート番号を指定します。

detail メディア フローの詳細統計情報を指定します。

summary メディア フローの要約統計情報を指定します。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
39-402
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  show services sbc dbe media-flow-stats vrf ipv4 port
      Local Address:              88.102.9.100
      Local Port:                 16384
      Remote Address:             10.127.3.1
      Remote Port:                16526
      RTP Packets Received:       2119
      RTP Packets Sent:           2096
      RTP Packets Discarded:      0
      RTP Data Received:          423800 (bytes)
      RTP Data Sent:              419200 (bytes)
      RTP Data Discarded:         0 (bytes)
      End Point Packets Sent:     Not known
      End Point Packets Received: Not known
      End Point Packets Lost:     Not known
      DTMF Interworking:          No
      Media Flowing:              Yes
      Affected by Routing Error:  No
      Unexpected SrcAddr Packets: No
      Billing ID:                 0x47B507DF2020202020202030302B3030303030300000
0018
      Media directions allowed:  sendrecv
    Side B:
      VRF Name:                   vpn2
      Local Address:              88.102.10.100
      Local Port:                 16384
      Remote Address:             10.127.4.1
      Remote Port:                19566
      RTP Packets Received:       2096
      RTP Packets Sent:           2119
      RTP Packets Discarded:      0
      RTP Data Received:          419200 (bytes)
      RTP Data Sent:              423800 (bytes)
      RTP Data Discarded:         0 (bytes)
      End Point Packets Sent:     Not known
      End Point Packets Received: Not known
      End Point Packets Lost:     Not known
      DTMF Interworking:          No
      Media Flowing:              Yes
      Affected by Routing Error:  No
      Unexpected SrcAddr Packets: No
      Billing ID:                 0x47B507DF2020202020202030302B3030303030300000
0017
      Media directions allowed:  sendrecv

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc dbe addresses DBE 上に設定されたアドレスをリストします。

show services sbc dbe controllers 各 vDBE 上に設定されたコントローラをリスト

します。

show services sbc dbe media-flow-stats DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア 
フローの統計情報をリストします。

show services sbc dbe media-flow-stats vrf 特定の VRF インスタンスに関連付けられた 
DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア 
フローの統計情報をリストします。

show services sbc dbe show services sbc dbe 
media-flow-stats vrf ipv4

特定の VRF インスタンスに関連付けられた IPv4 
アドレスについて、DBE 上で収集された 1 つま

たは複数のメディア フローの統計情報をリスト

します。
39-403
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  show services sbc dbe media-flow-stats vrf ipv4 port
show services sbc dbe media-stats 全般的な DBE 統計情報をリストします。

show services sbc service シャーシ上のすべての SBC サービスをリストし

ます。

コマンド 説明
39-404
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  show services sbc dbe media-stats
show services sbc dbe media-stats
全般的な DBE 統計情報をリストするには、EXEC モードで show services sbc dbe media-stats コマン

ドを使用します。これらの統計情報には、アクティブ コールからの情報は含まれません。

show services sbc sbc-name dbe media-stats

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン Active Flows 統計では、メディア タイムアウトの時間内にメディアが確認されたフロー数、または最

後のメディア タイムアウトの時間内にコールがフェールオーバーし、SBC がメディア フローの有無を

確認できなかった場合のフロー数がカウントされます。

Unclassified Pkts 統計には、VLAN インターフェイス上で受信され、有効なメディア フローと一致し

ないすべてのパケットが含まれます。これらは、フロー、シグナリング パケット、および他のどのト

ラフィックにも一致しないメディア パケットです。

例 次に、全般的な DBE 統計情報をリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc my sbc dbe signaling-flow-stats vrf vpn3 ipv4 10.1.1.1 port 
24000

SBC Service "mySbc"
  signalingFlow 1
      FlowPairState Open
      PinholeAge  15340 ms
      PinholeBandwidth 1500
      Side A
        VpnId vpn3
        LocalAddress 10.1.1.1
        LocalPort 24000
        RemoteAddress 192.168.1.1
        RemotePort 32420
        PacketsRcvd 300
        OctetsRcvd 6000
        PacketsSent 100
        OctetsSent 2000
        PacketsDiscarded 0

sbc-name SBC サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 シグナリング ピンホールに関する要約情報を含めるようにアップデートさ

れました。
39-405
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  show services sbc dbe media-stats
        OctetsDiscarded 0
      Side B
        VpnId <none>
        LocalAddress 10.1.1.2
        LocalPort 24002
        RemoteAddress 172.192.2.3
        RemotePort 24002
        PacketsRcvd 100
        OctetsRcvd 2000
        PacketsSent 300
        OctetsSent 6000
        PacketsDiscarded 0
        OctetsDiscarded 0

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc dbe addresses DBE 上に設定されたアドレスをリストします。

show services sbc dbe controllers 各 vDBE 上に設定されたコントローラをリスト

します。

show services sbc dbe media-flow-stats DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア 
フローの統計情報をリストします。

show services sbc dbe media-flow-stats vrf 特定の VRF インスタンスに関連付けられた 
DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア 
フローの統計情報をリストします。

show services sbc dbe show services sbc dbe 
media-flow-stats vrf ipv4

特定の VRF インスタンスに関連付けられた IPv4 
アドレスについて、DBE 上で収集された 1 つま

たは複数のメディア フローの統計情報をリスト

します。

show services sbc dbe show services sbc dbe 
media-flow-stats vrf ipv4 port

 特定の VRF インスタンスに関連付けられた 
IPv4 アドレスのポートについて、DBE 上で収集

された 1 つまたは複数のメディア フローの統計

情報をリストします。

show services sbc service シャーシ上のすべての SBC サービスをリストし

ます。
39-406
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  show services sbc dbe signaling-flow-stats
show services sbc dbe signaling-flow-stats
DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア フローの統計情報をリストするには、EXEC モードで 
show services sbc dbe signaling-flow-stats コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name dbe signaling-flow-stats [detail | summary] [vrf vrf-name | 
ipv4 A.B.C.D. | port port number]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、メディア フローの統計情報をリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc my sbc dbe signaling-flow-stats detail vrf vpn3 ipv4 
10.1.1.1 port 24000
SBC Service "mySbc"
  signalingFlow 1
      FlowPairState Open
      PinholeAge  15340 ms
      PinholeBandwidth 1500
      Side A
        VpnId vpn3
        LocalAddress 10.1.1.1
        LocalPort 24000
        RemoteAddress 192.168.1.1
        RemotePort 32420
        PackesRcvd 300
        OctetsRcvd 6000
        PacketsSent 100
        OctetsSent 2000
        PacketsDiscarded 0
        OctetsDiscarded 0
      Side B

sbc-name SBC サービスの名前です。

detail メディア フローの詳細統計情報を指定します。

summary メディア フローの要約統計情報を指定します。

vrf VRF を指定します。

vrf-name VRF の名前を指定します。

ipv4 IPv4 を指定します。

A.B.C.D. IPv4 アドレスを指定します。

port ポートを指定します。

port number ポート番号を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
39-407
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  show services sbc dbe signaling-flow-stats
        VpnId <none>
        LocalAddress 10.1.1.2
        LocalPort 24002
        RemoteAddress 172.192.2.3
        RemotePort 24002
        PacketsRcvd 100
        OctetsRcvd 2000
        PacketsSent 300
        OctetsSent 6000
        PacketsDiscarded 0
        OctetsDiscarded 0

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc dbe addresses DBE 上に設定されたアドレスをリストします。

show services sbc dbe controllers 各 vDBE 上に設定されたコントローラをリスト

します。

show services sbc dbe media-flow-stats DBE 上で収集された 1 つまたは複数のメディア 
フローの統計情報をリストします。

show services sbc dbe show services sbc dbe 
media-flow-stats vrf ipv4

特定の VRF インスタンスに関連付けられた IPv4 
アドレスについて、DBE 上で収集された 1 つま

たは複数のメディア フローの統計情報をリスト

します。

show services sbc dbe show services sbc dbe 
media-flow-stats vrf ipv4 port

 特定の VRF インスタンスに関連付けられた 
IPv4 アドレスのポートについて、DBE 上で収集

された 1 つまたは複数のメディア フローの統計

情報をリストします。

show services sbc dbe media-stats 全般的な DBE 統計情報をリストします。

show services sbc service シャーシ上のすべての SBC サービスをリストし

ます。
39-408
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  show services sbc rsrcmon
show services sbc rsrcmon
スイッチオーバー時の輻輳状態と統計情報を表示するには、EXEC モードで show services sbc rsrcmon 
コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name rsrcmon

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、mySbc 上に設定されたアドレスを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc test rsrcmon
  Resource Monitoring                        :  Enabled
  Congestion Status                          :  Normal
    CPU Congestion Status                    :  Normal
    Mem Congestion Status                    :  Normal
    Calls Rejected Due to Congestion         :  0 
    CPU Congestion Count                     :  0
    Mem Congestion Count                     :  0
  CPU Congestion Threshold                   :  91 %
  CPU Congestion Clear Threshold             :  80 %
  Top Procs Frequency                        :  200 ms
  CPU Probe Duration during Congestion       :  1000 ms
  CPU Probe Duration during Normal Operation :  3000 ms
  Avg CPU Utilization in last  500 msec      :   0%(cpu0)  7%(cpu1)
                              1500 msec      :   0%(cpu0) 10%(cpu1)
  SBC Memory Allocation Limit                :    No Limit
      Current Allocation                     :    78466149 bytes
      Peak Allocation                        :    78466149 bytes
      Allocation Failure Count               :           0 
      Buffer Pool Usage                      :       67413 bytes
      CB Pool Usage                          :    37464456 bytes
      Free Memory SBC Holding                :    40934280 bytes
      Memory Usage Ceiling                   :   180000000 bytes
      Last Monitored Usage                   :  37533189 bytes (20 %)
 

Here is info on malloc:
Total memory for dynamic memory allocation (arena) --    440040 bytes
Number of ordinary blk not in use (ordblks) ---------         4
Number of small blk not in use (smblks) -------------         0
Number of blks allocated w/ mmap (hblks) ------------       300
Sum of memory allocated with mmap (hblkhd) ----------  78798848 bytes
Space in small blks in use (usmblks) ----------------         0 bytes

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc rsrcmon
Space in free small blks (fsmblks) ------------------         0 bytes
Space in ordinary blocks in use (uordblks) ----------    434736 bytes
Space in free ordinary blocks  (fordblks) -----------      5304 bytes
keepcost --------------------------------------------      5168
 
Here is OS memory info
Total   =  844869632 bytes
Used    =  470876160 bytes (321875968 bytes after minus buffers/cached)
Free    =  373993472 bytes (522993664 bytes after adding buffers/cached)
Shared  =          0 bytes
Buffers =    1130496 bytes
Cached  =  147869696 bytes

関連コマンド コマンド 説明

debug services sbc rsrcmon スイッチオーバー時の SBC サービスの輻輳状態

と統計情報をデバッグします。
39-410
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  show services sbc sbe aaa
show services sbc sbe aaa
各 SBE の AAA ステータスとコンフィギュレーションをリストするには、EXEC モードで show 
services sbc sbe aaa コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe aaa

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、mySbc 上に設定されたアドレスを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc sbe aaa

SBC Service "mySbc"
  AAA control address: 10.1.0.1
  Accounting server: 10.2.0.1
  Authentication server: 172.19.5.1
  Authentication server: 172.19.5.2

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc service シャーシ上のすべての SBC サービスをリストし

ます。
39-411
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  show services sbc sbe addresses
show services sbc sbe addresses
SBE 上に設定されたアドレスをリストするには、EXEC モードで show services sbc sbe addresses コマ

ンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe addresses

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、mySbc 上に設定されたアドレスを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySBC sbe addresses

SBC Service "mySbc"
  Control Addresses
    AAA control address:            10.1.0.1
    H.248 control address:            10.1.0.1

  Signaling Addresses
    H.323 adjacency h323ToIsp42:     10.1.0.2:1720, VRF vpn3
    SIP adjacency SipToIsp42:        10.1.0.2:5060, VRF vpn3

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc service シャーシ上のすべての SBC サービスをリストし

ます。
39-412
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show services sbc sbe adjacencies
すべての隣接を表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe adjacencies コマンドを使用しま

す。

show services sbc sbc-name sbe adjacencies

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBE 上に設定された隣接を表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe adjacencies

SBC Service ''mysbc'' 
Name Type State Description 
--------------------------------------------- 
h323-7206-CG H.323 Attached 
h323-ixvoice H.323 Attached 
sip-60 SIP Attached 
7600-phone1 SIP Attached 
7600-phone2 SIP Attached 
sip-ixvoice SIP Attached 
sip-7206-CG- SIP Attached

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe adjacencies detail 指定した SIP 隣接のすべてのフィールドを表示し

ます。
39-413
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  show services sbc sbe adjacencies detail
show services sbc sbe adjacencies detail
指定した SIP 隣接のすべてのフィールドを表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe 
adjacencies detail コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SIP 隣接 sip-shanghai のすべてのフィールドを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc sbc sbe adjacencies sip-shanghai detail
SBC Service "sbc"
  Adjacency sip-shanghai (SIP)
    Status:                Attached
    Description:
    Signaling address:     10.140.90.6:5060, VRF Admin
    Signaling-peer:        10.0.3.13:5060
    Remote address:        10.0.3.13 255.255.255.255
    Force next hop:        No
    Account:
    Group:                 None
    In header profile:     Default
    Out header profile:    Default
    In method profile:     Default
    Out method profile:    Default
    In UA option prof:     Default
    Out UA option prof:    Default
    In proxy opt prof:     Default
    Out proxy opt prof:    Default
    Priority set name:     None
    Local-id:              10.120.10.6
    Rewrite REGISTER:      Off
    Target address:        None
    NAT Status:            Auto Detect
    Reg-min-expiry:        3000 seconds
    Fast-register:         Enabled
    Fast-register-int:     30 seconds
    Register aggregate:    Disabled
    Register Out Interval: 0 seconds
    Authenticated mode:    None

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

adjacency-name 詳細を表示する SIP 隣接の名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 統計情報の設定を表示するように変更されました。
39-414
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    Authenticated realm:   None
    Auth. nonce life time: 300 seconds
    IMS visited NetID:     None
    Inherit profile:       Default
    Force next hop:        No
    Home network Id:       None
    UnEncrypt key data:    None
    SIPI passthrough:      No
    Rewrite from domain:   Yes
    Rewrite to header:     Yes
    Media passthrough:     No
    Preferred transport:   UDP
    Hunting Triggers:      Global Triggers
    Redirect mode:         Pass-through
    Security:              Untrusted
    Outbound-flood-rate:   None
    Ping-enabled:          No
    Signaling Peer Status: Not Tested
    rewrite request-uri:   Disabled
    Statistics setting:    Disabled

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe adjacencies すべての隣接を表示します。
39-415
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show services sbc sbe adjacencies 
authentication-realms

指定した隣接の認証レルムを表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe adjacencies 
authentication-realms コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name authentication-realms

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、すべての SIP 隣接で現在設定されているすべての認証レルムを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe adjacencies sipAdjacency authentication-realms 

Configured authentication realms 
-------------------------------- 
Domain Username Password 
abcdef.com abc abc

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

adjacency-name 詳細を表示する SIP 隣接の名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
all-authentication-realms

すべての SIP 隣接で現在設定されているすべて

の認証レルムを表示します。
39-416
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show services sbc sbe all-authentication-realms
すべての SIP 隣接で現在設定されているすべての認証レルムを表示するには、EXEC モードで show 
services sbc sbe all-authentication-realms コマンドを使用します。

show services sbc sbe all-authentication-realms

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、すべての SIP 隣接で現在設定されているすべての認証レルムを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe all-authentication-realms

Configured authentication realms
--------------------------------
Adjacency: SipToIsp42
Domain Username Password 
Example.com usersbc passwordsbc

関連コマンド

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe adjacencies 
authentication-realms

指定した隣接の認証レルムを表示します。
39-417
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services sbc sbe billing instance
特定の課金インスタンスについて、課金メッセージでメディア作成情報がイネーブルになっているかど

うかを表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe billing instance コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe billing instance 0-7

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、課金コンフィギュレーションを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe billing instance 1
Billing Manager Information:
  Local IP address:            0.0.0.0
  LDR check time:              00:00
  Record media create info: Yes/No
  Method                       packetcable-em
  Admin Status:                UP
  Operation Status:            UP
1

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

0 ～ 7 詳細を表示する課金インスタンスです。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

record-media-create-info 課金でのメディア情報サポートのサポートをア

クティブ化します。

services sbc sbe billing instances すべての課金インスタンスについて、課金メッ

セージでメディア作成情報がイネーブルになっ

ているかどうかを表示します。
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  services sbc sbe billing instances
services sbc sbe billing instances
すべての課金インスタンスについて、課金メッセージでメディア作成情報がイネーブルになっているか

どうかを表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe billing instances コマンドを使用します。

show services sbc sbe billing instances

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、課金コンフィギュレーションを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe billing instances
Billing Manager Information:
  Local IP address:            0.0.0.0
  LDR check time:              00:00
  Record media create info: Yes/No
  Method                       packetcable-em
  Admin Status:                UP
  Operation Status:            UP

関連コマンド

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

services sbc sbe billing instance 特定の課金インスタンスについて、課金メッ

セージでメディア作成情報がイネーブルになっ

ているかどうかを表示します。
39-419
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  show services sbc sbe billing remote
show services sbc sbe billing remote
課金コンフィギュレーションを表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe billing remote コ
マンドを使用します。

show services sbc sbe billing remote

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、課金コンフィギュレーションを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe billing remote

billing
  Local IP address:            10.21.20.1

関連コマンド

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

services sbc sbe billing instances すべての課金インスタンスについて、課金メッ

セージでメディア作成情報がイネーブルになっ

ているかどうかを表示します。
39-420
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show services sbc sbe blacklist configured-limits
明示的に設定されている制限をリストするには（設定されている送信元だけを表示）、EXEC モードで 
show services sbc sbe blacklist configured-limits コマンドを使用します。

明示的に設定されていない値（つまり、他のデフォルト値から継承された値）はカッコ内に記載されま

す。

show services sbc sbc-name sbe blacklist configured-limits

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、送信元だけに関して、明示的に設定した制限をリストする例を示します。明示的に設定されてい

ない値はカッコ内に表示されます。

host1/Admin(config-sbc-sbe)# show services sbc mySbc sbe blacklist configured-limits

SBC Service mySbc SBE dynamic blacklist configured limits

Default for all addresses
=========================
Reason          Trigger          Trigger      Blacklisting
                   Size           Period            Period
------          -------          -------      ------------
Authentication       20            1 sec            1 hour
Bad address          20            1 sec            1 hour
Routing              20            1 sec            1 hour
Registration          5           30 sec          10 hours
Policy               20            1 sec             1 day
Corrupt              20           100 ms            1 hour

Default for addresses on vpn3
=============================
Reason          Trigger          Trigger      Blacklisting
                   Size           Period            Period
------          -------          -------      ------------
Authentication       20            1 sec             1 day
Bad address          20            1 sec             1 day
Routing              20            1 sec             1 day
Registration          5           30 sec             1 day
Policy               20            1 sec             1 day
Corrupt              50           100 ms          12 hours

sbc-name SBC の名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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112.234.23.2
============
Reason          Trigger          Trigger      Blacklisting
                   Size           Period            Period
------          -------          -------      ------------
Authentication     2000          (1 sec)          (1 hour)
Bad address        2000          (1 sec)          (1 hour)
Routing            2000          (1 sec)          (1 hour)
Registration        500         (30 sec)        (10 hours)
Policy             2000          (1 sec)           (1 day)
Corrupt            2000         (100 ms)          (1 hour)

vpn3 172.19.12.12
=================
Reason          Trigger          Trigger      Blacklisting
                   Size           Period            Period
------          -------          -------      ------------
Authentication     (20)          (1 sec)          (1 hour)
Bad address        (20)          (1 sec)          (1 hour)
Routing            (20)          (1 sec)          (1 hour)
Registration        (5)         (30 sec)        (10 hours)
Policy             (20)          (1 sec)           (1 day)
Corrupt              40            10 ms          (1 hour)

Default for ports of vpn3 172.19.12.12
======================================
Reason          Trigger          Trigger      Blacklisting
                   Size           Period            Period
------          -------          -------      ------------
Authentication       20            1 sec            1 hour
Bad address          20            1 sec            1 hour
Routing              20            1 sec            1 hour
Registration          5           30 sec          10 hours
Policy               20            1 sec             1 day
Corrupt              20           100 ms            1 hour

関連コマンド コマンド 説明

reason 送信元（つまり、ポート、IP アドレス、VPN、グローバル アドレス レン

ジ）の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。

trigger-size ブラックリストがトリガーされて指定の送信元からのすべてのパケットが

ブロックされるまでに、その送信元に対して許可する指定イベント数を定

義します。

trigger-period イベントの判定期間を定義します。詳細については、trigger-size コマンド

の説明を参照してください。

timeout 制限を超過したときに送信元からのパケットをブロックする期間を定義し

ます。

show services sbc sbe 
blacklist

特定の送信元に対して実施されている制限（デフォルト設定か明示的な設

定かは問わない）を CLI に入力できる形式でリストします。このアドレス

により小さいスコープのデフォルト値が設定されている場合は、その値も

リストします。

show services sbc sbe 
blacklist 
current-blacklisting 

送信元をブラックリストに掲載する原因となっている制限をリストしま

す。
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show services sbc sbe blacklist 
current-blacklisting

送信元をブラックリストに掲載する原因となっている制限をリストするには、EXEC モードで show 
services sbc sbe blacklist current-blacklisting コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe blacklist current-blacklisting

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBC の現在のブラックリスト情報を表示する例を示します。

host1/Admin# show sbc mySbc sbe blacklist current-blacklisting

SBC Service mySbc SBE dynamic blacklist current members

Global addresses
================
Source           Source   Blacklist       Time
Address          Port     Reason          Remaining
-------          ------   ---------       ---------
125.125.111.123  All      Authentication  15 mins
125.125.111.253  UDP 85   Registration    10 secs
144.12.12.4      TCP 80   Corruption      Never ends
VRF: vpn3
=========
Source           Source   Blacklist       Time
Address          Port     Reason          Remaining
-------          ------   ---------       ---------
132.15.1.2       TCP 285  Registration    112 secs
172.23.22.2      All      Policy          10 hours

sbc-name サービスの名前を定義します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc sbe blacklist current-blacklisting
関連コマンド コマンド 説明

reason 送信元（つまり、ポート、IP アドレス、VPN、グローバル アドレス レン

ジ）の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。

trigger-size ブラックリストがトリガーされて指定の送信元からのすべてのパケットが

ブロックされるまでに、その送信元に対して許可する指定イベント数を定

義します。

trigger-period イベントの判定期間を定義します。詳細については、trigger-size コマンド

の説明を参照してください。

timeout 制限を超過したときに送信元からのパケットをブロックする期間を定義し

ます。

show services sbc sbe 
blacklist

特定の送信元に対して実施されている制限（デフォルト設定か明示的な設

定かは問わない）を CLI に入力できる形式でリストします。このアドレス

により小さいスコープのデフォルト値が設定されている場合は、その値も

リストします。

show services sbc sbe 
blacklist 
configured-limits

明示的に設定されている制限をリストします（設定されている送信元だけ

を表示）。各送信元に明示的に定義されていない値はすべてカッコ内に記

載されます。
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show services sbc sbe blacklist ipv4
特定の送信元に対して実施されている制限（デフォルト設定か明示的な設定かは問わない）を CLI に
入力できる形式でリストするには、EXEC モードで show services sbc sbe blacklist ipv4 コマンドを使

用します。このアドレスにより小さいスコープのデフォルト値が設定されている場合は、その値もリス

トします。

明示的に設定されていない値（つまり、他のデフォルト値から継承された値）はカッコ内に記載されま

す。

show services sbc sbc-name sbe blacklist [source] ipv4 IP address

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、有効な IPv4 アドレスの特定の VPN のブラックリスト情報をリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe blacklist vpn3 ipv4 172.19.12.12

SBC Service mySbc SBE dynamic blacklist vpn3 172.19.12.12

vpn3 172.19.12.12
=================
Reason          Trigger          Trigger      Blacklisting
                   Size           Period            Period
------          -------          -------      ------------
Authentication     (20)            10 ms          (1 hour)
Bad address        (20)            10 ms          (1 hour)
Routing            (20)            10 ms          (1 hour)
Registration        (5)           100 ms        (10 hours)
Policy             (20)            10 ms           (1 day)
Corrupt              40            10 ms          (1 hour)

Default for ports of vpn3 172.19.12.12
======================================
Reason          Trigger          Trigger      Blacklisting
                   Size           Period            Period
------          -------          -------      ------------

sbc-name SBC の名前を指定します。

source ブラックリスト情報を表示する送信元を指定します。この送信元は次の値

のいずれかです。

• VPN ID（現在の実装では、VPN ID だけが許可されます）

IP address IPv4 アドレスを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
39-425
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  show services sbc sbe blacklist ipv4
Authentication       20            1 sec            1 hour
Bad address          20            1 sec            1 hour
Routing              20            1 sec            1 hour
Registration          5           30 sec          10 hours
Policy               20            1 sec             1 day
Corrupt              20           100 ms            1 hour

関連コマンド コマンド 説明

reason 送信元（つまり、ポート、IP アドレス、VPN、グローバル アドレス レン

ジ）の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。

trigger-size ブラックリストがトリガーされて指定の送信元からのすべてのパケットが

ブロックされるまでに、その送信元に対して許可する指定イベント数を定

義します。

trigger-period イベントの判定期間を定義します。詳細については、trigger-size コマンド

の説明を参照してください。

timeout 制限を超過したときに送信元からのパケットをブロックする期間を定義し

ます。

show services sbc sbe 
blacklist 
configured-limits

明示的に設定されている制限をリストします（設定されている送信元だけ

を表示）。各送信元に明示的に定義されていない値はすべてカッコ内に記

載されます。

show services sbc sbe 
blacklist 
current-blacklisting 

送信元をブラックリストに掲載する原因となっている制限をリストします。
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  show services sbc sbe cac-policy-set
show services sbc sbe cac-policy-set
CAC ポリシー テーブル内の所定のエントリの詳細情報をリストするには、EXEC モードで show 
services sbc sbe cac-policy-set コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe cac-policy-set set-id {table name entry entry-id} {tables}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

例 次に、CAC ポリシー セット 1 に含まれる CAC テーブル standard_policy_list のエントリ 1 の詳細情報

をリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe cac-policy-set 1 table std_policy_list entry 1 

SBC Service "mysbc"
Policy set 1 table std_policy_list entry 1
  Match value               
  Action                    Next table
  Next-table                subscriber_limits
  Max calls                 Unlimited
  Max call rate             Unlimited
  Max in-call rate          Unlimited
  Max out-call rate         Unlimited
  Max registrations         Unlimited
  Max reg. rate             Unlimited
  Max bandwidth             Unlimited
  Max channels              Unlimited
  Transcoder                Allowed
  Caller privacy setting    Never hide
  Callee privacy setting    Never hide
  Early media               Allowed
  Early media direction     Both
  Early media timeout       0
  Restrict codecs to list   default
  Media bypass              Allowed

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

set-id テーブルが属する CAC ポリシー セットの数値 ID を指定します。

table name テーブルの名前を指定します。

entry entry-id 表示するエントリの数値 ID を指定します。

tables 指定した CAC ポリシー セット内のすべてのテーブルを表示します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 このコマンドが CAC ポリシー エントリの新しい情報を表示するように変

更されました。
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  show services sbc sbe cac-policy-set
  Number of calls rejected by this entry    0
sbc/Admin#

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe 
call-policy-set table 
entry

指定のルーティング テーブルに関連付けられたエントリの概要を表示します。
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  show services sbc sbe cac-policy-sets
show services sbc sbe cac-policy-sets
SBE 上のすべての CAC ポリシー セットをリストするには、EXEC モードで show services sbc sbe 
cac-policy-sets コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe cac-policy-sets

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBE 上のすべての CAC（コール アドミッション制御）ポリシー セットをリストする例を示し

ます。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe cac-policy-sets

SBC Service ''mySbc'' 
Policy Set Description 
--------------------------------------------------------- 
1 No Description List 
Active policy set: 1 

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
call-policy-set table 
entry

指定のルーティング テーブルに関連付けられたエントリの概要を表示しま

す。
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  show services sbc sbe cac-policy-set tables
show services sbc sbe cac-policy-set tables
所定のポリシー セットに関連付けられた CAC ポリシー テーブルの要約をリストするには、EXEC 
モードで show services sbc sbe cac-policy-set tables コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe cac-policy-set id tables

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、所定のポリシー セット 1 に関連付けられた CAC ポリシー テーブルの要約をリストする例を示

します。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe cac-policy-set 1 tables 
SBC Service "mysbc"
Policy set 1 tables
Table name      Match type    Description     Total Failures
----------------------------------------------------------
subscriber-limits subscriber                     

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

id 表示するテーブルを含む CAC ポリシー セットの数値 ID です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 新しい照合タイプを表示するように変更されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
call-policy-set table 
entry

指定のルーティング テーブルに関連付けられたエントリの概要を表示しま

す。
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  show services sbc sbe cac-policy-set table entries
show services sbc sbe cac-policy-set table entries
所定のポリシー セットに関連付けられた CAC ポリシー テーブルの要約をリストするには、EXEC 
モードで show services sbc sbe cac-policy-set table entries tables コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe cac-policy-set id table name entries

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、所定のポリシー セット 1 に関連付けられた CAC ポリシー テーブルの要約をリストする例を示

します。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe cac-policy-set 1 table std-policy-list  entries
SBC Service "mysbc"
Policy set 1 table std-policy-list entries
                       Entry           Match Value
                       ---------------------------
CAC Policy entry       1               subscriber 

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

id 表示するテーブルを含む CAC ポリシー セットの数値 ID です。

name 表示するエントリを含むテーブルの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 新しい照合値を表示するように変更されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
call-policy-set table 
entry

指定のルーティング テーブルに関連付けられたエントリの概要を表示しま

す。
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  show services sbc sbe cac-policy-set table entry
show services sbc sbe cac-policy-set table entry
CAC ポリシー テーブル内の所定のエントリの詳細情報をリストするには、EXEC モードで show 
services sbc sbe cac-policy-set table entry コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe cac-policy-set id table name entry entry

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、所定のポリシー セット 1 に関連付けられた CAC ポリシー テーブル内の所定のエントリ（1）の

詳細情報をリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe cac-policy-set 2 table limited-category entry 1
SBC Service "mysbc"
Policy set 1 table std_policy_list entry 1
  Match value               
  Action                    CAC Complete
  Max calls                 Unlimited
  Max call rate             Unlimited
  Max registrations         Unlimited
  Max reg. rate             Unlimited
  Max bandwidth             Unlimited
  Max channels              Unlimited
  Transcoder                Allowed
  Caller privacy setting    Never hide
  Callee privacy setting    Never hide
  Early media               Allowed
  Early media direction     Both
  Early media timeout       0
  Restrict codecs to list   default
  Media bypass              Allowed
  Number of calls rejected by this entry    0
  Match Prefix length       24
host1/Admin#

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

id 表示するテーブルを含む CAC ポリシー セットの数値 ID です。

name 表示するエントリを含むテーブルの名前です。

entry 表示するエントリの数値 ID です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 新しいコンフィギュレーションをエントリの下に追加で表示するように変

更されました。
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  show services sbc sbe cac-policy-set table entry
関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe 
call-policy-set table 
entry

指定のルーティング テーブルに関連付けられたエントリの概要を表示しま

す。
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  show services sbc sbe call branches
show services sbc sbe call branches
SBE 上の指定したコールのすべての分岐を表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe call 
branches コマンドを使用します。

show services sbc sbe call call-num branches 

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、コール 2 に関連付けられた分岐を表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe call 2 branches

SBC Service "mySbc"
Call: 2   
State: active
Type: video

Branch Calling Number Called Number Billing ID
1      102 789 767    -             DAB3C4D153624C7124E1234
2      -              05 659 896 

call-num 情報を表示するコールを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc sbe call-policy-set
show services sbc sbe call-policy-set
コール ポリシー セットに関する情報をリストするには、EXEC モードで show services sbc sbe 
call-policy-set コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe call-policy-set [active | 1-2147483647 [detail | table 
{number-analysis | table-name [detail | entry num]}]] 

シンタックスの説明
 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、すべてのコール ポリシー セットを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe call-policy-set 

Policy set 1
  Description                  :    basic adjacency route
  Active policy set            :    No
  First Number Analysis table  :    
  First call routing table     :    start-table
  First reg routing table      :    start-table

  Table Name                  : start-table
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-src-adj
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   sipp-a          sipp-b                 Routing complete    
      2   sipp-b          sipp-a                 Routing complete    
      3   h323-2          h323-1                 Routing complete    
      4   h323-1          h323-2                 Routing complete    

sbc-name SBC サービスの名前です。

1 ～ 2147483647 ルーティング ポリシー セット ID を指定します。

active アクティブなコール ポリシー セットを表示します。

detail コール ポリシー セットの完全なコンフィギュレーションを表示します。

table コール ポリシー セット内の特定のテーブルを表示します。

number-analysis 番号分析テーブルを表示します。

table-name テーブル名を指定します。最大サイズは 24 文字です。

entry num 特定のエントリ番号を表示します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc sbe call-policy-set
Policy set 2
  Description                  :    
  Active policy set            :    No
  First Number Analysis table  :    
  First call routing table     :    start-table
  First reg routing table      :    start-table

  Table Name                  : start-table
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-src-adj
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   sipp-2          sipp-1                 Routing complete    
      2   sipp-1          sipp-2                 Routing complete    
      3   sipp-4          sipp-3                 Routing complete    
      4   sipp-3          sipp-4                 Routing complete    
      5   sipp-6          sipp-5                 Routing complete    
      6   sipp-5          sipp-6                 Routing complete    

Policy set 3
  Description                  :    
  Active policy set            :    No
  First Number Analysis table  :    hotel_dialing_plan
  First call routing table     :    
  First reg routing table      :    

  Table Name                  : hotel_dialing_plan
    Class                     : Number Analysis
    Table type                : na-dst-pre
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

Policy set 4
  Description                  :    
  Active policy set            :    No
  First Number Analysis table  :    
  First call routing table     :    start-table
  First reg routing table      :    start-table

  Table Name                  : start-table
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-src-adj
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   sipp-4          sipp-1                 Routing complete    
      2   sipp-1          sipp-4                 Routing complete    

Policy set 5
  Description                  :    
  Active policy set            :    Yes
  First Number Analysis table  :    hotel_dialing_plan
  First call routing table     :    start-routing
  First reg routing table      :    

  Table Name                  : internal-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-src-adj
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
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  show services sbc sbe call-policy-set
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   sipp-1          sipp-2                 Routing complete    

  Table Name                  : external-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-dst-add
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   9469            sipp-3                 Routing complete    
      2   9972            sipp-4                 Routing complete    

  Table Name                  : start-routing
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-category
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   internal                               Next table(internal-route)
      2   external                               Next table(external-route)
      3   international                          Next table(international-route)
      4   emergency       sipp-6                 Routing complete    
      5   Blocked                                Reject              

  Table Name                  : international-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-least-cost
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   No match value  sipp-5                 Routing complete    
      2   No match value  sipp-6                 Routing complete    
      3   No match value  sipp-1                 Routing complete    

  Table Name                  : hotel_dialing_plan
    Class                     : Number Analysis
    Table type                : na-dst-pre
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value          Action
    ----- -----------          ------
      1   XXX                  Routing complete    
      2   9XXX                 Routing complete    
      3   911                  Routing complete    
      4   011                  Routing complete    
      5   900                  Routing complete    

*  Numbers in brackets refer to a call being rejected by a routing or number    
analysis table because there were no matching entries in the table.  This is    
also included in the total figure. 

次に、アクティブなコール ポリシー セットをリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe call-policy-set active 

Policy set 5
  Description                  :    
  Active policy set            :    Yes
  First Number Analysis table  :    hotel_dialing_plan
  First call routing table     :    start-routing
  First reg routing table      :    
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  show services sbc sbe call-policy-set
  Table Name                  : internal-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-src-adj
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   sipp-1          sipp-2                 Routing complete    

  Table Name                  : external-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-dst-add
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   9469            sipp-3                 Routing complete    
      2   9972            sipp-4                 Routing complete    

  Table Name                  : start-routing
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-category
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   internal                               Next table(internal-route)
      2   external                               Next table(external-route)
      3   international                          Next table(international-route)
      4   emergency       sipp-6                 Routing complete    
      5   Blocked                                Reject              

  Table Name                  : international-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-least-cost
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   No match value  sipp-5                 Routing complete    
      2   No match value  sipp-6                 Routing complete    
      3   No match value  sipp-1                 Routing complete    

  Table Name                  : hotel_dialing_plan
    Class                     : Number Analysis
    Table type                : na-dst-pre
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value          Action
    ----- -----------          ------
      1   XXX                  Routing complete    
      2   9XXX                 Routing complete    
      3   911                  Routing complete    
      4   011                  Routing complete    
      5   900                  Routing complete    

*  Numbers in brackets refer to a call being rejected by a routing or number    
analysis table because there were no matching entries in the table.  This is    
also included in the total figure. 

次に、コール ポリシー セットを ID 番号で指定する例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe call-policy-set 5 
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  show services sbc sbe call-policy-set
SBC Service "test"

Policy set 5
  Description                  :    
  Active policy set            :    Yes
  First Number Analysis table  :    hotel_dialing_plan
  First call routing table     :    start-routing
  First reg routing table      :    

  Table Name                  : internal-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-src-adj
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   sipp-1          sipp-2                 Routing complete    

  Table Name                  : external-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-dst-add
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   9469            sipp-3                 Routing complete    
      2   9972            sipp-4                 Routing complete    

  Table Name                  : start-routing
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-category
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   internal                               Next table(internal-route)
      2   external                               Next table(external-route)
      3   international                          Next table(international-route)
      4   emergency       sipp-6                 Routing complete    
      5   Blocked                                Reject              

  Table Name                  : international-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-least-cost
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   No match value  sipp-5                 Routing complete    
      2   No match value  sipp-6                 Routing complete    
      3   No match value  sipp-1                 Routing complete    

  Table Name                  : hotel_dialing_plan
    Class                     : Number Analysis
    Table type                : na-dst-pre
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value          Action
    ----- -----------          ------
      1   XXX                  Routing complete    
      2   9XXX                 Routing complete    
      3   911                  Routing complete    
      4   011                  Routing complete    
      5   900                  Routing complete    
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*  Numbers in brackets refer to a call being rejected by a routing or number
analysis table because there were no matching entries in the table.  This is
also included in the total figure. 

次に、コール ポリシー セットの完全なコンフィギュレーションをリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe call-policy-set 5 detail 
SBC Service "test"

Policy set 5
  Description                  :    
  Active policy set            :    Yes
  First Number Analysis table  :    hotel_dialing_plan
  First call routing table     :    start-routing
  First reg routing table      :    

  Table Name                  : internal-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-src-adj
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry  : 1
      Match adjacency   sipp-1
      Action            Routing complete
      Dest Adjacency    sipp-2
      Cost              0
      Weight            1
      Failures          0

  Table Name                  : external-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-dst-add
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry  : 1
      Match address     9469
      Matching as a prefix
      Action            Routing complete
      Dest Adjacency    sipp-3
      Cost              0
      Weight            1
      Failures          0
    Entry  : 2
      Match address     9972
      Matching as a prefix
      Action            Routing complete
      Dest Adjacency    sipp-4
      Cost              0
      Weight            1
      Failures          0

  Table Name                  : start-routing
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-category
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry  : 1
      Match category    internal
      Action            Next table
      Next-table        internal-route
      Failures          0
    Entry  : 2
      Match category    external
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      Action            Next table
      Next-table        external-route
      Failures          0
    Entry  : 3
      Match category    international
      Action            Next table
      Next-table        international-route
      Failures          0
    Entry  : 4
      Match category    emergency
      Action            Routing complete
      Dest Adjacency    sipp-6
      Cost              0
      Weight            1
      Failures          0
    Entry  : 5
      Match category    Blocked
      Action            Reject
      Failures          0

  Table Name                  : international-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-least-cost
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry  : 1
      Action            Routing complete
      Dest Adjacency    sipp-5
      Cost              10
      Weight            1
      Failures          0
    Entry  : 2
      Action            Routing complete
      Dest Adjacency    sipp-6
      Cost              30
      Weight            50
      Failures          0
    Entry  : 3
      Action            Routing complete
      Dest Adjacency    sipp-1
      Cost              30
      Weight            10
      Failures          0

  Table Name                  : hotel_dialing_plan
    Class                     : Number Analysis
    Table type                : na-dst-pre
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry  : 1
      Match address     XXX
      Action            Accept
      Category          internal
    Entry  : 2
      Match address     9XXX
      Action            Accept
      Category          external
    Entry  : 3
      Match address     911
      Action            Accept
      Category          emergency
    Entry  : 4
      Match address     011
      Action            Accept
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      Category          international
    Entry  : 5
      Match address     900
      Action            Accept
      Category          Blocked

*  Numbers in brackets refer to a call being rejected by a routing or number    
analysis table because there were no matching entries in the table.  This is    
also included in the total figure.

次に、番号分析テーブルをリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe call-policy-set 5 table number-analysis 
SBC Service "test"

Policy set 5
  Description                  :    
  Active policy set            :    Yes
  First Number Analysis table  :    hotel_dialing_plan
  First call routing table     :    start-routing
  First reg routing table      :    

  Table Name                  : hotel_dialing_plan
    Class                     : Number Analysis
    Table type                : na-dst-pre
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value          Action
    ----- -----------          ------
      1   XXX                  Routing complete    
      2   9XXX                 Routing complete    
      3   911                  Routing complete    
      4   011                  Routing complete    
      5   900                  Routing complete    

*  Numbers in brackets refer to a call being rejected by a routing or number    
analysis table because there were no matching entries in the table.  This is    
also included in the total figure. 

次に、コール ポリシー セット内の特定のテーブルをリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe call-policy-set 5 table international-route 
SBC Service "test"

Policy set 5
  Description                  :    
  Active policy set            :    Yes
  First Number Analysis table  :    hotel_dialing_plan
  First call routing table     :    start-routing
  First reg routing table      :    

  Table Name                  : international-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-least-cost
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry Match Value     Destination Adjacency  Action
    ----- -----------     ---------------------  ------
      1   No match value  sipp-5                 Routing complete    
      2   No match value  sipp-6                 Routing complete    
      3   No match value  sipp-1                 Routing complete    

*  Numbers in brackets refer to a call being rejected by a routing or number    
analysis table because there were no matching entries in the table.  This is    
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also included in the total figure. 

次に、特定のコール ポリシー セット テーブルのすべてのコンフィギュレーションをリストする例を示

します。

host1/Admin# show services sbc test sbe call-policy-set 5 table international-route detail 
SBC Service "test"

Policy set 5
  Description                  :    
  Active policy set            :    Yes
  First Number Analysis table  :    hotel_dialing_plan
  First call routing table     :    start-routing
  First reg routing table      :    

  Table Name                  : international-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-least-cost
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry  : 1
      Action            Routing complete
      Dest Adjacency    sipp-5
      Cost              10
      Weight            1
      Failures          0
    Entry  : 2
      Action            Routing complete
      Dest Adjacency    sipp-6
      Cost              30
      Weight            50
      Failures          0
    Entry  : 3
      Action            Routing complete
      Dest Adjacency    sipp-1
      Cost              30
      Weight            10
      Failures          0

*  Numbers in brackets refer to a call being rejected by a routing or number    
analysis table because there were no matching entries in the table.  This is    
also included in the total figure.# 

次に、特定のエントリをリストする例を示します。

host1/Admin# services sbc test sbe call-policy-set 5 table international-route entry 3
SBC Service "test"

Policy set 5
  Description                  :    
  Active policy set            :    Yes
  First Number Analysis table  :    hotel_dialing_plan
  First call routing table     :    start-routing
  First reg routing table      :    

  Table Name                  : international-route
    Class                     : Routing
    Table type                : rtg-least-cost
    Total Call-policy Failures: 0 (0 *)

    Entry  : 3
      Action            Routing complete
      Dest Adjacency    sipp-1
      Cost              30
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      Weight            10
      Failures          0

*  Numbers in brackets refer to a call being rejected by a routing or number    
analysis table because there were no matching entries in the table.  This is    
also included in the total figure. 

関連コマンド コマンド 説明

call-policy-set 新しいポリシー セットを作成します。
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show services sbc sbe call-policy-set table entry
CAC ポリシー テーブル内の所定のエントリの詳細情報を表示するには、EXEC モードで show 
services sbc sbe call-policy-set table entry コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe call-policy-set id table name entry entry

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、所定のテーブルに関連付けられたエントリの要約を表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe call-policy-set 1 table rtgTable entry 1 
SBC Service ''mySbc'' 
Policy set 1 table rtgTable entry 1 
Routing table entry 
Match adjacency sipOrig 
Action Routing complete 
Dest Adjacency h323Term 
Failures 0
NEED UPDATED SAMPLW

関連コマンド

id テーブルが属するルーティング ポリシー セットの数値 ID を指定します。

name 表示するエントリを含むテーブルを指定します。

sbc name SBC サービスの名前です。

entryentry テーブルのエントリ インデックスを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 新しいテーブルをサポートするように変更されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe call-policy-set table 
entries

所定のテーブルに関連付けられたエントリの要

約を表示します。
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show services sbc sbe call-rate-stats
短期間（デフォルト値は 3 秒）で 1 秒あたりに試行されたコール セットアップの現在のレートをすべ

てリストするには、EXEC モードで show services sbc sbe call-rate-stats コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe call-rate-stats 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 3 秒です。

コマンド モード EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、1 秒あたりに試行されたコール セットアップの現在のレートをすべてリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc sbc-1 sbe call-rate-stats
Calls Per Second:
-----------------
Current CPS  10
Maximum CPS  80
Minimum CPS  1
Average CPS 0

関連コマンド

sbc name SBC サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe call-stats 指定した SBE のすべてのコールの統計情報をリ

ストします。
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show services sbc sbe calls
SBE 上のすべてのコールをリストするには、EXEC モードで show services sbc sbe calls コマンドを使

用します。

show services sbc sbc-name sbe calls 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、現在の 1 時間の完全なコール統計情報をリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc a sbe calls

SBC Service ''a'' 
Call State Type Src Adjacency Dest Adjacency 
----------------------------------------------------------------------------- 
393 Activating Audio navtel1 navtel2 
394 Activating Audio navtel1 navtel2 
host1/Admin#

関連コマンド

sbc name SBC サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe call-stats 指定した SBE のすべてのコールの統計情報をリ

ストします。
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show services sbc sbe call-stats
指定した SBE 上のすべてのコールの統計情報をリストするには、EXEC モードで show services sbc 
sbe call-stats コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe call-stats period

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 統計値は、毎時 5 分インターバルで収集されます（つまり、5 分、10 分、15 分など）。現在の統計値

は、最後の適切な統計値が収集されてからの統計情報に適用されます。

現在時刻が 12:34 である場合、currenthour は 00:00 から収集された統計情報に適用され、

current15mins は 12:30 から収集された統計情報に適用されます。この例の場合、previoushour は 
11:00 ～ 12:00 になり、previous15mins は 12:15 ～ 12:30 になります。

sbc name SBC サービスの名前です。

period 統計情報を表示するインターバルを指定します。有効な値は次のとおりです。

• current15mins：現在の 15 分インターバルからの統計情報です。最後の 15 
分境界以降に取得されたすべてのスナップショットの平均を表示します。

• current5mins：現在の 5 分インターバルからの統計情報です。アクティブ

化中のコール、非アクティブ化中のコール、またはアクティブ コールの瞬間

的な数を表示します。

• currentday：現在の日付の深夜からの統計情報です。最後の 15 分境界以降

に取得されたすべてのスナップショットの平均を表示します。

• currenthour：現在の 1 時間の統計情報です。最後の 15 分境界以降に取得

されたすべてのスナップショットの平均を表示します。

• previous15mins：直前の 15 分インターバルからの統計情報です。直前の 15 
分間の 4 つのスナップショット（5 分境界で取得）の平均を表示します。

• previous5mins：直前の 5 分インターバルからの統計情報です。直前の 5 分
境界におけるアクティブ化中のコール、非アクティブ化中のコール、または

アクティブ コールの瞬間的な数を表示します。

• previousday：1 日前からの統計情報です。1 日前からさまざまな時間に取

得された 4 つのスナップショットの平均を表示します。

• previoushour：1 時間前からの統計情報です。1 時間前からさまざまな時間

に取得された 4 つのスナップショットの平均を表示します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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統計が 15 分境界で行われる場合（つまり、0:15、0:30、0:45、1:00 など）、コードによって 
current15mins バケットの値が previous15mins バケットに移動され、current15mins がリセットされま

す。previoushour および previousday の統計情報については、それぞれ時間境界および日付境界でこの

プロセスが繰り返されます。

call-stats フィールドの記述子は次のとおりです。

• Active calls：クエリー対象の期間が「current5mins」の場合、クエリーが発行された瞬間における

アクティブ コール数を示します。それ以外の場合、全期間におけるアクティブ コールの平均数を

示します。

• Activating calls：クエリー対象の期間が「current5mins」の場合、クエリーが発行された瞬間にお

けるアクティブ化中のコール数を示します。それ以外の場合、全期間におけるアクティブ化中の

コールの平均数を示します。

• Deactivating calls：クエリー対象の期間が「current5mins」の場合、クエリーが発行された瞬間に

おける非アクティブ化中のコール数を示します。それ以外の場合、全期間における非アクティブ化

中のコールの平均数を示します。

• Total call attempts：コール確立試行数です。コール試行はあとの要約期間に失敗する可能性がある

ため、この数値にはコール試行失敗数には含まれないコール失敗が含まれる場合があります。

• Failed call attempts：コール確立試行の失敗数です。コール試行は前の要約期間中に開始された

コールが原因で失敗する可能性があるため、この数値には合計コール試行数には含まれないコール

試行が含まれる場合があります。

• Successful call attempts：合計コール試行数がコール試行失敗数を下回る場合は 0 です。それ以外

の場合は、合計コール試行数からコール試行失敗数を引いた値になります。

• Call routing failed：ルーティング ポリシーが原因で失敗した合計コール セットアップ数です。

• Call resources failed：リソース障害が原因で失敗したコール確立試行数です。

• Call media failed：コールでのメディア障害が原因で失敗したコール確立試行数です。メディア障

害は、コール元とコール先が使用メディアに合意しない場合、またはメディア要求が CAC ポリ

シーに違反するために SBC によって拒否された場合に発生します。

• Call signaling failed：シグナリング障害が原因で失敗したコール確立試行数です。

• Active call failures：アクティブ状態のコールの失敗数です。通常の解放を除く、すべての非アク

ティブ化を原因とするものも含まれます。

• Congestion failures：システムの輻輳が原因で失敗したコール確立試行数です。

例 次に、現在の 1 時間の完全なコール統計情報をリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe call-stats current15mins

SBC Service ''test'' 
Active calls: 0 
Activating calls = 0 
Deactivating calls = 0 
Total call attempts = 0 
Failed call attempts = 0 
Successful call attempts = 0 
Call routing failed = 0 
Call resources failed = 0 
Call media failed = 0 
Call signaling failed = 0 
Active call failures = 0 
Congestion failures = 0
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（注） 非アクティブ化中のコールの統計情報には、SBC で内部的に非アクティブ化が実行されている

コールの数が表示されます。SBC がコールのティアダウンをシグナリングするためにエンドポ

イントからの応答を待っているコールの数は含まれません。

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe 
call-rate-stats

短期間で 1 秒あたりに試行されたコール セットアップの現在のレー

トをすべてリストします。
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  show services sbc sbe codec-list
show services sbc sbe codec-list
SBE 上に設定されているコーデック リストに関する情報を表示するには、EXEC モードで show 
services sbc sbe codec-list コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe codec-list list-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、my_codecs という名前のコーデック リストに関する情報を表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe codec-list my_codecs

SBC Service "mySbc"

Codec list "my_codecs" (Legitimate codecs)
  Codec Name                Min Packetization Period
  ==========                ========================
  PCMU                      20ms
  G729                      10ms

関連コマンド

sbc name SBC サービスの名前です。

list-name コーデック リストの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

codec コーデック リストにコーデックを追加します。

codec-list コーデック リストを作成します。

codec-list description コーデック リストの説明を付加します。

codec-list codec packetization-period コーデックのパケット期間を指定します。
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  show services sbc sbe gates
show services sbc sbe gates
SBE 上に作成されたゲートをリストするには、EXEC モードで show services sbc sbe gates コマンド

を使用します。

show services sbc sbc-name sbe gates 

シンタックスの説明
 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBE 上に作成されたゲートをリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc a sbe gates

SBC Service ''a'' 
Billing correlator A: 0x4803FFFFFF8EFFFFFFD12020202020202030000000000000000000 
000544 
Billing correlator B: 0x4803FFFFFF8EFFFFFFD12020202020202030000000000000000000 
000543 
Media Gateway is collocated 
Number of flow pairs = 1 

host1/Admin# 

sbc name SBC サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc sbe h323 timers
show services sbc sbe h323 timers
H.323 タイマー コンフィギュレーションのリストを表示するには、EXEC モードで show services sbc 
sbe h323 コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe h323 timers

シンタックスの説明
 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

例 次に、show services sbc sbe h323 timers コマンドを使用して、H.323 タイマー コンフィギュレーショ

ンのリストを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe h323 timers

SBC Service ''test'' 
H.323 Timers 
Global scope 
adjacency retry timeout 30000 
h225 timeout setup 4000 
h225 timeout proceeding 10000 
h225 timeout establishment 180000 
ras rrq ttl 60 
ras rrq keepalive 45000 
ras retry count (arq) 2 
ras timeout (arq) 5000 
ras retry count (brq) 2 
ras timeout (brq) 3000 
ras retry count (drq) 2 
ras timeout (drq) 3000 
ras retry count (grq) 2 
ras timeout (grq) 5000 
ras retry count (rrq) 2 
ras timeout (rrq) 3000 
ras retry count (urq) 1 
ras timeout (urq) 3000 

Adjacency tekOrig 
H225 Timeout Setup 4000 
H225 Timeout Proceeding 10000 
H225 Timeout Establishment 180000 
RAS RRQ TTL 60 
RAS RRQ Keepalive 45000 
RAS Retry Count (arq) 2 

sbc name SBC サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc sbe h323 timers
RAS Timeout (arq) 5000 
RAS Retry Count (brq) 2 
RAS Timeout (brq) 3000 
RAS Retry Count (drq) 2 
RAS Timeout (drq) 3000 
RAS Retry Count (grq) 2 
RAS Timeout (grq) 5000 
RAS Retry Count (rrq) 2 
RAS Timeout (rrq) 3000 
RAS Retry Count (urq) 1 
RAS Timeout (urq) 3000 

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe hunting-trigger H.323 ハンティング トリガーをグローバル レベ

ルで表示します。
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  show services sbc sbe hold-media-timeout
show services sbc sbe hold-media-timeout
保留中のコールのメディア タイムアウト タイマーの設定期間を表示するには、EXEC モードで show 
services sbc sbe hold-media-timeout コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe hold-media-timeout

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、保留中のコールのメディア タイムアウト タイマーのサンプル データを示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe hold-media-timeout

SBC Service "mysbc"

SBE On-hold media timeout duration is: 10 seconds
host1/Admin# 

関連コマンド

sbc-name SBC サービスを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

hold-media-timeout 保留中のコールに関して DBE からメディア タイ

ムアウト通知を受信後、そのコールをティアダウ

ンするまでの SBE の待機時間を設定します。
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  show services sbc sbe hunting-trigger
show services sbc sbe hunting-trigger
H.323 または SIP ハンティング トリガーをグローバル レベルで表示するには、EXEC モードで show 
services sbc sbe hunting-trigger コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe {h323 | sip} hunting-trigger

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、保留中のコールのメディア タイムアウト タイマーのサンプル データを示します。

host1/Admin# show services sbc uut105-1 sbe h323 hunting-trigger 

H.323 Hunting Triggers 
---------------------- 
noBandwidth 
unreachableDestination 
destinationrejection 
noPermission 
badFormatAddress 
securityDenied 

関連コマンド

sbc-name SBC サービスを指定します。

h323 H.323 ハンティング トリガーを指定します。

sip SIP ハンティング トリガーを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

hunting-trigger ハンティングをトリガーするエラー戻りコードを設定します。
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  show services sbc sbe media-gateway-associations
show services sbc sbe 
media-gateway-associations

対象の SBE に関連付けられたすべてのメディア ゲートウェイ、およびメディア ゲートウェイに関連す

る統計情報をリストするには、EXEC モードで show services sbc sbe media-gateway-associations コ
マンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe media-gateway-associations 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、対象の SBE に関連付けられたすべてのメディア ゲートウェイ、およびメディア ゲートウェイに

関連する統計情報をリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe media-gateway-associations 

SBC Service ''test'' 
Media gateway 200.200.207.101:2944 
Gateway Protocol = megaco 
Transport Protocol = UDP 
Local Address = 88.104.1.3:2944 

Sent Received Failed Retried 
Requests 3687 1 0 0 
Replies 1 3686 - 0 

関連コマンド

sbc-name SBC サービスを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe media-gateways SBE 上のゲートウェイ コンフィギュレーション

と接続ステータスをリストします。
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  show services sbc sbe media-gateways
show services sbc sbe media-gateways
SBE 上のゲートウェイ コンフィギュレーションと接続ステータスをリストするには、EXEC モードで 
show services sbc sbe media-gateways コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe media-gateways 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBE 上のゲートウェイ コンフィギュレーションと接続ステータスをリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe media-gateways

SBC Service “mySbc”
  Configured Gateway 10.0.0.1 
  Configured Gateway 100.1.0.1
  Configured Gateway 172.3.4.9

関連コマンド

sbc-name SBC サービスを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
media-gateway-associations

対象の SBE に関連付けられたすべてのメディア 
ゲートウェイ、およびメディア ゲートウェイに

関連する統計情報をリストします。
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  show services sbc sbe policy-failure-stats
show services sbc sbe policy-failure-stats
特定の SBE のすべてのポリシー障害の統計情報をリストするには、EXEC モードで show services sbc 
sbe policy-failure-stats コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe policy-failure-stats period

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 統計値は、毎時 5 分インターバルで収集されます（たとえば、5 分、10 分、15 分など）。現在の統計値

は、最後の適切な統計値が収集されてからの統計情報に適用されます。

現在時刻が 12:34 である場合、currenthour は 11:35 から収集された統計情報に適用され、

current15mins は 12:20 から収集された統計情報に適用されます。また、この例では、previoushour 
は 10:35 ～ 11:35 を示し、previous15mins は 12:05 ～ 12:20 を示します。

例 次に、現在の 1 時間のポリシー障害に関する完全な統計情報を表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe policy-failure-stats current15mins

SBC Service ''test'' 
Policy failure statistics for the current 15 mins: 

sbc-name SBC サービスを指定します。

period 表示する統計情報の期間を指定します。次のいずれかの期間を指定できます。

• current15mins：現在の分から開始して 15 分インターバルの統計情報

を表示します。

• current5mins：現在の分から開始して 5 分インターバルの統計情報を

表示します。

• currentday：現在の日付の深夜からの統計情報を表示します。

• currenthour：現在の 1 時間の統計情報を表示します。

• previous15mins：直前の 15 分インターバルからの統計情報を表示し

ます。

• previous5mins：直前の 5 分インターバルからの統計情報を表示します。

• previousday：1 日前からの統計情報を表示します。

• previoushour：1 時間前からの統計情報を表示します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc sbe policy-failure-stats
Total call setup failures: 0 
Total call update failures: 0 
Call setups failed due to NA: 0 
Call setups failed due to rtg: 0 
Call setups failed due to CAC: 0 
CAC fails due to num call lim: 0 
CAC fails due to rate call lim: 0 
CAC fails due to num channels lim: 0 
CAC fails due to num media updates: 0 
CAC fails due to bandwidth lim: 0

関連コマンド コマンド 説明

clear services sbc sbe 
policy-rejection-stats

SBE によるすべてのポリシー拒否の統計情報をクリアします。

show services sbc sbe 
policy-failure-stats src-adjacency

指定した SBE のすべてのポリシー障害の統計情報をリスト

します。

show services sbc sbe 
policy-failure-stats dst-adjacency

隣接に関してコールのポリシー障害の統計情報をリストしま

す。

show services sbc sbe 
policy-failure-stats src-account

アカウントに関してコールのポリシー障害の統計情報をリス

トします。

show services sbc sbe 
policy-failure-stats dst-account 

アカウントに関してコールのポリシー障害の統計情報をリス

トします。
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  show services sbc sbe policy-failure-stats dst-account
show services sbc sbe policy-failure-stats 
dst-account

指定したターゲット アカウントについて、指定した期間のポリシー障害の統計情報をリストするには、

EXEC モードで show services sbc sbe policy-failure-stats dst-account コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe policy-failure-stats dst-account name period time-period

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、AA という名前の隣接アカウントについて、現在の 1 時間のポリシー障害の統計情報をリストす

る例を示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe policy-failure-stats dst-account AA period 
currenthour

SBC Service “mysbc”
Policy failure statistics for the current hour for source adjacency AA

Total call setup failures: 10

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

name 統計情報を表示するアカウントの名前を指定します。この値の最大長は 30 
文字です。

period time-period 統計情報を適用する期間を指定します。次のいずれかの時間インターバル

を選択します。

• current15mins：現在の分から開始して 15 分インターバルの統計情報

を表示します。

• current5mins：現在の分から開始して 5 分インターバルの統計情報を

表示します。

• currentday：現在の日付の深夜からの統計情報を表示します。

• currenthour：現在の 1 時間の統計情報を表示します。

• previous15mins：直前の 15 分インターバルからの統計情報を表示し

ます。

• previous5mins：直前の 5 分インターバルからの統計情報を表示します。

• previousday：1 日前からの統計情報を表示します。

• previoushour：1 時間前からの統計情報を表示します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc sbe policy-failure-stats dst-account
Call setups failed due to NA: 5
Call setups failed due to rtg: 3
Call setups failed due to CAC: 2
CAC fails due to num call lim: 1
CAC fails due to rate call lim: 0
CAC fails due to num channels lim: 0
CAC fails due to bandwidth lim: 1

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe 
policy-failure-stats 
dst-adjacency 

指定したターゲット隣接について、指定した期間のコールのポリシー障害

の統計情報をリストします。

show services sbc sbe 
policy-failure-stats 
src-account 

指定した送信元アカウントについて、指定した期間のコールのポリシー障

害の統計情報をリストします。

show services sbc sbe 
policy-failure-stats 
src-adjacency 

指定した送信元隣接について、指定した期間のコールのポリシー障害の統

計情報をリストします。
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  show services sbc sbe policy-failure-stats dst-adjacency
show services sbc sbe policy-failure-stats 
dst-adjacency

指定したターゲット隣接について、指定した期間のポリシー障害の統計情報をリストするには、EXEC 
モードで show services sbc sbe policy-failure-stats dst-adjacency コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe policy-failure-stats dst-adjacency name period 
time-period

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、ZZ という名前の隣接について、現在の 1 時間のポリシー障害の統計情報を表示する例を示しま

す。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe policy-failure-stats dst-adjacency ZZ period 
currenthour

SBC Service “mysbc”

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

name 統計情報を表示する隣接の名前を指定します。この値の最大長は 30 文字

です。

period time-period 統計情報を適用する期間を指定します。次のいずれかの時間インターバル

を選択します。

• current15mins：現在の分から開始して 15 分インターバルの統計情報

を表示します。

• current5mins：現在の分から開始して 5 分インターバルの統計情報を

表示します。

• currentday：現在の日付の深夜からの統計情報を表示します。

• currenthour：現在の 1 時間の統計情報を表示します。

• previous15mins：直前の 15 分インターバルからの統計情報を表示し

ます。

• previous5mins：直前の 5 分インターバルからの統計情報を表示しま

す。

• previousday：1 日前からの統計情報を表示します。

• previoushour：1 時間前からの統計情報を表示します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc sbe policy-failure-stats dst-adjacency
Policy failure statistics for the current hour for source adjacency ZZ

Total call setup failures: 10
Call setups failed due to NA: 5
Call setups failed due to rtg: 3
Call setups failed due to CAC: 2
CAC fails due to num call lim: 1
CAC fails due to rate call lim: 0
CAC fails due to num channels lim: 0
CAC fails due to bandwidth lim: 1

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe 
policy-failure-stats 
dst-account 

指定したターゲット アカウントについて、指定した期間のコールのポリ

シー障害の統計情報をリストします。

show services sbc sbe 
policy-failure-stats 
src-account 

指定した送信元アカウントについて、指定した期間のコールのポリシー障

害の統計情報をリストします。

show services sbc sbe 
policy-failure-stats 
src-adjacency 

指定した送信元隣接について、指定した期間のコールのポリシー障害の統

計情報をリストします。
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  show services sbc sbe policy-failure-stats src-account
show services sbc sbe policy-failure-stats 
src-account

指定した送信元アカウントについて、指定した期間のポリシー障害の統計情報をリストするには、

EXEC モードで show services sbc sbe policy-failure-stats src-account コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe policy-failure-stats src-account name period time-period

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、BB という名前の送信元アカウントについて、現在の 1 時間のポリシー障害の統計情報を表示す

る例を示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe policy-failure-stats src-account BB period 
currenthour

SBC Service “mysbc”
Policy failure statistics for the current hour for source adjacency BB

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

name 統計情報を表示するアカウントの名前を指定します。この値の最大長は 30 
文字です。

period time-period 統計情報を適用する期間を指定します。次のいずれかの時間インターバル

を選択します。

• current15mins：現在の分から開始して 15 分インターバルの統計情報

を表示します。

• current5mins：現在の分から開始して 5 分インターバルの統計情報を

表示します。

• currentday：現在の日付の深夜からの統計情報を表示します。

• currenthour：現在の 1 時間の統計情報を表示します。

• previous15mins：直前の 15 分インターバルからの統計情報を表示し

ます。

• previous5mins：直前の 5 分インターバルからの統計情報を表示しま

す。

• previousday：1 日前からの統計情報を表示します。

• previoushour：1 時間前からの統計情報を表示します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc sbe policy-failure-stats src-account
Total call setup failures: 10
Call setups failed due to NA: 5
Call setups failed due to rtg: 3
Call setups failed due to CAC: 2
CAC fails due to num call lim: 1
CAC fails due to rate call lim: 0
CAC fails due to num channels lim: 0
CAC fails due to bandwidth lim: 1

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe 
policy-failure-stats 
dst-adjacency 

指定したターゲット隣接について、指定した期間のコールのポリシー障害

の統計情報をリストします。

show services sbc sbe 
policy-failure-stats 
dst-account 

指定したターゲット アカウントについて、指定した期間のコールのポリ

シー障害の統計情報をリストします。

show services sbc sbe 
policy-failure-stats 
src-adjacency 

指定した送信元隣接について、指定した期間のコールのポリシー障害の統

計情報をリストします。
39-466
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  show services sbc sbe policy-failure-stats src-adjacency
show services sbc sbe policy-failure-stats 
src-adjacency

指定した送信元隣接について、指定した期間のポリシー障害の統計情報をリストするには、EXEC 
モードで show services sbc sbe policy-failure-stats src-adjacency コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe policy-failure-stats src-adjacency name period 
time-period

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、YY という名前の送信元隣接について、現在の 1 時間のポリシー障害の統計情報を表示する例を

示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe policy-failure-stats src-adjacency Acct1 
period current15mins

SBC Service ''test'' 
Policy failure statistics for the current 15 mins for source adjacency Acct1 
Total call setup failures: 0 
Call setups failed due to NA: 0 

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

name 統計情報を表示する隣接の名前を指定します。名前の最大長は 30 文字です。

period time-period 統計情報を適用する期間を指定します。次のいずれかの時間インターバル

を選択します。

• current15mins：現在の分から開始して 15 分インターバルの統計情報

を表示します。

• current5mins：現在の分から開始して 5 分インターバルの統計情報を

表示します。

• currentday：現在の日付の深夜からの統計情報を表示します。

• currenthour：現在の 1 時間の統計情報を表示します。

• previous15mins：直前の 15 分インターバルからの統計情報を表示し

ます。

• previous5mins：直前の 5 分インターバルからの統計情報を表示します。

• previousday：1 日前からの統計情報を表示します。

• previoushour：1 時間前からの統計情報を表示します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc sbe policy-failure-stats src-adjacency
Call setups failed due to rtg: 0 
Call setups failed due to CAC: 0 
CAC fails due to num call lim: 0 
CAC fails due to rate call lim: 0 
CAC fails due to num channels lim: 0 
CAC fails due to bandwidth lim: 0 

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe 
policy-failure-stats 
dst-adjacency 

指定したターゲット隣接について、指定した期間のコールのポリシー障害

の統計情報をリストします。

show services sbc sbe 
policy-failure-stats 
src-account 

指定した送信元アカウントについて、指定した期間のコールのポリシー障

害の統計情報をリストします。

show services sbc sbe 
policy-failure-stats 
dst-account 

指定したターゲット アカウントについて、指定した期間のコールのポリ

シー障害の統計情報をリストします。
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  show services sbc sbe qos-profiles
show services sbc sbe qos-profiles
すべての QoS プロファイルをリストするには、EXEC モードで show services sbc sbe qos-profiles コ
マンドを使用します。QoS プロファイルを指定すると、そのプロファイルの詳細が表示されます。

show services sbc sbc-name sbe qos-profiles [profile-name]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBE 上のすべての QoS プロファイルをリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe qos-profiles

SBC Service ''test'' 
Profile name Class 
--------------------------------------------------------- 
default Voice 
profile6 Voice 
residential Voice 
default Video 
profile3 Video 
profile5 Video 
profile7 Video 
profile9 Video 
default Fax 
default Signaling 
profile2 Signaling 
profile4 Signaling 
profile8 Signaling 7    

1 つのプロファイルを表示する場合、show services sbc test sbe qos-profiles コマンドは無効です。次

に示すように、単数形を使用する必要があります。

host1/Admin# show services sbc test sbe qos-profiles profile6 
^ 
% long command detected at '^' marker. 

host1/Admin# show services sbc test sbe qos-profile profile6 
SBC Service ''test'' 
QoS profile profile6 
Class of Service Voice 
Marking type Passthrough 

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

profile-name （任意）プロファイル名を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc sbe qos-profiles
host1/Admin#

関連コマンド コマンド 説明

callee-video-qos-profile 元のコール先に送信されるビデオ メディア パケッ

トに使用する QoS プロファイルを設定します。

callee-voice-qos-profile 元のコール先に送信される音声メディア パケット

に使用する QoS プロファイルを設定します。
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  show services sbc sbe radius-client-accounting acounting
show services sbc sbe radius-client-accounting 
acounting

アカウント用に設定されているパラメータをリストするには、EXEC モードで show services sbc sbe 
radius-client-accounting acounting コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe radius-client-accounting acounting client-name

シンタックスの説明   

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、アカウンティング用に設定されているパラメータをリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc uut105-1 sbe radius-client-accounting accounting 

SBC1-account-1 

SBC Service ''uut105-1'' 
radius client address = 88.105.2.100 
radius client retry interval = 1200 
radius client retry limit = 5 
radius client concurrent requests limit = 250 
host1/Admin#

関連コマンド

sbc name SBC サービスの名前です。

client-name 指定したローカル RADIUS クライアントのすべての統計情報をクリアします。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
radius-client-accounting authentication

認証用に設定されているパラメータをリストし

ます。
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  show services sbc sbe radius-client-accounting authentication
show services sbc sbe radius-client-accounting 
authentication

認証用に設定されているパラメータをリストするには、EXEC モードで show services sbc sbe 
radius-client-accounting authentication コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe radius-client-accounting authentication

シンタックスの説明   

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、認証用に設定されているパラメータをリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe radius-client-accounting authentication

SBC Service ''node105'' 
radius client address = 88.105.128.100 
radius client retry interval = 1800 
radius client retry limit = 5 
radius client concurrent requests limit = 250

関連コマンド

sbc name SBC サービスの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
radius-client-accounting acounting

アカウント用に設定されているパラメータをリ

ストします。
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  show services sbc sbe radius-client-stats
show services sbc sbe radius-client-stats
SBE 上に設定されているすべてのアカウンティング クライアントの RADIUS アカウンティング クラ

イアント統計情報をリストするには、EXEC モードで show services sbc sbe radius-client-stats コマン

ドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe radius-client-stats radius-client [accounting client-name 
| authentication]

シンタックスの説明   

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBE 上に設定されているすべてのアカウンティング サーバの RADIUS アカウンティング サー

バ統計情報をリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc j sbe radius-client-stats accounting CISCO_UM
SBC Service "j"
  Bad address packets:     0
  Primary server:          RADIUS1
  Radius SET state:     Active

次に、SBE 上に設定されているすべての認証サーバの RADIUS サーバ統計情報をリストする例を示し

ます。

host1/Admin# show services sbc j sbe radius-client-stats authentication 
SBC Service "j"
  Bad address packets:     0
  Primary server:

関連コマンド

sbc name SBC サービスの名前です。

radius-client 表示する RADIUS クライアントを指定します。

accounting 
client-name

アカウンティング RADIUS クライアントに割り当てる名前を指定します。

authentication クライアント認証をイネーブルにします。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe radius-server-stats すべてのアカウンティング サーバの RADIUS 
サーバ統計情報をリストします。
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  show services sbc sbe radius-server-stats
show services sbc sbe radius-server-stats
SBE 上の RADIUS クライアントに設定されているすべてのアカウンティング サーバの RADIUS サー

バ統計情報をリストするには、EXEC モードで show services sbc sbe radius-server-stats コマンドを

使用します。

show services sbc sbc-name sbe radius-server-stats radius-client [accounting client-name 
| authentication]

シンタックスの説明   

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SBE 上の RADIUS クライアントに設定されているすべてのアカウンティング サーバの 
RADIUS サーバ統計情報をリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc sanity sbe radius-server-stats accounting SBC1-account-1

SBC Service ''sanity'' 
Cisco-AR1-PC: 
Round trip time: 0 ms 
Access-requests sent: 0 
Access-request retransmitted: 0 
Access-accepts received: 0 
Access-reject received: 0 
Access-challenge received: 0 
Accounting-requests sent: 0 
Accounting-requests retransmitted: 0 
Accounting-responses received: 0 
Malformed packets received: 0 
Invalid authenticators received: 0 
Outstanding repsonses: 0 
Timeouts occurred: 0 
Unknown packets: 0 
Packets dropped: 0 

次に、SBE 上の RADIUS クライアントに設定されているすべての認証サーバの RADIUS サーバ統計

情報をリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc sanity sbe radius-server-stats authentication

sbc name SBC サービスの名前です。

radius-client 表示する RADIUS クライアントを指定します。

accounting 
client-name

アカウンティング RADIUS クライアントに割り当てる名前を指定します。

authentication クライアント認証をイネーブルにします。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  show services sbc sbe radius-server-stats
SBC Service ''sanity'' 
Cisco-AR1-PC: 
Round trip time: 0 ms 
Access-requests sent: 0 
Access-request retransmitted: 0 
Access-accepts received: 0 
Access-reject received: 0 
Access-challenge received: 0 
Accounting-requests sent: 0 
Accounting-requests retransmitted: 0 
Accounting-responses received: 0 
Malformed packets received: 0 
Invalid authenticators received: 0 
Outstanding repsonses: 0 
Timeouts occurred: 0 
Unknown packets: 0 
Packets dropped: 0 

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe radius-client-stats すべてのアカウンティング クライアントの 
RADIUS アカウンティング クライアント統計情

報をリストします。
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  show services sbc sbe redirect-limit
show services sbc sbe redirect-limit
コールで実行できるリダイレクションの最大回数に対する現在の制限を表示するには、EXEC モード

で show services sbc sbe redirect-limit コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe redirect-limit

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、コールで実行できるリダイレクションの最大回数に対する制限を表示する例を示します。

host1/Admin# show service sbc mysbc sbe redirect-limit

SBC Service “mySbc”
Call redirect limit is 4

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

redirect-limit SBC がコールで実行するリダイレクションの最

大回数を設定します。
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  show services sbc sbe resource-priority-sets
show services sbc sbe resource-priority-sets
リソース プライオリティ セットを表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe 
resource-priority-sets コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe resource-priority-sets

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン インスタンスが作成された各 SBE または DBE のハイレベル ステータスおよび機能をリストします。

例 次に、show services sbc sbe resource-priority-sets コマンドを使用して、リソース プライオリティ 
セットを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe resource-priority-sets
SBC Service ''mysbc'' 
Resource priority sets 
--------------------------------------------------------- 
dsn 
host1/Admin# show services sbc test sbe resource-priority-set dsn 
SBC Service ''mysbc'' 
Resource priority set: dsn 

Name Value 
--------------------------------------------------------------------- 
dsn.flash Flash 
ACE-104-1.4/Admin# 

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

priority Resource-Priority に関連付けるプライオリティ

を設定します。
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  show services sbc sbe sdp-h245-mapping
show services sbc sbe sdp-h245-mapping
SDP（SIP）および H245（H323）間のコーデック ストリングのマッピングを表示するには、EXEC 
モードで show services sbc sbe sdp-h245-mapping コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sdp-h245-mapping

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン インスタンスが作成された各 SBE または DBE のハイレベル ステータスおよび機能をリストします。

例 次に、show services sbc sbe sdp-h245-mapping コマンドを使用する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe sdp-h245-mappings

SBC Service ''mysbc'' 

SDP H.245 
------------------ 
PCMA g711Alaw64k 
PCMU g711Ulaw64k 
G722 g722_64k 
G723 g7231 
G728 g728 
G729 g729, 
g729AnnexA, 
g729wAnnexB, 
g729AnnexAwAnnexB 
GSM gsmFullRate 
t38 t38Fax 

In H.323 calls, 
- T.38 fax is the only non-audio codec supported. 
- Audio codecs not in the list above are reported as ''PCMU''. 

In SIP/H.323 interworking calls, only audio codecs using static 
RTP payload types are supported.

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe sdp-match-table SBC 上に設定されている SDP 照合テーブルを表

示します。
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show services sbc sbe sdp-match-table
SBC 上に設定されている SDP 照合テーブルを表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe 
sdp-match-table コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sdp-match-table [detail]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

例 次に、show services sbc sbe sdp-match-table コマンドを使用して、SDP 照合テーブルを表示する例

を示します。

host1/Admin# show services sbc pgw sbe sdp-match-table detail
      Name         :   m                       <--- table name
      Action       :   blacklist               <--- action: blacklist or whitelite
      Match String :   ddd                     <--- several match string
                       ddf
 
-------------------------------------------------
      Name         :   n
      Action       :   whitelist
      Match String :   2
                       3
                       4

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

detail 所定の SDP 照合テーブルに設定されている SDP アトリビュートを表示し

ます。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe sdp-h245-mapping SDP（SIP）および H245（H323）間のコーデッ

ク ストリングのマッピングを表示します。
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show services sbc sbe sdp-policy-table
SBC 上に設定されている SDP ポリシー テーブルを表示するには、EXEC モードで show services sbc 
sbe sdp-policy-table コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sdp-policy-table

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

例 次に、show services sbc sbe resource-priority-sets コマンドを使用して、SDP ポリシー テーブルを表

示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc pgw sbe sdp-policy-table
      Name                               SDP Match Table
      --------------------------------------------------
      p                                  m            <--- "m" is sdp match table name

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe sdp-match-table SBC 上に設定されている SDP 照合テーブルを表

示します。
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show services sbc sbe sip essential-headers
不可欠な SIP ヘッダーのリストを表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe sip 
essential-headers コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sip essential-headers

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

例 次に、show services sbc sbe sip essential-headers コマンドを使用して、不可欠なすべてのヘッダーの

リストを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe sip essential-headers

Essential headers: 
AUTHORIZATION CALL-ID CONTACT CONTENT-LENGTH 
CONTENT-TYPE CSEQ EVENT EXPIRES FROM MAX-FORWARDS 
MIN-EXPIRES PROXY-AUTHORIZATION 
PROXY-AUTHENTICATE PROXY-REQUIRE RACK 
RECORD-ROUTE REFERRED-BY REFER-TO REPLACES 
REQUIRE ROUTE RSEQ SUBSCRIPTION-STATE SUPPORTED 
TO VIA WWW-AUTHENTICATE 

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
sip header-profiles

設定されているすべての SIP ヘッダー プロファイルのリストを表示します。
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show services sbc sbe sip essential-methods
不可欠な SIP メソッドのリストを表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe sip 
essential-methods コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sip essential-methods

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

例 次に、show services sbc sbe sip essential-methods コマンドを使用して、不可欠なすべてのメソッド

のリストを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe sip essential-methods

Essential methods: 
ACK BYE CANCEL INVITE NOTIFY PRACK REFER REGISTER 
SUBSCRIBE 

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
sip method-profiles

設定されているすべての SIP メソッド プロファイルのリストを表示します。
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show services sbc sbe sip essential-options
ベース SBC 動作に不可欠なオプションを表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe sip 
essential-options コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sip essential-options

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン これらのオプションは、オプション プロファイルには設定できません。

例 次に、show services sbc sbe sip essential-options コマンドを使用して、不可欠なすべてのメソッドの

リストを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe sip essential-options
Essential options: 
100REL 

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe sip method-profiles 設定されているすべての SIP メソッド プロファ

イルのリストを表示します。
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show services sbc sbe sip fast-register-stats
アプリケーションによって高速登録ステータスにされている加入者の数を表示するには、EXEC モー

ドで show services sbc sbe sip fast-register-stats コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sip fast-register-stats 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドに関連する登録メッセージは、Address-Of-Record（AOR）および Contact-URI（CURI）
のペアの一意の組み合せとしてカウントされます。そのため、加入者からの 1 つの REGISTER メッ

セージは、2 つの Contact-URI を持つ AOR によって識別され、カウント 2 と解釈されます。

例 次に、show services sbc sbe sip essential-options コマンドを使用して、不可欠なすべてのメソッドの

リストを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc sbe sip fast-register-stats
SBC Service "mysbc"

SIP fast register statistics:
   Total entries:                                                            15

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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show services sbc sbe sip header-profile
指定した SIP ヘッダー プロファイルの詳細を表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe sip 
header-profile コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sip header-profile profile-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

例 次に、show services sbc sbe sip header-profile コマンドを使用して、指定したヘッダー プロファイル

の詳細を表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe sip header-profile default

Header profile ''default'' 
Type: Whitelist 
Headers: 
HEADERS-A 
HEADERS-B 
HEADERS-C 
Adjacency: sip-60 (out) 
Adjacency: sip-61 (in)

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

profile-name ヘッダー プロファイルの名前を指定します。default という名前を入力す

ると、デフォルトのヘッダー プロファイルの詳細が表示されます。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
sip header-profiles

設定されているすべての SIP ヘッダー プロファイルのリストを表示します。
39-486
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  show services sbc sbe sip header-profiles
show services sbc sbe sip header-profiles
設定されているすべての SIP ヘッダー プロファイルのリストを表示するには、EXEC モードで show 
services sbc sbe sip header-profiles コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sip header-profiles

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

例 次に、show services sbc sbe sip header-profiles コマンドを使用して、設定されているすべてのヘッ

ダー プロファイルのリストを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe sip header-profiles

Header profile for SBC service "mysbc"
Name                          In use
====================================
Profile1                           Yes
Default                            No

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 追加情報を表示するように拡張されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
sip header-profile

指定した SIP ヘッダー プロファイルの詳細を表示します。
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show services sbc sbe sip method-profile
指定したメソッド プロファイルの詳細を表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe sip 
method-profile コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sip method-profile prof-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

例 次に、show services sbc sbe sip method-profile コマンドを使用して、特定のメソッド プロファイル

を表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe sip method-profile method2

Method profile ''method2'' 
Type: Whitelist 
Methods: 
meth1 
meth2 
Adjacency: sip-60 (in) 
Adjacency: sip-61 (out)

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

prof-name プロファイルの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

Release 3.1.00 応答コード マップを表示するように拡張されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe sip header-profile 指定した SIP ヘッダー プロファイルの詳細を表

示します。
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show services sbc sbe sip method-profiles
すべての SIP メソッド プロファイルのリストを表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe 
sip method-profiles コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sip method-profiles

シンタックスの説明
 

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、show services sbc sbe sip method-profiles コマンドを使用して、設定されているすべてのメ

ソッド プロファイルのリストを表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mySbc sbe sip method-profiles
Method profile for SBC service "mysbc"
Name                          In use
====================================
Profile1                           No
Default                            Yes

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
sip method-profile

指定した SIP メソッド プロファイルの詳細を表示します。
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show services sbc sbe sip option-profile
指定したオプション プロファイルの詳細を表示するには、EXEC モードで show services sbc sbe sip 
option-profile コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sip option-profile profile-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、show services sbc sbe sip option-profile コマンドを使用して、指定したオプション プロファイ

ルの詳細を表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe sip option-profile profile1

Option profile ''profile1'' 
Type: Whitelist 
Options: 
opt1 
Adjacency: sip-60 (in-px) 
NABOO_4/Admin#show services sbc test sbe sip option-profile profile2 
Option profile ''profile2'' 
Type: Whitelist 
Options: 
opt1 
opt2 
Not in use with any adjacencies

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

profile-name プロファイルの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
sip option-profiles

設定されているすべての SIP オプション プロファイルのリストを表示しま

す。
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show services sbc sbe  sip-method-stats
SIP メソッドの要約統計情報または詳細統計情報を表示するには、EXEC モードで show services sbc 
sbe  sip-method-stats コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe  sip-method-stats adj-name sip-req-name 
sip-response-code summery-period

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 要約統計情報には、特定の SIP メソッドに関して送受信されたすべての応答コードが表示されます。

詳細統計情報には、特定の SIP メソッドと応答コードの統計が表示されます。詳細統計情報を表示する

には、sip-response-code ストリングを使用する必要があります。

例 次に、show services sbc sbe  sip-method-stats コマンドを使用して、特定の SIP メソッドの要約統計

情報を表示する例を示します。

host1//Admin# show services sbc sbc sbe sip-method-stats sip-41 invite currenthour

SBC Service "sbc"

  Adjacency sip-41 (SIP)

  Statistics for SIP method INVITE

     Total request recieved      :3

     Total request sent          :0

     Total 1xx response received :0

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

adj-name 隣接の名前を指定します。

sip-req-name 要求名（ACK BYE CANCEL  INFO  INVITE MESSAGE  NOTIFY  
OPTIONS  PRACK REFER  REGISTER SUBSCRIBE UNKNOWN 
UPDATE）を指定します。

sip-response-code 100 ～ 999
summery-period 入力できる値は、current5mins、current15mins、currenthour、

currentday、previous5mins、previous15mins、previoushour、または 
previousday です。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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     Total 1xx response sent     :3

     Total 2xx response received :0

     Total 2xx response sent     :0

     Total 3xx response received :0

     Total 3xx response sent     :0

     Total 4xx response received :0

     Total 4xx response sent     :0

     Total 5xx response received :0

     Total 5xx response sent     :0

     Total 6xx response received :0

     Total 6xx response sent     :3

     Other response received     :0

     Other response sent         :0

host1/Admin#

次に、show services sbc sbe  sip-method-stats コマンドを使用して、特定の SIP メソッドの詳細統計

情報を表示する例を示します。

host1//Admin# show services sbc sbc sbe sip-method-stats sip-41 invite  604 currenthour

SBC Service "sbc"

  Adjacency sip-41 (SIP)

  Statistics for SIP method INVITE ,response 604

     Response recieved: 0

     Response sent    : 3

host1/Admin#

関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe 
sip option-profiles

設定されているすべての SIP オプション プロファイルのリストを表示します。
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show services sbc sbe sip option-profiles
設定されているオプション プロファイルの要約を表示するには、EXEC モードで show services sbc 
sbe sip option-profiles コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sip option-profiles 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

例 次に、show services sbc sbe sip option-profiles コマンドを使用して、指定したヘッダー プロファイル

の詳細を表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe sip option-profiles
  
Option profiles for SBC service "test":

  Name                  Description            In use
  ===================================================
  default               Default profile        Yes
  OP1                   Option profile 1       Yes
  OP2                   Option profile 2       Yes
  OPTest                Unused profile         No

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

profile-name プロファイルの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sip option-profile オプション プロファイルを設定します。
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show services sbc sbc sbe sip parameter-profile 
設定されているパラメータ プロファイルの要約を表示するには、EXEC モードで show services sbc 
sbc sbe sip parameter-profile コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sip parameter-profile profile-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

例 次に、show services sbc sbc sbe sip parameter-profile コマンドを使用して、指定したパラメータ プ
ロファイルの access-param の詳細を表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe sip parameter-profile access-param
  
Parameter profile "access-param"
    Description:
    Parameters:
      firewall
        action add-or-replace
        value private-ip-address
       Not in use with any method-profile
       In use by header-profile:access,header:contact,entry:1
ACE-7/Admin# sh services sbc sbc sbe sip header-profile proxy
  Header profile "proxy"
    Description:
    Type:    Whitelist
    Headers:
      contact
        entry 1
          action as-profile
            parameter-profile proxy-param
       Not in use with any adjacencies
       Not in use with any method-profile

関連コマンド

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

profile-name プロファイルの名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

parameter-profile パラメータ プロファイルを設定します。
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show services sbc sbe sip subscribers
SBC に登録されているすべての SIP エンドポイントの詳細を表示するには、EXEC モードで show 
services sbc sbe sip subscribers コマンドを使用します。

show services sbc sbc-name sbe sip subscribers [filter prefix] [adjacency adj-name]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

例 次に、show services sbc sbe sip subscribers コマンドを使用して、SBC に登録されている SIP エンド

ポイントの詳細を表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc node2 sbe sip subscribers

SBC Service "mysbc"
SIP subscribers:

AOR:                    sip:sipuser1@cisco.com
Subscriber Location[s]: sip:sipuser_21@101.101.101.4:5060 -> 7200-2
                                       Fast register active, fast time remaining 88
                        sip:sipuser1@101.101.101.4:5060 -> 7200-2
                        Fast register active, fast time remaining 88
SIP URI:                sip:sipuser1@101.101.101.5:5070
Registrar adj:          7200-1
Time left:              181 secs

AOR:                    sip:sipuser2@cisco.com
Subscriber Location[s]: sip:sipuser_22@101.101.101.4:5060 -> 7200-2
                        Fast register active, fast time remaining 88
                        sip:sipuser2@101.101.101.4:5060 -> 7200-2
                        Fast register active, fast time remaining 88
SIP URI:                sip:sipuser2@101.101.101.5:5070
Registrar adj:          7200-1
Time left:              181 secs

sbc-name SBC サービスの名前を指定します。

filter prefix 指定したプレフィクスで始まる Address-Of-Record を持つ加入者だけを照

合します。

adjacency adj-name 対象の隣接に登録されている加入者だけを照合します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

show services sbc sbe sip timers SIP 関連タイマーの現在のコンフィギュレーショ

ンを表示します。
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show services sbc sbe sip timers
SIP 関連タイマーの現在のコンフィギュレーションを表示するには、EXEC モードで show services 
sbc sbe sip timers コマンドを使用します。

show services sbc service-name sbe sip timers

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#)

コマンドの履歴

例 次に、SIP 関連タイマーのコンフィギュレーションをリストする例を示します。

host1/Admin# show services sbc test sbe sip timers

SBC Service ''test'' 

IP timer configuration: 
TCP connect timeout: 0 ms 
TCP idle timeout: 120000 ms 
TLS idle timeout: 3600000 ms 
INVITE timeout: 180 s 
UDP first retransmit interval: 500 ms 
UDP max retransmit interval: 4000 ms 
UDP response linger period: 5000 ms 

関連コマンド

service-name SBC の名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe sip subscribers SBC に登録されているすべての SIP エンドポイ

ントの詳細を表示します。
39-497
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  show services sbc services
show services sbc services
シャーシ上のすべての SBC サービスのリストを表示するには、EXEC モードで show services sbc 
services コマンドを使用します。

show services sbc services

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。

コマンドのデフォルト 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 EXEC (#) 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン インスタンスが作成された各 SBE または DBE のハイレベル ステータスおよび機能をリストします。

例 次に、show services sbc services コマンドを使用して、シャーシ上のすべての SBC サービスのリスト

を表示する例を示します。

host1/Admin# show services sbc mysbc services

SBC Service "mySbc"
SBE capabilities 
SIP Signaling 
H.323 Signaling 
H.248 media gateway control (MGC) 

DBE capabilities

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe calls SBC のすべてのコールを表示します。
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signaling-address ipv4
H.323 隣接または SIP 隣接のローカル IPv4 シグナリング アドレスを定義するには、適切なコンフィ

ギュレーション モードで signaling-address ipv4 コマンドを使用します。デフォルトの動作に戻すに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

signaling-address ipv4 ipv4_IP_address

no signaling-address

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

定義した場合、SBE は隣接からの着信コール シグナリングをこのアドレスで待ち受けます。2 つの隣

接が同じシグナリング アドレスを共有している場合は、個別のリモート ドメイン名を指定する必要が

あります。

例 次に、シグナリング アドレス 10.1.0.2 で待ち受けるように H.323 隣接 h323ToIsp42 を設定する例を示

します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# signaling-address ipv4 10.1.0.2

次に、シグナリング アドレス 10.10.10.10 で待ち受けるように SIP 隣接 adjSip1 を設定する例を示しま

す。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip adjSip1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 10.10.10.10 

ipv4_IP_address SIP 隣接または H.323 隣接のシグナリング アドレス用の IPv4 アドレスを指定し

ます。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

signaling-peer-port 所定のリモート シグナリング ピアのポートを使

用するように H.323 隣接または SIP 隣接を設定

します。
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signaling-peer
所定のリモート シグナリング ピアを使用するように H.323 隣接または SIP 隣接を設定するには、適切

なコンフィギュレーション モードで signaling-peer コマンドを使用します。このコンフィギュレー

ションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

signaling-peer gk peer-name 

no signaling-peer

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、ゲートキーパー andrew を使用するように H.323 隣接 h323ToIsp42 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42 
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# signaling-peer gk andrew

（注） signaling-peer コマンドを使用すると、所定のリモート シグナリング ピアの IP アドレスまたはホスト

名を使用するように SIP 隣接を設定できます。

次に、所定のリモート シグナリング ピアの IP アドレスを使用するように SIP 隣接を設定する例を示し

ます。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip adjSip1
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer 10.1.2.3

peer-name IPv4 アドレスをドット付き 10 進表記で指定します。

gk H.323 ゲートキーパーを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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次に、所定のリモート シグナリング ピアのホスト名を使用するように SIP 隣接を設定する例を示しま

す。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer athene

関連コマンド コマンド 説明

signaling-peer-port 所定のリモート シグナリング ピアのポートを使用するように H.323 隣接ま

たは SIP 隣接を設定します。
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signaling-peer-port
所定のリモート シグナリング ピアのポートを使用するように H.323 隣接または SIP 隣接を設定するに

は、適切なコンフィギュレーション モードで signaling-peer-port コマンドを使用します。このコン

フィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

signaling-peer-port port-num

no signaling-peer-port

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト デフォルトでは、port-num は 5060 と見なされます。

コマンド モード 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、シグナリング ピアのポート 123 を使用するように H.323 隣接 h323ToIsp42 を設定する例を示し

ます。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# signaling-peer-port 123

次に、シグナリング ピアのポートとしてポート 123 を使用するように SIP 隣接 SipToIsp42 を設定する

例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer-port 123

関連コマンド

port-num シグナリング ポートの番号を指定します。範囲は 1 ～ 65535 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

signaling-peer 所定のリモート シグナリング ピアを使用するよ

うに H.323 隣接または SIP 隣接を設定します。
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signaling-port
H.323 隣接または SIP 隣接のシグナリング アドレスのローカル ポートを定義するには、適切なコン

フィギュレーション モードで signaling-port コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、この

コマンドの no 形式を使用します。

signaling-port port-num

no signaling-port

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト port-num：5060

コマンド モード 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

SBE は、隣接からの着信コール シグナリングをこのポートで待ち受けます。このポートは、発信 SIP 
要求および応答で SBE の接続ヘッダーにも付加されます。

例 次に、シグナリング ポート 5000 で待ち受けるように SIP 隣接 SipToIsp42 を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-port 5000

関連コマンド

port-num シグナリング ピアの番号を指定します。範囲は 1 ～ 65535 です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

signaling-address ipv4 所定のリモート シグナリング ピアを使用するように SIP 隣接を設定します。
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sip
SIP コンフィギュレーション モードを作成するには、SBE コンフィギュレーション モードで sip コマ

ンドを使用します。DBE エンティティを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

sip

no sip

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。

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

例 次に、DBE を作成し、SBC-DBE コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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sip dns
SIP DNS コンフィギュレーション モードを開始するには、SBE コンフィギュレーション モードで sip 
dns コマンドを使用します。このモードを終了するには、exit コマンドを使用します。

sip dns

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。

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、DNS エントリ数の制限を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip dns
host1/Admin(config-sbe-dns)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cache-lifetime DNS エントリのライフタイムを設定します。

cache-limit DNS キャッシュの最大許容エントリ数を設定します。
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sip encryption key
SIP Interconnection Border Control Function（IBCF）隣接にグローバル暗号鍵を設定するには、SIP 
隣接モードで sip encryption key コマンドを使用します。グローバル暗号鍵の設定を取り消すには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

sip encryption key key

no sip encryption key key

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、sip encryption key コマンドを使用して、SIP IBCF 隣接にグローバル暗号鍵を設定する例を示

します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbe-adj-sip)# encryption key mykey

関連コマンド

key 暗号鍵を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sip inherit profile SIP 隣接モードでグローバル継承プロファイルを設定します。
39-507
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sip header-profile 
SBE エンティティ モードでヘッダー プロファイルを設定するには、SBE コンフィギュレーション 
モードで sip header-profile コマンドを使用します。メソッド プロファイルを削除するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

sip header-profile profile-name

no sip method-profile

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe） 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、sip header-profile コマンドを使用して、test1 という名前のメソッド プロファイルを設定する例

を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip header-profile test1

関連コマンド

profile-name メソッド プロファイルの名前を指定します。default という名前を入力す

ると、デフォルトのプロファイルが設定されます。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blacklist SIP メッセージの SIP ヘッダーまたはメソッド ブラックリスト プロファイ

ルを設定します。

description メソッド プロファイルの説明テキストを設定します。

method 指定した名前のメソッドを SIP メッセージ プロファイルに追加します。

pass-body メソッド プロファイルで受け入れられた non-vital SIP メソッドの SIP 
メッセージ本文のパススルーを許可します。
39-508
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sip home network identifier
すべての IBCF 隣接にホーム ネットワーク ID を設定するには、SBE コンフィギュレーション モード

で sip home network identifier コマンドを使用します。ホーム ネットワーク ID の設定を取り消すに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

sip home network identifier network-name

no sip home network identifier

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、home network identifier コマンドを使用して、すべての IBCF 隣接にホーム ネットワーク ID 
を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip home network identifier myhome.com

関連コマンド

network-name ホーム ネットワーク ID の名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sip visited network 
identifier

SIP Proxy-Call Session Control Function（P-CSCF）隣接に訪問ネットワー

ク ID を設定します。
39-509
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sip hunting-trigger
ハンティングをトリガーするエラー戻りコードを設定するには、SBE コンフィギュレーション モード

で sip hunting-trigger コマンドを使用します。すべてのエラー コードをクリアするには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

no hunting-trigger x y と入力した場合は、コード x および y だけが設定されたリストから削除されま

す。

sip hunting-trigger error-codes

no sip hunting-trigger error-codes

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン hunting-trigger x を入力し、その後ろに hunting-trigger y を入力すると、x の値が y に置き換わりま

す。

x と y の両方がハンティング トリガーになるように設定するには、hunting-trigger x y と入力する必要

があります。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。

「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、415（サポート対象外のメディア）または 480（一時的に使用不能）エラーを受信した場合に

ルーティングをリトライするように SIP を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin (config-sbc-sbe)# sip hunting trigger 416 480 

関連コマンド

error-codes SIP 数値エラー コードのリストを指定します（各コードはスペースで区切

ります）。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbc sbe 
hunting-trigger

H.323 または SIP ハンティング トリガーをグローバル レベルで表示します。
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  sipi
sipi
SIP 隣接に SIP-I コマンドを設定するには、隣接 SIP コンフィギュレーション モードで sipi コマンドを

使用します。SIP-I コマンドの設定を取り消すには、このコマンドの no 形式を使用します。

sipi passthrough

no sipi passthrough

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、sipi コマンドを使用して、SIP-I パススルーの SIP 隣接を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbe-adj-sip)# sipi passthrough

関連コマンド

passthrough SIP-I パススルーの SIP 隣接を設定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show services sbcs sbe 
adjacencies

SBE 上に設定された隣接をリストします。
39-511
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sip inherit profile
グローバル継承プロファイルを設定するには、隣接 SIP コンフィギュレーション モードで sip inherit 
profile コマンドを使用します。グローバル継承プロファイルの設定を取り消すには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

sip inherit profile {preset-ibcf-ext-untrusted | preset-ibcf-external | preset-ibcf-internal 
| preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core | preset-standard-non-ims}

no sip inherit profile

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、sip inherit profile コマンドを使用して、SIP 隣接に P-CSCF アクセスの継承プロファイルを設

定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbe-adj-sip)# inherit profile preset-p-cscf-access

次に、P-CSCF アクセスのデフォルト プロファイルを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip inherit profile preset-p-cscf-access

preset-ibcf-ext-untrusted プリセット IBCF 外部非信頼プロファイルを指定します。

preset-ibcf-external プリセット IBCF 外部プロファイルを指定します。

preset-ibcf-internal プリセット IBCF 内部プロファイルを指定します。

preset-p-cscf-access プリセット P-CSCF アクセス プロファイルを指定します。

preset-p-cscf-core プリセット P-CSCF コア プロファイルを指定します。

preset-standard-non-ims プリセット標準非 IMS プロファイルを指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  sip inherit profile
関連コマンド コマンド 説明

sip timer SIP タイマー機能のモードを開始します。
39-513
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sip max-connections
各リモート アドレスに対して行われる最大 SIP 接続数を設定するには、SBE コンフィギュレーション 
モードで sip max-channels コマンドを使用します。接続数を無制限に設定するには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

sip max-connections number-of-connections

no sip max-connections number-of-connections

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、各リモート アドレスに対する最大接続数を 1 に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip max-connections 1

関連コマンド

number-of-connections 最大接続数です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

max-bandwidth アドミッション制御テーブル内のエントリの最大帯域幅を設定します。

max-regs-rate アドミッション制御テーブル内のエントリの最大加入者登録コール数を設

定します。

max-updates アドミッション制御テーブル内のエントリの最大コール アップデートを設

定します。
39-514
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sip method-profile 
SBE エンティティ モードでメソッド プロファイルを設定するには、SBE コンフィギュレーション 
モードで sip method-profile コマンドを使用します。メソッド プロファイルを削除するには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

sip method-profile profile-name

no sip method-profile

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe） 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、sip method-profile コマンドを使用して、test1 という名前のメソッド プロファイルを設定する

例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip method-profile test1

関連コマンド

profile-name メソッド プロファイルの名前を指定します。default という名前を入力す

ると、デフォルトのプロファイルが設定されます。このプロファイルは、

特定のプロファイルが設定されていないすべての隣接に使用されます。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blacklist SIP メッセージの SIP ヘッダーまたはメソッド ブラックリスト プロファイ

ルを設定します。

description メソッド プロファイルの説明テキストを設定します。

method 指定した名前のメソッドを SIP メッセージ プロファイルに追加します。

pass-body メソッド プロファイルで受け入れられた non-vital SIP メソッドの SIP 
メッセージ本文のパススルーを許可します。
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sip option-profile 
SIP オプション ホワイトリスト /ブラックリスト プロファイルに対して、SBE エンティティ モードでオ

プション プロファイルを設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで sip option-profile コマ

ンドを使用します。オプション プロファイルを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

sip option-profile {profile-name | default}

no sip option-profile {profile-name | default}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

アクティブ コンフィギュレーション上にコンフィギュレーションを上書きロードしようとすると、コ

ンフィギュレーションを変更できないことを通知する警告が生成されます。新しいコンフィギュレー

ションをロードすることでコンフィギュレーション全体を変更する必要がある場合は、まず既存のコン

フィギュレーションを削除してください。

SBE SIP オプション コンフィギュレーション モードを開始するには、sip option-profile コマンドを使

用します。

default キーワードを使用すると、デフォルトのプロファイルが設定されます。このプロファイルは、

特定のプロファイルが設定されていないすべての隣接に使用されます。

例 次に、test1 という名前のオプション プロファイルを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip method-profile test1
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-opt)#

profile name メソッド プロファイルの名前です。

default デフォルトのオプション プロファイルを設定します。

リリース 変更内容

Release 3.1.0 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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  sip option-profile
関連コマンド コマンド 説明

blacklist Session Initiation Protocol（SIP）メッセージの SIP ヘッダーまたはメソッ

ド ブラックリスト プロファイルを設定します。

description SIP ヘッダー プロファイルまたは SIP メソッド プロファイルの説明を設定

します。

method 指定した名前のメソッドを SIP メッセージ プロファイルに追加します。

pass-body SBE エンティティの SIP メソッド プロファイル モードで、[メソッド プ
ロファイルで受け入れられた non-vital SIP メソッドの ] SIP メッセージ本

文のパススルーを許可します。
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sip parameter-profile 
SBE エンティティ モードでメソッド プロファイルに対してパラメータ プロファイルを設定するには、

SBE コンフィギュレーション モードで sip parameter-profile コマンドを使用します。パラメータ プ
ロファイルを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

sip parameter-profile profile-name

no sip parameter-profile profile-name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

次に、paramprof1 という名前のパラメータ プロファイルを設定する例を示します。

host1/Admin# conf
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile paramprof1
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter user
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# action add-not-present value phone

関連コマンド

profile name パラメータ プロファイルの名前です。

リリース 変更内容

Release 3.1.0 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sip-method profile メソッド プロファイルを設定します。
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sip ping-support
SIP ping サポートを許可するには、SBE コンフィギュレーション モードで sip ping-support コマンド

を使用します。SIP ping サポー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。

sip ping-support

no sip ping-support

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。

コマンドのデフォルト ping サポートはディセーブルになっています。

コマンド モード SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、SIP ping サポートを設定する例を示します。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip ping-support

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sip inherit profile グローバル継承プロファイルを設定します。
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sip timer
SIP タイマー機能のモードを開始するには、SBE コンフィギュレーション モードで sip timer コマンド

を使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

sip timer

no sip timer

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。

コマンドのデフォルト 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 SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、SIP タイマー サブモードを開始する例を示します。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip timer
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-tmr)

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sip inherit profile グローバル継承プロファイルを設定します。
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sip visited network identifier
SIP P-CSCF 隣接に訪問ネットワーク ID を設定するには、SBE コンフィギュレーション モードで sip 
visited network identifier コマンドを使用します。訪問ネットワーク ID の設定を取り消すには、この

コマンドの no 形式を使用します。

sip visited network identifier network-name

no sip visited network identifier

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、sip visited network identifier コマンドを使用して、P-CSCF アクセス隣接に訪問ネットワーク 
ID を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbe-adj-sip)# sip visited network identifier cisco.com2

関連コマンド

network-name 訪問ネットワーク ID の名前を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sip home network 
identifier

すべての IBCF 隣接にホーム ネットワーク ID を設定します。
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snmp-server enable traps sbc 
すべての SBC 通知タイプ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 モードでキー

ワードを指定せずに snmp-server enable traps sbc コマンドを使用します。すべての SBC 通知タイプ

をディセーブルにするには、キーワードを指定せずにこのコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server enable traps sbc [adj-status | blacklist | congestion-alarm | 
h248-ctrlr-status | media-source | radius-conn-status | sla-violation | svc-state ]

no snmp-server enable traps sbc [adj-status | blacklist | congestion-alarm | 
h248-ctrlr-status | media-source | radius-conn-status | sla-violation | svc-state ]

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト すべての SBC 関連トラップをディセーブルにします。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

すべての SNMP トラップをイネーブルまたはディセーブルにするには、snmp-server enable traps sbc 
コマンドを単独で使用します。特定の SNMP トラップをイネーブルまたはディセーブルにするには、

特定のキーワードを使用します。

トラップをイネーブルにしたあと、snmp-server host コマンドで SNMP 通知動作の受信者を指定する

必要があります。このコマンドの詳細については、次の URL にある『Cisco IOS Release 12.2 SR 
Command References』を参照してください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122sr/cr/index.htm

adj-status SNMP SBC 隣接ステータス トラップをイネーブルにします。

blacklist SNMP SBC ブラックリスト トラップをイネーブルにします。

congestion-alarm SNMP SBC 輻輳アラーム トラップをイネーブルにします。

h248-ctrlr-status SNMP SBC H.248 コントローラ ステータス トラップをイネーブ

ルにします。

media-source SNMP SBC メディア送信元アラート トラップをイネーブルにし

ます。

radius-conn-status SNMP SBC RADIUS 接続ステータス トラップをイネーブルに

します。

sla-violation SNMP SBC Sla 違反トラップをイネーブルにします。

svc-state SNMP SBC サービス状態トラップをイネーブルにします。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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例 次に、SNMP ブラックリスト通知だけをイネーブルにする例を示します。

Router/Admin# configure
Router/Admin(config)# snmp-server enable traps sbc blacklist
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statistics-setting
SIP 隣接の要約統計情報または詳細な応答コード統計情報の記録をイネーブルにするには、隣接 SIP コ
ンフィギュレーション モードで statistics-setting コマンドを使用します。

statistics-setting summary/detail

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト ディセーブルになっています。

コマンド モード 隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

statistics-setting コマンドを detailed から summary に変更すると、詳細統計情報が失われます。

例 次に、SIP 隣接の要約統計情報をイネーブルにする例を示します。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# statistics-setting summary 
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# end

関連コマンド

summary 表示します。

detail

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

show services sbc sbe 
sip-method-stats 

所定の SIP メソッドに対する各応答カテゴリの番号（1xx、2xx、3xx、
4xx、5xx、5xx）を表示します。
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tcp（ブラックリスト）
TCP プロトコルだけを対象としてブラックリストを設定するモードを開始するには、SBE ブラックリ

スト IPv4 コンフィギュレーション モードで tcp コマンドを使用します。

tcp port number

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 SBE ブラックリスト IPv4 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-blacklist-ipv4）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、TCP プロトコルだけを対象としてブラックリストを設定するモードを開始する例を示します。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# ipv4 1.1.1.1
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4)# tcp 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-tcp)# 

関連コマンド

port number ブラックリストに掲載するポート番号です。範囲は 0 ～ 65535 
です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

blacklist 所定の VPN の送信元アドレスに対してデフォルト イベント制限を設定す

るモードを開始します。

address-default 所定の VPN の送信元アドレスに対してデフォルト イベント制限を設定す

るモードを開始します。

clear services sbc sbe 
blacklist

指定した SBC サービスのブラックリストをクリアします。

reason 送信元の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。
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tcp-connect-timeout
接続失敗となるまでに、リモート ピアへの SIP TCP 接続の完了を SBC が待機する時間を設定するに

は、SIP タイマー モードで tcp-connect-timeout コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

tcp-connect-timeout interval

no tcp-connect-timeout

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトのインターバルは 30000 ミリ秒です。

コマンド モード SIP タイマー（config-sbc-sbe-sip-tmr）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、TCP 接続タイムアウトを 30 秒に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip timer
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-tmr)# tcp-connect-timeout 30000

関連コマンド

interval リモート ピアへの SIP TCP 接続がタイムアウトするまでの有効時間をミ

リ秒単位で指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

tcp-idle-timeout TCP 接続がアイドル状態のままでアクティブになっている時間を設定しま

す。
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tcp-idle-timeout
TCP 接続がアイドル状態のままでアクティブになっている時間を設定するには、SIP タイマー モード

で tcp-idle-timeout コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用

します。

tcp-idle-timeout interval

no tcp-idle-timeout

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルト値は 120000 ミリ秒（2 分）です。

コマンド モード SIP タイマー（config-sbc-sbe-sip-tmr）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、最短の TCP アイドル タイムアウト値を 10000 ミリ秒に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)#s be
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip timer
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-tmr)# tcp-idle-timeout 10000

関連コマンド

interval TCP 接続がトラフィックを処理しない状態でアクティブになっている最短

時間をミリ秒単位で指定します。この時間が経過すると、TCP 接続はク

ローズします。範囲は 1 ～ 4294967295 ミリ秒です。

（注） アイドル タイマーが 12 秒おきにチェックされるため、このコマン

ドの値が正確であるとは限りません。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

tcp-connect-timeout 接続失敗となるまでに、リモート ピアへの SIP TCP 接続の完了を SBC が
待機する時間を設定します。
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tech-prefix
H.323 隣接で RAS テクノロジー プレフィクスを設定するには、隣接 H.323 コンフィギュレーション 
モードで tech-prefix コマンドを使用します。RAS テクノロジー プレフィクスの設定を取り消すには、

このコマンドの no 形式を使用します。

tech-prefix tech-prefix name 

no tech-prefix tech-prefix name

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、tech-prefix コマンドを使用して、H323ToIsp42 という名前の H.323 隣接に RAS テクノロジー 
プレフィクスを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 H323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# tech-prefix 2334

関連コマンド

tech-prefix name テクノロジー プレフィクスの名前を指定します。0 ～ 9 の数値と特殊文字

のアスタリスク（*）、シャープ（#）、カンマの組み合せを使用します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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time-offset
目的の時間帯を現地時間の前後にずらす時間および分を設定するには、SBE コンフィギュレーション 
モードで time-offset コマンドを使用します。時間帯のオフセットを削除するには、このコマンドの no 
形式を使用します。

time-offset hour hour min min [negative]

no time-offset

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトでは、正のオフセットが使用されます。

コマンド モード SBE コンフィギュレーション（config-sbc-sbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

このコマンドを使用しない場合、SBE コンフィギュレーション サブモードで timezone-offset コマン

ドで指定した時間オフセットは使用されません。

例 次に、timezone-offset コマンドによる時間オフセットを -2 時間 4 分に指定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# time-offset hour 2 min 4 negative
cfg sbe time offset hour 2
cfg sbe time offset minute 4
cfg sbe time offset sign 1
cfg sbc sbe, sbc name test, offset hour 2 offset min 4 sign 1

関連コマンド

hour 時間の範囲は -23 ～ +23 です。

min 分の範囲は -59 ～ +59 です。

negative 指定は任意です。現地時間より遅らせるように指定します。

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

use-time-offset time-offset コマンドで指定した時間オフセットを使用します。
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timeout
認証要求の数が設定制限を超えた場合に送信元からのパケットがブロックされる期間を定義するには、

ブラックリスト原因モードで timeout コマンドを使用します。送信元をブラックリストに掲載する制

限期間を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

timeout time-period

no timeout

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト • address-default の値は、デフォルトでその初期設定の値に設定されます。port-default の値は、デ

フォルトで 0 に設定されます。

• 明示的なポートでこのフィールドの値を省略すると、このアドレスの port-default で指定した値に

デフォルトで設定されます。

• 明示的なアドレスでこのフィールドの値を省略すると、このアドレスの address-default の値にデ

フォルトで設定されます。

• VPN でこのフィールドの値を省略すると、グローバル アドレスの値にデフォルトで設定されます。

• グローバル アドレス レンジでこのフィールドの値を省略すると、初期設定の値にデフォルトで設

定されます。

コマンド モード ブラックリスト adress-default サブモード（config-sbc-sbe-blacklist-addr-default-reason） 

ブラックリスト global サブモード（config-sbc-sbe-blacklist-global-reason） 

ブラックリスト ipv4 サブモード（config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-reason） 

ブラックリスト vpn サブモード（config-sbc-sbe-blacklist-vpn-reason）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

time-period ブラックリストをアクティブ化したあとで送信元をブラックリストに掲載

する期間です。

• 0 = 送信元をブラックリストに掲載しない

• never = 永続的にブラックリストに掲載する

• number { milliseconds | seconds | minutes | hours | days }

（注） 期間は 23 日より短くする必要があります。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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例 次に、アドレス 125.12.12.15 から着信したすべてのパケットに 3 分間影響するように SBE に新しいブ

ラックリストを設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# ipv4 125.12.12.15 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4)# reason authentication-failure 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-reason)# timeout 180 seconds 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-reason)# exit

関連コマンド コマンド 説明

reason 送信元（つまり、ポート、IP アドレス、VPN、グローバル アドレス レン

ジ）の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。

trigger-size ブラックリストがトリガーされて指定の送信元からのすべてのパケットが

ブロックされるまでに、その送信元に対して許可する指定イベント数を定

義します。

trigger-period イベントの判定期間を定義します。詳細については、trigger-size コマンド

の説明を参照してください。

show services sbc sbe 
blacklist 
configured-limits

明示的に設定されている制限をリストします（設定されている送信元だけ

を表示）。各送信元に明示的に定義されていない値はすべてカッコ内に記

載されます。

show services sbc sbe 
blacklist

特定の送信元に対して実施されている制限（デフォルト設定か明示的な設

定かは問わない）を CLI に入力できる形式でリストします。このアドレス

により小さいスコープのデフォルト値が設定されている場合は、その値も

リストします。

show services sbc sbe 
blacklist 
current-blacklisting 

送信元をブラックリストに掲載する原因となっている制限をリストします。
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transcode-deny
アドミッション制御テーブル内のエントリのトランスコーディングを禁止するには、CAC テーブル エ
ントリ コンフィギュレーション モードで transcode-deny コマンドを使用します。アドミッション制

御テーブル内の対象のエントリのトランスコーディングを許可するには、このコマンドの no 形式を使

用します。

transcode-deny

no transcode-deny

シンタックスの説明 デフォルトの動作または値はありません。

コマンドのデフォルト デフォルトでは、アドミッション制御テーブル内の対象のエントリのトランスコーディングは許可され

ています。

コマンド モード CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、新しいアドミッション制御テーブル MyCacTable 内のエントリのトランスコーディングを禁止

するように設定する例を示します。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table MyCacTable 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy)# match-type dst-prefix 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# transcode-deny

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

transcoder メディア ゲートウェイがトランスコーダになる

ように設定します。
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transcoder
メディア ゲートウェイがトランスコーダになるように設定するには、メディア ゲートウェイ コーデッ

ク コンフィギュレーション モードで transcoder コマンドを使用します。デフォルトの動作に戻すに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

transcoder

no transcoder

シンタックスの説明 デフォルトの動作または値はありません。

コマンドのデフォルト デフォルトでは、メディア ゲートウェイにトランスコーディング機能はないと見なされます。

コマンド モード メディア ゲートウェイ コーデック コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-mg-codecs）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、メディア ゲートウェイ 10.0.0.1 がトランスコーダになるように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# media-gateway ipv4 10.0.0.1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-mg)# codecs m=audio 1234 RTP/AVP 0 2 8 18,a=rtpmap:0 
PCMU/8000,a=rtpmap:a=rtpmap:8 PCMA/8000,a=rtpmap:18 G729/80002 G72 6-32/8000,a=rtpmap:8 
PCMA/8000,a=rtpmap:18 G729/8000 
host1/Admin(config-sbc-sbe-mg-codecs)# transcoder

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

transcode-deny アドミッション制御テーブル内のエントリのト

ランスコーディングを禁止します。
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transport (SBE H.248)
メディア ゲートウェイ コントローラとして動作するときに H.248 通信にトランスポートを使用するよ

うに SBE を設定するには、H.248 制御アドレス モードで transport コマンドを使用します。所定の 
IPv4 H.248 トランスポートを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

transport [tcp | udp]

no transport [tcp | udp]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 H.248 制御アドレス（config-sbc-sbe-ctrl-h248）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、UDP トランスポートを使用するように SBE を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc
host1/Admin(config-sbc-sbe)# control address h248 index 0
host1/Admin(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# ipv4 1.1.1.1
host1/Admin(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# transport udp

関連コマンド

udp H.248 シグナリング用に UDP トランスポートを設定します。

vrf vrf name H.248 アソシエーション用に VRF 名を設定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

control address h248 
index

インデックス値を選択し、H.248 制御アドレス モードを開始します。

ipv4 (SBE H.248) 所定の IPv4 H.248 制御アドレスを使用するように SBE を設定します。

port (SBE H.248) 所定の IPv4 H.248 ポートを使用するように SBE を設定します。
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transport tcp
指定した H.248 コントローラの H.248 制御シグナリングに TCP を使用するように DBE を設定するに

は、VDBE h248 モードで transport tcp 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。

transport tcp

no transport tcp

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。

コマンドのデフォルト デフォルトは UDP です。

コマンド モード VDBE h248（config-sbc-dbe-vdbe-h248）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン no transport tcp コマンドを使用すると、デフォルトの UDP に戻ります。no transport tcp コマンド

を使用する前に、no attach controllers コマンドを使用する必要があります。

例 次に、トランスポートとして TCP を使用するようにインデックス 1 の H.248 コントローラを設定する

例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# controller h248 1
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe-h248)# transport tcp
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe-h248)# exit

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dbe SBC 上に DBE サービスを作成し、DBE-SBE コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

vdbe 仮想データ ボーダ エレメント（VDBE）を設定

し、VDBE コンフィギュレーション モードを開

始します。

controller h248 DBE 用の H.248 コントローラを作成します。

transport udp UDP を使用するように DBE を設定します。
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transport udp
指定した H.248 コントローラの H.248 制御シグナリングに UDP を使用するように DBE を設定するに

は、VDBE h248 モードで transport udp 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。

transport udp

no transport udp

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。

コマンドのデフォルト デフォルトは UDP です。

コマンド モード VDBE h248（config-sbc-dbe-vdbe-h248）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 適用なし

例 次に、トランスポートとして TCP を使用するようにインデックス 1 の H.248 コントローラを設定する

例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# controller h248 1
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe-h248)# transport udp
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# exit

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dbe SBC 上に DBE サービスを作成し、DBE-SBE コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

vdbe 仮想データ ボーダ エレメント（VDBE）を設定

し、VDBE コンフィギュレーション モードを開

始します。

controller h248 DBE 用の H.248 コントローラを作成します。

transport tcp TCP を使用するように DBE を設定します。
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trigger-period
イベントの判定期間を定義するには、ブラックリスト原因モードで trigger-period コマンドを使用し

ます。詳細については、関連する trigger-size コマンドの説明を参照してください。

以前に設定したイベント判定トリガー期間を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

trigger-period time

no trigger-period

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト • address-default の値は、デフォルトでその初期設定の値に設定されます。port-default の値は、デ

フォルトで 0 に設定されます。

• 明示的なポートでこのフィールドの値を省略すると、このアドレスの port-default で指定した値に

デフォルトで設定されます。

• 明示的なアドレスでこのフィールドの値を省略すると、このアドレスの address-default の値にデ

フォルトで設定されます。

• VPN でこのフィールドの値を省略すると、グローバル アドレスの値にデフォルトで設定されます。

• グローバル アドレス レンジでこのフィールドの値を省略すると、初期設定の値にデフォルトで設

定されます。

コマンド モード ブラックリスト adress-default サブモード（config-sbc-sbe-blacklist-addr-default-reason） 

ブラックリスト global サブモード（config-sbc-sbe-blacklist-global-reason） 

ブラックリスト ipv4 サブモード（config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-reason） 

ブラックリスト vpn サブモード（config-sbc-sbe-blacklist-vpn-reason）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

time トリガー期間（ミリ秒単位）です。0 ～ 65535 の任意の値を指定できます。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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例 次に、送信元で毎秒 200 超という最新の定常レート（100 ミリ秒に 40 のバースト）で認証失敗が発生

した場合に、その送信元をブラックリストに掲載するように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# ipv4 125.12.12.15 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4)# reason authentication-failure 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-reason)# trigger-period 100 milliseconds 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-reason)# exit

関連コマンド コマンド 説明

reason 送信元（つまり、ポート、IP アドレス、VPN、グローバル アドレス レン

ジ）の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。

trigger-size ブラックリストがトリガーされて指定の送信元からのすべてのパケットが

ブロックされるまでに、その送信元に対して許可する指定イベント数を定

義します。

timeout 制限を超過したときに送信元からのパケットをブロックする期間を定義し

ます。

show services sbc sbe 
blacklist 
configured-limits

明示的に設定されている制限をリストします（設定されている送信元だけ

を表示）。各送信元に明示的に定義されていない値はすべてカッコ内に記

載されます。

show services sbc sbe 
blacklist

特定の送信元に対して実施されている制限（デフォルト設定か明示的な設

定かは問わない）を CLI に入力できる形式でリストします。このアドレス

により小さいスコープのデフォルト値が設定されている場合は、その値も

リストします。明示的に設定されていない値（つまり、他のデフォルト値

から継承された値）はカッコ内に記載されます。

show services sbc sbe 
blacklist 
current-blacklisting 

送信元をブラックリストに掲載する原因となっている制限をリストします。
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trigger-size
ブラックリストがトリガーされて指定の送信元から着信するすべてのパケットがブロックされるまで

に、その送信元に対して許可するイベント数を定義するには、ブラックリスト原因モードで 
trigger-size コマンドを使用します。

ブラックリストがトリガーされるまでに許可するイベント数についての以前の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。

trigger-size number

no trigger-size

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト • address-default の値は、デフォルトでその初期設定の値に設定されます。port-default の値は、デ

フォルトで 0 に設定されます。

• 明示的なポートでこのフィールドの値を省略すると、所定のアドレスの port-default で指定した値

にデフォルトで設定されます。

• 明示的なアドレスでこのフィールドの値を省略すると、所定のアドレスの address-default で指定

した値にデフォルトで設定されます。

• VPN でこのフィールドの値を省略すると、グローバル アドレスの値にデフォルトで設定されます。

• グローバル アドレス レンジでこのフィールドの値を省略すると、初期設定の値にデフォルトで設

定されます。

コマンド モード ブラックリスト adress-default サブモード（config-sbc-sbe-blacklist-addr-default-reason） 

ブラックリスト global サブモード（config-sbc-sbe-blacklist-global-reason） 

ブラックリスト ipv4 サブモード（config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-reason） 

ブラックリスト vpn サブモード（config-sbc-sbe-blacklist-vpn-reason）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 記録されるイベント数が 0 まで直線的に減り、トリガー期間中のリーキー バケットの平均が計算され

ます。定常状態の最大イベント レートは、このトリガー サイズをトリガー期間で割った値と等しくな

ります。trigger-period コマンドの説明も参照してください。大幅に短い期間内のイベントの最大数が

このトリガー サイズになります。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

number ブラックリストをアクティブ化するトリガー レートと比べて平均でもっと

短い時間に発生する連続イベントの最小数です。0 ～ 65535 の任意の値を

指定できます。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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例 次に、20 より多い認証失敗のバーストがトリガー期間より短い期間内に発生した場合に送信元をブ

ラックリストに掲載するように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mysbc
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# ipv4 125.12.12.15 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4)# reason authentication-failure 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-reason)# trigger-size 20 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-reason)# exit

関連コマンド コマンド 説明

reason 送信元（つまり、ポート、IP アドレス、VPN、グローバル アドレス レン

ジ）の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。

trigger-period イベントの判定期間を定義します。詳細については、trigger-size コマンド

の説明を参照してください。

timeout 制限を超過したときに送信元からのパケットをブロックする期間を定義し

ます。

show services sbc sbe 
blacklist 
configured-limits

明示的に設定されている制限をリストします（設定されている送信元だけ

を表示）。各送信元に明示的に定義されていない値はすべてカッコ内に記

載されます。

show services sbc sbe 
blacklist

特定の送信元に対して実施されている制限（デフォルト設定か明示的な設

定かは問わない）を CLI に入力できる形式でリストします。このアドレス

により小さいスコープのデフォルト値が設定されている場合は、その値も

リストします。明示的に設定されていない値（つまり、他のデフォルト値

から継承された値）はカッコ内に記載されます。

show services sbc sbe 
blacklist 
current-blacklisting 

送信元をブラックリストに掲載する原因となっている制限をリストします。
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udp（ブラックリスト）
UDP プロトコルだけを対象としてブラックリストを設定するモードを開始するには、SBE ブラックリ

スト IPv4 コンフィギュレーション モードで udp コマンドを使用します。

udp port number

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 SBE ブラックリスト IPv4 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-blacklist-ipv4）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、UDP プロトコルだけを対象としてブラックリストを設定するモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# ipv4 1.1.1.1
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4)# udp 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-udp)# 

関連コマンド

port number ブラックリストに掲載するポート番号です。範囲は 0 ～ 65535 
です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

blacklist 所定の VPN の送信元アドレスに対してデフォルト イベント制限を設定す

るモードを開始します。

address-default 所定の VPN の送信元アドレスに対してデフォルト イベント制限を設定す

るモードを開始します。

clear services sbc sbe 
blacklist

指定した SBC サービスのブラックリストをクリアします。

reason 送信元の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。
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udp-first-retransmit-interval 
関連信号が再送信されるまでの、UDP 応答または ACK に対する SBC の待機時間を設定するには、

SIP タイマー モードで udp-first-retransmit-interval コマンドを使用します。デフォルト値に戻すに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

udp-first-retransmit-interval interval

no udp-first-retransmit-interval interval

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトのインターバルは 500 ミリ秒です。

コマンド モード SIP タイマー（config-sbc-sbe-sip-tmr）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 応答未受信が続く場合、インターバルが udp-max-retransmit-interval の期間に達するまで、以降の再送

信インターバルが毎回 SBC によって倍増されます。この期間を 64 倍した期間内に応答または ACK を
受信しなかった場合、SBC は要求の再送信を中止し、信号をタイムアウトさせます。

このタイマー インターバルは、RFC 3261 の Section 17.1.1.1 に記載されている T1 インターバルに対

応します。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、1 秒間待機したあとで最初の UDP を再送信するように SBC を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip timer
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-tmr)# udp-first-retransmit-interval 1000
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-tmr)# exit

関連コマンド

interval UDP 信号が最初に再送信されるまでの待機時間（ミリ秒単位）です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明
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udp-max-retransmit-interval 
SBC の最大再送信インターバルを設定するには、SIP タイマー モードで 
udp-max-retransmit-interval コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 
形式を使用します。

udp-max-retransmit-interval interval

no udp-max-retransmit-interval interval

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトのインターバルは 4 秒です。

コマンド モード SIP タイマー（config-sbc-sbe-sip-tmr）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 応答未受信が続く場合、インターバルが udp-max-retransmit-interval の期間に達するまで、以降の再送

信インターバルが毎回 SBC によって倍増されます。この期間を 64 倍した期間内に応答または ACK を
受信しなかった場合、SBC は要求の再送信を中止し、信号をタイムアウトさせます。

このタイマー インターバルは、RFC 3261 の Section 17.1.1.1 に記載されている T1 インターバルに対

応します。

このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、最大再送信インターバルを 8 秒に設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip timer
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-tmr)# udp-max-retransmit-interval 8000
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-tmr)# exit

関連コマンド

interval 最大再送信インターバル（ミリ秒単位）です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

udp-response-linger-period SBC が INVITE 要求に対する否定 UDP 応答を

維持する期間を設定します。
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udp-response-linger-period
SBC が INVITE 要求に対する否定 UDP 応答を維持する期間を設定するには、SIP タイマー モードで 
udp-response-linger-period コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形
式を使用します。

udp-response-linger-period interval

no udp-response-linger-period interval

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト デフォルトのインターバルは 32 秒です。

コマンド モード SIP タイマー（config-sbc-sbe-sip-tmr）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、INVITE に対する否定応答を 10 秒間維持するように設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc  
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# sip timer
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-tmr)# udp-response-linger-period 10000
host1/Admin(config-sbc-sbe-sip-tmr)# exit

関連コマンド

interval INVITE に対する否定応答を維持する期間（ミリ秒単位）です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

udp-max-retransmit-interval SBC の最大再送信インターバルを設定します。
39-544
Cisco 7600 シリーズ ルータ セッション ボーダ コントローラ コンフィギュレーション ガイド

OL-13499-04-J



第 39 章     Cisco セッション ボーダ コントローラ コマンド

  unexpected-source-alerting
unexpected-source-alerting
コールのメディア パケットを予期せぬ送信元アドレスおよびポートから受信した場合のアラート生成

をイネーブルにするには、VDBE コンフィギュレーション モードで unexpected-source-alerting コマ

ンドを使用します。予期せぬ送信元に関するアラート生成を中止するには、このコマンドの no 形式を

使用します。

unexpected-source-alerting

no unexpected-source-alerting

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。

コマンドのデフォルト unexpected-source-alerting コマンドを指定しない場合、予期せぬ送信元に関するアラート生成はディ

セーブルになっています。

コマンド モード VDBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe-vdbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン vdbe unexpected-source-alerting コマンドは、予期せぬ送信元からのパケットがネットワーク セキュ

リティに対する脅威となる可能性がある、信頼できるネットワークでだけイネーブルにする必要があり

ます。

同じフローに関するアラートおよび一度にレポートされるアラートの総数は、管理システムがレポート

でフラッディングされないように、レート制限されています （その結果、アラートと不正パケットは 1 
対 1 では対応していません）。

不正パケットの問題の診断および解決は、SBC の機能範囲には含まれていません。SBC は、不正パ

ケットの存在を通知するだけです。

予期せぬ送信元からのパケットはすべてドロップされます。

例 次に、mySbc という SBC 上に DBE サービスを作成し、DBE コンフィギュレーション モードおよび 
VDBE コンフィギュレーション モードを開始したあと、仮想データ ボーダ エレメント（vDBE）が予

期せぬ送信元アドレスからパケットを受信したときにアラートが生成されるように設定する例を示しま

す。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# unexpected-source-alerting 
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# exit

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

vdbe VDBE コンフィギュレーション サブモードを開

始します。
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use-any-local-port
デフォルトの Media Gateway Control（MGC; メディア ゲートウェイ コントロール）に接続するとき

に、利用可能な任意のローカル ポートを使用するように DBE を設定するには、VDBE コンフィギュ

レーション モードで use-any-local-port コマンドを使用します。このコンフィギュレーションをディ

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。

use-any-local-port

no use-any-local-port

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。

コマンドのデフォルト デフォルトの動作では、任意のローカル ポートが使用されます。

コマンド モード VDBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe-vdbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン vDBE にコントローラを設定したあとは、ローカル ポートを変更できません。ローカル ポートを変更

または設定するには、コントローラを削除する必要があります。

（注） 冗長 SBC が設定されている場合には、use-any-local-port コマンドを使用しないでください。SBC の
スイッチオーバー時に MGC への接続が失われることがあります。

例 次に、「mySbc」という SBC 上に DBE サービスを作成し、SBC-DBE コンフィギュレーション モード

および VDBE コンフィギュレーション モードを開始したあと、任意のローカル ポートを使用するよう

に DBE を設定する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# use-any-local-port 
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# exit

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

local-port デフォルトのメディア ゲートウェイ コントロー

ル（MGC）に接続するときに、特定のローカル 
ポートを使用するように DBE を設定します。
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use-time-offset
timezone-offset コマンドで指定した時間オフセットを使用します。timezone-offset コマンドで指定し

た時間オフセットの使用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。

use-time-offset time-offset 

no use-time-offset

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。

コマンドのデフォルト 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 RTG ルーティング テーブル エントリ コンフィギュレーション

（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

このコマンドを使用しない場合、SBE コンフィギュレーション サブモードで timezone-offset コマン

ドで指定した時間オフセットは使用されません。

例 次に、新しいルーティング テーブル MyRtgTable のエントリの宛先隣接を softswitch1 に設定する例を

示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-dst-address-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# use-time-offset

関連コマンド

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

timezone-offset 目的の時間帯を現地時間の前後にずらす時間お

よび分を設定します。
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vdbe
VDBE コンフィギュレーション サブモードを開始するには、SBC-DBE コンフィギュレーション モー

ドの DBE エンティティで vdbe コマンドを使用します。実行コンフィギュレーションから仮想データ 
ボーダ エレメント（vDBE）全体を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

vdbe global

no vdbe global

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 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 SBC-DBE コンフィギュレーション（config-sbc-dbe）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 初回リリースでは、1 つの VDBE（global VDBE）だけがサポートされます。DBE リソースを分割す

ることはできません。したがって、vdbe 名を指定する必要はありません。指定する場合は、global を
指定する必要があります。

例 次に、configuration-sbc-dbe サブモードを開始する例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# dbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe)# vdbe 
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe)# global 
host1/Admin(config-sbc-dbe-vdbe-global)#

関連コマンド

global 1 つの VDBE だけを設定できます。この VDBE には、global という名前が付けら

れます。指定する場合、VDBE 名を global にする必要があります。指定しない場

合、global が想定されます。

リリース 変更内容

Release 2.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dbe configuration-sbc-dbe サブモードを開始します。
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  vpn
vpn
所定の VPN に対してイベント制限を設定するモードを開始するには、SBE ブラックリスト コンフィ

ギュレーション モードで vpn コマンドを使用します。

vpn word

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 SBE ブラックリスト コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-blacklist）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、vpn コマンドを使用して、所定の VPN に対してイベント制限を設定するモードを開始する例を

示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# blacklist 
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist)# vpn test
host1/Admin(config-sbc-sbe-blacklist-vpn)#

関連コマンド

word 指定は任意です。VPN 名です。グローバル VPN の場合は 
default です。最大サイズは 80 文字です。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

address-default 所定の VPN の送信元アドレスに対してデフォルト イベント制限を設定す

るモードを開始します。

clear services sbc sbe 
blacklist

指定した SBC サービスのブラックリストをクリアします。

reason 送信元の特定のイベント タイプに制限を設定するサブモードを開始します。
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  vpn
show services sbc sbe 
blacklist 
configured-limits

明示的に設定されている制限をリストします（設定されている送信元だけ

を表示）。

show services sbc sbe 
blacklist 
current-blacklisting 

送信元をブラックリストに掲載する原因となっている制限をリストします。

コマンド 説明
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  vrf
vrf
特定の VPN に関連した H.323 隣接または SIP 隣接を設定するには、適切な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。このコンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

vrf vrf_name

no vrf

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト 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 隣接 H.323 コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-h323）

隣接 SIP コンフィギュレーション（config-sbc-sbe-adj-sip）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、H.323 隣接 h323ToIsp42 を VRF vpn3 に割り当てる例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323ToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-h323)# vrf vpn3

関連コマンド

vrf_name 対象の隣接の VRF を指定します。

リリース 変更内容

Release 3.0.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

adjacency SBC サービスの隣接を設定します。
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  weight
weight 
対象のルートに重みを割り当てるには、RTG ルーティング テーブル コンフィギュレーション エントリ

のコンフィギュレーション モードで weight コマンドを使用します。このコンフィギュレーションを削

除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

weight weight

no weight weight

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト コマンドのデフォルト値は 1 です。

コマンド モード RTG ルーティング テーブル コンフィギュレーション エントリ

（config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なコンフィギュレーション モードおよびサブモードを開始してい

る必要があります。「例」では、コマンドを実行するのに必要なモードとサブモードの階層を示します。

例 次に、例を示します。

host1/Admin# configure
host1/Admin(config)# sbc mySbc 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-least-cost-table MyRtgTable
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1 
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# weight 33
host1/Admin(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# end

関連コマンド

weight 範囲：[1 ～ 65535] 

リリース 変更内容

Release 3.1.00 Cisco 7600 シリーズ ルータに、このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

entry テーブルのエントリを作成または変更します。
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  weight
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