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はじめに

ここでは、このマニュアルの目的および構成について説明するとともに、関連製品およびサービス

に関する詳細情報の入手方法を説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。

• マニュアルの目的（p.x）

• マニュアルの変更履歴（p.ix）

• マニュアルの構成（p.x）

• 関連資料（p.xi）

• 表記法（p.xiii）

• マニュアルの入手方法およびサービス リクエストの申請方法（p.xiv）

マニュアルの変更履歴

表 1 は、このマニュアルにおける技術的な変更内容を記録したものです。

表 1 マニュアルの変更履歴 

リリース番号 リビジョン 日付 変更点

12.3(23)BC OL-10707-03 2007 年 12 月 次の設定情報が追加されました。

• ナローバンド モデム サポートのための 
SPA RF チャネルの設定

• ワイドバンド モデム サポートのための 
SPA RF チャネルの設定

• Channel Grouping Domain（CGD）の設定

• プライマリ ダウンストリーム チャネルの
選択

12.3(21a)BC3 OL-10707-02 2007 年 8 月 Linksys WCM300-NA、WCM300-EURO、および
WCM300-JP モデムに関連する情報が追加され
ました。

12.3(21)BC OL-10707-01 2007 年 2 月 初版リリース
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マニュアルの目的

このマニュアルでは、Cisco uBR10012 ルータでサポートされている SPA Interface Processor（SIP;
SPA インターフェイス プロセッサ）と Shared Port Adapter（SPA; 共有ポート アダプタ）の設定とト
ラブルシューティングについて説明します。

（注） この『Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレー
ション ガイド』で提供される情報は Cisco IOS Release12.3(23)BC に固有です。Cisco IOS Releases
12.3(21)BC および 12.3(21a)BC3 に固有の情報については、これらのリリースに対応する『Cisco
uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイ
ド』を参照してください。

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章 タイトル 説明

第 1 章 Cisco IOS ソフトウェアの使用 Cisco IOS ソフトウェアを使用して SIP または SPA を設
定するための準備について説明します。

第 2 章 SIP および SPA の製品概要 SIP および SPA の概要について説明します。

第 3 章 Wideband SIP の概要 Cisco Wideband SIP について、リリース履歴、および機
能と MIB（management information base; 管理情報ベー
ス）サポートの概要を示します。

第 4 章 Wideband SIP の設定 Cisco uBR10012 ルータでの Cisco Wideband SIP の設定
方法について説明します。

第 5 章 Wideband SIP のトラブル
シューティング

Cisco Wideband SIP の動作のトラブルシューティング
に使用できる技法について説明します。

第 6 章 Wideband SIP コマンドの概要 Cisco Wideband SIP を監視および維持するための一部
のコマンドをアルファベット順に示します。

第 7 章 Wideband SPA の概要 Cisco uBR10012 ルータの Cisco Wideband SPA につい
て、リリース履歴、および機能と MIB サポートの概要
を示します。

第 8 章 Wideband SPA の設定 Cisco Wideband SPA の設定方法について説明します。

第 9 章 Wideband SPA のトラブル
シューティング

Cisco Wideband SPA の動作のトラブルシューティング
に使用できる技法について説明します。

第 10 章 Wideband SPA コマンドの概要 Cisco Wideband SPA の設定、監視、および維持に必要
なコマンドのうち、最も重要なコマンドをアルファ

ベット順に示します。

第 11 章 SIP および SPA コマンド Cisco Wideband SIP および Wideband SPA の Cisco IOS コ
マンドについて説明します。
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関連資料

次の表は、Cisco uBR10012 ルータ、Cisco Wideband SIP、および Wideband SPA に関する資料と URL
の一覧です。

関連事項 マニュアルのタイトル

マニュアルのロードマップ • 『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Documentation Roadmap』
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/cable/ps2209/products_documentation_roa
dmap09186a0080733a04.html 

Cisco uBR10012 ハードウェア
の設置 

• 『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router SIP and SPA Hardware Installation Guide』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/sipspa/hwsipspa/in
dex.htm

• 『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Hardware Installation Guide』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/hig/

• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco uBR10012 Universal
Broadband Router』 

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ub10rcsi.htm 

Cisco uBR10012 の Field 
Replaceable Unit（FRU; 現場交
換可能ユニット）と光ファイ

バのメンテナンス 

• 『Cisco uBR10012 field-replaceable units (FRUs)』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/frus/index.htm

• 『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Quick Start Guides』 のWeb ページ
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/qsg/index.htm

• 光ファイバ接続の清掃方法については、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/warp/public/127/cleanfiber2.html 

Cisco uBR10012 のソフトウェ
ア、コンフィギュレーショ

ン、および機能

• 『Cisco Cable Wideband Solution Design and Implementation Guide』Release 1.0 

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/wbsolu/index.htm

• 『Release Notes for Cisco uBR10012 Universal Broadband Router for Cisco IOS Release 12.3
BC』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ub10krns/123bcu10.htm 

• 『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Software Configuration Guide』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/scg/index.htm

• 『Cisco uBR10012 Router Software Features』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/ub10ksw/index.htm

• 『Cisco Cable Modem Termination System Feature Guide』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/index.htm

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/cable/ps2209/products_documentation_roadmap09186a0080733a04.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/cable/ps2209/products_documentation_roadmap09186a0080733a04.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/sipspa/hwsipspa/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/hig/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ub10rcsi.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/frus/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/qsg/index.htm
http://www.cisco.com/warp/public/127/cleanfiber2.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/wbsolu/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ub10krns/123bcu10.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/scg/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/ub10ksw/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/index.htm
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Cisco IOS コマンド リファレ
ンスと関連情報 

• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/index.htm

• Cisco IOS Release 12.3 の Web ページ
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/index.htm

• 『Cisco CMTS Error Messages』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/ubrerrs.htm

• 『Cisco CMTS Universal Broadband Router MIB Specifications Guide』 

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/ubrmib5/index.htm

ケーブル / ブロードバンドに
関するその他の情報リソー

ス

• Cisco uBR10012 のトラブルシューティングとアラート 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/tsd_products_support_troubleshoot_
and_alerts.html

• シスコのケーブル /ブロードバンド ソフトウェア センターの Web ページ
http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-cable.shtml

• シスコのケーブル /ブロードバンドに関するテクニカルサポートの Web ページ
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk86/tsd_technology_support_category_home.html

• 『Cisco Multiservice Broadband Cable Guide』
http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns289/c643/ccmigration_09186a008
014eeb0.pdf

関連事項 マニュアルのタイトル

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/ubrerrs.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/ubrmib5/index.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/tsd_products_support_troubleshoot_and_alerts.html
http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-cable.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk86/tsd_technology_support_category_home.html
http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns289/c643/ccmigration_09186a008014eeb0.pdf
http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns289/c643/ccmigration_09186a008014eeb0.pdf
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表記法

このマニュアルでは、コマンド構文およびテキスト表記に、次の表記法を使用しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント 「役立つアドバイス」の意味です。

注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されてい

ます。

表 2 コマンド構文および表記法

表記 説明

太字 コマンドおよびキーワードは太字で示しています。

イタリック体 ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

[ ] 角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z} 必ずどれか 1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコ
で囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z] どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

ストリング 引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には引用符を使用しま

せん。引用符を使用すると、その引用符も含めてストリングとみなされ

ます。

screen フォント システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示
しています。

太字の screen フォント ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示
しています。

イタリック体 の screen

フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体 の screen フォントで示

しています。

^ ^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示される ^D という
キーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味し
ます。

< > パスワードのように出力されない文字は、かぎカッコで囲んで示してい

ます。

[ ] システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示
しています。

!、# コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。
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マニュアルの入手方法およびサービス リクエストの申請方法
マニュアルの入手方法、サービス リクエストの申請方法、および詳細情報の入手方法については、
次の URL で、毎月更新される『What’s New in Cisco Product Documentation』を参照してください。
ここには、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧が示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What’s New in Cisco Product Documentation 』の Really Simple Syndication（RSS）フィードに加入し
て、Reader アプリケーションを使用してデスクトップに直接配信するよう設定します。RSS フィー
ドは無料のサービスで、現在、RSS バージョン 2.0 がサポートされています。

Japan TAC Web サイト
Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ
メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ
さい。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ
トのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ロ
グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく
ださい。

http://www.cisco.com/jp/register/

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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1
Cisco IOS ソフトウェアの使用

この章では、Cisco IOS ソフトウェアを使用して SPA Interface Processor（SIP; SPA インターフェイ
ス プロセッサ）または Shared Port Adapter（SPA; 共有ポート アダプタ）を設定するための準備につ
いて説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

• ルータ コンソールを使用して CLI にアクセスする方法（p.1-2）

• キーボード ショートカットの使用（p.1-7）

• 履歴バッファによるコマンドの呼び出し（p.1-7）

• コマンド モードの概要（p.1-8）

• ヘルプの利用方法（p.1-9）

• コマンドの no 形式および default 形式の使用（p.1-10）

• 設定変更の保存（p.1-10）

• プラットフォームおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポート情報の検索（p.1-11）
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ルータ コンソールを使用して CLI にアクセスする方法
ここでは、直接接続されたコンソールを使用して Command-Line Interface（CLI; コマンドライン イ
ンターフェイス）にアクセスする方法や、Telnet を使用してリモート コンソールを実現する方法に
ついて説明します。

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

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

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

コンソール ケーブルの接続方法については、『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Hardware
Installation Guide』を参照してください。

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

Cisco uBR10012 ルータの PRE モジュールには、コンソール接続（ASCII ターミナルまたはターミナ
ル エミュレーション ソフトウェアを実行する PC）を提供する 2 つの非同期シリアル（EIA/TIA-232）
の RJ-45 ポートと、リモート アクセス用のモデムがあります。

必要な工具および部品

Cisco uBR10012 ルータは、コンソールおよび補助ケーブル キット付きで出荷されます。これらの装
置との一般的な接続に必要なケーブルおよびアダプタが含まれています。

コンソール ポートに接続するには、次の工具と部品が必要になります。

• RJ-45/RJ-45 クロスケーブル 

• RJ-45/DB-9 アダプタ 

• 静電気防止用リスト ストラップ

（注） クロスケーブルは一方のピン接続が反対側と逆になります。つまり、（一方の）ピン 1 と（反対側
の）ピン 8、ピン 2 とピン 7、ピン 3 とピン 6 のように接続します。クロスケーブルは、ケーブル
の 2 つのモジュラ端末を比較することによって識別できます。タブを裏側にして、ケーブル端を並
べて持ちます。左側プラグの外側（左端）のピン（ピン 1）に接続されたワイヤと、右側プラグの
外側（右端）のピン（ピン 8）に接続されたワイヤが同じ色になります。

RJ-45 クロスケーブルとコンソール ポートの接続の詳細については、『Cisco uBR10012 Universal
Broadband Router Hardware Installation Guide』を参照してください。
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コンソール ポートとの接続

コンソール ポートを介して、ルータおよびルータの CLI へのローカル管理アクセスが可能です。

（注） シャーシを冗長構成で使用する場合は、各 PRE モジュールに（通常は端末サーバへの）コンソー
ル ポート接続が必要です。

ステップ 1 RJ-45 クロスケーブルの一方を PRE モジュールのシリアル RJ-45 ポート（CONSOLE と表示）に接
続します（図 1-1）。

図 1-1 PRE モジュールのコンソール ポート接続

ステップ 2 クロスケーブルの反対側をシャーシ左側前方の四角い穴に通し、さらに RJ-45/DB-9 アダプタに接
続します（図 1-2）。

図 1-2 RJ-45/DB-9 コンソール ケーブル アダプタの接続
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ステップ 3 アダプタを PC または端末の適切なシリアル ポートに接続したら、コンソール ポートのケーブル接
続は完了です。

ステップ 4 PC または端末の電源を投入します。

ステップ 5 PC ターミナル エミュレーション ソフトウェアまたは端末を次のデフォルト値に設定します。

• 9600 ボー 

• 8 データ ビット 

• パリティ生成またはチェックなし

• 1 ストップ ビット 

• フロー制御なし

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

に合わせてデフォルト設定を変更する方法については、『Cisco IOS Terminal Services Configuration
Guide』を参照してください。

コンソール インターフェイスの使用

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

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

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

Router>

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

Router> enable

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

Password: enablepass

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

Router#

ステップ 6 これで、特権 EXEC コンフィギュレーション モードでの CLI へのアクセスが完了し、目的の作業
を完了するために必要なコマンドを入力できます。
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ステップ 7 コンソール セッションを終了するには、quit コマンドを入力します。

Router# quit

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

Telnet を使用してルータ コンソールに接続するための準備

Telnet を使用して TCP/IP ネットワークからルータにリモートにアクセスするには、事前に line vty
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、vty（仮想端末回線）をサポートするよ
うにルータを設定する必要があります。また、ログインを要求するように vty 回線を設定し、パス
ワードを指定する必要もあります。

（注） 回線上でログインがディセーブル化されないようにするには、login ライン コンフィギュレーショ
ン コマンドを設定するときに、password コマンドでパスワードを指定する必要があります。
Authentication, Authorization, Accounting（AAA; 認証、認可、アカウンティング）を使用している場
合は、login authentication ライン コンフィギュレーション コマンドを設定する必要があります。
login authentication コマンドを使用してリストを設定する場合に、回線上で AAA 認証に関するロ
グインがディセーブル化されないようにするには、aaa authentication login グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して、リストを設定する必要もあります。AAA サービスの詳細に
ついては、『Cisco IOS Security Configuration Guide』および『Cisco IOS Security Command Reference』
を参照してください。

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

Telnet を使用してコンソール インターフェイスにアクセスする方法

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

ステップ 1 端末または PC から次のいずれかのコマンドを入力します。

• connect host [port] [keyword]

• telnet host [port] [keyword]

この構文では、host はルータのホスト名または IP アドレス、port は 10 進数のポート番号（23 がデ
フォルト）、keyword はサポートされているキーワードです。詳細については、『Cisco IOS Terminal
Services Command Reference』を参照してください。
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（注） アクセス サーバを使用している場合は、ホスト名や IP アドレスのほかに、telnet 172.20.52.40 2004
などの有効なポート番号を指定する必要があります。

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

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

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

User Access Verification

Password: mypass

（注） パスワードを設定していない場合は、Return キーを押します。

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

Router> enable

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

Password: enablepass

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

Router#

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

ステップ 7 Telnet セッションを終了するには、exit または logout コマンドを使用します。

Router# logout
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キーボード ショートカットの使用
コマンドに大文字と小文字の区別はありません。また、コマンドおよびパラメータは、現在使用で

きる他のコマンドまたはパラメータとの区別が可能な文字数まで省略できます。

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

履歴バッファによるコマンドの呼び出し

履歴バッファには、最後に入力したコマンドが 20 個まで保存されます。履歴置換によって、特別
な省略コマンドを使用して、再入力せずに保存されているコマンドを呼び出すことができます。

表 1-2 に履歴置換コマンド リストを示します。

表 1-1 キーボード ショートカット

キーストローク 目的

Ctrl-B または左矢印キー1

1. 矢印キーは、VT100 などの ANSI 互換端末に限り有効です。

カーソルを 1 文字分だけ後退させます。

Ctrl-F または右矢印キー 1 カーソルを 1 文字分だけ進めます。

Ctrl-A コマンドラインの先頭にカーソルを移動します。

Ctrl-E コマンドラインの末尾にカーソルを移動します。

Esc B カーソルをワード 1 つ分だけ後退させます。

Esc F カーソルをワード 1 つ分だけ進めます。

表 1-2 履歴置換コマンド

コマンド 目的

Ctrl-P または 上矢印キー1

1. 矢印キーは、VT100 などの ANSI 互換端末に限り有効です。

直前に入力したコマンドから順番に、履歴バッファに保存され

ているコマンドを呼び出します。キー シーケンスを繰り返すと、
古いコマンドが順に呼び出されます。

Ctrl-N または 下矢印キー 1 Ctrl-P または上矢印キーでコマンドを呼び出したあとで、履歴
バッファ内のより新しいコマンドに戻ります。

Router# show history EXEC モードで、最後に入力したいくつかのコマンドを表示し
ます。
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コマンド モードの概要
Cisco IOS ソフトウェアにアクセスするには、CLI を使用します。CLI には多くのモードがあり、現
在使用しているモードにより所定の時間に利用できるコマンドが異なります。CLI プロンプトで疑
問符（?）を入力すると、各コマンド モードで使用できるコマンドのリストを取得できます。

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

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

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

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

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

表 1-3 各コマンド モードへのアクセスおよび終了

コマンド モード アクセス方法 プロンプト 終了方法

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

特権 EXEC ユーザ EXEC モードで、
enable EXEC コマンドを使用
します。

Router# ユーザ EXEC モードに戻るに
は、disable コマンドを使用しま
す。

グローバル コンフィ
ギュレーション

特権 EXEC モードで、 
configure terminal 特権 EXEC
コマンドを使用します。

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

インターフェイス コン
フィギュレーション

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

フェイスを指定します。

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

特権 EXEC モードに戻るには、
end コマンドを使用します。

コントローラ コンフィ
ギュレーション 

グローバル コンフィギュレー
ション モードで、controller コ
マンドを使用してコントロー

ラを指定します。

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

特権 EXEC モードに戻るには、
end コマンドを使用します。
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コマンド モードの詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management
Configuration Guide』の「Using the Command-Line Interface」の章を参照してください。

ヘルプの利用方法

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

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

ケーブル ファイバノー
ド コンフィギュレー
ション

グローバル コンフィギュレー
ション モードで、cable 
fiber-node コマンドを使用し
てファイバ ノードを指定しま
す。

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

特権 EXEC モードに戻るには、
end コマンドを使用します。

ROM モニタ 特権 EXEC モードで、reload
EXEC コマンドを使用しま
す。システムが起動してから

60 秒間内に、Break キーを押
します。

> ROM モニタ モードを終了する
には、continue コマンドを使用
します。

表 1-3 各コマンド モードへのアクセスおよび終了（続き）

コマンド モード アクセス方法 プロンプト 終了方法

表 1-4 ヘルプ コマンドおよび目的

コマンド 目的

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

間にはスペースを入れないでください）。

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

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

す（コマンドと疑問符の間にスペースを入れてください）。
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コマンドの no 形式および default 形式の使用
ほとんどすべてのコンフィギュレーション コマンドには no 形式があります。通常、機能をディセー
ブルにするには、no 形式を使用します。ディセーブルになっている機能を再イネーブルにしたり、
デフォルトでディセーブルになっている機能をイネーブルにするには、no キーワードを指定しない
でコマンドを使用します。たとえば、IP ルーティングはデフォルトでイネーブルに設定されていま
す。IP ルーティングをディセーブルにするには、no ip routing コマンドを使用します。IP ルーティ
ングを再度イネーブルにするには、ip routing コマンドを使用します。Cisco IOS ソフトウェアのコ
マンド リファレンス には、コンフィギュレーション コマンドの完全な構文、および no 形式のコマ
ンドの機能が記載されています。

多くの CLI コマンドには default 形式もあります。default command-name コマンドを発行すると、コ
マンドをデフォルト設定に戻すことができます。Cisco IOS ソフトウェアのコマンド リファレンス
には、コマンドのプレーン形式や no 形式とは default 形式の機能が異なる、default 形式の機能が記
載されています。ご利用のシステムで使用可能なデフォルト コマンドを参照するには、該当するコ
マンド モードで default ? を入力します。

設定変更の保存

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

例：

Router# copy running-config startup-config
Building configuration...

コマンドは、コンフィギュレーション データをルータの NVRAM（不揮発性 RAM）に書き込みま
す。設定の保存に 1 ～ 2 分かかることがあります。
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プラットフォームおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポート情報
の検索

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

Cisco Feature Navigator の使用
プラットフォームのサポートおよび Cisco IOS ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検
索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスしてください。アクセスするには、
Cisco.com のアカウントが必要です。アカウントを持っていない、またはユーザ名やパスワードを
忘れた場合は、ログイン ダイアログ ボックスで Cancel をクリックし、表示される説明に従ってく
ださい。

Cisco Cable Wideband Solution、Release 1.0 のチャネルボンディング機能には、「DOCSIS 3.0 
Downstream」機能があります。Cisco uBR10012 ルータ、Cisco Wideband SIP、および Cisco Wideband
SPA は、DOCSIS 3.0 Downstream Solution、Release 2.0 の主要なコンポーネントです。

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

• プラットフォームのサポート情報

• メモリに関する推奨事項

• 新機能の情報

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

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

は、Cisco Feature Navigator を参照してください。

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
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2
SIP および SPA の製品概要

この章では、SPA Interface Processor（SIP; SPA インターフェイス プロセッサ）と Shared Port Adapter
（SPA; 共有ポート アダプタ）の概要を示します。具体的な内容は、次のとおりです。

• SIP および SPA の概要（p.2-2）

• SIP と SPA の互換性（p.2-3）

• SFP モジュールの互換性（p.2-3）

Cisco uBR10012 ルータでサポートされている特定の SIP および SPA のハードウェアの詳細につい
ては、関連マニュアルである『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router SIP and SPA Hardware
Installation Guide』を参照してください。
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SIP および SPA の概要
SIP および SPA は、シスコシステムズ ルータ間のネットワーク接続に関するモジュール性、柔軟
性、および密度を高めるための、新しいキャリア カードおよびポート アダプタ アーキテクチャで
す。ここでは、SIP および SPA について説明し、これらを使用する場合の注意事項を示します。

SIP
次に、SIP の一般的な特性の一部を示します。

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

• SIP には、SPA を 1 つまたは複数装着するためのベイ（サブスロット）が 1 つまたは複数装備
されています。SPA は、ネットワーク接続用のインターフェイス ポートを備えています。

• 通常動作時は、すべてのベイに作用する SPA を装着するか、またはすべての空のベイにブラン
ク フィラー プレート（SPA-BLANK=）を取り付けた状態で、SIP をルータに搭載する必要があ
ります。

• SIP のベイに SPA を装着した状態で、活性挿抜（online insertion and removal; OIR）を実行でき
ます。SPA も活性挿抜をサポートしており、SIP とは独立して装着または取り外しができます。

SPA
次に、SPA の一般的な特性の一部を示します。

• SPA は、互換性のある SIP キャリア カードのベイに装着するモジュラ タイプのポート アダプ
タです。これにより、ネットワーク接続を実現し、インターフェイスのポート密度を高めるこ

とができます。SIP には、SIP のタイプに応じて SPA を 1 つまたは複数装着できます。

• SPA には、さまざまなサイズがあります。Cisco Wideband SPA は、シングル幅のハーフハイト
SPA です。図 2-1 に、Cisco Wideband SIP のベイ番号を示します。Wideband SIP は、ベイ 0 と 1
で最大 2 つの Wideband SPA をサポートします。Wideband SIP では、ベイ 2 と 3 は空なので、
ブランク フィラー プレートを装着する必要があります。

図 2-1 シングル幅、ハーフハイトの SPA（垂直方向のスロット） 
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• SPA にはそれぞれ、1 つまたは複数のネットワークとのインターフェイスとなるコネクタまた
はポートが一定数装備されています。Wideband SPA には、Small Form-Factor Pluggable（SFP; 着
脱可能小型フォーム ファクタ）モジュールを使用する 2 つのギガビット イーサネット ポート
があります。

• 通常動作時は、SIP の各ベイにブランク フィラー プレート、または機能する SPA を装着して、
冷気の流れを維持する必要があります。使用できるブランク フィラー プレートは、シングル
ハイト形式だけです。

• SPA は活性挿抜をサポートします。したがって、SIP とは独立して装着または取り外しできま
す。ベイに SPA を装着した状態で、SIP の活性挿抜を実行することもできます。

SIP と SPA の互換性
Cisco uBR10012 ルータがサポートしているのは、Wideband SIP（製品番号 UBR10-2XDS-SIP）だけ
です。Wideband SIP は、最大 2 つの Wideband SPA（製品番号 SPA-24XDS-SFP）をサポートできます。

SFP モジュールの互換性 
一部の SPA には、ネットワーク接続を行うための SFP トランシーバが実装されています。SFP モ
ジュールは、ネットワーク接続を行うために SPA の前面パネル上のポートに装着されるトランシー
バ デバイスです。シスコシステムズは SPA で使用可能な SFP モジュールを認定しています。

（注） SPA で使用できるのは、このマニュアルでサポート対象として記載されている SFP モジュールの
みです。SPA に SFP モジュールを搭載するたびに SFP チェックが実行され、このチェックに合格
した SFP モジュールのみが使用可能になります。

表 2-1 に、SPA で使用を認定された SFP モジュールのタイプを示します。

Wideband SPA でサポートされている SFP モジュールの詳細については、『Cisco uBR10012 Universal
Broadband Router SIP and SPA Hardware Installation Guide』を参照してください。

表 2-1  SFP モジュールの互換性

SPA 認定された SFP モジュール（シスコの製品番号）

Wideband SPA • GLC-SX-MM 

• GLC-LH-SM 

• GLC-ZX-SM 
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3
Wideband SIP の概要

この章では、Cisco Wideband SIP について、リリース履歴、および機能と MIB（management information
base; 管理情報ベース）サポートの概要を示します。

この章の内容は、次のとおりです。

• リリース履歴（p.3-1）

• サポートされる SIP 機能（p.3-2）

• 制約事項（p.3-2）

• サポートされる MIB（p.3-3）

• SIP ハードウェア タイプの表示（p.3-4）

リリース履歴

（注） SIP の SPA サポートの追加に関するリリース履歴情報については、「リリース履歴」（p.7-1）を参照
してください。 

Cisco IOS リリース 変更内容

Release 12.3(21)BC Cisco uBR10012 ルータに、次の SPA Interface Processor（SIP; SPA イン
ターフェイス プロセッサ）ハードウェアのサポートが追加されました。

• 1-Gbps Wideband SPA の Cisco SIP（このマニュアルでは、Cisco 
Wideband SIP または Wideband SIP と言及します） 
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サポートされる SIP 機能
Cisco Wideband SIP は、Cisco uBR10012 ルータに搭載された Shared Port Adapter（SPA; 共有ポート
アダプタ）のキャリア カードとして機能する高性能な SIP です。SPA の互換性の詳細については、
「SIP と SPA の互換性」（p.2-3）を参照してください。

ここでは、SIP のハードウェアおよびソフトウェアでサポートされる主な機能の一覧を示します。
これらの機能を設定する方法については、第 4 章「Wideband SIP の設定」を参照してください。

Cisco Wideband SIP の機能
Cisco Wideband SIP には、次の機能があります。

• 2 つのシングル幅、ハーフハイト Wideband SPA のサポート

• 2 つの 1/4 レート（System Packet Interface Level 4 Phase 2 [SPI4.2]）インターフェイス

• SPA ごとに最大 9 つの SPI4.2 チャネル：PRE モジュール間でやりとりするアクティブな合計 8
つのチャネルおよび SIP のメイン プロセッサ間でやりとりするアクティブな 1 つのチャネル 

• 各種の SIP 関連統計情報のチャネル カウンタ：送信されたパケット、送信されたバイト、エ
ラーが発生したパケット、ドロップしたパケット、およびドロップしたバイト 

• SIP に設置された Wideband SIP および Wideband SPA の活性挿抜（online insertion and removal;
OIR）サポート

• MIB サポート（ENTITY-MIB） 

• NEBS 3 準拠

制約事項

ここでは、Cisco uBR10012 ルータの SIP でサポートされていない機能と機能の制約事項について説
明します。

Cisco Wideband SIP の制約事項 
Cisco IOS Release 12.3(21)BC では、Cisco Wideband SIP に次の制約事項があります。

• Cisco uBR10012 ルータでは、Wideband SIP に Cisco uBR10012 Performance Routing Engine 2
（PRE2）が必要です。

• Cisco uBR10012 ルータがワイドバンド Cable Modem Termination System（CMTS; ケーブル モデ
ム ターミネーション システム）として使用されている場合、Half-Height Gigabit Ethernet（HHGE）
ラインカードおよび関連するスロット スプリッタをルータのスロット 3 またはスロット 4 に設
置する必要があります。したがって、Wideband SIP をルータのスロット 1/0 と 2/0 に設置する
必要があります。

（注） SIP は 2 つの隣接するスロットを占有します。

• Wideband SIP をルータのスロット 2/0 と 3/0 に設置することはできません。
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サポートされる MIB
Cisco uBR10012 ルータおよび Wideband SIP では、次の MIB が Cisco IOS Release 12.3(21)BC 以降で
サポートされています。

• IF-MIB

• ENTITY-MIB

Cisco uBR10012 ルータにおける MIB サポートの詳細については、『Cisco CMTS Universal Broadband
Router MIB Specifications Guide』を参照してください。

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

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

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

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

Cisco MIB Locator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を忘
れた、または紛失した場合は、cco-locksmith@cisco.com に空の E メールを送信してください。送信
された E メール アドレスが Cisco.com に登録されているかどうかが自動的に確認されます。確認さ
れると、アカウントの詳細と新規のランダム パスワードが E メールで通知されます。承認された
ユーザは次の URL から、表示される指示に従って、Cisco.com のアカウントを確立できます。

http://www.cisco.com/register

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
http://www.cisco.com/register
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SIP ハードウェア タイプの表示
ご使用の Cisco uBR10012 ルータにインストールされている SIP のハードウェア タイプを確認する
には、show diag コマンドを使用します。show inventory コマンドなど、Cisco uBR10012 ルータの
その他のコマンドを使用して、SIP のハードウェア情報を表示することもできます。その他の SIP
コマンドの概要については、第 6 章「Wideband SIP コマンドの概要」を参照してください。

表 3-1 に、Cisco uBR10012 ルータでサポートされている SIP のタイプごとに、show diag コマンド
および show inventory コマンドの出力に表示されるハードウェアの説明を示します。

show diag コマンドの例
次に、スロット 1/0 に Cisco Wideband SIP が装着された Cisco uBR10012 ルータにおける show diag
コマンドの出力例を示します。出力には、SIP のハードウェア タイプとシリアル番号が表示されま
す。

Router# show diag 1/0 

Slot/Subslot 1/0:
        2jacket-1 card, 0 ports
        Card is full slot size
        Card is analyzed 
        Card detected 12:16:52 ago
        Card uptime 0 days, 12 hours, 16 minutes, 53 seconds
        Card idle time 0 days, 11 hours, 3 minutes, 46 seconds
        Voltage status: 3.3V Nominal 2.5V Nominal 1.5V Nominal 12V Nominal
EEPROM contents, slot 1/0:
        Hardware Revision        : 1.0
        Top Assy. Part Number    : 800-22843-04
        Board Revision           : 01
        Deviation Number         : 0-0
        Fab Version              : 04
        PCB Serial Number        : CSJ09030613 
        RMA Test History         : 00
        RMA Number               : 0-0-0-0
        RMA History              : 00
        CLEI Code                : 
LCMON version, slot 1/0
        LCDOS (Ferrari-BOOT : DEVELOPMENT BUILD xxxxxx-flot_spa_lc_2 

/vob/lcdos/obj-c10k-pq2-lcmon2 104)
        Built by xxxxxx at Mon Apr 17 13:49:38 2006.
        Reset reason 0x00000003/0x2 (PRE hard reset).
Operational Image version, slot 1/0
        LCDOS (C10000 2 Bay SPA Jacket (JACKET2) Image : DEVELOPMENT BUILD xxxxxx 

/vob/lcdos/obj-c10k-jacket 101) major version 1147325083.
        Built by xxxxxx at Wed May 10 22:24:44 2006.

表 3-1 show コマンドで表示される SIP ハードウェアの説明

SIP show diag コマンドおよび show inventory コマンドの説明

Cisco Wideband SIP 2jacket-1 カード

http://www.cisco.com/register
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4
Wideband SIP の設定

この章では、Cisco uBR10012 ルータの Wideband SIP を設定する方法について説明します。具体的
な内容は、次のとおりです。

• 設定作業（p.4-2）

• SIP のリセット（p.4-5）

システム イメージおよびコンフィギュレーション ファイルの管理については、『Cisco IOS
Configuration Fundamentals and Network Management Configuration Guide』Release 12.3 および『Cisco
IOS Configuration Fundamentals and Network Management Command Reference』Release 12.3 を参照して
ください。

この章で使用するコマンドの詳細については、新規コマンドおよび変更されたコマンドについて説

明している 第 11 章「SIP および SPA コマンド」 を参照してから、『Cisco Broadband Cable Command
Reference Guide』を参照してください。

Cisco IOS Release 12.3 のコマンド リファレンスおよびマスター インデックスのマニュアルも参照
してください。これらのマニュアルへのアクセス方法については、「関連資料」（p.xi）を参照して
ください。
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設定作業

ここでは、Wideband SIP の設定方法、および設定の確認方法について説明します。具体的な内容は、
次のとおりです。

• Wideband SIP および Wideband SPA の場所の識別（p.4-2）

• 必要な設定作業（p.4-5）

• オプションの設定作業（p.4-5）

Cisco uBR10012 ルータでサポートされているにもかかわらず、このマニュアルに記載されていない
その他の機能の設定方法については、次の URL にある『Cisco Cable Modem Termination System Feature
Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_book09186a008019b6bd.html

さらに、次の URL にある Cisco uBR10012 の各種コンフィギュレーション ガイドを参照してくださ
い。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_installation_and_configuration_guides_list
.html 

Wideband SIP および Wideband SPA の場所の識別
ここでは、Cisco IOS CLI（コマンドライン インターフェイス）に、Cisco uBR10012 ルータに搭載さ
れた Wideband SIP および Wideband SPA の物理的な場所を指定し、これらのデバイスを設定または
監視する方法を示します。

Wideband SIP の場所の指定 

Cisco IOS コマンドでは、Wideband SIP は Cisco uBR10012 シャーシの場所によって指定されます。
場所は、スロット /サブスロットの形式で表します。

Cisco uBR10012 ルータでは、Wideband SIP は隣接する 2 つのフルハイト ラインカード スロット（ス
ロット 1/0 および 2/0、またはスロット 3/0 および 4/0）を占有します。Cisco IOS CLI では、Wideband
SIP の場所は次のように指定されます。

• Wideband SIP がスロット 1/0 および 2/0 を占有している場合、Cisco IOS CLI での場所はスロッ
ト /サブスロット 1/0 として指定されます。

• Wideband SIP がスロット 3/0 および 4/0 を占有している場合、Cisco IOS CLI での場所はスロッ
ト /サブスロット 3/0 として指定されます。

（注） Wideband SIP をスロット 1/0 および 2/0 からスロット 3/0 および 4/0 へ移動すると、活性挿抜（online
insertion and removal; OIR）が機能しません。この障害を防ぐには、スロット /サブスロット 1/0 の
Wideband SIP とスロット /サブスロット 1/0 の Wideband SPA のカード コマンドを削除する必要が
あります。

Wideband SIP をスロット 3/0 および 4/0 からスロット 1/0 および 2/0 に移動すると、OIR が機能しま
せん。この障害を防ぐには、スロット /サブスロット 3/0 の Wideband SIP とスロット /サブスロッ
ト 3/0 の Wideband SPA のカード コマンドを削除する必要があります。

カード コマンドの詳細については、「オプションの設定作業」（p.4-5）を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_book09186a008019b6bd.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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（注） Cisco uBR10012 ルータがワイドバンド CMTS として使用されている場合、Half-Height Gigabit
Ethernet（HHGE）ラインカードおよび関連するスロット スプリッタをルータのスロット 3 または
スロット 4 に設置する必要があります。したがって、Wideband SIP がスロット 1/0 と 2/0 に設置さ
れます。

図 4-1 に、Cisco uBR10012 ルータのスロット番号を示します。

図 4-1 Cisco uBR10012 ルータのスロット番号 
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Cisco IOS コマンドの中には、show diag のように、Wideband SIP に関する情報を表示できるものが
あります。これらのコマンドでは、情報を表示する SIP のシャーシの場所を指定する必要がありま
す。たとえば、スロット /サブスロット 1/0 に設置された Wideband SIP のステータスおよび情報を
表示するには、次のコマンドを入力します。

Router# show diag 1/0

SIP に使用できる Cisco IOS コマンドについては、第 11 章「SIP および SPA コマンド」を参照して
ください。

Wideband SPA の場所の指定

Cisco IOS コマンドでは、Wideband SPA は、スロット / サブスロット / ベイの形式で、次のように
Cisco uBR10012 シャーシおよび Wideband SIP 内での場所によって指定されます。

ベイ番号は、Wideband SIP 内での各 Wideband SPA の場所を特定します。図 4-2 に、Wideband SIP
内でのベイ番号を示します。Wideband SPA はベイ 0 またはベイ 1 に設置できます。したがって、
Cisco uBR10012 ルータにおいて、Wideband SIP をスロット /サブスロット 1/0 に設置すると、2 つ
の Wideband SPA のスロット /サブスロット /ベイの場所は、それぞれ 1/0/0 と 1/0/1 になります。

図 4-2 Wideband SIP 内での Wideband SPA のベイ番号 

Wideband SPA は、それぞれ 2 つのギガビット イーサネット ポート（1 つはアクティブ、もう 1 つ
は冗長用）を備えています。アクティブ ポートは、ダウンストリーム トラフィックを 1 つまたは
複数のエッジ QAM デバイスへ送信するために使用されます。Cisco IOS CLI では、Wideband SPA
上の個々のギガビット イーサネット ポートを指定することはありません。

Cisco IOS コマンドの中には、show diag のように、Wideband SPA に関する情報を表示できるものが
あります。これらのコマンドでは、情報を表示する SPA のシャーシの場所を指定する必要がありま
す。たとえば、スロット /サブスロット /ベイ 1/0/1 に設置された Wideband SPA のステータスおよ
び情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

Router# show diag 1/0/1

SPA に使用できる Cisco IOS コマンドについては、第 11 章「SIP および SPA コマンド」を参照して
ください。
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必要な設定作業 
Wideband SIP に必要な設定作業はありません。

オプションの設定作業 
事前プロビジョニングは、Wideband SIP と Wideband SPA のオプションの設定作業です。Cisco
uBR10012 ルータの事前プロビジョニングでは、物理的に存在しなくても Wideband SIP と Wideband
SPA を設定できます。

Wideband SIP および Wideband SPA の事前プロビジョニングには、2 つのステップが必要になりま
す。

1. Wideband SIP は、card コマンド（カード タイプは 2jacket-1）を使用して事前プロビジョニン
グされます。

card slot/subslot 2jacket-1 

例：

Router# configure terminal 
Router(config)# card 1/0 2jacket-1 

2. Wideband SPA は、card コマンド（カード タイプは 24rfchannel-spa-1）を使用して事前プロビ
ジョニングされます。

card slot/subslot/bay 24rfchannel-spa-1 

例： 
Router# configure terminal 
Router(config)# card 1/0/0 24rfchannel-spa-1 

前述の card コマンドは、Wideband SPA ごとに 12 のワイドバンド チャネルを作成します。

SIP のリセット
Wideband SIP をリセットするには、特権 EXEC コンフィギュレーション モードで次のコマンドを
使用します。

Wideband SIP のリセットは通常行われませんが、故障した SIP をトラブルシューティングするのに
役立つ場合があります。

コマンド 目的

Router# hw-module subslot slot/subslot reset 指定したスロットおよびサブスロットにある SIP の電
源をオフおよびオンにします。

• slot ― Wideband SIP が装着されたスロットを指定
します。Cisco uBR10012 ルータの場合、スロット
1 とスロット 3 を Wideband SIP に使用できます。

• subslot ― Wideband SIP が装着されたサブスロッ
トを指定します。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。
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5
Wideband SIP のトラブルシューティ
ング 

この章では、Wideband SPA Interface Processor（SIP; SPA インターフェイス プロセッサ）の動作の
トラブルシューティングに使用できる技法について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

• 一般的なトラブルシューティングの情報（p.5-1）

• SIP および SPA の活性挿抜の準備（p.5-3）

一般的なトラブルシューティングの情報

ここでは、SIP および Shared Port Adapter（SPA; 共有ポート アダプタ）のトラブルシューティング
の一般的な情報について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

• コンソール エラー メッセージの意味（p.5-1）

• debug コマンドの使用（p.5-2）

• show コマンドの使用（p.5-2）

コンソール エラー メッセージの意味
Wideband SIP に関連するメッセージなど、Cisco uBR10012 ルータ システム メッセージの説明およ
び推奨処置については、次のマニュアルを参照してください。

• 『Cisco CMTS System Messages』

• 『Cisco IOS Software System Messages』Cisco IOS Release 12.3

システム メッセージは、メッセージを生成する特定のシステム ファシリティを基準にしてマニュ
アル内で整理されています。Wideband SIP のエラー メッセージは、C10KJACKET のファシリティ
名を使用します。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/ubrerrs.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123sup/123sems/index.htm
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debug コマンドの使用
Cisco uBR10012 ルータでサポートされる他の debug コマンドを使用すると、debug c10k-jacket 特権
EXEC コマンドを使用して Cisco uBR10012 ルータの Wideband SIP に固有のデバッグ情報を取得で
きます。

debug c10k-jacket コマンドは、シスコのテクニカルサポート担当者が使用するためのものです。
debug c10k-jacket コマンドの詳細については、第 11 章「SIP および SPA コマンド」を参照してく
ださい。

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

Cisco uBR10012 ルータでサポートされるその他の debug コマンドについては、『Cisco IOS Debug
Command Reference』Release 12.3、および Cisco IOS Release 12.3(21)BC の関連機能に関するマニュ
アルを参照してください。

show コマンドの使用
show diag と show controllers jacket コマンドを使用すると、Cisco uBR10012 ルータの SIP を監視お
よびトラブルシューティングできます。

• show diag コマンドは、Wideband SIP およびその SIP に設置された Wideband SPA のリビジョン
レベルの情報を表示します。show diag コマンドの詳細については、「show diag コマンドの例」
（p.3-4）を参照してください。

• show controllers jacket コマンドは、Wideband SIP 登録値を表示します。show controllers jacket
コマンドの詳細については、「show controllers jacket」（p.11-49）を参照してください。
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SIP および SPA の活性挿抜の準備 
Cisco uBR10012 ルータは、SIP および SPA の活性挿抜（online insertion and removal; OIR）をサポー
トしています。したがって、SPA を装着したまま SIP を取り外したり、SIP をルータに設置したま
ま SIP から SPA を個別に取り外したりすることができます。

ここでは、活性挿抜サポートの次の内容について説明します。

• SIP の活性挿抜の準備（p.5-3）

• SPA の活性挿抜の準備（p.5-5）

SIP の活性挿抜の準備
Cisco uBR10012 ルータは、SIP の活性挿抜をサポートします。活性挿抜を実行するには、SIP の電
源を切断し（設置されたすべての SPA が自動的に非アクティブになります）、SPA を装着したまま
SIP を取り外します。

hw-module shutdown コマンドを使用して SIP を適切に非アクティブにすることを推奨しますが、最
初に非アクティブにしなくても、Cisco uBR10012 ルータから SIP を取り外すことは可能です。SIP
を取り外す場合に、まず SIP を非アクティブにするには、hw-module shutdown グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。このコマンドを使用して SIP を非アクティブにすると、SIP
に設置された各 SPA が自動的に非アクティブになります。したがって、SIP を非アクティブにする
前に SPA をそれぞれ非アクティブにする必要はありません。

通常動作時は、SIP の各ベイにブランク フィラー プレート、または作動する SPA を装着する必要
があります。

SIP を物理的に取り外す場合の推奨手順については、『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router SIP
and SPA Hardware Installation Guide』を参照してください。

SIP の非アクティブ化 

SIP を取り外す前に、SIP およびそれに装着された SPA を非アクティブにするには、グローバル コ
ンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

シャーシ スロット番号の詳細については、「Wideband SIP および Wideband SPA の場所の識別」
（p.4-2）を参照してください。

コマンド 目的

Router(config)# hw-module subslot 
slot/subslot shutdown 

指定されたスロットに装着された SIP を非アクティブに
します。

• slot ― SIP が装着されたスロットを指定します。Cisco
uBR10012 ルータの場合、スロット 1 とスロット 3 を
Cisco Wideband SIP に使用できます。

• subslot ― Cisco Wideband SIP が装着されたサブス
ロットを指定します。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。
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SIP の再アクティブ化

SIP を非アクティブにした場合は、活性挿抜を実行したかどうかに関係なく、no hw-module
shutdown グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して SIP を再びアクティブにする必
要があります。

SIP に装着された SPA を非アクティブにするコマンドを発行しないで、hw-module shutdown コマ
ンドを使用して SIP を非アクティブにした場合は、SIP の活性挿抜後に SPA を再アクティブ化する
必要はありません。ルータ内の SIP を再アクティブ化すると、装着された SPA も自動的に再アク
ティブ化されます。

たとえば、ルータから SIP を取り外して、別の SIP を取り付ける場合を考えます。新しい SIP には
同じ SPA を再び取り付けます。ルータ上で no hw-module shutdown コマンドを入力すると、SPA は
新しい SIP とともに自動的に再アクティブ化します。

SIP を非アクティブにしたあとに SIP および装着された SPA をアクティブにするには、グローバル
コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

シャーシ スロット番号の詳細については、「Wideband SIP および Wideband SPA の場所の識別」
（p.4-2）を参照してください。

SIP の非アクティブ化およびアクティブ化の例 

Wideband SIP が非アクティブになったかどうかを確認するには、特権 EXEC モードで show diag コ
マンドを入力します。Wideband SIP の電源が切断されている場合、show diag コマンドまたは他の
Cisco IOS コマンドの出力には SIP が表示されません。

次に、スロット 1、サブスロット 0 に設置された Cisco Wideband SIP を非アクティブにし、非アク
ティブになったかどうかを確認する例を示します。SIP の非アクティブ後は、show diag コマンドの
出力は表示されません。

Router# configure terminal 
Router(config)# hw-module subslot 1/0 shutdown 
Router(config)#
00:44:02: %IPCOIR-3-TIMEOUT: Timeout waiting for a response from slot 1/0.
00:44:02: %IPCOIR-2-CARD_UP_DOWN: Card in slot 1/0 is down. Notifying 2jacket-1 driver.
00:44:04: %LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:0, changed state to down
00:44:04: %LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:1, changed state to down
...
Router# show diag 1/0 // Displays no output

コマンド 目的

Router(config)# no hw-module subslot 
slot/subslot shutdown 

指定されたスロット内の SIP および装着された SPA をア
クティブにします。

• slot ― SIP が装着されたスロットを指定します。Cisco
uBR10012 ルータの場合、スロット 1 とスロット 3 を
Cisco Wideband SIP に使用できます。

• subslot ― Cisco Wideband SIP が装着されたサブス
ロットを指定します。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。
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次に、スロット 1、サブスロット 0 に設置された Cisco Wideband SIP をアクティブにし、アクティ
ブになったかどうかを確認する例を示します。show diag コマンドの出力が表示されている場合、
SIP の電源が入っています。

Router(config)# no hw-module subslot 1/0 shutdown 
Router(config)#
00:44:28: %IPCOIR-5-CARD_DETECTED: Card type 2jacket-1 (0x415) in slot 1/0
00:44:28: %IPCOIR-5-CARD_LOADING: Loading card in slot 1/0
00:44:38: %C10K-5-LC_NOTICE: Slot[1/0] Line-card Image Downloaded...Booting...
00:45:11: %IPCOIR-5-CARD_DETECTED: Card type 2jacket-1 (0x415) in slot 1/0
00:45:11: %IPCOIR-2-CARD_UP_DOWN: Card in slot 1/0 is up. Notifying 2jacket-1 driver.
00:45:21: %C10K-5-LC_NOTICE: Slot[1/0] Line-card WB Chan 1/0/0:0 Disabled
00:45:21: %SPAWBCMTS-4-SFP_OK: Wideband-Cable 1/0/0, 1000BASE-SX SFP inserted in port 
0
... 
Router# show diag 1/0 
Slot/Subslot 1/0:                                                               
        2jacket-1 card, 0 ports                                                 
        Card is full slot size                                                  
        Card is analyzed                                                        
        Card detected 0:3:16 ago                                              
        Card uptime 0 days, 0 hours, 3 minutes, 17 seconds                    
...

SPA の活性挿抜の準備
Cisco uBR10012 ルータでは、SIP の取り外しと別に、SPA の活性挿抜を実行できます。つまり、SIP
のいずれかのベイから 1 つの SPA を取り外しても、SIP をルータに設置したままで、もう 1 つの
SPA をアクティブにしておくことができます。すぐに代わりの SPA を SIP に取り付ける予定がな
い場合は、ベイにブランク フィラー プレートを必ず取り付けてください。SIP には、作動する SPA
またはブランク フィラー プレートのどちらかを常に取り付けておく必要があります。

SIP または SPA を取り外してから、同じタイプのものを取り付けた場合、インターフェイス設定は
維持（回復）されます。

SPA を装着したまま SIP を取り外す場合は、ここに記載された手順に従う必要はありません。SIP
の活性挿抜の手順については、「SIP の活性挿抜の準備」（p.5-3）を参照してください。

SPA の非アクティブ化 

hw-module shutdown コマンドを使用して SPA を適切に非アクティブにすることを推奨しますが、
最初に非アクティブにしなくても、Cisco uBR10012 ルータから SPA を取り外すことは可能です。
SPA を非アクティブにし、取り外す前に、SIP がスロットにしっかりと固定されていることを確認
してから、SPA 自体を引き抜いてください。

（注） Wideband SPA の活性挿抜の準備を行っている場合は、SPA を非アクティブにする前に、標準のイ
ンターフェイスをシャットダウンする必要はありません。hw-module shutdown コマンドを使用す
ると、ギガビット イーサネット インターフェイスのトラフィックは自動的に停止し、SPA ととも
に非アクティブになって、活性挿抜を実行できるようになります。同様に、Wideband SPA または
Wideband SIP の活性挿抜後に、Wideband SPA のギガビット イーサネット インターフェイスを個別
に再起動する必要はありません。

SPA を取り外す前に、SPA およびそのインターフェイスをすべて非アクティブにするには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
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シャーシ スロットおよび SIP ベイの番号の詳細については、「Wideband SIP および Wideband SPA の
場所の識別」（p.4-2）を参照してください。

SPA の再アクティブ化

（注） 取り外す前に SPA を非アクティブにしなかった場合は、SIP または SPA の活性挿抜後に SPA を再
アクティブ化する必要はありません。ルータが稼働している場合に、SIP に SPA を搭載するか、ま
たはルータに SIP を搭載すると、SPA が自動的に起動します。

hw-module shutdown グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して SPA を非アクティ
ブにしたあと、活性挿抜を実行しないで再アクティブにする必要がある場合は、no hw-module
shutdown グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、SPA およびそのインターフェ
イスを再アクティブにする必要があります。

SPA を非アクティブにしたあとに SPA およびそのインターフェイスをアクティブにするには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

Router(config)# hw-module bay 
slot/subslot/bay shutdown unpowered 

指定された SPA を非アクティブにします。

• slot ― SIP が装着されたスロットを指定します。Cisco
uBR10012 ルータの場合、スロット 1 とスロット 3 を
Cisco Wideband SIP に使用できます。

• subslot ― Cisco Wideband SIP が装着されたサブス
ロットを指定します。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。

• bay ― Wideband SPA が設置されている Wideband SIP
のベイを指定します。有効値は、0（上部ベイ）と 1
（下部ベイ）です。

• unpowered ― SPA およびそのすべてのインターフェ
イスをシャットダウンし、電源を切断して、管理上

のダウン状態にします。

コマンド 目的

Router(config)# no hw-module bay 
slot/subslot/bay shutdown

SIP の指定のスロットおよびサブスロットに設置された
SPA およびそのインターフェイスをアクティブにしま
す。

• slot ― SIP が装着されたスロットを指定します。Cisco
uBR10012 ルータの場合、スロット 1 とスロット 3 を
Cisco Wideband SIP に使用できます。

• subslot ― Cisco Wideband SPA が装着されたサブス
ロットを指定します。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。

• bay ― Cisco Wideband SPA が設置されている Cisco
Wideband SIP のベイを指定します。有効値は、0（上
部ベイ）と 1（下部ベイ）です。
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SPA の非アクティブ化およびアクティブ化の例 

Wideband SPA が非アクティブになったかどうかを確認するには、特権 EXEC コンフィギュレーショ
ン モードで show hw-module bay oir コマンドを入力し、SPA の運用ステータスを調べます。次に、
スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に設置された Cisco Wideband SPA を非アクティブにし、非ア
クティブになったかどうかを確認する例を示します。show hw-module bay oir コマンドの出力で、
[Operational Status] フィールドが [admin down] であることを確認してください。

Router# configure terminal 
Router(config)# hw-module bay 1/0/0 shutdown unpowered
%SPAWBCMTS-4-SFP_MISSING: Wideband-Cable 1/0/0, 1000BASE-SX SFP missing from port 0
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:1, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:2, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:3, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:4, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:5, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:6, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:7, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:8, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:9, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:10, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:11, changed state to down
...

Router# show hw-module bay 1/0/0 oir 

Module         Model              Operational Status
-------------- ------------------ -------------------------
bay 1/0/0 SPA-24XDS-SFP  admin down 

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に設置された Wideband SPA をアクティブにし、アク
ティブになったかどうかを確認する例を示します。show hw-module bay oir コマンドの出力で、
[Operational Status] フィールドが [ok] であることを確認してください。

Router# configure terminal 
Router(config)# no hw-module bay 1/0/0 shutdown 
%SPAWBCMTS-4-SFP_OK: Wideband-Cable 1/0/0, 1000BASE-SX SFP inserted in port 0
%SPAWBCMTS-4-SFP_LINK_OK: Wideband-Cable 1/0/0, port 0 link changed state to up
%SNMP-5-LINK_UP: LinkUp:Interface Wideband-Cable1/0/0:0 changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:0, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:2, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:3, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:4, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:5, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:6, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:7, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:8, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:9, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:10, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Wideband-Cable1/0/0:11, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Wideband-Cable1/0/0:0, changed state 
to up
...

Router# show hw-module bay 1/0/0 oir 

Module         Model              Operational Status
-------------- ------------------ -------------------------
bay 1/0/0 SPA-24XDS-SFP  ok 
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6
Wideband SIP コマンドの概要 

表 6-1 に、Wideband SIP を監視および維持するための一部のコマンドをアルファベット順に示しま
す。この章で使用するコマンドの詳細については、新規コマンドおよび変更されたコマンドについ

て説明している 第 11 章「SIP および SPA コマンド」 を参照してから、『Cisco Broadband Cable
Command Reference Guide』を参照してください。

これらのマニュアルに記載されていないコマンドについては、Cisco IOS Release 12.3 のコマンド リ
ファレンスおよびマスター インデックスのマニュアルを参照してください。これらのマニュアルへ
のアクセス方法については、「関連資料」（p.xi）を参照してください。

（注） Wideband SIP の電源がオフの場合、SIP および Wideband SIP に取り付けられた SPA は show diag や
show inventory などのコマンド出力には表示されません。

表 6-1 Wideband SIP コマンドの概要

コマンド 目的

Router# debug c10k-jacket Wideband SIP のデバッグ情報をイネーブルにします。

Router# hw-module subslot slot/subslot reset 指定したシャーシ スロットにある SIP の電源をオフおよびオ
ンにします。

Router(config)# hw-module subslot slot/subslot shutdown 指定したシャーシ スロットにある SIP の電源を切断します。

Router(config)# no hw-module subslot slot/subslot shutdown 指定したシャーシ スロットにある SIP の電源をオンにしま
す。

Router# show controllers jacket slot/subslot [all | cpld | 
processor | vanadium | spi_fpga]

Wideband SIP の登録値を表示します。

Router# show diag slot/subslot 指定したシャーシ スロットに取り付けられた SIP、その SIP
に取り付けられた SPA ハードウェアのステータスに関する情
報を表示します。

Router# show inventory Cisco uBR10012 ルータに取り付けられたすべてのシスコ製品
（Wideband SIP など）の製品の一覧表を表示します。
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7
Wideband SPA の概要

この章では、Cisco uBR10012 ルータの Wideband SPA について、リリース履歴、および機能と MIB
（management information base; 管理情報ベース）サポートの概要を示します。

この章の内容は、次のとおりです。

• リリース履歴（p.7-1）

• サポートされる機能（p.7-2）

• 制約事項（p.7-2）

• サポートされる MIB（p.7-3）

• Wideband SPA 情報の表示（p.7-4）

リリース履歴 

Cisco IOS リリース 変更内容

Release 12.3(23)BC プライマリ対応 SPA ダウンストリーム チャネルのサポートが追加さ
れました。

Release 12.3(21)BC 次の SPA のサポートが Cisco uBR10012 ルータの Cisco Wideband SIP に
追加されました。

• Cisco 1-Gbps Wideband SPA（このマニュアルでは、Cisco Wideband
SPA または Wideband SPA と言及します） 
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サポートされる機能

Wideband SIP を搭載した Cisco uBR10012 ルータは、最大 2 つの Wideband SPA をサポートできます。
次に、各 Wideband SPA でサポートされている重要なハードウェア機能とソフトウェア機能の一部
を示します。

• Wideband SPA ごとに最大 32 のチャネルボンディング ワイドバンド チャネル 

• Wideband SPA ごとに最大 24 の radio frequency（RF; 無線周波数）チャネル（Annex B）または
18 の RF チャネル（Annex A） 

• DOCSIS Network サポート用の Cisco Wideband Cable 

• エッジ QAM デバイスへのリンクに対する 2 つのギガビット イーサネット ポート（1 つは冗長
構成用） 

• 従来の DOCSIS 1.x/2.0 アップストリーム チャネル 

• プライマリ対応 SPA ダウンストリーム チャネル

• プライマリ対応 SPA ダウンストリーム チャネルでの DOCSIS 1.x/2.0 モデムのサポート

• プライマリ対応 SPA ダウンストリーム チャネルでの DOCSIS 1.x/2.0 モデムとレガシー機能の
サポート

• Channel Grouping Domain（CGD）を介した拡張 MAC ドメイン

• 64 QAM および 256 QAM のサポート 

• 6 MHz および 8 MHz のサポート 

• Baseline Privacy Interface（BPI; ベースライン プライバシー インターフェイス）/BPI+ 暗号化 

• シングル幅、ハーフハイト SPA フォーム ファクタ 

• ギガビット イーサネット ポートに装着される Small Form-Factor Pluggable（SFP; 着脱可能小型
フォーム ファクタ）モジュール 

• SX、LX/LH、および ZX 光ファイバ（1000BASE-SX、1000BASE-LX/LH、1000BASE-ZX）に対
する SFP モジュールのサポート 

• ワイドバンドチャネルの設定、プロビジョニング、およびメンテナンスの Cisco IOS コマンド
セット 

• ワイドバンド チャネル ハードウェアのモニタリング、トラブルシューティング、およびデバッ
グの Cisco IOS コマンド セット 

• MIB サポート 

• 活性挿抜（online insertion and removal; OIR） 

制約事項

次の制約事項が Cisco IOS Release 12.3(23)BC の Cisco Wideband SPA に適用されます。

• 音声コール サービス フローは、ワイドバンド インターフェイスでのみ設定可能です。

• CIR のサポート、および音声用ダウンストリーム低遅延サービス フローを含めたフル DOCSIS
QoS は、ワイドバンド インターフェイスでのみ設定可能です。

• ダイナミック サービスはワイドバンド インターフェイスでのみ設定可能です。

• ワイドバンド インターフェイスは、同じ SPA からの RF チャネルのみを使用できます。

• Scientific Atlanta DPC2505 および EPC2505 ワイドバンド ケーブル モデムは、プライマリ ダウ
ンストリーム チャネルのマルチキャスト トラフィックだけをサポートします。これらのモデ
ムは、ワイドバンド ダウンストリーム チャネルのマルチキャスト トラフィックをサポートし
ていません。
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サポートされる MIB
Cisco uBR10012 ルータ、Cisco Wideband SIP、および Wideband SPA では、次の MIB が Cisco IOS
Release 12.3(23)BC 以降でサポートされています。

次の MIB が Cisco IOS Release 12.3(23)BC に追加されました。

• DOCS-DSG-IF-MIB

• DTI-MIB 

次の MIB が Cisco IOS Release 12.3(23)BC で変更されました。

• CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB

• CISCO-DOCS-EXT-MIB 

• DOCS-IF-MIB 

• DOCS-BPI-PLUS-MIB

• ENTITY-MIB 

• IF-MIB

次の MIB が Cisco IOS Release12.3(23)BC で引き続きサポートされています。

• CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB 

• CISCO-VENDORTYPE-OID-MIB

Cisco uBR10012 ルータにおける MIB サポートの詳細については、次の URL にある『Cisco CMTS 
Universal Broadband Router MIB Specifications Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/ubrmib5/index.htm 

エッジ QAM デバイスまたはワイドバンド ケーブル モデムに関連する MIB の詳細については、ベ
ンダーのマニュアルを参照してください。

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

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

Cisco MIB Locator が必要な MIB 情報をサポートしていない場合、次の URL にある Cisco MIB ペー
ジからサポートされている MIB のリストを入手することもできます。

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

Cisco MIB Locator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を忘
れた、または紛失した場合は、cco-locksmith@cisco.com に空の E メールを送信してください。送信
された E メール アドレスが Cisco.com に登録されているかどうかが自動的に確認されます。確認さ
れると、アカウントの詳細と新規のランダム パスワードが E メールで通知されます。承認された
ユーザは次の URL から、表示される指示に従って、Cisco.com のアカウントを確立できます。

http://www.cisco.com/register

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/ubrmib5/index.htm
http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
http://www.cisco.com/register
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Wideband SPA 情報の表示 
ご使用の Cisco uBR10012 ルータに設置されている SPA のタイプを確認するには、show diag  コマ
ンドを使用します。表 7-1 に、Wideband SPA の show diag コマンド出力に表示されるカード タイプ
を示します。

（注） Cisco IOS コマンドを使用する場合、Wideband SPA ギガビット イーサネット ポートは標準のユー
ザ設定可能なインターフェイスではないので、show interfaces コマンドの出力には表示されません。

ge_phy キーワードを指定して show controllers modular-cable コマンドを使用すると、Wideband SPA
ギガビット イーサネット ポートの情報を取得できます。このコマンドの詳細については、第 11 章
の show controllers modular-cable コマンドを参照してください。

各 Wideband SPA の 12 のワイドバンド チャネルはケーブル インターフェイスに類似しており、
show interfaces などのコマンド出力に表示されます。

show hw-module bay コマンドは、Wideband SPA の RF チャネルとワイドバンド チャネルに関する
さまざまな情報を表示します。このコマンドの詳細については、「show hw-module bay oir」（p.11-59）
を参照してください。

表 7-1 show コマンドで表示される SPA カードの説明

SPA show diag コマンドの説明

Wideband SPA 24rfchannel-spa-1

http://www.cisco.com/register
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show diag コマンドおよび show interface wideband-cable コマンドの例
次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に Wideband SPA が設置された Cisco uBR10012 ルータ
に対する show diag コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 1/0/0

Slot/Subslot/Port 1/0/0:
        24rfchannel-spa-1 card, 1 port + 1 redundant port
        Card is half slot size
        Card is analyzed 
        Card detected 16:47:55 ago
        Card uptime: Not Supported
        Card idle time: Not Supported
        Voltage status: 3.3V (+3.291) NOMINAL  2.5V (+2.495) NOMINAL
                        1.2V (+1.201) NOMINAL  1.8V (+1.811) FIXED
EEPROM contents, slot 1/0/0:
        Hardware Revision        : 1.0
        Boot Timeout             : 500
        PCB Serial Number        : CSJ09379726
        Part Number              : 73-9597-03
        Part Number Revision     : 05  
        Fab Version              : 03
        RMA Test History         : 00
        RMA Number               : 0-0-0-0
        RMA History              : 00
        Deviation Number         : 0
        Product (FRU) Number     : SPA-24XDS-SFP       
        Version Identifier (VID) : V01 
        Top Assy. Part Number    : 68-2562-03
        Board Revision           : 05  
        CLEI Code                :           
        MAC Address              : 0019.06a5.d9b2
        MAC Address block size   : 1
        Manufacturing Test Data  : 00 00 00 00 00 00 00 00 
        Field Diagnostics Data   : 00 00 00 00 00 00 00 00 
        Calibration Data         : Minimum: 0 dBmV, Maximum: 0 dBmV
              Calibration values : 
        Platform features        : 00 00 00 00 00 00 00 00 
                                   00 00 00 00 00 00 00 00 
                                   00 00 00 00 00 00 00 00 
                                   00 00 00 00 00 00 00 
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次の show interface wideband-cable コマンドは、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に設置された
Wideband SPA のワイドバンド チャネル 1 のケーブル インターフェイスに関する情報を表示しま
す。

Router# show interface wideband-cable 1/0/0:1

Wideband-Cable1/0/0:1 is up, line protocol is up 
  Hardware is Wideband CMTS Cable interface, address is 0012.001a.8897 (bia 
0012.001a.8897)
  MTU 1500 bytes, BW 74730 Kbit, DLY 1000 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation MCNS, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:00:09, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     24224 packets output, 1222002 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out



C H A P T E R

8-1
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-10707-03-J

8
Wideband SPA の設定

この章では、Cisco uBR10012 ルータの Wideband Shared Port Adapter（SPA; 共有ポート アダプタ）を
設定する方法について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

• Wideband SPA の概要と用語（p.8-2）

• Wideband SPA 設定の確認（p.8-33）

• 設定例（p.8-36）

この章で使用するコマンドの詳細については、新規コマンドおよび変更されたコマンドについて説

明している第 11 章「SIP および SPA コマンド」を参照してから、『Cisco Broadband Cable Command
Reference Guide』を参照してください。

これらのマニュアルに記載されていないコマンドについては、Cisco IOS Release 12.3 のコマンド リ
ファレンスおよびマスター インデックスのマニュアルを参照してください。これらのマニュアルへ
のアクセス方法については、「関連資料」（p.xi）を参照してください。

（注） このマニュアルの SIP および SPA の設定情報と SIP および SPA のコマンドは、Cisco IOS Release
12.3(23)BC に固有です。Cisco IOS Releases 12.3(21)BC および 12.3(21a) BC3 に固有の SIP および SPA
の設定情報と SIP および SPA のコマンドの詳細については、第 11 章「SIP および SPA コマンド」
を参照してください。

• Wideband SPA のコントローラ コンフィギュレーション モードの開始（p.8-9）

• ワイドバンド関連の必要な設定作業およびオプションの設定作業の実行（p.8-10）
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設定作業

ここでは、Wideband SPA を設定する方法について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

• Wideband SPA の概要と用語（p.8-2）

• ワイドバンド ケーブル モデム（p.8-5）

• Wideband SPA の場所の指定（p.8-6）

• ナローバンド チャネルの指定（p.8-6）

• ワイドバンド チャネルの指定（p.8-7）

• Wideband SIP と Wideband SPA の事前プロビジョニング（p.8-9）

• Wideband SPA のコントローラ コンフィギュレーション モードの開始（p.8-9）

• ワイドバンド関連の必要な設定作業およびオプションの設定作業の実行（p.8-10）

• Wideband SPA 設定の確認（p.8-33）

• RF チャネル設定の確認（p.8-35）

• ファイバ ノードの設定の確認（p.8-35）

• Wideband SPA コントローラの設定例（p.8-37）

• ワイドバンド チャネルの設定例（p.8-38）

• 仮想バンドルの設定例（p.8-38）

• ケーブル ファイバ ノードの設定例（p.8-38）

• CGD の設定例（p.8-39）

• モジュラ ケーブル インターフェイスの設定例（p.8-40）

• ワイドバンド ケーブル インターフェイスの設定例（p.8-40）

Wideband SPA の概要と用語 
Wideband SPA は、DOCSIS Network フォーマット化をダウンストリーム データ パケットに提供す
る、シングル幅、ハーフハイトの SPA です。Wideband SPA は、ダウンストリーム データ トラフィッ
ク専用です。Cisco Wideband SPA は、Cisco IOS 機能の DOCSIS 3.0 Downstream Channel Bonding お
よび DOCSIS M-CMTS ネットワーク アーキテクチャの主要なコンポーネントです。

各 Wideband SPA は、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータの Wideband SPA Interface
Processor（SIP; SPA インターフェイス プロセッサ）のベイに設置されます。スロットの制約事項に
ついては、「Wideband SIP および Wideband SPA の場所の識別」（p.4-2）を参照してください。各
Wideband SPA は、1 つまたは複数の外部エッジ QAM デバイスへのトラフィック送信に使用される
アクティブおよび冗長ギガビット イーサネット ポートを 1 つずつ備えています。

Cisco uBR10012 ルータは、最大 2 つの Wideband SPA をサポートできます。設定に応じて、各
Wideband SPA は最大 24 の radio frequency（RF; 無線周波数）チャネルをサポートします。2 つの
Wideband SPA を搭載した Cisco uBR10012 ルータは、合計 48 までの RF チャネルをサポートします。

（注） Annex A および 256 QAM では、Wideband SPA ごとにフル レートで最大 18 の RF チャネルを、フ
ル レート未満で最大 24 の RF チャネルをサポートします。その他の場合、Wideband SPA は最大 24
の RF チャネルをサポートします。

ここでは、Wideband SPA の設定に使用する次の用語について説明します。

• ボンディング グループのワイドバンド チャネル（p.8-3）

• ナローバンド チャネル（p.8-3）
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• モジュラ ケーブル インターフェイス（p.8-3）

• プライマリ対応ダウンストリーム チャネル（p.8-4）

• CGD を介した拡張 MAC ドメインのサポート（p.8-4）

• ファイバ ノードの設定（p.8-5）

ボンディング グループのワイドバンド チャネル

ワイドバンド チャネル またはボンディング グループ は、ワイドバンド MPEG-TS パケットが伝送
される 1 つまたは複数の物理的な RF チャネルの論理グループです。複数の RF チャネルを集約ま
たは「チャネル ボンディング」することによって、ワイドバンド チャネルでは 1 つのナローバン
ド チャネルに比べて、より多くの帯域幅容量をダウンストリーム データ トラフィックに使用でき
ます。Wideband SPA の設定時、各ワイドバンド チャネルは 1 つまたは複数の RF チャネルに関連
付けられます。各 Wideband SPA は、32 のワイドバンド チャネルをサポートしています。

ナローバンド チャネル

ナローバンド チャネルは、1 つの RF チャネルを含む標準の DOCSIS 1.x/2.0 プロトコル ダウンスト
リーム チャネルである非ボンディング チャネルを論理的に表したものです。

ワイドバンド ケーブル インターフェイス

ワイドバンド ケーブル インターフェイス は、ボンディング グループのチャネルを論理的に表した
もので、次のコマンドを使用して設定されています。

interface wideband-cable slot/subslot/bay:wideband channel

このコマンドの意味は、次のとおりです。

• slot は、Wideband SIP が装着されたスロットを示します。

• subslot は、Wideband SIP が装着されたサブスロットを示します。

• bay は、Wideband SPA が装着されている Wideband SIP のベイを示します。

• wideband channel は、SPA のワイドバンド チャネルを示します。

モジュラ ケーブル インターフェイス

モジュラ ケーブル インターフェイスは、非ボンディングデータ トラフィックを SPA ダウンスト
リーム チャネル上で伝送するダウンストリーム チャネルの機能を論理的に表したもので、次のコ
マンドを使用して設定されています。

interface modular-cable slot/subslot/bay:narrowband channel

このコマンドの意味は、次のとおりです。

• slot は、Wideband SIP が装着されたスロットを示します。

• subslot は、Wideband SIP が装着されたサブスロットを示します。

• bay は、Wideband SPA が装着されている Wideband SIP のベイを示します。

• narrowband channel は、SPA のナローバンド チャネルを示します。

Cisco DOCSIS 3.0 Downstream Channel Bonding 機能は、DOCSIS 1.x/2.0 テクノロジーと並行して展開
できます。CMTS は非ワイドバンドのインターフェイスで DOCSIS 1.x/ 2.0 モデムをサポートし、ワ
イドバンド ケーブル モデムはワイドバンド ポートで高速スループットを配信します。
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プライマリ対応ダウンストリーム チャネル

SPA ダウンストリーム チャネルは、Channel Grouping Domain（CGD）設定を介してプライマリ対応
になっています。プライマリ対応ダウンストリーム チャネルは、ナローバンド トラフィックとワ
イドバンド トラフィックを伝送できます。RF チャネルが Cisco uBR10-MC5X20 ケーブル インター
フェイスからの 1 つまたは複数のアップストリーム チャネルに関連付けられている場合、RF チャ
ネルはプライマリ対応とみなされます。この RF チャネルは SYNC メッセージ、Mini-slot Allocation
Packet（MAP）メッセージ、および Upstream Channel Discriptor（UCD; アップストリーム チャネル
ディスクリプタ）を含めた DOCSIS media access control（MAC; メディア アクセス制御）management
message（MMM; MAC 管理メッセージ）を伝送できます。このような RF チャネル ダウンストリー
ムは、プライマリ対応ダウンストリームと呼ばれます。EQAM デバイスおよび Cisco uBR10k DTCC
とインターフェイスをとる DOCSIS Timing Interface（DTI）サーバを使用して、DOCSIS MAC レイ
ヤ メッセージを同期化します。単一のプライマリ対応ダウンストリーム チャネルによって示され
たインターフェイスは、RF チャネルのナローバンド部分を示します。

SPA ダウンストリーム チャネルは、プライマリ対応であってもなくても、常にボンディング デー
タ トラフィックを伝送するボンディング チャネルの一部になることができます。

RF チャネルは、関連するモジュラ ケーブル インターフェイスとワイドバンド インターフェイスで
共有できます。各 RF チャネルの帯域幅をモジュラ ケーブル インターフェイスとワイドバンド イ
ンターフェイスの間で静的に分割するように設定できます。各 RF チャネルの帯域幅は、ワイドバ
ンド チャネル、ナローバンド チャネル、または両方を組み合わせたものに使用できます。

プライマリ ダウンストリーム チャネルは、ナローバンド チャネルとして、またはワイドバンド
チャネルの一部として使用されているプライマリ対応チャネルです。SPA DS チャネルは、単一の
MAC ドメインに対してはプライマリ対応ダウンストリーム チャネルとしてのみ機能している場合
がありますが、同じ SPA DS チャネルが、複数の MAC ドメイン用の 1 つまたは複数のボンディン
グ チャネル（ワイドバンド インターフェイス）の一部である場合があります。1 つのMAC ドメイ
ンのプライマリ ダウンストリーム チャネルは、別の MAC ドメインの非プライマリ ダウンストリー
ム チャネルとして機能します。プライマリ ダウンストリーム チャネルの使用可能な総帯域幅
（96%）は、プライマリ対応ダウンストリーム チャネルと非プライマリ対応ダウンストリーム チャ
ネルの間で分割されます。残りの 4% は DOCSIS MAP および SYNC 帯域幅のために予約されます。

CGD を介した拡張 MAC ドメインのサポート

CGD は、アップストリーム チャネルの共通セットと関連付けられた、プライマリ対応ダウンスト
リーム チャネルの集まりです。CGD は必ず、すべてのダウンストリームおよびアップストリーム
チャネルが所属する MAC ドメインのコンテキスト内に指定されます。Cisco uBR10-MC5X20 ライ
ンカードの MAC ドメインに対してローカルであるダウンストリーム チャネルは常にプライマリ対
応ですが、SPA DS チャネルは明示的な CGD 設定によってプライマリ対応にする必要があります。
CGD は、MAC ドメイン内のアップストリーム チャネルのサブセットをプライマリ対応ダウンスト
リーム チャネル（ローカル ダウンストリーム チャネルを含む）に関連付ける柔軟性を提供します。
アップストリーム チャネルがダウンストリーム チャネルと関連付けられている場合、この情報は、
そのダウンストリーム チャネルを経由して送信される MAP および UCD メッセージに含まれます。

複数の CGD 設定が同じ MAC ドメインに含まれることがあります。これにより MAC ドメインは、
共通または異なるアップストリーム チャネル セットに関連付けられたさまざまなプライマリ対応
ダウンストリーム チャネルを含めることができます。
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ファイバ ノードの設定

ケーブル ネットワークでは、ファイバ ノードはファイバ トランクとケーブル設備の同軸部分の間
のインターフェイスのポイントです。ケーブル モデムは 1 つのファイバ ノードだけに物理的に接
続されています。ファイバ ノード ソフトウェアの設定は、ケーブル ネットワークの物理トポロジ
を反映したものであり、チャネル ボンディングの DOCSIS MACレイヤ メッセージを最適化するた
めに必要です。Cisco IOS command-line interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）コマンド
を使用してファイバ ノードを設定する場合、ファイバ ノードは次の内容を定義するソフトウェア
メカニズムになります。

• ファイバ ノードに流れるダウンストリーム RF チャネルのセット

• ファイバ ノードに対する最低 1 つのプライマリ ダウンストリーム チャネル

• ファイバ ノードに接続され、アップストリーム チャネルとして使用可能なケーブル インター
フェイス ラインカードのアップストリーム チャネル ポートのセット 

ファイバ ノードは、最低 1 つのプライマリ ダウンストリーム チャネルに関連付けられます。ファ
イバ ノードは、複数のプライマリ ダウンストリーム チャネルに関連付けることができますが、1
つのプライマリ ダウンストリーム チャネルだけが任意の時点に使用されます。各プライマリ対応
ダウンストリーム チャネルを、最大 8 つのファイバ ノードに関連付けることができます。ファイ
バ ノードに所属するチャネルはすべて、別々の重ならない周波数で設定されます。

ワイドバンド ケーブル モデム 
ワイドバンド チャネルに集約できる RF チャネルの数は、ワイドバンド ケーブル モデムの容量に
よって決まります。Cisco Cable Wideband Solution Release 2.0 は DOCSIS 3.0 準拠のマルチチャネル
モデム（次の Linksys モデムおよび Scientific Atlanta モデムを含む）をサポートしています。

• Linksys WCM300-NA、WCM300-EURO、および WCM300-JP モデム（p.8-5）

• Scientific Atlanta DPC2505 および EPC2505 モデム（p.8-6）

Linksys WCM300-NA、WCM300-EURO、および WCM300-JP モデム

ワイドバンド チャネルでは、Linksys WCM300-NA（EuroDOCSIS の WCM300-EURO および Japanese
DOCSIS の WCM300-JP）ワイドバンド ケーブル モデムは、チャネルごとに 6 MHz による最大 8 つ
の異なるダウンストリーム RF チャネルの、またはチャネルごとに 6 MHz による 6 つの異なるダウ
ンストリーム RF チャネルの 50 MHz キャプチャ ウィンドウでの受信をサポートします。これらの
8 つの RF チャネルのほか、Linksys WCM300 モデムは 1 つのプライマリ ダウンストリーム チャネ
ル（従来の DOCSIS チャネル）の受信をサポートしています。

Linksys WCM300 ワイドバンド ケーブル モデムのソフトウェアは、最大 8 つのワイドバンド（ボン
ディング）ダウンストリーム チャネルの取得をサポートします。

• 1 つのプライマリ ボンディング チャネルは、ワイドバンド ケーブル モデムがすべてのユニキャ
スト データと一部のマルチキャスト データを受信するワイドバンド チャネルです。

• セカンダリ ボンディング チャネル（最大 2 つ）は、ワイドバンド ケーブル モデムが共通のマ
ルチキャスト データ ストリームを受信するワイドバンド チャネルです。セカンダリ ボンディ
ング チャネルとは、プライマリ ボンディング チャネルで使用できない、ブロードキャスト ビ
デオなどのマルチキャスト データを受信するためのものです。

DOCSIS コンフィギュレーション ファイルおよび cable bonding-group-id コマンドを使用すると、選
択および取得する、モデム用のプライマリおよびセカンダリ ボンディング チャネルを定義できま
す。ケーブル モデムは、CMTS に対するプライマリ ボンディング チャネルとセカンダリ ボンディ
ング チャネルを、ケーブル モデム登録時に識別します。
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Linksys WCM300 モデムがプライマリおよびセカンダリ ボンディング チャネルを選択する方法の
詳細については、『Cisco DOCSIS 3.0 Downstream Solution Design and Implementation Guide』Release 2.0
を参照してください。

Scientific Atlanta DPC2505 および EPC2505 モデム 

Cisco uBR10012 CMTS で使用する場合、Scientific Atlanta DPC2505 および EPC2505（EuroDOCSIS
用）ワイドバンド ケーブル モデムは、1 つのワイドバンド チャネルの受信をサポートします。こ
のチャネルは、チャネルごとに 6 MHz または 8 MHz による SPA からの最大 3 つのボンディング ダ
ウンストリーム RF チャネルで構成されます。Wideband SPA からの RF チャネルの 1 つは、プライ
マリ ダウンストリーム チャネルとして機能します。

Scientific Atlanta DPC2505 は DOCSIS 3.0 準拠で、このモードで使用できます（たとえば、モデムが
非ワイドバンド Cisco CMTS または非 Cisco CMTS に接続されている場合）。このモデムも既存の
DOCSIS 1.x ネットワークと下位互換性があります。

Wideband SPA の場所の指定
Wideband SPA の場所の指定については、「Wideband SIP および Wideband SPA の場所の識別」（p.4-2）
を参照してください。

ナローバンド チャネルの指定
モジュラ ケーブル インターフェイスは、SPA の 1 つのダウンストリーム RF チャネルに関連付けら
れたナローバンド インターフェイスです。同じ RF チャネルが 完全に独立したボンディング グルー
プと関連付けられていれば、このボンディング グループと RF 帯域幅を共有できます。

Cisco IOS コマンドラインでは、次の interface コマンド構文を使用して、ナローバンド チャネルを
指定します。

interface modular-cable slot/subslot/bay:nb-channel-number 

モジュラ ケーブル インターフェイスは、ケーブル インターフェイスのダウンストリーム部分と類
似しており、show ip interface、show interfaces、show interface modular-cable、show running-config
などのコマンドの出力に表示されます。
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次に、モジュラ ケーブル インターフェイスの show interface コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces

Modular-Cable1/0/0:1 is up, line protocol is up
  Hardware is CMTS MC interface, address is 0011.9221.84be (bia 0011.9221.84be)
  MTU 1500 bytes, BW 539 Kbit, DLY 1000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation MCNS, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 1w3d, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     40 packets output, 9968 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
...

（注） SPA を装着した場合、24 のモジュラ ケーブル インターフェイスがその SPA に作成されます。これ
らのインターフェイスは設定されるまで非表示であり、show ip interface、show interfaces、show
interface modular-cable、および show running-config などのコマンドの出力には表示されません。
モジュラ ケーブル インターフェイスの回線プロトコルがアップである場合の状態の詳細について
は、「ワイドバンドチャネルおよびモジュラ ケーブル インターフェイスのハードウェア ステータ
スと回線プロトコル ステータス」（p.8-8） を参照してください。

ワイドバンド チャネルの指定 
Cisco IOS コマンドラインでは、次の interface コマンド構文を使用して、ワイドバンド チャネルを
指定します。

interface wideband-cable slot/subslot/bay:wb-channel-number 
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ワイドバンド チャネルはケーブル インターフェイスに類似しており、show ip interface、show 
interfaces、show interface wideband-cable などのコマンドの出力に表示されます。

例：

Router# show interfaces 
...
Wideband-Cable1/0/0:0 is up, line protocol is up 
  Hardware is Wideband CMTS Cable interface, address is 0012.001a.8896 (bia 
0012.001a.8896)
  MTU 1500 bytes, BW 74730 Kbit, def 74730 Kbit DLY 1000 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation MCNS, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:00:09, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     17033 packets output, 1765690 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
...

ワイドバンドチャネルおよびモジュラ ケーブル インターフェイスのハードウェア ステータスと回線プ
ロトコル ステータス 

show interface wideband-cable コマンドでワイドバンドチャネル ケーブル インターフェイスを表示
する場合、または show interface modular-cable コマンドでモジュラ ケーブル インターフェイスを
表示する場合など、Cisco IOS コマンドでケーブル インターフェイスのハードウェア ステータスと
回線プロトコル ステータスを表示する場合には、次の内容が適用されます。

• Wideband SPA が Wideband SIP に設置され、SIP と SPA の両方の電源がオンの場合、ケーブル
インターフェイスのハードウェア ステータスはアップ状態になります。

• ワイドバンドチャネル ケーブル インターフェイスの回線プロトコルは、次の状況でアップ状
態になります。

－ インターフェイスが管理上のアップ状態である。

－ インターフェイスを最低 1 つの RF チャネルに関連付けられている。

－ SPA のギガビット イーサネット ポートが接続されている。

－ RF チャネルに次のパラメータが設定されている。

• RF チャネル周波数

• ネクストホップ インターフェイスまたはエッジ QAM デバイスの MAC アドレス 

• エッジ QAM デバイスの IP アドレス 

• RF チャネルに使用される QAM デバイスの UDP ポート番号または DEPI リモート セッ
ション ID

ワイドバンドチャネル ケーブル インターフェイスの回線プロトコルがアップの場合、データの送
信に必要なすべてのワイドバンドチャネルの設定情報が存在します。ただし、Wideband SPA 設定
プロセスを完了するのに、他の設定情報が必要になる場合があります。設定手順については、「ワ

イドバンド関連の必要な設定作業およびオプションの設定作業の実行」（p.8-10）を参照してくださ
い。
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• モジュラ ケーブル インターフェイスの回線プロトコルは、次の状況でアップ状態になります。

－ インターフェイスが管理上のアップ状態である。

－ Cisco uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェイス ラインカードからのアップストリーム
チャネルを、所定のケーブル MAC ドメインのモジュラ ケーブル インターフェイス ダウン
ストリーム チャネルに関連付けられている。

－ インターフェイスに割り当てられた総帯域幅が 1% 以上である。

－ 対応する SPA のモジュラ ケーブル コントローラでモジュラ ホストが設定されている。

－ モジュラ ケーブル インターフェイスがプライマリ対応チャネルである場合、このチャネル
に DEPI リモート ID が設定されている。この場合、UDP ポート番号を設定しないでくださ
い。

（注） 非プライマリ対応で、ワイドバンド インターフェイスで使用される RF チャネルは、
DEPI リモート ID または UDP ポート番号のいずれかを使用できます。このインター
フェイスの回線プロトコルとステータスは常にダウン状態です。

－ RF チャネルに次のパラメータが設定されている。

• RF チャネル周波数 

• ネクストホップ インターフェイスまたはエッジ QAM デバイスの MAC アドレス 

• エッジ QAM デバイスの IP アドレス 

• RF チャネルに使用される QAM デバイスの UDP ポート番号または DEPI リモート ID

－ SPA のギガビット イーサネット ポートが接続されている。

Wideband SIP と Wideband SPA の事前プロビジョニング 
事前プロビジョニングは、Wideband SIP と Wideband SPA のオプションの設定作業です。Cisco
uBR10012 ルータの事前プロビジョニングでは、物理的に存在しなくても Wideband SIP と Wideband
SPA を設定できます。

Wideband SIP と Wideband SPA の事前プロビジョニングについては、「オプションの設定作業」
（p.4-5）を参照してください。

Wideband SPA のコントローラ コンフィギュレーション モードの開始 
Wideband SPA は Cisco IOS ソフトウェアでコントローラとして表示されます。card コマンドを使
用、または Wideband SIP に Wideband SPA を物理的に挿入することによって Wideband SPA を事前
プロビジョニングすることで、コントローラ コンフィギュレーションをイネーブルにします。

次に、card コマンドの例を示します。

card 1/0 2jacket-1

card 1/0/0 24rfchannel-spa-1

Wideband SPA のコントローラ コンフィギュレーション モードを開始するには、controller 
modular-cable コマンド（slot/subslot/bay で Wideband SPA の場所を指定）を使用します。

controller modular-cable slot/subslot/bay 

ほとんどの Wideband SPA 設定作業は、コントローラ コンフィギュレーション モードで実行されま
す。
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ワイドバンド関連の必要な設定作業およびオプションの設定作業の実行

ワイドバンド関連の必要な設定作業およびオプションの設定作業は、次のカテゴリに分類されま

す。

• Wideband SPA の一般的な設定値の設定（p.8-10） 

• ナローバンド チャネルの設定（p.8-11）

• ワイドバンド チャネルの設定（p.8-15）

• CGD の設定（p.8-24）

Wideband SPA の一般的な設定値の設定 

一部の Wideband SPA 設定項目は、SPA のすべての RF チャネルに影響します。これらの一般的な
Wideband SPA の設定値は、次のようにコントローラ コンフィギュレーション モードで設定されま
す。

（注） Cisco IOS Release12.3(21)BC では、SPA ごとに Annex と変調パラメータがグローバルに設定されて
います。Cisco IOS Release 12.3(23)BC では、RF チャネルごとに Annex と変調パラメータが設定さ
れています。

• ip-address コマンドを使用して、Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定します。ip-address
コマンドを使用して Wideband SPA コントローラに割り当てられた IP アドレスは、SPA によっ
て転送されるパケットの送信元 IP アドレスとして使用されます。

• modular-host コマンドを使用して、DOCSIS 3.0 Downstream Channel Bonding で使用されるモ
ジュラホスト Cisco uBR10-MC5X20 ラインカードを指定します。Wideband SPA 自体は、DOCSIS
3.0 Downstream Channel Bonding オペレーションをサポートしていません。

これらの一般的な Wideband SPA の設定値を設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal 

例 : 
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2 Router(config)# controller 
modular-cable slot/subslot/bay 

例 : 
Router(config)# controller modular-cable 1/0/1 

コントローラ コンフィギュレーション モードを開
始して、Wideband SPA コントローラを設定します。

ステップ 3 Router(config-controller)# ip-address 
ip-address

例 : 
Router(config-controller)# ip-address 
192.168.200.31

Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定します。

ステップ 4 Router(config-controller)# modular-host 
subslot slot/subslot 

例 : 
Router(config-controller)# modular-host 
subslot 7/0 

DOCSIS 3.0 Downstream Channel Bonding に使用され
るモジュラホスト ラインカード（Cisco 
uBR10-MC5X20S-D ケーブル インターフェイス ラ
インカードなど）を指定します。
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前述の手順に示したワイドバンド関連の各コマンドの詳細については、第 11 章「SIP および SPA
コマンド」を参照してください。

ナローバンド チャネルの設定

ここでは、Wideband SPA のナローバンド チャネルを設定する方法について説明します。

ナローバンドの RF チャネルの設定

ここでは、ナローバンド機能の RF チャネルを設定する方法について説明します。

RF チャネル コマンドを使用して、RF チャネルの特性を設定します。RF チャネルごとに、次の設
定項目を指定する必要があります。 

• RF チャネルに関連付けられたナローバンド チャネル

• 周波数

• Annex

• 変調

• インターリーブ深度

• IP アドレス

• MAC アドレス

• UDP ポートまたは DEPI リモート ID

これらの必須設定項目のほか、任意で各 RF チャネルに説明を加えることができます。

（注） rf-channel で設定された RF チャネル値がエッジ QAM デバイスに設定された値に一致することを
必ず確認してください。周波数、IP アドレス、MAC アドレス、および UDP ポートと DEPI リモー
ト ID は、エッジ QAM デバイスに設定された値に一致する必要があります。いずれかの値が正し
くないと、Wideband SPA はエッジ QAM デバイスと正常に通信できません。

1. rf-channel rf-port description description コマンドを使用して、RF チャネルの説明を指定します。

2. rf-channel rf-port frequency freq [annex {A|B} modulation {64|256}[interleave-depth 
{8|12|16|32|64|128}]] コマンドを使用して、RF チャネルの周波数、Annex、変調、およびイン
ターリーブ深度を指定します。

3. rf-channel rf-port ip-address ip-address mac-address mac-address {udp-port portnum | depi-remote-id
session-id}  コマンドを使用して、RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、UDP ポートお
よび DEPI リモート ID を指定します。

4. rf-channel rf-port network delay delay  コマンドを使用して、RF チャネルの ネットワーク遅延を
指定します。

（注） Wideband SPA の各 RF チャネルは、エッジ QAM デバイスの特定の QAM ポートにマッピングでき
ます。異なる Wideband SPA からのトラフィックを同一の QAM ポートで混在させることはできま
せん。

5. 任意で rf-channel rf-port cable downstream channel-id channel-id コマンドを使用して、ダウンス
トリーム チャネル ID を RF チャネルに割り当てます。
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デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアが RF チャネルに一意のダウンストリーム チャネル ID を
割り当てます。割り当てられた RF チャネル ID を変更する必要がある場合、
rf-channel cable downstream channel-id コマンドを使用します。

ナローバンドの RF チャネルを設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal 

例 : 
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2 Router(config)# controller 

modular-cable slot/subslot/bay 

例 : 

Router(config)# controller modular-cable 1/0/1 

コントローラ コンフィギュレーション モードを開
始して、Wideband SPA コントローラを設定します。

ステップ 3 Router(config-controller)# rf-channel rf-port 
frequency freq [annex {A|B} modulation 
{64|256} [interleave-depth 
{8|12|16|32|64|128}]]

例 : 
Router(config-controller)# rf-channel 1 
frequency 699000000 

RF チャネルの周波数、Annex、変調、およびインター
リーブ深度を設定します。rf-port 番号は、RF チャネ
ル番号です。一部のキーワードはオプションです。

ステップ 4 Router(config-controller)# rf-channel rf-port 
ip-address ip-address mac-address mac-address 
{udp-port portnum | depi-remote-id 
session-id}

例 : 
Router(config-controller)# rf-channel 1 
ip-address 192.168.200.30 mac-address 
0011.920e.a9ff udp-port 49152 

次の内容を指定します。

• この RF チャネルのエッジ QAM デバイスの IP
アドレス

• この RF チャネルのエッジ QAM デバイスまたは
ネクストホップ インターフェイスの MAC アド
レス

• この RF チャネルで使用されるエッジ QAM デバ
イスの UDP ポート番号

• この RF チャネルで使用されるエッジ QAM デバ
イスの DEPI リモート ID

（注） プライマリ対応モジュラ ケーブル インター
フェイスは DEPI リモート ID を使用する必
要があります。非プライマリ対応モジュラ

ケーブル インターフェイスは UDP ポート番
号か DEPI リモート ID のいずれかを使用で
きます。

ステップ 5 Router(config-controller)# rf-channel rf-port 
description description 

例： 
Router(config-controller)# rf-channel 1 
description Used for WB channel 0

（任意）RF チャネルの説明を指定します。
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前述の手順に示したナローバンドの RF チャネル設定で使用する各コマンドの詳細については、第
11 章「SIP および SPA コマンド」 を参照してください。

モジュラ ケーブルおよびワイドバンド ケーブル インターフェイスへの RF チャネル帯域幅の割り当て

RF チャネルの設定時、RF チャネルからの帯域幅はモジュラ ケーブル インターフェイスとワイド
バンド ケーブル インターフェイスの間で静的に分割されます。

モジュラ ケーブル インターフェイスへの帯域幅の割り当て

cable rf-bandwidth-percent percent_value コマンドを使用して RF チャネル帯域幅をモジュラ ケーブ
ル インターフェイスに割り当てます。RF チャネルがプライマリ対応である場合、RF チャネルに割
り当てられた帯域幅の合計（モジュラ ケーブル インターフェイスとワイドバンド インターフェイ
スの両方を含む）は 96% を越えてはなりません。RF チャネル帯域幅の残りの 4% は、この RF チャ
ネルをプライマリ対応ダウンストリーム チャネルとして使用する MAP および他の MAC 管理メッ
セージ トラフィック用に予約されています。

モジュラ ケーブル インターフェイスのデフォルトの帯域幅の割合はゼロに設定されています。帯
域幅が割り当てられていない場合、RF チャネルをプライマリ対応チャネルとして使用することは
できません。この RF チャネル帯域幅の 100% をワイドバンド インターフェイスに使用できます。

ワイドバンド ケーブル インターフェイスへの帯域幅の割り当て

RF チャネルをワイドバンド インターフェイスにのみ設定する場合、合計で 100% の帯域幅を割り
当てることができます。

ステップ 6 Router(config-controller)# rf-channel rf-port 
cable downstream channel-id channel-id 

例 : 
Router(config-controller)# rf-channel 1 cable 
downstream channel-id 121 

（任意）ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネ
ルに割り当てます。Cisco IOS ソフトウェアは RF
チャネルに一意のダウンストリーム チャネル ID を
自動的に割り当てます。rf-channel cable downstream
channel-id コマンドを使用して、デフォルトのチャ
ネル ID を変更します。

ステップ 7 Router(config-controller)# exit 

例： 
Router(config-controller)# exit 
Router(config)# 

コントローラ コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 8 Router(config)# interface modular-cable 
slot/subslot/bay:nb-channel 

例 : 
Router(config)# interface modular-cable 
1/0/1:5 

Wideband SPA のナローバンド チャネルのインター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 9 Router(config-if)# cable rf-bandwidth-percent 
percent_value 

例 : 
Router(config-if)# cable rf-bandwidth-percent 
50

このインターフェイスに割り当てる帯域幅の割合を

指定します。

ステップ 10 Router(config-if)# exit 

例：  
Router(config-if)# exit 
Router(config)# 

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了します。

コマンド 目的



第 8章      Wideband SPA の設定
設定作業

8-14
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-10707-03-J

表 8-1 に、RF チャネルに割り当てられた帯域幅の合計が 100% を超えないかぎり、1 つの RF チャ
ネルを複数のワイドバンド チャネルに関連付けることができる例を示します。

表 8-2 に、RF チャネルに割り当てられた帯域幅の合計が 96% を超えないかぎり、プライマリ対応
RF チャネルを複数のナローバンド チャネルと複数のワイドバンド チャネルに関連付けることがで
きる例を示します。残りの 4% は MAP および MAC 管理トラフィックに使用します。

モジュラ ケーブル インターフェイスの設定

• interface modular-cable slot/subslot/bay:narrowband channel コマンドを使用して、ナローバンド
チャネルのインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

このモードから、ナローバンド インターフェイスに帯域幅の割合を割り当てることができま
す。

• cable rf-bandwidth-percent percent_value コマンドを使用して、帯域幅の割合をモジュラ ケーブ
ル インターフェイスに割り当てます。

モジュラ ケーブル インターフェイスを設定する手順は、次のとおりです。

表 8-1 非プライマリ対応 RF チャネルへの帯域幅の割り当て

RF チャネル ワイドバンド チャネル 帯域幅の割り当て

10 0 30%

10 1 30%

10 2 40%

帯域幅の割合の合計：100%

表 8-2 プライマリ対応 RF チャネルへの帯域幅の割り当て

ナローバンド
チャネル 10

ワイドバンド
チャネル 0

ワイドバンド
チャネル 1

ワイドバンド
チャネル 2

帯域幅の
割合の合計

RF チャネル 10 から
割り当てられた帯域
幅

35% 20% 25% 16%

（4% は MMM
用に予約）

96%

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface modular-cable 
slot/subslot/bay:nb-channel 

例 : 
Router(config)# interface modular-cable 1/0/1:5 

Wideband SPA のナローバンド チャネルのイン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 2 Router(config-if)# cable rf-bandwidth-percent 
percent_value 

例 : 
Router(config-if)# cable rf-bandwidth-percent 50

このインターフェイスに割り当てる帯域幅の割

合を指定します。

ステップ 3 Router(config-if)# exit 

例：  
Router(config-if)# exit 
Router(config)# 

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。
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ナローバンドのファイバ ノードの設定

ファイバ ノードの設定は主にワイドバンドを設定するために使用されます。ナローバンドのファイ
バ ノードの設定は任意です。cable fiber-node コマンドを使用してファイバ ノードを設定します。

ファイバ ノードの設定の詳細については、第 11 章「SIP および SPA コマンド」 の cable fiber-node
コマンドを参照してください。

ワイドバンド チャネルの設定

ここでは、ワイドバンド機能の RF チャネルを設定する方法について説明します。

ワイドバンドの RF チャネルの設定

ワイドバンド チャネルは、1 つまたは複数の物理 RF チャネルの論理グループです。複数の RF チャ
ネルを集約または「チャネル ボンディング」することによって、ワイドバンド チャネルでは 1 つ
の RF チャネルに比べて、より多くの帯域幅容量をダウンストリーム トラフィックに使用できます。

ワイドバンド チャネルに集約できる RF チャネルの数は、ワイドバンド ケーブル モデムの容量に
よって決まります。

• Linksys WCM300-NA（EuroDOCSIS の WCM300-EURO と Japanese DOCSIS の WCM300-JP）ワ
イドバンド ケーブル モデムは、チャネルごとに 6 MHz による最大 8 つのダウンストリーム RF
チャネルで構成された、またはチャネルごとに 8 MHz による最大 6 つのダウンストリーム RF
チャネルで構成されたワイドバンド チャネルを受信できます。このモデムでは、チャネルは 50
MHz キャプチャ ウィンドウで受信する必要があります。

• Scientific Atlanta DPC2505（EuroDOCSIS の EPC2505 と Japanese DOCSIS の WCM300-JP）ワイ
ドバンド ケーブル モデムは、チャネルごとに 6 MHz または 8 MHz による最大 3 つのダウンス
トリーム RF チャネルで構成されたワイドバンド チャネルを受信できます。

1. RF チャネル コマンドを使用して、RF チャネルの特性を設定します。RF チャネルの設定の詳
細については、「ナローバンドの RF チャネルの設定」（p.8-11）を参照してください。

2. cable rf-channel コマンドを使用して、RF チャネルをワイドバンド チャネルに関連付けます。
任意でこのコマンドを使用して、RF チャネルの帯域幅の割合をワイドバンド チャネルに割り
当てることができます。一部またはすべての RF チャネルの帯域幅をワイドバンド チャネルに
割り当てることができます。RF チャネルに割り当てられた帯域幅の合計が 100% を超えないか
ぎり、RF チャネルを同じ Wideband SPA の複数のワイドバンド チャネルに関連付けることがで
きます。

ワイドバンドの RF チャネルを設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal 

例 : 
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2 Router(config)# controller 
modular-cable slot/subslot/bay 

例 : 
Router(config)# controller modular-cable 
1/0/1 

コントローラ コンフィギュレーション モードを開
始して、Wideband SPA コントローラを設定します。
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ステップ 3 Router(config-controller)# rf-channel rf-port 
frequency freq [annex {A|B} modulation 
{64|256} [interleave-depth 
{8|12|16|32|64|128}]]

例 : 
Router(config-controller)# rf-channel 1 
frequency 699000000 

RF チャネルの周波数、Annex、変調、およびインター
リーブ深度を設定します。rf-port 番号は、RF チャネ
ル番号です。一部のキーワードはオプションです。

ステップ 4 Router(config-controller)# rf-channel rf-port 
ip-address ip-address mac-address mac-address 
{udp-port portnum | depi-remote-id 
session-id}

例 : 
Router(config-controller)# rf-channel 1 
ip-address 192.168.200.30 mac-address 
0011.920e.a9ff udp-port 49152 

次の内容を指定します。

• この RF チャネルのエッジ QAM デバイスの IP
アドレス

• この RF チャネルのエッジ QAM デバイスまたは
ネクストホップ インターフェイスの MAC アド
レス

• この RF チャネルで使用されるエッジ QAM デバ
イスの UDP ポート番号

• この RF チャネルで使用されるエッジ QAM デバ
イスの DEPI リモート ID

（注） プライマリ対応モジュラ ケーブル インター
フェイスは DEPI リモート ID を使用する必
要があります。非プライマリ対応モジュラ

ケーブル インターフェイスは UDP ポート番
号か DEPI リモート ID のいずれかを使用で
きます。

ステップ 5 Router(config-controller)# rf-channel rf-port 
description description 

例： 
Router(config-controller)# rf-channel 1 
description Used for WB channel 0

（任意）RF チャネルの説明を指定します。

ステップ 6 Router(config-controller)# rf-channel rf-port 
cable downstream channel-id channel-id 

例 : 
Router(config-controller)# rf-channel 1 cable 
downstream channel-id 121 

（任意）ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネ
ルに割り当てます。Cisco IOS ソフトウェアは RF
チャネルに一意のダウンストリーム チャネル ID を
自動的に割り当てます。rf-channel cable downstream
channel-id コマンドを使用して、デフォルトのチャ
ネル ID を変更します。

ステップ 7 Router(config-controller)# exit 

例： 
Router(config-controller)# exit 
Router(config)# 

コントローラ コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 8 Router(config)# interface modular-cable 
slot/subslot/bay:nb-channel 

例 : 
Router(config)# interface modular-cable 
1/0/1:5 

Wideband SPA のナローバンド チャネルのインター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

コマンド 目的
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ワイドバンドチャネル ケーブル インターフェイスの設定

• interface wideband-cable slot/subslot/bay:wideband channel コマンドを使用して、ワイドバンド
チャネルのインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

このモードから、ワイドバンド インターフェイスに追加されるケーブル RF チャネルごとの帯
域幅割合を指定できます。各ワイドバンド ケーブル インターフェイスはボンディング グルー
プを表し、SPA ごとに最大 32 のボンディング グループを作成できます。デフォルトでは、Cisco
IOS ソフトウェアは、ボンディング グループ ID を各ワイドバンドチャネル ケーブル インター
フェイスに自動的に割り当てます。

• cable bonding-group-id コマンドを使用して、ワイドバンド ケーブル インターフェイスのボン
ディング グループ ID を設定します。

• cable bundle コマンドを使用して、モジュラ ケーブル インターフェイスをケーブル バンドルに
追加します。

• cable rf-channel rf-port [bandwidth-percent bw-percent] コマンドを使用して、RF チャネルをワイ
ドバンド チャネルに関連付け、RF チャネルの帯域幅の割合をワイドバンド チャネルに割り当
てます。

ワイドバンド ケーブル インターフェイスを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 9 Router(config-if)# cable rf-bandwidth-percent 
percent_value 

例 : 
Router(config-if)# cable rf-bandwidth-percent 
50

このインターフェイスに割り当てる帯域幅の割合を

指定します。

ステップ 10 Router(config-if)# exit 

例：  
Router(config-if)# exit 
Router(config)# 

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface wideband-cable 
slot/subslot/bay:wb-channel 

例 : 
Router(config)# interface wideband-cable 
1/0/1:5 

Wideband SPA のワイドバンド チャネルのインター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 2 Router(config-if)# cable bundle n

例 : 
Router(config-if)# cable bundle 1

モジュラ ケーブル インターフェイスをケーブル バ
ンドルに追加します。

ステップ 3 Router(config-if)# cable rf-channel n 
bandwidth-percent percent_value 

例 : 
Router(config-if)# cable rf-channel 0 
bandwidth-percent 50

RF チャネルをこのワイドバンド インターフェイス
に追加し、このチャネルに割り当てる RF チャネル帯
域幅を指定します。

ステップ 4 Router(config-if)# cable rf-channel n 
bandwidth-percent percent_value 

例 : 
Router(config-if)# cable rf-channel 1 
bandwidth-percent 75

RF チャネルをこのワイドバンド インターフェイス
に追加し、このチャネルに割り当てる RF チャネル帯
域幅を指定します。
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仮想バンドルの設定

ファイバ ノードを有効なステートにするには、ファイバ ノードの RF チャネルを使用するワイドバ
ンドおよびモジュラ ケーブル インターフェイスはすべて、同じ仮想バンドル インターフェイスに
所属する必要があります。CLI 設定を使用して、ワイドバンド インターフェイスの仮想バンドル番
号を割り当てる必要があります。MAC ドメインのバンドル メンバーシップ、すなわち、Cisco
uBR10-MC5X20 ラインカード ホスト インターフェイスは、CGD 設定経由でモジュラ ケーブル イ
ンターフェイスによって継承されます。

同じ仮想バンドルに所属するワイドバンド ケーブル インターフェイス

ここでは、同じ仮想バンドルに所属するワイドバンド ケーブル インターフェイスの例を示します。

次の例では、ファイバ ノード 1 には Wideband SPA1/0/0 の RF チャネル 0 ～ 3 が含まれます。これ
らの RF チャネルは 2 つのワイドバンド インターフェイスによって使用されます。

interface Wideband-Cable1/0/0:12
 no ip address
 cable bundle 1
 cable bonding-group-id 36
 cable rf-channel 0 bandwidth-percent 90
 cable rf-channel 1 bandwidth-percent 50
 cable rf-channel 2
end

interface Wideband-Cable1/0/0:13
 no ip address
 cable bundle 1
 cable bonding-group-id 37
 cable rf-channel 1 bandwidth-percent 50
 cable rf-channel 2
 cable rf-channel 3
end

ステップ 5 Router(config-if)# cable rf-channel n 
bandwidth-percent percent_value 

例 : 
Router(config-if)# cable rf-channel 5

RF チャネルをこのワイドバンド インターフェイス
に追加し、このチャネルに割り当てる RF チャネル帯
域幅を指定します。

（注） ここで示す例では、帯域幅割合の値を指定し

ていません。これは、この RF チャネルに RF
チャネル帯域幅が 100% 割り当てられてい
ることを示します。

ステップ 6 Router(config-if)# cable bonding-group-id n 

例 : 

Router(config-if)# cable bonding-group-id 1

ボンディング グループ ID をこのワイドバンド ケー
ブルワイドバンド ケーブル インターフェイスに割
り当てます。

ステップ 7 Router(config-if)# exit 

例： 

Router(config-if)# exit 

Router(config)# 

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了します。

コマンド 目的
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この場合、2 つのワイドバンド チャネルが同じ RF チャネルを共有し、ワイドバンド インターフェ
イスが同じ仮想バンドル内にあるので、ファイバ ノードのステートは有効になります。

同じ仮想バンドルに所属するモジュラ ケーブル インターフェイス

前述の例では、Wideband SPA 1/0/0 の RF チャネル 0 がプライマリ対応チャネルとして設定され、
Cisco uBR10-MC5X20 ラインカード ホスト インターフェイス 6/0/1 に関連付けられている場合、モ
ジュラ ケーブル インターフェイス 1/0/0:0 はこのホスト インターフェイスのバンドル メンバー
シップを継承します。このバンドル番号は 2 つのワイドバンド インターフェイス（インターフェイ
ス Wideband-Cable 1/0/0:12 とインターフェイス Wideband-Cable 1/0/0:13）と同じである必要があり
ます。同じでないと、RF チャネル 0 ～ 3 を含んだファイバ ノード 1 は無効なステートになります。

ワイドバンドまたはモジュラ ケーブル インターフェイスに所属する RF チャネルをファイバ ノー
ドに追加したら、これらのインターフェイスの仮想バンドル番号は変更できません。仮想バンドル

番号を変更するには、変更を行う前にファイバ ノードから RF チャネルを削除する必要があります。

ファイバ ノードのすべてのワイドバンド チャネルと関連するすべてのプライマリ ダウンストリー
ム チャネルは、同一の仮想バンドル インターフェイスに所属する必要があります。同一の仮想バ
ンドルのメンバーとしてワイドバンド チャネルとプライマリ ダウンストリーム チャネルを設定す
るための作業は、次のとおりです。

1. 仮想バンドル インターフェイスを定義します。

2. cable bundle コマンドを使用して、仮想バンドル メンバーとしてワイドバンド チャネルを追加
します。

（注） Cisco IOS の最新リリースでは、これまでケーブル バンドルに使用されていたマスタースレーブ モ
デルが仮想バンドル メンバーを使用した仮想バンドル インターフェイスに変更されました。仮想
バンドル モデルは、Cisco IOS Release 12.3(21)BC 以降のリリースで使用されています。

2 つのワイドバンド ケーブル インターフェイスと CGD ホスト インターフェイスを同一の仮想バン
ドルのメンバーとして設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal 

例 : 
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2 Router(config)# interface bundle n 

例 : 
Router(config)# interface bundle 1 

仮想バンドルを定義できるようにインターフェイス

コンフィギュレーション モードを開始します。

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

例 : 
Router(config-if)# ip address 172.25.1.1 
255.255.255.0 

仮想バンドルの IP アドレスとサブネット マスクを
設定します。

ステップ 4 Router(config-if)# ip pim sparse-mode 

例 : 
Router(config-if)# ip pim sparse-mode 

（任意）マルチキャストの場合、仮想バンドルの希薄

モード Protocol Independent Multicast（PIM）をイネー
ブルにします。
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ステップ 5 Router(config-if)# cable helper-address 
address 

例：  
Router(config-if)# cable helper-address 
10.0.0.0

（任意）仮想バンドルの場合、外部 Dynamic Host 
Configuration Protocol（DHCP）サーバの IP アドレス
を指定します。

ステップ 6 Router(config-if)# exit 

例：  
Router(config-if)# exit 

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了します。

ステップ 7 Router(config)# interface wideband-cable 
slot/subslot/bay:wb-channel 

例 : 
Router(config)# interface wideband-cable 
1/0/0:12 

Wideband SPA のワイドバンド チャネルのインター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 8 Router(config-if)# cable bundle n

例 : 
Router(config)# cable bundle 1

モジュラ ケーブル インターフェイスをケーブル バ
ンドルに追加します。

ステップ 9 Router(config-if)# cable rf-channel n 
bandwidth-percent [percent_value] 

例 : 
Router(config-if)# cable rf-channel 0 
bandwidth-percent 90

RF チャネルをこのワイドバンド インターフェイス
に追加し、このチャネルに割り当てる RF チャネル帯
域幅を指定します。

ステップ 10 Router(config-if)# cable rf-channel n 
bandwidth-percent percent_value 

例 : 
Router(config-if)# cable rf-channel 1 
bandwidth-percent 50

RF チャネルをこのワイドバンド インターフェイス
に追加し、このチャネルに割り当てる RF チャネル帯
域幅を指定します。

ステップ 11 Router(config-if)# cable rf-channel n 
bandwidth-percent [percent_value] 

例 : 
Router(config-if)# cable rf-channel 2 

RF チャネルをこのワイドバンド インターフェイス
に追加し、このチャネルに割り当てる RF チャネル帯
域幅を指定します。

（注） ここで示す例では、帯域幅割合の値を指定し

ていません。これは、この RF チャネルに RF
チャネル帯域幅が 100% 割り当てられてい
ることを示します。

ステップ 12 Router(config-if)# cable bonding-group-id n 

例 : 
Router(config-if)# cable bonding-group-id 36

ボンディング グループ ID をこのワイドバンド ケー
ブル インターフェイスに割り当てます。

ステップ 13 Router(config-if)# exit 

例：  
Router(config-if)# exit 
Router(config)# 

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了します。

コマンド 目的
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ステップ 14 Router(config)# interface wideband-cable 
slot/subslot/bay:wb-channel 

例 : 
Router(config)# interface wideband-cable 
1/0/00:13:00 

Wideband SPA のワイドバンド チャネルのインター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 15 Router(config-if)# cable bundle n
slot/subslot/bay:wb-channel 

例 : 
Router(config)# cable bundle 1

モジュラ ケーブル インターフェイスをケーブル バ
ンドルに追加します。

ステップ 16 Router(config-if)# cable rf-channel n 
bandwidth-percent [percent_value] 

例 : 
Router(config-if)# cable rf-channel 1 
bandwidth-percent 50

RF チャネルをこのワイドバンド インターフェイス
に追加し、このチャネルに割り当てる RF チャネル帯
域幅を指定します。

ステップ 17 Router(config-if)# cable rf-channel n 
bandwidth-percent [percent_value] 

例 : 
Router(config-if)# cable rf-channel 2 

RF チャネルをこのワイドバンド インターフェイス
に追加し、このチャネルに割り当てる RF チャネル帯
域幅を指定します。

ステップ 18 Router(config-if)# cable rf-channel n 
bandwidth-percent [percent_value] 

例 : 
Router(config-if)# cable rf-channel 3

RF チャネルをこのワイドバンド インターフェイス
に追加し、このチャネルに割り当てる RF チャネル帯
域幅を指定します。

ステップ 19 Router(config-if)# cable bonding-group-id n 

例 : 
Router(config-if)# cable bonding-group-id 36

ボンディング グループ ID をこのワイドバンド ケー
ブル インターフェイスに割り当てます。

ステップ 20 Router(config-if)# exit 

例： 
Router(config-if)# exit 

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了します。

ステップ 21 Router(config)# interface cable 
slot/subslot/port 

例 : 
Router(config)# interface cable 6/0/1 

CGD ホスト ラインカードのインターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 22 Router(config-if)# cable bundle n

例 : 
Router(config-if)# cable bundle 1

仮想バンドルのメンバーとしてワイドバンド チャネ
ルを追加します。

ステップ 23 Router(config-if)# downstream modular-cable 
slot/subslot/port rf-channel list_of_channels 
[upstream list_of_upstreams]

例 : 
Router(config-if)# downstream modular-cable 
1/0/0 rf-channel 0 upstream 1

ホスト ラインカードからのアップストリーム チャ
ネルに関連付ける SPA からプライマリ対応チャネル
を指定します。

ステップ 24 Router(config-if)# exit 

例： 
Router(config-if)# exit 
Router(config)# 

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了します。

コマンド 目的
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前述の例は、ファイバ ノードのワイドバンド チャネルおよび関連するすべてのプライマリ ダウン
ストリーム チャネルを仮想バンドル メンバーとして設定する場合に使用する基本的なコマンドを
示しています。実際の構成では、仮想インターフェイス バンドルに追加のコマンドが使用される可
能性があります。仮想インターフェイス バンドルの詳細については、『Cisco CMTS Feature Guide』
を参照してください。

ワイドバンドのファイバ ノードの設定

ワイドバンド チャネルに使用するファイバ ノードの場合、cable fiber-node  コマンドを使用して
ケーブル ファイバ ノードを設定する必要があります。ケーブル ファイバ ノードの設定では、ダウ
ンストリーム インターフェイスが同じ仮想バンドル インターフェイスのメンバーでない場合、ダ
ウンストリーム インターフェイスを同じファイバ ノードに結合することはできません。

ケーブル ネットワークでは、ファイバ ノードはファイバ トランクと同軸配信間のインターフェイ
スのポイントです。ケーブル モデムは 1 つのファイバ ノードだけに物理的に接続されています。
ファイバ ノード ソフトウェアの設定は、ケーブル ネットワークの物理トポロジを反映しています。
ワイドバンド チャネルを設定する場合、ファイバ ノードは、物理ファイバ ノードに流れるダウン
ストリームとアップストリーム チャネルのセットを定義するソフトウェア メカニズムになりま
す。

ワイドバンド チャネルが正常に稼働するには、各ファイバ ノードを次のように設定する必要があ
ります。

1. cable fiber-node コマンドを使用して、ファイバ ノードを作成し、ケーブル ファイバノード コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

2. downstream cable コマンドを使用して、ファイバ ノードに 1 つまたは複数の Cisco 
uBR10-MC5X20 ラインカード ダウンストリーム チャネルを関連付けます。ファイバ ノードご
とに最低 1 つのプライマリ ダウンストリームがあります。このファイバ ノードのプライマリ
ダウンストリーム チャネルが SPA ダウンストリームから割り当てられている場合、このコマ
ンドは任意です。

3. upstream コマンドを使用して、ファイバ ノードに接続されるアップストリーム チャネル ポー
トを指定します。

4. downstream modular-cable rf-channel コマンドを使用して、SPA からの 1 つまたは複数の SPA
RF チャネルまたはプライマリ対応 RF チャネルをファイバ ノードに関連付けます。

5. 任意で、description コマンドを使用して、ファイバ ノードの説明を指定します。

各ファイバ ノードでは、プライマリ ダウンストリーム チャネルは SYNC、MAP、および他の MAC
レイヤ管理メッセージの伝送に使用され、関連するアップストリーム チャネルが MAC 管理メッ
セージに使用されます。EQAM デバイスおよび Cisco uBR10K DTCC とインターフェイスをとる DTI
サーバを使用して、DOCSIS MAC レイヤ メッセージを同期化します。

Cisco IOS Release 12.3(21)BC では、Cisco uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェイス ラインカード
の従来の DOCSIS ダウンストリーム チャネルであるプライマリ ダウンストリーム チャネルは、
MAC 管理メッセージとシグナリング メッセージの伝送に使用され、関連する従来の DOCSIS アッ
プストリーム チャネルがリターン データ トラフィックとシグナリングに使用されます。

Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降では、SPA からの RF チャネルまたは uBR10-MC5X20 ダウンスト
リーム チャネルのいずれかがファイバ ノードのプライマリ チャネルとして機能できます。ファイバ
ノードに Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリーム チャネルがない場合、downstream modular-cable
rf-channel コマンドで指定された最低 1 つの RF チャネルがプライマリ対応ダウンストリーム チャ
ネルになっていることを確認してください。

設定可能なケーブル ファイバ ノードの最大数は、各 CMTS で 256 に制限されています。
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ファイバ ノードを設定する手順は、次のとおりです。

（注） 前述の例は、Wideband SPA の 24 の RF チャネルすべてがワイドバンド チャネルに使用されるよう
に 1 つのファイバ ノードを設定する方法を示します。実際の構成では、ファイバ ノードで使用さ
れる RF チャネルの数は、ファイバ ノードにプロビジョニングされているワイドバンド チャネル
の数、およびワイドバンド チャネルに必要な帯域幅の容量（RF チャネルの数）によって変わります。

前述の手順に示したワイドバンド関連の各コマンドの詳細については、第 11 章「SIP および SPA
コマンド」を参照してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal 

例 : 
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2 Router(config)# cable fiber-node 
fiber-node-id 

例 : 
Router(config)# cable fiber-node 1 

指定されたファイバ ノードのケーブル ファイバ
ノード コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 3 Router(config-fiber-node)# downstream cable 
slot/subslot/port 

例 : 
Router(config-fiber-node)# downstream cable 
6/0/0 

（任意）ファイバ ノードに Cisco uBR10-MC5X20 ライ
ンカードからプライマリ ダウンストリーム チャネ
ルを割り当てます。このファイバ ノードのプライマ
リ ダウンストリーム チャネルが SPA ダウンスト
リームから割り当てられている場合、このコマンド

は必要ありません。

ステップ 4 Router(config-fiber-node)# upstream cable 
slot/subslot connector list-of-ports 

例 : 
Router(config-fiber-node)# upstream cable 6/0 
connector 0-3 

ファイバ ノードに接続されるアップストリーム
ポートを指定します。

ステップ 5 Router(config-fiber-node)# downstream 
modular-cable slot/subslot/bay rf-channel 
list-of-channels 

例：  
Router(config-fiber-node)# downstream 
modular-cable 1/0/0 rf-channel 0-1 

指定された Wideband SPA に対して、ファイバ ノー
ドのワイドバンド チャネルで使用できる RF チャネ
ル、またはプライマリ対応チャネルとして使用する

チャネルを指定します。

ステップ 6 Router(config-fiber-node)# description 
description 

例：  
Router(config-fiber-node)# description Branch 
Office 105 

（任意）ファイバ ノードに関する情報を記述したコ
メントを指定します。

ステップ 7 Router(config-fiber-node)# exit 

例：  
Router(config-fiber-node)# exit 
Router(config)# 

ケーブル ファイバノード コンフィギュレーション
モードを終了します。
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CGD の設定

CGD は、ケーブル インターフェイスのアップストリーム セットに関連付けられたプライマリ対応
ダウンストリーム セットです。ダウンストリーム チャネルは 1 つまたは複数のアップストリーム
で共有されます。CGD はケーブル インターフェイスによって表示され、Cisco uBR10-MC5X20 ケー
ブル インターフェイス ラインカードから単一のダウンストリームと、SPA から 1 つまたは複数の
アップストリームに関連付けられた 1 つまたは複数のダウンストリームを持つことができます。各
CGD は MAC ドメインの一部です。各 MAC ドメインをイネーブルまたはディセーブルにでき、自
動的に割り当てられた一意の MAC アドレスによって特定できます。

CGD は次を使用して、作成されます。

• 単一の Cisco uBR10-MC5X20 ラインカードからのアップストリーム チャネル 1 ～ 8

• Cisco uBR10-MC5X20 ラインカードからの単一のダウンストリーム（このダウンストリームは
任意でディセーブルにできます）

• 1 つまたは複数の SPA からのダウンストリーム チャネル 0 ～ 24

図 8-1 に、CGD を示します。

この例では、次のように設定されています。

• インターフェイス ケーブル 5/0/0 は、CGD ホスト ダウンストリーム チャネルとして機能しま
す。

• Cisco uBR10-MC5X20 ラインカードからのアップストリーム チャネル 0 ～ 3 は、デフォルトで
は、CGD ホスト ダウンストリーム チャネルに関連付けられています。

• スロット 1、サブスロット 0、およびベイ 0 に装着された SPA からのダウンストリーム RF チャ
ネル 0 および 1 は、Cisco uBR10-MC5X20 アップストリーム チャネル 0 および 1 に関連付けら
れています。

• スロット 1、サブスロット 0、およびベイ 0 に装着された SPA からのダウンストリーム RF チャ
ネル 1 および 3 は、Cisco uBR10-MC5X20 アップストリーム チャネル 2 および 3 に関連付けら
れています。
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図 8-1 CGD を介した MAC ドメインのサポートの設定

この例では、次のように設定されています。

• インターフェイス ケーブル 5/0/0 は、CGD ホスト ダウンストリーム チャネルとして機能しま
す。

• Cisco uBR10-MC5X20 ラインカードからのアップストリーム チャネル 0 ～ 3 は、デフォルトで
は、CGD ホスト ダウンストリーム チャネルに関連付けられています。

• スロット 1、サブスロット 0、およびベイ 0 に装着された SPA からのダウンストリーム RF チャ
ネル 0 および 1 は、Cisco uBR10-MC5X20 アップストリーム チャネル 0 および 1 に関連付けら
れています。

• スロット 1、サブスロット 0、およびベイ 0 に装着された SPA からのダウンストリーム RF チャ
ネル 1 および 3 は、Cisco uBR10-MC5X20 アップストリーム チャネル 2 および 3 に関連付けら
れています。

（注） Cisco uBR10-MC5X20 ラインカードからのダウンストリーム チャネルは、MAC ドメインまたはプ
ライマリ ダウンストリーム チャネルのいずれかとして機能できます。

CGD により、1 つまたは複数の CGD でロード バランシング グループを作成できます。デフォルト
ではロード バランシング グループを CGD 内でイネーブルにできます。
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前述の CGD を設定する手順は、次のとおりです。

LBG

Load Balancing Group（LBG; ロード バランシング グループ）は、CMTS が CMTS の特定されたアッ
プストリームおよびダウンストリーム チャネルのセットに、登録済みケーブル モデムのサービス
フローを割り当てる方法を制御するオペレータ設定の管理対象オブジェクトです。

オペレータは LBG に次のアトリビュートを設定します。

• CMTS 内で一意の LBG インデックス

• 同じ MAC ドメイン ケーブル モデム サービス グループ（MD-CM-SG）のダウンストリームお
よびアップストリーム チャネルのセット

• 任意で LBG を「Restricted」LBG として設定する Boolean

• ケーブル モデムまたはその個別サービス フローが移動可能かどうか、および移動可能なタイ
ミングを決定するポリシー

• 移動するケーブル モデムおよびサービス フローを選択するために CMTS が使用できるプライ
オリティ値

ロード バランシングの詳細については、『Cisco DOCSIS 3.0 Downstream Channel Bonding Solution
Design and Implementation Guide』Release 2.0 を参照してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface cable 
slot/subslot/port 

例 : 
Router(config)# interface cable 5/0/0 

CGD ホスト ラインカード スロット 5、サブスロット
0、ポート 0 のインターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config-if)# downstream modular-cable 
slot/subslot/port rf-channel list_of_channels 
[upstream list_of_upstreams]

例 : 
Router(config-if)# downstream modular-cable 
1/0/0 rf-channel 0-1 upstream 0-1

SPA スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 からのダウ
ンストリーム RF チャネル 0 および 1 を、ホスト ラ
インカードからのアップストリーム チャネル 0 およ
び 1 に関連付けます。

ステップ 3 Router(config-if)# downstream modular-cable 
slot/subslot/port rf-channel list_of_channels 
[upstream list_of_upstreams]

例 : 
Router(config-if)# downstream modular-cable 
1/0/0 rf-channel 1 3 upstream 2-3

SPA スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 からのダウ
ンストリーム RF チャネル 1 および 3 を、ホスト ラ
インカードからのアップストリーム チャネル 2 およ
び 3 に関連付けます。

（注） downstream modular-cable slot/subslot/port
rf-channel コマンドが MAC ドメイン設定に
指定されている場合、Cisco IOS ソフトウェ
アは、ケーブル バンドルをモジュラ ケーブ
ル インターフェイスに自動的に割り当てま
す。

ステップ 4 Router(config-if)# exit 

例：  
Router(config-if)# exit 
Router(config)# 

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了します。
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Cisco uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェイス ラインカードからのダウンストリームと SPA ダウンストリームが設
定されたファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネルの選択

ファイバ ノードに、Cisco uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェイス ラインカードからのプライ
マリ ダウンストリームと、ワイドバンド チャネルの一部である SPA からのプライマリ ダウンスト
リームが設定されている場合、プライマリ ダウンストリーム チャネルの選択は、設定によって実
装および実行されるダウンストリーム チャネル選択ポリシー（ケーブル モデムが移動可能なタイ
ミングを決定する）によって異なります。Scientific Atlanta DPC2505（EuroDOCSIS の EPC2505）が
3 チャネル ボンディングを実行するようにファイバ ノードを設定できます。ただし、これも、ケー
ブル モデムが移動可能なタイミングを決定する実装されたダウンストリーム チャネル選択ポリ
シーによって異なります。

Cisco uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェイス ラインカードからのプライマリ ダウンストリー
ムと SPA からのプライマリ ダウンストリームをファイバ ノードに設定する手順は、次のとおりで
す。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal 

例 : 
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# cable fiber-node fiber-node-id 

例 : 
Router(config)# cable fiber-node 1 

指定されたファイバ ノードのケーブル ファイバ
ノード コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 3 Router(config-fiber-node)# downstream cable 
slot/subslot/port 

例 : 
Router(config-fiber-node)# downstream cable 6/0/0 

ファイバ ノードに Cisco uBR10-MC5X20 ライン
カードからプライマリ ダウンストリーム チャネ
ルを割り当てます。

ステップ 4 Router(config-fiber-node)# downstream 
modular-cable slot/subslot/bay rf-channel 
list-of-channels 

例： 
Router(config-fiber-node)# downstream 
modular-cable 1/0/0 rf-channel 0-3 

指定された Wideband SPA に対して、ファイバ
ノードのワイドバンド チャネルで使用できる
RF チャネル、またはプライマリ対応チャネルと
して使用するチャネルを指定します。

ステップ 5 Router(config-fiber-node)# downstream cable 
slot/subslot/port 

例 : 
Router(config-fiber-node)# downstream cable 6/0/1

ファイバ ノードに Cisco uBR10-MC5X20 ライン
カードからプライマリ ダウンストリーム チャネ
ルを割り当てます。

ステップ 6 Router(config-fiber-node)# downstream 
modular-cable slot/subslot/bay rf-channel 
list-of-channels 

例： 
Router(config-fiber-node)# downstream 
modular-cable 1/0/0 rf-channel 4-7 

指定された Wideband SPA に対して、ファイバ
ノードのワイドバンド チャネルで使用できる
RF チャネル、またはプライマリ対応チャネルと
して使用するチャネルを指定します。
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2 チャネル ボンディング グループと 3 チャネル ボンディング グループへのモデムの 割り当て

3 チャネル モデムがファイバ ノードに接続されている場合、モデムを 2 チャネル ボンディング グ
ループか 3 チャネル ボンディング グループに割り当てることができます。モデムが Cisco
uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェイス ラインカードのダウンストリーム チャネルをスキャン
し、プライマリ ダウンストリームとして取得する場合、CMTS は 2 チャネル ボンディング グルー
プのみをモデムに割り当てることができます。モデムがプライマリ対応 SPA ダウンストリームをス
キャンし、プライマリ ダウンストリームとして取得する場合、かつ、プライマリ対応ダウンスト
リームを含んだ 3 チャネル ボンディング グループをこのモデムに割り当てるように CMTS が設定
されている場合、モデムは 3 チャネル ボンディングを実行します。CMTS が 2 チャネル ボンディ
ング グループをモデムに割り当てる場合、モデムは 2 チャネル ボンディングを実行します。

ダウンストリーム チャネル選択ポリシーが実装されている場合、3 チャネル モデムは強制的に 3
チャネル ボンディングを実行します。

前述の手順に示したワイドバンド関連の各コマンドの詳細については、第 11 章「SIP および SPA
コマンド」を参照してください。

プライマリ対応ダウンストリーム チャネル選択の詳細については、『Cisco DOCSIS 3.0 Downstream
Solution Design and Implementation Guide』Release 2.0 を参照してください。

ステップ 7 Router(config-fiber-node)# upstream cable 
slot/subslot connector list-of-ports 

例 : 
Router(config-fiber-node)# upstream cable 6/0 
connector 0-7 

ファイバ ノードに接続されるアップストリーム
ポートを指定します。

ステップ 8 Router(config-fiber-node)# exit 

例：  
Router(config-fiber-node)# exit 
Router(config)# 

ケーブル ファイバノード コンフィギュレーショ
ン モードを終了します。

コマンド 目的
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設定値の任意設定 
次のワイドバンド関連の設定作業は、任意です。

• CMTS の自動リセット モードのイネーブル化（p.8-29） 

• cable bonding-group-id コマンドを使用したプライマリおよびセカンダリ ボンディング チャネル
の設定（p.8-30） 

• ナローバンドおよびワイドバンド ケーブル モデムによるプライマリ ダウンストリーム チャネ
ルの選択（p.8-31）

CMTS の自動リセット モードのイネーブル化

cable wideband auto-reset コマンドを使用して、CMTS のワイドバンド自動リセット モードをイネー
ブルにします。ワイドバンド自動リセット モードがイネーブルの場合、従来の DOCSIS モデムとし
てケーブル インターフェイスに登録されたワイドバンド ケーブル モデムは、ケーブル インター
フェイスがワイドバンド対応になると、自動リセットされます。ワイドバンド ケーブル モデムが
自動リセットされると、従来の DOCSIS ケーブル モデムとしての登録が CMTS から解除され、た
だちにワイドバンド ケーブル モデムとしての再登録が試みられます。

完全に設定されたワイドバンド CMTS では、ケーブル インターフェイス ラインカード ブート順序
またはラインカード活性挿抜（online insertion and removal; OIR）などの理由で、ワイドバンド ケー
ブル モデムを従来の DOCSIS モデムとして登録できます。ワイドバンド ケーブル モデムの登録を
遅らせることなく、ワイドバンド ケーブル モデムは従来の DOCSIS モデムとして登録を許可され
ます。ケーブル インターフェイスがワイドバンド対応になると、従来の DOCSIS モデムとして登録
されているワイドバンド ケーブル モデムは、自動リセット モードをイネーブルにした状態で
CMTS ルータでリセットされます。これらのモデムは、インターフェイスが初めてワイドバンド対
応になった場合にだけリセットされます。そのあとでワイドバンド ケーブル モデムとしての登録
が失敗した場合には、再度リセットされません。

ワイドバンドの構成では、通常、ワイドバンド自動リセット モードをイネーブルにします。ワイド
バンド自動リセット モードをイネーブルにする手順は、次のとおりです。

cable wideband auto-reset コマンドの詳細については、第 11 章「SIP および SPA コマンド」を参照
してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal 

例 : 
Router# configure terminal 

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2 Router(config)# cable wideband auto-reset 

例 : 
Router(config)# cable wideband auto-reset 

CMTS のワイドバンド自動リセット モードをイネー
ブルにします。
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cable bonding-group-id コマンドを使用したプライマリおよびセカンダリ ボンディング チャネルの設定 

 cable bonding-group-id コマンドを使用したプライマリおよびセカンダリ ボンディング（ワイドバ
ンド）チャネルの設定は、Linksys WCM300-NA、WCM300-EURO、および WCM300-JP ケーブル モ
デムで受信するチャネルにのみ適用されます。

（注） cable bonding-group-id コマンドは、Scientific Atlanta DPC2505（EuroDOCSIS の EPC2505）ワイド
バンド ケーブル モデムで受信されるワイドバンド チャネルには使用されません。

Linksys WCM300 ワイドバンド ケーブル モデムで使用するワイドバンド チャネルの場合、ワイド
バンド チャネルは、プライマリ ボンディング チャネルまたはセカンダリ ボンディング チャネルと
して設定されます。cable bonding-group-id コマンドは、ワイドバンド チャネルがプライマリ ボン
ディング チャネルかセカンダリ ボンディング チャネルのどちらであるかを決定します。

• プライマリ ボンディング グループはプライマリ ボンディング チャネルです。
cable bonding-group-id コマンドを入力したときに secondary キーワードを使用しないと、プラ
イマリ ボンディング グループになります。
例：

cable bonding-group-id 105 

• セカンダリ ボンディング グループはセカンダリ ボンディング チャネルです。
cable bonding-group-id コマンドを入力したときに secondary キーワードを使用すると、セカン
ダリ ボンディング グループになります。
例：

cable bonding-group-id 105 secondary 

プライマリ ボンディング チャネルは、Linksys WCM300 ケーブル モデムが最初に登録し、ユニキャ
スト データを受信するワイドバンド チャネルです。

プライマリ ボンディング チャネルへの参加のほかに、Linksys WCM300 ケーブル モデムはマルチ
キャスト データ ストリームを受信するため、最大 2 つのセカンダリ ボンディング チャネルに同時
に参加できます。ワイドバンド ケーブル モデムは、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルか
ら Type-Length-Value（TLV）符号化を使用して取得するセカンダリ ボンディング チャネルを選択
します。

ワイドバンド チャネルが、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルでプライマリまたはセカンダ
リ ボンディング チャネルとして指定されている場合、このチャネルを CMTS のアクティブ実行コ
ンフィギュレーション ファイルでもプライマリまたはセカンダリ ボンディング チャネルとして同
一に指定する必要があります。

• ワイドバンド チャネルがプライマリ ボンディング チャネルになるよう設定されている、また
はデフォルトではプライマリ ボンディング チャネルである場合、ワイドバンド ケーブル モデ
ムはこのチャネルをセカンダリ ボンディング チャネルの 1 つとして登録することはありませ
ん。

• ワイドバンド チャネルがセカンダリ ボンディング チャネルになるよう設定されている場合、
ワイドバンド ケーブル モデムはこのチャネルをプライマリ ボンディング チャネルとして登録
することはありません。

Linksys WCM300 ワイドバンド ケーブル モデムがプライマリおよびセカンダリ ボンディング チャ
ネルを選択する方法の詳細については、『Cisco DOCSIS 3.0 Downstream Channel Bonding Solution
Design and Implementation Guide』Release 2.0 を参照してください。

ワイドバンド チャネルをプライマリまたはセカンダリ ボンディング チャネルに指定する手順は、
次のとおりです。
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ヒント ワイドバンド チャネルが Wideband SPA で定義されている場合、Cisco IOS ソフトウェアはワイドバ
ンド チャネルをプライマリ ボンディング グループ（プライマリ ボンディング チャネル）として設
定し、デフォルト ID をそのボンディング グループに割り当てます。ワイドバンド チャネルをセカ
ンダリ ボンディング チャネルとして使用する場合、secondary キーワードを指定して cable
bonding-group-id コマンドを使用して、チャネルがセカンダリ ボンディング チャネルになるよう指
定します。

cable bonding-group id  コマンドの詳細については、第 11 章「SIP および SPA コマンド」 を参照し
てください。

ナローバンドおよびワイドバンド ケーブル モデムによるプライマリ ダウンストリーム チャネルの選択

SPA からの各プライマリ ダウンストリーム チャネルをナローバンド トラフィックとワイドバンド
トラフィックを伝送するように設定できます。各 SPA RF チャネルは、関連するモジュラ ケーブル
インターフェイスとワイドバンド インターフェイスで共有できます。使用するワイドバンド対応モ
デムのタイプに応じて、高速のスループット データを配信するため、同じ SPA からの 2 ～ 8 つの
RF チャネルのボンディングをサポートします。ここでは、モデムが MAC 管理トラフィックに使用
するプライマリ ダウンストリーム チャネルを選択する方法について説明します。

ワイドバンド ケーブル モデムのプライマリ ダウンストリーム チャネルの選択

ワイドバンド対応ケーブル モデムまたはボンディング サービスを備えたモデムでは、次のコマン
ドを使用して、RF チャネルのワイドバンド チャネルのセット（ダウンストリーム ボンディング グ
ループ）の一部であるプライマリ対応チャネルに強制的に登録します。

cable service attribute ds-bonded downstream-type bonding-enabled[enforce]

このコマンドを使用して、ダウンストリーム ボンディング対応モデムをボンディング プライマリ
対応ダウンストリーム チャネルで初期化します。

（注） ワイドバンド ケーブル モデムのプライマリ チャネル選択をイネーブルにしても、システム内の既
存のモデムに影響を与えません。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal 

例 :
Router# configure terminal 

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2 Router(config)# interface wideband-cable 
slot/subslot/bay:wb-channel-number

例 :
Router(config)# interface wideband-cable 
1/0/0:5 

ワイドバンドチャネル ケーブル インターフェイス
のインターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

ステップ 3 Router(config-if)# cable bonding-group-id 
id-num [secondary] 

例 :
Router(config-if)# cable bonding-group-id 105 

ボンディング グループ ID を指定し、ワイドバンド
チャネルがプライマリ ボンディング グループまた
はセカンダリ ボンディング グループかを指定しま
す。secondary キーワードを省略すると、グループは
プライマリ ボンディング グループになります。
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ナローバンド モデムのプライマリ ダウンストリーム チャネルの選択

ナローバンド モデムのプライマリ ダウンストリーム チャネル選択を実行すると、特定のダウンス
トリーム チャネル タイプのナローバンド モデムを制限する柔軟性を提供します。

ナローバンド モデムのプライマリ ダウンストリーム チャネルの選択は、次の方法のいずれかで実
行できます。

• 次のコマンドを使用して、初期化時に INIT-RNG-REQ で CMTS にアクセスする非ボンディン
グ対応モデムを、指定されたダウンストリーム周波数にリダイレクトできます。

cable service attribute non-ds-bonded legacy-ranging downstream-type frequency Hz

• 次のコマンドを使用すると、非ボンディング対応モデムを CMTS の DOCSIS 1.0 /2.0（非ボン
ディング）ダウンストリーム チャネルにのみ強制的に登録できます。

cable service attribute non-ds-bonded downstream-type bonding-disabled

両方のオプションを同時に設定できます。ケーブル モデムがナローバンド モデムであり、レガシー
初期レンジングで CMTS にアクセスする場合、特定のダウンストリーム チャネル周波数に基づい
てモデムを登録するオプションにより、ナローバンド チャネル上でのみモデムの登録を許可するオ
プションが無効になります。

（注） ワイドバンド モデムのプライマリ ダウンストリーム チャネル選択をイネーブルにしても、システ
ム内の既存のモデムに影響を与えません。

（注） frequency キーワード オプションを使用し、周波数を変更した場合、新しい周波数設定により、周
波数の変更後に初期化しようとする新しいモデムのみが影響を受けます。既存のモデムでダウンス

トリーム チャネル選択ポリシーを実行するには、clear cable modem コマンドを使用して、各モデ
ムをグローバルに、または個別のプライマリ ダウンストリーム チャネル レベルで、手動でリセッ
トする必要があります。

音声対応サービスのプライマリ ダウンストリーム チャネルの選択

デフォルトでは、SPA および Cisco uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェイス ラインカードのプ
ライマリ対応ナローバンド ダウンストリーム チャネルはすべて音声対応です。

音声サービスを Cisco uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェイス ラインカードのダウンストリー
ム チャネルにのみ制限するには、次のコマンドを使用します。

cable service attribute voice-enabled downstream-type HA-capable

音声サービスに 対するシステム可用性を高めるには、Cisco uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェ
イス ラインカードのダウンストリーム チャネルを音声対応として設定して、音声対応サービスを
Cisco uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェイス ラインカードからのダウンストリームにのみ制
限できます。CMTS は音声モデムを同じロード バランシング グループのホスティング Cisco
uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェイス ラインカードのダウンストリーム チャネルに登録また
は移動しようと試みます。

プライマリ ダウンストリーム チャネル選択の詳細については、『Cisco DOCSIS 3.0 Downstream
Solution Design and Implementation Guide』Release 2.0 を参照してください。
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設定の確認

ここでは、設定作業が正しく実行されたことを確認するのに使用できる Cisco IOS コマンドの一部
を示します。

• Wideband SPA 設定の確認（p.8-33） 

• RF チャネル設定の確認（p.8-35） 

• ファイバ ノードの設定の確認（p.8-35）

Wideband SPA とワイドバンド チャネルの監視の詳細については、『Cisco DOCSIS 3.0 Downstream
Channel Bonding Solution Design and Implementation Guide』を参照してください。

Wideband SPA 設定の確認
show running-configuration コマンドを使用してルータの設定を表示するほか、各種のコマンドを使
用して、次の内容を含む Wideband SPA に関する情報を表示できます。

• Wideband SPA の設定 

• Wideband チャネルと RF チャネル 

• ワイドバンドチャネル ケーブル インターフェイス 

ワイドバンドチャネル ケーブル インターフェイスの show interface wideband-cable 出力の例につい
ては、「show diag コマンドおよび show interface wideband-cable コマンドの例」（p.7-5）を参照してく
ださい。Wideband SIP および Wideband SPA で使用できるその他の show コマンドについては、第
11 章「SIP および SPA コマンド」を参照してください。

Cisco IOS コマンドを使用する場合、Wideband SPA およびギガビット イーサネット ポートは標準の
ユーザ設定可能なインターフェイスであると認識されないので、show interfaces コマンドの出力に
は表示されません。Wideband SPA はコントローラで、show controller modular-cable コマンドは
SPA、ギガビット イーサネット ポート、および設置された SFP モジュールなどに関する情報を表
示します。
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次に、Cisco uBR10012 ルータのスロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 にある Wideband SPA に対する
show controller modular-cable の出力例を示します。出力の [Gigabit Ethernet Port Selected] フィール
ドは、Port 1 が Wideband SPA のアクティブ ポートであることを示しています。

Router# show controller modular-cable 1/0/0 brief 
SPA 0 is present
status LED: [green]
Host 12V is enabled and is okay.
Power has been enabled to the SPA.
SPA reports power enabled and okay.
SPA reports it is okay and is NOT held in reset.

Gigabit Ethernet Port Selected : Port 1
Receive Interface              : In Reset
Receive Interface              : Disabled
Transmit Interface             : Out of Reset
Transmit Interface             : Enabled
Primary Receive Clock          : Disabled
Backup Receive Clock           : Disabled
SFP [Port 0] : 1000BASE-SX Present 
 Tx Enabled , LOS Detected , TxFault Not Detected
 Link Status [Port 0] : DOWN 

SFP [Port 1] : 1000BASE-T Present 
 Tx Enabled , LOS Not Detected , TxFault Not Detected
 Link Status [Port 1] : UP 

Wideband Channel information
Channel    RF bitmap   Police Info: Bytes      Interval
0          0x3                      0            0 ms
1          0xC                      0            0 ms
2          0x30                     0            0 ms
3          0xC0                     0            0 ms
4          0x300                    0            0 ms
5          0xC00                    0            0 ms
6          0x3000                   0            0 ms
7          0xC000                   0            0 ms
8          0x30000                  0            0 ms
9          0x0                      0            0 ms
10         0x0                      0            0 ms
11         0x0                      0            0 ms
12         0x0                      0            0 ms
13         0x0                      0            0 ms
14         0x0                      0            0 ms
15         0x0                      0            0 ms
16         0x0                      0            0 ms
17         0x0                      0            0 ms
18         0x0                      0            0 ms
19         0x0                      0            0 ms
20         0x0                      0            0 ms
21         0x0                      0            0 ms
22         0x0                      0            0 ms
23         0x0                      0            0 ms
24         0x0                      0            0 ms
25         0x0                      0            0 ms
26         0x0                      0            0 ms
27         0x0                      0            0 ms
28         0x0                      0            0 ms
29         0x0                      0            0 ms
30         0x0                      0            0 ms
31         0x0                      0            0 ms
          
RF Channel information
Modulation corresponds to : QAM 256 
Annex corresponds to : Annex B 
Modulation Data :GE Interframe Gap = 12 , MPEG-TS Frames per pkt = 4
SPA IP address = 0.0.0.0           SPA MAC Addr = 0012.001A.888B
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QAM       Channel Rate     Rate adjust   State
0         0                1            Enabled   
1         0                1            Enabled   
2         0                1            Enabled   
3         0                1            Enabled   
4         0                1            Enabled   
5         0                1            Enabled   
6         0                1            Enabled   
7         0                1            Enabled   
8         0                1            Enabled   
9         0                1            Enabled   
10        0                1            Enabled   
11        0                1            Enabled   
12        0                1            Enabled   
13        0                1            Enabled   
14        0                1            Enabled   
15        0                1            Enabled   
16        0                1            Enabled   
17        0                1            Enabled   
18        0                1            Enabled   
19        0                1            Enabled   
20        0                1            Enabled   
21        0                1            Enabled   
22        0                1            Enabled   
23        0                1            Enabled   
          
Interrupt Counts
Idx  Interrupt Register       Interrupt Bit            Total Count  Masked:
69   blz_sp_int_stat_reg_0    spi_train_vld            24           YES
84   spa_brd_int_stat_reg     sp_int_0                 24           NO
85   spa_brd_int_stat_reg     scc_int                  2            NO
86   spa_brd_int_stat_reg     phy1_int                 1            NO
87   spa_brd_int_stat_reg     phy0_int                 1            NO
92   spa_brd_int_stat_reg     temp1_int                2            NO
93   spa_brd_int_stat_reg     temp0_int                2            NO
97   bm_int_stat_reg          bm_spa_brd               26           NO

RF チャネル設定の確認 
次に、Cisco uBR10012 ルータのスロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 にある Wideband SPA の RF
チャネル 0 に対する show hw-module bay の出力例を示します。

Router# show hw-module bay 1/0/0 config rf-channel 0 verbose 

SPA                                 : Modular-Cable 1/0/0
RF channel number                   : 0
Frequency                           : 699000000 Hz
Modulation                          : 256qam
Annex                               : B
IP address of next hop              : 10.30.4.110
MAC address of EQAM                 : 0090.f001.06ec
UDP port number                     : 49192
EQAM headroom                       : 0

ファイバ ノードの設定の確認
次に、ケーブル ファイバ ノード 1 に対する show cable fiber-node の出力例を示します。

Router# show cable fiber-node 1
Fiber-Node 1  (prim_rfch = 0x400, bg_rfch = 0x3, status = 0x1)
    MDD Status: Valid
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設定例

ここでは、次の設定例を示します。

• Wideband SPA コントローラの設定例（p.8-37）

• ワイドバンド チャネルの設定例（p.8-38）

• 仮想バンドルの設定例（p.8-38）

• ケーブル ファイバ ノードの設定例（p.8-38）

• CGD の設定例（p.8-39）

• モジュラ ケーブル インターフェイスの設定例（p.8-40）

• ワイドバンド ケーブル インターフェイスの設定例（p.8-40）

• 設定例（p.8-41）
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Wideband SPA コントローラの設定例 
次の例は、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 にある Wideband SPA のコントローラの設定を示し
ます。RF チャネル 0 ～ 17 だけが設定され、ワイドバンド チャネルに関連付けられています。

controller Modular-Cable 1/0/0                                                  
 annex B modulation 256qam 0 23                                                 
 modular-host subslot 5/0                                                       
 rf-channel 0 cable downstream channel-id 24                                    
 rf-channel 0 frequency 699000000                                               
 rf-channel 0 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49192  
 rf-channel 1 cable downstream channel-id 25                                    
 rf-channel 1 frequency 705000000                                               
 rf-channel 1 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49193  
 rf-channel 2 cable downstream channel-id 26                                    
 rf-channel 2 frequency 711000000                                               
 rf-channel 2 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49194  
 rf-channel 3 cable downstream channel-id 27                                    
 rf-channel 3 frequency 717000000                                               
 rf-channel 3 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49195  
 rf-channel 4 cable downstream channel-id 28                                    
 rf-channel 4 frequency 723000000                                               
 rf-channel 4 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49196  
 rf-channel 5 cable downstream channel-id 29                                    
 rf-channel 5 frequency 729000000                                               
 rf-channel 5 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49197  
 rf-channel 6 cable downstream channel-id 30                                    
 rf-channel 6 frequency 735000000                                               
 rf-channel 6 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49198  
 rf-channel 7 cable downstream channel-id 31                                    
 rf-channel 7 frequency 741000000                                               
 rf-channel 7 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49199  
 rf-channel 8 cable downstream channel-id 32                                    
 rf-channel 8 frequency 747000000                                               
 rf-channel 8 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49200  
 rf-channel 9 cable downstream channel-id 33                                    
 rf-channel 9 frequency 753000000                                               
 rf-channel 9 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49201  
 rf-channel 10 cable downstream channel-id 34                                   
 rf-channel 10 frequency 759000000                                              
 rf-channel 10 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49202 
 rf-channel 11 cable downstream channel-id 35                                   
 rf-channel 11 frequency 765000000                                              
 rf-channel 11 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49203 
 rf-channel 12 cable downstream channel-id 36                                   
 rf-channel 12 frequency 771000000                                              
 rf-channel 12 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49204 
 rf-channel 13 cable downstream channel-id 37                                   
 rf-channel 13 frequency 777000000                                              
 rf-channel 13 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49205 
 rf-channel 14 cable downstream channel-id 38                                   
 rf-channel 14 frequency 783000000                                              
 rf-channel 14 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49206 
 rf-channel 15 cable downstream channel-id 39                                   
 rf-channel 15 frequency 789000000                                              
 rf-channel 15 ip-address 10.30.4.110 mac-address 0090.f001.06ec udp-port 49207 
 rf-channel 16 cable downstream channel-id 40                                   
 rf-channel 16 frequency 795000000                                              
 rf-channel 16 ip-address 10.30.4.100 mac-address 0090.f00b.0037 udp-port 49172 
 rf-channel 17 cable downstream channel-id 41                                   
 rf-channel 17 frequency 801000000                                              
 rf-channel 17 ip-address 10.30.4.100 mac-address 0090.f00b.0037 udp-port 49173 
 rf-channel 18 cable downstream channel-id 42                                   
 rf-channel 19 cable downstream channel-id 43                                   
 rf-channel 20 cable downstream channel-id 44                                   
 rf-channel 21 cable downstream channel-id 45                                   
 rf-channel 22 cable downstream channel-id 46                                   
 rf-channel 23 cable downstream channel-id 47 
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ワイドバンド チャネルの設定例
次の例は、ワイドバンド チャネルの設定内容を示します。この例では、ワイドバンド チャネル
Wideband-Cable1/0/0:0 は、仮想バンドル インターフェイス 1 のメンバーです。

interface Wideband-Cable1/0/0:0                                                 
 no ip address                                                                  
 load-interval 30                                                               
 cable bundle 1 
 cable bonding-group-id 24                                                      
 cable rf-channel 0                                                             
 cable rf-channel 1 

仮想バンドルの設定例 
ワイドバンド チャネルとファイバ ノード上でそのワイドバンド チャネルに関連付けられたプライ
マリ チャネルは、同一の仮想バンドル インターフェイスに所属する必要があります。次の例は、仮
想バンドル インターフェイス 1 の設定内容を示します。

interface Bundle1
 ip address 10.11.68.200 255.255.0.0
 ip pim sparse-mode
 cable match address 102 downstream Wideband-Cable1/0/0:1 bpi-enable
 cable arp filter request-send 3 2
 cable arp filter reply-accept 3 2

ケーブル ファイバ ノードの設定例
次の例は、ケーブル ファイバ ノード 1 の設定内容を示します。

cable fiber-node 1
  downstream Cable5/0/1
  downstream Modular-Cable 1/0/0 rf-channel 0 - 3 

upstream cable 5/0 connector 4 
upstream cable 5/0 connector 5 
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CGD の設定例
次の例は、スロット /サブスロット /ポート 5/0/1 に設置されたプライマリ ダウンストリーム チャ
ネルの設定内容を示します。この例では、プライマリ ダウンストリーム チャネルは、ワイドバン
ド チャネル Wideband-Cable1/0/0:0 などファイバ ノードのワイドバンド チャネルと同様に、仮想バ
ンドル インターフェイス（ケーブル バンドル）1 のメンバーです。

interface Cable5/0/1
 no ip address
 load-interval 30
 downstream Modular-Cable 1/0/0 rf-channel 0 - 3 upstream 0-2
 no cable packet-cache
 cable bundle 1
 cable downstream channel-id 120
 cable downstream annex B
 cable downstream modulation 256qam
 cable downstream interleave-depth 32
 cable downstream frequency 561000000
 no cable downstream rf-shutdown
 cable downstream rf-power 50
 cable upstream max-ports 4
 cable upstream 0 connector 4
 cable upstream 0 frequency 11400000
 cable upstream 0 docsis-mode tdma
 cable upstream 0 channel-width 1600000 1600000
 cable upstream 0 minislot-size 4
 cable upstream 0 power-level 0
 cable upstream 0 range-backoff 3 6
 cable upstream 0 modulation-profile 21
 no cable upstream 0 shutdown
 cable upstream 1 connector 5
 cable upstream 1 frequency 13000000
 cable upstream 1 docsis-mode tdma
 cable upstream 1 channel-width 1600000 1600000
 cable upstream 1 minislot-size 4
 cable upstream 1 power-level 0
 cable upstream 1 range-backoff 3 6
 cable upstream 1 modulation-profile 21
 no cable upstream 1 shutdown
 cable upstream 2 connector 6
 cable upstream 2 frequency 14600000
 cable upstream 2 docsis-mode tdma
 cable upstream 2 channel-width 1600000 1600000
 cable upstream 2 minislot-size 4
 cable upstream 2 power-level 0
 cable upstream 2 range-backoff 3 6
 cable upstream 2 modulation-profile 21
 no cable upstream 2 shutdown
 cable upstream 3 connector 7
 cable upstream 3 frequency 16200000
 cable upstream 3 docsis-mode tdma
 cable upstream 3 channel-width 1600000 1600000
 cable upstream 3 minislot-size 4
 cable upstream 3 power-level 0
 cable upstream 3 range-backoff 3 6
 cable upstream 3 modulation-profile 21
 no cable upstream 3 shutdown
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モジュラ ケーブル インターフェイスの設定例
次の例は、モジュラ ケーブル インターフェイスの設定内容を示します。この例では、モジュラ ケー
ブル インターフェイス スロット /サブスロット /ポート：ナローバンド チャネル 1/0/0:2 が設定さ
れています。cable rf-bandwidth-percent コマンドは、帯域幅の 40% をこのインターフェイス用に予
約するように指定します。

interface Modular-Cable 1/0/0:2 
no ip address 
cable bundle 1 

cable rf-bandwidth-percent 40 

ワイドバンド ケーブル インターフェイスの設定例
次の例は、Cisco uBR10-MC5X20 ローカル ダウンストリームをプライマリ ダウンストリームとして
使用する 3 チャネル ワイドバンド ケーブル インターフェイスを示します。この例では、cable
rf-channel 2、cable rf-channel 3、および cable rf-channel 4 が、ワイドバンド ケーブル インターフェイ
ス スロット / サブスロット / ポート：ワイドバンド チャネル 1/0/0:0 に追加されます。このワイド
バンド インターフェイスは、2 チャネル ボンディングと同様に 3 チャネル ボンディングにも対応
します。

interface Wideband-Cable 1/0/0:0 
no ip address 
load-interval 30 
cable bundle 1 
cable bonding-group-id 25 
cable rf-channel 2 bandwidth-percent 20
cable rf-channel 3 bandwidth-percent 30
cable rf-channel 4 

次の例は、ファイバ ノードの設定で downstream cable コマンドを使用し、uBR10-MC5X20 ダウン
ストリームをプライマリ対応ダウンストリーム チャネルとして割り当てる例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# cable fiber-node 5 
Router(config-fiber-node)#
downstream cable 6/0/0
downstream modular-cable 1/0/0 rf-channel 2
upstream cable 5/0 connector 0

次の例は、プライマリ対応チャネルとして SPA RF チャネル 0 を使用するワイドバンド インター
フェイスを示します。インターフェイスは 3 チャネル ボンディングに対応します。

Router#
Router# configure terminal
Router (config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# downstream modular-cable 1/0/0 rf-channel 0 upstream 0-1 4-5

interface Wideband-Cable 1/0/0:1 
no ip address 
load-interval 30 
cable bundle 1 
cable bonding-group-id 25 
cable rf-channel 0 
cable rf-channel 1 
cable rf-channel 2 
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次の例は、SPA RF チャネルでナローバンド モデムを登録するモジュラ対応インターフェイスを示
します。

Router# configure terminal
Router (config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# downstream modular-cable 1/0/0 rf-channel 2 upstream 0-1 4-5

interface Modular-Cable 1/0/0:2 
no ip address 
cable bundle 1 
cable rf-bandwidth-percent 40 

設定例

図 8-2 に示す設定は、ワイドバンドおよびモジュラ ケーブル インターフェイスの実装例を表しま
す。

図 8-2 ケーブル インターフェイスの設定例

ワイドバンド ケーブル インターフェイスの設定例

チャネル ボンディング：スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に装着された SPA からの 3 つの RF
チャネル（RF0、RF1、および RF2）はボンディングされ、ワイドバンド ケーブル インターフェイ
ス 1/0/0:0 を形成します。

• RF チャネル 0 の総帯域幅の 50% はこのワイドバンド インターフェイス用に予約されます。

• RF チャネル 1 の総帯域幅の 75% はこのワイドバンド インターフェイス用に予約されます。

• RF チャネル 2 の帯域幅の 100% はこのワイドバンド インターフェイス用に予約されます。
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プライマリ ダウンストリーム チャネル：RF チャネル 0 は、Cisco uBR10-MC5X20 ラインカードか
らのアップストリーム 0、コネクタ 0 に関連付けられており、SYNC、MAP、および MAC 管理トラ
フィックに使用するプライマリ ダウンストリーム チャネルとして機能します。

ワイドバンド インターフェイスは次のように設定されています。

Router(config)# interface wideband-cable 1/0/0:0 
Router(config-if)# cable bundle 1
Router(config-if)# cable rf-channel 0 bandwidth-percent 50
Router(config-if)# cable rf-channel 1 bandwidth-percent 75
Router(config-if)# cable rf-channel 2
Router(config-if)# cable bonding-group-id 1
Router(config-if)# exit

モジュラ ケーブル インターフェイスの設定

RF チャネル 0 はナローバンド チャネルであり、Cisco uBR10-MC5X20 ラインカードからのアップ
ストリーム 0、コネクタ 0 に関連付けられています。

モジュラ ケーブル インターフェイスは次のように設定されています。

Router(config)# interface modular-cable 1/0/0:0 
Router(config-if)# cable rf-bandwidth-percent 50
Router(config-if)# exit
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9
Wideband SPA のトラブルシューティ
ング

この章では、Wideband SPA の動作のトラブルシューティングに使用できる技法について説明しま
す。具体的な内容は、次のとおりです。

• 一般的なトラブルシューティングの情報（p.9-2）

• SPA と EQAM 間の通信問題のトラブルシューティング（p.9-3）

• SPA の活性挿抜の準備（p.9-4）

ワイドバンド ケーブル システムのトラブルシューティングについては、『Cisco Cable Wideband 
Solution Design and Implementation Guide』Release 1.0 を参照してください。

ワイドバンド CMTS のトラブルシューティングについては、『Cisco uBR10012 Broadband Router 
Software Configuration Guide』を参照してください。
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一般的なトラブルシューティングの情報

ここでは、SIP および SPA のトラブルシューティングの一般的な情報について説明します。具体的
な内容は、次のとおりです。

• コンソール エラー メッセージの意味（p.9-2）

• debug コマンドの使用（p.9-2）

• show コマンドの使用（p.9-2）

コンソール エラー メッセージの意味
Wideband SPA に関連するメッセージなど、Cisco uBR10012 ルータのエラー メッセージの説明およ
び推奨処置については、次のマニュアルを参照してください。

• 『Cisco CMTS System Messages』

• 『Cisco IOS Software System Messages』Cisco IOS Release 12.3

システム エラー メッセージは、メッセージを生成する特定のシステム ファシリティを基準にして
マニュアル内で整理されています。Wideband SPA のエラー メッセージは、SPAWBCMTS のファシ
リティ名を使用します。

debug コマンドの使用
Cisco uBR10012 ルータでサポートされるその他の debug コマンドとともに、次のワイドバンド特有
の debug コマンドが使用されます。

• debug hw-module bay ― Wideband SPA のデバッグ情報をイネーブルにします。

• debug cable fn ― ケーブル ファイバ ノードのデバッグ情報をイネーブルにします。

• debug cable wbcmts ― ワイドバンド CMTS のデバッグ情報をイネーブルにします。

debug コマンドは、シスコシステムズのテクニカルサポート担当者が使用するためのものです。
debug hw-module bay および debug cable wbcmts コマンドの詳細については、第 11 章「SIP および
SPA コマンド」を参照してください。

CMTS デバッグおよび Cisco uBR10012 ルータでサポートされているケーブル特有の debug コマン
ドについては、『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』および適切な Cisco IOS リリース
の関連機能に関するマニュアルを参照してください。

show コマンドの使用
Cisco uBR10012 ルータに搭載された SPA の監視およびトラブルシューティングには、いくつかの
show コマンドを使用できます。この章では、Wideband SPA のトラブルシューティングに役立つ可
能性のある一部の Cisco IOS コマンドの使用方法について説明します。

表 9-1 に、SPA を確認および監視するためのその他の show コマンドに関する情報を示します。

表 9-1 Wideband SPA の show コマンド

show コマンド 参照先 

show cable mac-domain downstream-service-group show cable mac-domain downstream-service-group
（p.11-46） 

show controllers modular-cable show controllers modular-cable（p.11-51） 

show hw-module bay show hw-module bay（p.11-54） 

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/ubrerrs.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123sup/123sems/index.htm
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SPA と EQAM 間の通信問題のトラブルシューティング 
Wideband SPA が エッジ QAM デバイスと通信できない場合は、rf-channel コマンドで設定された
RF チャネルがエッジ QAM デバイスで必要とされる値に一致することを確認してください。show
hw-module bay コマンドを使用して、RF チャネルに設定された値を確認できます。

例： 

Router# show hw-module bay 1/0/0 config rf-channel 0 verbose 

SPA                                 : Wideband-Cable 1/0/0
RF channel number                   : 0
Frequency                           : 699000000 Hz
Modulation                          : 64qam
Annex                               : B
IP address : 192.168.200.30
MAC address of EQAM                 : 000c.3033.2cbf
UDP port number                     : 49152
EQAM headroom                       : 0

次の値が正しく、エッジ QAM デバイスに設定された値に一致することを確認してください。

• Frequency ― この RF チャネルの中心周波数 

• IP address ― この RF チャネルのエッジ QAM デバイスの IP アドレス 

• MAC address ― この RF チャネルのネクストホップ ルータまたはエッジ QAM デバイスの MAC
（メディア アクセス制御）アドレス 

• UDP port ― この RF チャネルの QAM 出力ポートの UDP ポート番号 

RF チャネルは、rf-channel コマンドを使用して設定されます。rf-channel コマンドでは、mac-address
の mac-address 引数に使用される値は、次のようになります。

• ギガビット イーサネット ルータまたはレイヤ 3 スイッチが Wideband SPA とエッジ QAM デバ
イス間で使用されている場合、mac-address に指定される値はルータまたはレイヤ 3 スイッチの
ネクストホップ インターフェイスの MAC アドレスです。

• ギガビット イーサネット ルータまたはレイヤ 3 スイッチが使用されていない場合、mac-address
に指定される値は、エッジ QAM デバイスのギガビット イーサネット インターフェイスの
MAC アドレスです。

RF チャネルに設定された UDP ポート番号は、特定の QAM 出力ポートへの入力 UDP セッションの
マッピングを可能にします。異なる Wideband SPA からのワイドバンド トラフィックを同一の QAM
出力ポートで混在させることはできません。

show hw-module bay oir show hw-module bay oir（p.11-59） 

show interface wideband-cable ワイドバンド チャネルの指定（p.8-7） 

表 9-1 Wideband SPA の show コマンド（続き）

show コマンド 参照先 
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SPA の活性挿抜の準備
Cisco uBR10012 ルータは、各 SPA および SIP の活性挿抜（online insertion and removal; OIR）をサ
ポートしています。したがって、SPA を取り付けたまま SIP を取り外すことや、SIP はルータに設
置したまま、SIP から特定の SPA だけを取り外すことができます。

つまり、SIP のいずれかのベイ（サブスロット）から 1 つの SPA を取り外しても、SIP をルータに
設置したままで、もう 1 つの SPA をアクティブにしておくことができます。すぐに代わりの SPA
を SIP に取り付ける予定がない場合は、ベイにブランク フィラー プレートを必ず取り付けてくだ
さい。SIP には、作動する SPA またはブランク フィラー プレートのどちらかを常に取り付けてお
く必要があります。

活性挿抜の準備のために SPA をアクティブにするか、または非アクティブにする方法については、
「SIP および SPA の活性挿抜の準備」（p.5-3）を参照してください。
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10
Wideband SPA コマンドの概要

表 10-1 に、Wideband SPA の設定、監視、および維持に必要なコマンドのうち、最も重要なコマン
ドをアルファベット順に示します。

この章で使用されるコマンドの詳細については、このマニュアルを次に記載されている順序に従っ

て参照してください。

1. このマニュアルの第 11 章「SIP および SPA コマンド」 

2. 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』 

これらのマニュアルに記載されていないコマンドについては、Cisco IOS Release 12.3 のコマンド リ
ファレンスおよびマスター インデックスのマニュアルを参照してください。これらのマニュアルへ
のアクセス方法については、「関連資料」（p.xi）を参照してください。

表 10-1 Wideband SPA コマンドの概要

コマンド 目的

Router(config)# card slot/subslot/bay 24rfchannel-spa-1 Wideband SPA が物理的に存在しなくても設定できるよう
に、Wideband SPA を事前プロビジョニングします。

Router(config)# hw-module bay slot/subslot/bay shutdown 
unpowered

指定したスロット、サブスロット、およびベイにある SPA
の電源を切断します。

Router(config)# no hw-module bay slot/subslot/bay shutdown 指定したスロット、サブスロット、およびベイにある SPA
の電源をオンにします。

Router(config-controller)# rf-channel rf-port frequency freq 
[annex {A|B} modulation {64|256} [interleave-depth 
{8|12|16|32|64|128}]] 

Wideband SPA の周波数、Annex（MPEG フレーミング
フォーマット）、変調、およびインターリーブ深度を設定し

ます。

Router(config)# cable fiber-node fiber-node-id ファイバ ノードを設定するためのケーブル ファイバノー
ド コンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config)# cable rf-bandwidth-percent percent_value モジュラ ケーブル インターフェイスの帯域幅を割り当て
ます。

Router(config-if)# cable rf-channel rf_port [bandwidth-percent 
bw-percent] 

Wideband SPA の RF チャネルをワイドバンド チャネルに関
連付けます。

Router(config)# cable wideband auto-reset CMTS のワイドバンド自動リセット モードをイネーブルに
します。

Router(config)# controller modular-cable slot/subslot/bay コントローラ コンフィギュレーション モードを開始して、
Wideband SPA コントローラを設定します。

Router(config-fiber-node)# description description ファイバ ノードの説明を指定します。

Router(config-fiber-node)# downstream cable slot/subslot/port ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネル
を割り当てます。
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Router(config-fiber-node)# upstream cable slot/subslot 
connector list-of-ports

ファイバ ノードのアップストリーム チャネル ポートを指
定します。

Router(config)#downstream modular-cable slot/subslot/bay 
rf-channel <list_of_channels> [upstream <list_of_upstreams>]

所定のケーブル MAC ドメインに uBR10-MC5X20 アップス
トリーム セットと SPA からの個別のモジュラ ダウンスト
リーム チャネルとの関連付けを指定します。

Router(config-fiber-node)# downstream modular-cable 
slot/subslot/bay rf-channel {rf-port | low-high} 

ファイバ ノードのワイドバンド チャネルで使用できる RF
チャネルを指定します。

Router(config-controller)# ip-address ip-address Wideband SPA の FPGA の IP アドレスを設定します。

Router(config-controller)# modular-host subslot slot/subslot Wideband プロトコル オペレーションに使用されるモジュ
ラホスト ラインカードを指定します。

Router(config-controller)# rf-channel rf-port [description 
description] [frequency freq] [ip-address ip-address mac-address 
mac-address udp-port portnum]

Wideband SPA の RF チャネルを設定します。

Router(config-controller)# rf-channel rf-port cable downstream 
channel-id channel-id

ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネルに割り当て
ます。

Router# show cable mac-domain cable slot/subslot/port 
downstream-service-group 

プライマリ ダウンストリーム チャネルの media access
control（MAC; メディア アクセス制御）Domain Downstream
Service Group 情報を表示します。

Router# show controllers modular-cable slot/subslot/bay {brief 
| fpga_registers | {all | sfp [port port_num] | ge_phy [port 
port_num] }}

Wideband SPA の内部状態の情報を表示します。

Router# show hw-module bay [slot/subslot/bay | all] show-type 
{wideband-channel | rf-channel} [device-index] [verbose]

Wideband SPA のワイドバンド チャネルまたは RF チャネル
に関する情報を表示します。

Router# show hw-module bay {slot/subslot/bay | all} oir 
[internal]

Wideband SPA の運用ステータスを表示します。

Router# show interface wideband-cable 
slot/subslot/bay:wb-channel 

ワイドバンド チャネル ケーブル インターフェイスに関す
る情報を表示します。

表 10-1 Wideband SPA コマンドの概要（続き）

コマンド 目的
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11
SIP および SPA コマンド

この章では、Cisco IOS Release 12.3(23)BC における Wideband SIP および Wideband SPA の新規コマ
ンドおよびアップデートされたコマンドについて説明します。Wideband SIP および Wideband SPA
で使用する他のすべてのコマンドについては、『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』お
よび Cisco IOS Release 12.3 のコマンド リファレンスとマスター インデックスのマニュアルを参照
してください。

Wideband SIP および Wideband SPA のコマンド 

• annex modulation

• cable bonding-group-id

• cable fiber-node

• cable rf-bandwidth-percent

• cable rf-channel

• cable wideband auto-reset

• controller modular-cable

• debug c10k-jacket

• debug cable fn

• debug cable wbcmts

• debug hw-module bay

• description（ケーブル ファイバノード）

• downstream cable

• downstream local upstream

• downstream modular-cable rf-channel（インターフェイス）

• downstream modular-cable rf-channel

• ip-address（コントローラ）

• modular-host subslot

• rf-channel cable downstream channel-id

• rf-channel description

• rf-channel frequency

• rf-channel ip-address mac-address udp-port

• rf-channel network-delay

• rf-channel cable downstream channel-id

• show cable mac-domain downstream-service-group

• show cable mac-domain cgd-associations

• show controllers jacket
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• show controllers modular-cable

• show hw-module bay

• show hw-module bay oir

• show interface modular-cable

• show interface modular-cable accounting

• show interface modular-cable description

• show interface modular-cable dowstream

• show interface modular-cable dsg downstream

• show interface modular-cable intercept

• show interface modular-cable stats

• show interface modular-cable summary

• show interface modular-cable switching

• show interface wideband-cable

• upstream cable connector

Wideband SIP および Wideband SPA の変更された既存のコマンド 

次に、Wideband SIP および SPA またはワイドバンド ケーブル機能で変更された既存のコマンド、
あるいはワイドバンド ケーブルで使用される既存のコマンドのバリアントを示します。これらのコ
マンドの詳細については、『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』を参照してください。

• card 

• clear cable modem reset 

• hw-module reload 

• hw-module shutdown 

• hw-module bay shutdown 

• show cable modem summary 

• show cable modem primary

• show cable modem wideband 

• show interface wideband-cable 



第 11章      SIP および SPA コマンド
annex modulation

11-3
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-10707-03-J

annex modulation

（注） annex modulation コマンドは Cisco IOS Release 12.3(23)BC より廃止され、annex および modulation
がキーワード オプションとして rf-channel frequency コマンドに統合されます。

Wideband SPA の Annex（MPEG フレーミング フォーマット）と変調を設定するには、コントロー
ラ コンフィギュレーション モードで annex modulation コマンドを使用します。Annex を B に、変
調を 64 QAM に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

annex {A | B} modulation {64qam | 256qam} [rf-start-index rf-end-index] 

no annex {A | B} modulation {64qam | 256qam} [rf-start-index rf-end-index]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 Wideband SPA には Annex または変調が設定されていません。

コマンド モード コントローラ コンフィギュレーション 

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用して、次の内容を Wideband SPA に設定します。

• Annex（MPEG フレーミング フォーマット） 

• 変調 

• RF チャネルの開始インデックスと終了インデックス 

{A | B} MPEG フレーミング フォーマットを指定します。

• A ― Annex A。ダウンストリームは、ITU-TJ.83 Annex A に指定されて
いる欧州の MPEG フレーミング フォーマットと互換性があります。

• B ― Annex B。ダウンストリームは、ITU-TJ.83 Annex B に指定されて
いる北米の MPEG フレーミング フォーマットと互換性があります。

{64qam | 256qam} 変調レートを指定します。

• 64qam ― 64 QAM 変調 

• 256qam ― 256 QAM 変調 
rf-start-index

rf-end-index

（任意）RF チャネルの開始インデックスと終了インデックスを指定しま
す。次の値を使用できます。

• Annex が A で、変調が 256 QAM の場合、rf-start-index が 0 で、
rf-end-index が 17 である必要があります。

• その他の場合は、rf-start-index が 0 で、rf-end-index が 23 である必要が
あります。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
12.3(23)BC このコマンドは廃止され、annex および modulation がキーワード オプショ

ンとして rf-channel frequency コマンドに統合されます。
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各 Wideband SPA は、annex modulation コマンドでの SPA の設定内容に応じて、最大 24 の RF チャ
ネルをサポートします。

• Annex A と 256 QAM モジュレータの場合、各 Wideband SPA は 18 の RF チャネルをサポートし
ます。

• その他の場合、各 Wideband SPA は 24 の RF チャネルをサポートします。

rf-start-index と rf-end-index 引数は、今後使用するためのもので、現在は必要ありません。rf-start-index
と rf-end-index を指定しない場合、デフォルト値は次のようになります。

• Annex が A で、変調が 256 QAM の場合、rf-start-index は 0 で、rf-end-index は 17 です。

• その他の場合、rf-start-index は 0 で、rf-end-index は 23 です。

例 次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 にある Wideband SPA の MPEG フレーミング フォーマッ
トと変調を設定する例を示します。

Router(config)# controller modular-cable 1/0/0 
Router(config-controller)# annex B modulation 64qam 

関連コマンド コマンド 説明

cable rf-channel Wideband SPA の RF チャネルをワイドバンド チャ
ネルに関連付けます。

controller modular-cable コントローラ コンフィギュレーション モードを
開始して、Wideband SPA コントローラを設定しま
す。

ip-address（コントローラ） Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定します。
modular-host subslot モジュラホスト ラインカードを指定します。
rf-channel frequency 各 RF チャネルの周波数を設定します。
rf-channel ip-address mac-address udp-port 各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、お

よび UDP ポートを設定します。
rf-channel network delay 各 RF チャネルの CIN 遅延を指定します。
rf-channel description 各 RF チャネルの説明を指定します。
rf-channel cable downstream channel-id ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネルに割

り当てます。
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cable bonding-group-id
ボンディング グループ ID を指定し、ボンディング グループがプライマリまたはセカンダリ ボン
ディング チャネルかを指定するには、ワイドバンド ケーブル インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで cable bonding-group-id コマンドを使用します。ボンディング グループの設定を解
除し、デフォルトのボンディング グループ（プライマリ ボンディング グループ）に戻すには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。

cable bonding-group-id id_num [secondary] 

no cable bonding-group-id id_num [secondary] 

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト設定 cable bonding-group-id コマンドを入力しないと、Cisco IOS ソフトウェアはデフォルトの ID をボン
ディング グループに割り当て、ワイドバンドチャネル ケーブル インターフェイスをプライマリ ボ
ンディング グループとして設定します。

コマンド モード ワイドバンド ケーブル インターフェイスのインターフェイス コンフィギュレーション モード
（config-if）

コマンド履歴

使用上のガイドライン cable bonding-group-id コマンドは、Scientific Atlanta DPC2505 または EPC2505 ワイドバンド ケーブ
ル モデムで受信されるワイドバンド チャネルには必要ありません。

cable bonding-group-id コマンドは、Linksys WCM300-NA、WCM300-EURO、または WCM300-JP ワ
イドバンド ケーブル モデムで受信されるワイドバンド チャネルにのみ使用されます。

Linksys WCM300 ケーブル モデム

Linksys WCM300-NA、WCM300-EURO、および WCM300-JP ケーブル モデムで受信されるワイドバ
ンド チャネルにおいて、cable bonding-group-id コマンドはワイドバンドチャネル ケーブル イン
ターフェイスにボンディング グループ ID を割り当て、secondary キーワードが指定されていない場
合はプライマリ ボンディング グループとして、 secondary キーワードが指定されている場合はセカ
ンダリ ボンディング グループとしてボンディング グループを設定します。

• プライマリ ボンディング グループはプライマリ ボンディング チャネルです。

• セカンダリ ボンディング グループはセカンダリ ボンディング チャネルです。

id_num 一意のボンディング グループ ID。有効値は、1 ～ 255 です。ボンディン
グ グループ ID は、CMTS の各ワイドバンド チャネルで一意である必要が
あります。

secondary ボンディング グループがセカンダリ ボンディング グループであることを
指定します。secondary キーワードが使用されていない場合、ボンディン
グ グループはプライマリ ボンディング グループになります。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。



第 11章      SIP および SPA コマンド
cable bonding-group-id

11-6
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-10707-03-J

プライマリ ボンディング チャネルは、Linksys WCM300 モデムがすべてのユニキャスト トラフィッ
クと一部のマルチキャスト トラフィックを受信するワイドバンド チャネルです。ケーブル モデム
は、CMTS に対するプライマリ ボンディング チャネルとセカンダリ ボンディング チャネルを、ケー
ブル モデム登録時に識別します。DOCSIS コンフィギュレーション ファイルでは、CMTS がケーブ
ル モデムに割り当てるプライマリ ボンディング チャネルを定義できます。

1 つのプライマリ ボンディング チャネルへの参加のほかに、Linksys WCM300 は追加のデータ スト
リームを受信するため、最大 2 つのセカンダリ ボンディング チャネルに同時に参加できます。
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルでは、モデムが CMTS に送信するセカンダリ ボンディ
ング チャネルを 定義できます。セカンダリ ボンディング チャネルとは、プライマリ ボンディング
チャネルで使用できない、ブロードキャスト ビデオなどのマルチキャスト トラフィックを受信す
るためのものです。

プライマリおよびセカンダリ ボンディング チャネルを特定するために DOCSIS コンフィギュレー
ション ファイルで使用可能な TLV の符号化の詳細については、『Cisco Cable Wideband Solution
Design and Implementation Guide』Release 1.0 を参照してください。

（注） ワイドバンド チャネルが、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルでプライマリまたはセカン
ダリ ボンディング チャネルとして指定されている場合、このチャネルを CMTS のアクティブ実行
コンフィギュレーション ファイルでもプライマリまたはセカンダリ ボンディング チャネルとして
同一に定義する必要があります。 

• ワイドバンド チャネルが cable bonding-group-id コマンドで設定されている場合、またはデ
フォルトでプライマリ ボンディング チャネルになるよう設定されている場合、Linksys
WCM300 モデムはこのチャネルをセカンダリ ボンディング チャネルの 1 つとして登録するこ
とはありません。

• ワイドバンド チャネルが cable bonding-group-id コマンドを使用してセカンダリ ボンディング
チャネルになるよう設定されている場合、Linksys WCM300 モデムはこのチャネルをプライマ
リ ボンディング チャネルとして登録することはありません。

（注） ワイドバンド チャネルが Wideband SPA で定義されている場合、Cisco IOS ソフトウェアはワイド
バンド チャネルをプライマリ ボンディング グループ（プライマリ ボンディング チャネル）とし
て設定し、デフォルト ID をそのボンディング グループに割り当てます。ワイドバンド チャネルを
セカンダリ ボンディング チャネルとして使用する場合、secondary キーワードを指定して cable
bonding-group-id コマンドを使用して、チャネルがセカンダリ ボンディング チャネルになるよう指
定します。

id_num 引数に一意でないボンディング グループ ID を指定すると、 cable bonding-group-id はエラー
メッセージを表示し、ID を変更しません。

Scientific Atlanta DPC2505 モデム ケーブル 

cable bonding-group-id コマンドは、Scientific Atlanta DPC2505 または EPC2505 ケーブル モデムで受
信されるワイドバンド チャネルには必要ありません。
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例 次に、さまざまな目的で cable bonding-group-id コマンドを使用する例を示します。次の cable
bonding-group-id コマンドを使用すると、スロット /サブスロット /ベイ 1/0/1 の Wideband SPA 上
のワイドバンド チャネル 10 が、ボンディング グループ ID 20 を持ったセカンダリ ボンディング グ
ループ（セカンダリ ボンディング チャネル）になるよう指定します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface wideband-cable 1/0/1:10 
Router(config-if)# cable bonding-group-id 20 secondary 

次に、secondary キーワードを省略して、ID 20 を持ったボンディング グループをセカンダリ ボン
ディング グループからプライマリ ボンディング グループに変更する例を示します。

Router(config-if)# cable bonding-group-id 20 

cable bonding-group-id  コマンドの no 形式を使用すると、設定されたボンディング グループを解除
し、設定をデフォルトのボンディング グループに戻します。ID 20 を持ったセカンダリ ボンディン
グ グループの場合、このコマンドの次の no 形式は同じ意味を持ちます。

Router(config-if)# no cable bonding-group-id 20 

または 

Router(config-if)# no cable bonding-group-id 20 secondary 

上記のいずれかのコマンドを実行すると、ワイドバンドチャネル ケーブル インターフェイスはデ
フォルトのボンディング グループ、つまり Cisco IOS ソフトウェアが割り当てたデフォルトのボン
ディング グループ ID を持つプライマリ ボンディング グループを使用するように設定されます。

関連コマンド コマンド 説明

interface インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
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cable fiber-node 
ファイバ ノードを設定するためケーブル ファイバノード コンフィギュレーション モードを開始す
るには、グローバル コンフィギュレーション モードで cable fiber-node コマンドを使用します。ファ
イバ ノード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。

cable fiber-node fiber-node-id 

no cable fiber-node fiber-node-id 

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト設定 コマンド モードは変更されません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンド履歴

使用上のガイドライン cable fiber-node コマンドを使用すると、Multiple Service Operator（MSO; マルチプル サービス オペ
レータ）またはサービス プロバイダーは、Cisco IOS にケーブル設備の配線方法を認識させること
で CMTS をインテリジェント化するよう設定できます。ケーブル設備のダウンストリーム チャネ
ルは、CMTS ファイバ ノードで正確に設定する必要があります。これにより、CMTS はモデムが利
用できるワイドバンド チャネルを持つワイドバンド モデムに正確にシグナリングできます。

ケーブル ネットワークでは、ケーブル モデムは 1 つのファイバ ノードだけに物理的に接続されて
います。ファイバ ノード ソフトウェアの設定は、ケーブル ネットワークの物理トポロジを反映し
ています。Cisco IOS command-line interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）コマンドを使
用してファイバ ノードを設定する場合、ファイバ ノードは次の内容を定義するソフトウェア メカ
ニズムになります。

• ファイバ ノードに流れるダウンストリーム RF チャネルのセット

• 最低 1 つのプライマリ ダウンストリーム チャネル

（注） Cisco IOS Release 12.3(21)BC および 12.3(21a)BC3 では、これはファイバ ノードに対す
る従来の DOCSIS ダウンストリーム チャネルです。Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降で
は、SPA からの RF チャネルまたは Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリーム チャネルが
ファイバ ノードのプライマリ チャネルとして機能できます。

• ファイバ ノードに接続され、アップストリーム チャネルとして使用可能なケーブル インター
フェイス ラインカードのアップストリーム チャネル ポートのセット 

cable fiber-node コマンドを使用して、ケーブル ファイバノード コンフィギュレーション モードを
開始し、ファイバ ノードを設定します。

fiber-node-id ファイバ ノードの数字による一意の ID を指定します。有効値は、1 ～ 256
です。

リリース 変更内容

 12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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ワイドバンド チャネルが正常に稼働するには、各ファイバ ノードを次のように設定する必要があ
ります。

1. cable fiber-node コマンドを使用して、ファイバ ノードを作成し、ケーブル ファイバノード コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

2. downstream コマンドを使用して、ファイバ ノードに 1 つまたは複数のプライマリ ダウンスト
リーム チャネル（従来の DOCSIS ダウンストリーム チャネル）を関連付けます。

（注） Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降では、ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリー
ム チャネルが SPA RF ダウンストリーム チャネルから割り当てられている場合には、
このコマンドは必要ありません。

3. upstream コマンドを使用して、ファイバ ノードのアップストリーム チャネル ポートを指定し
ます。

4. downstream modular-cable rf-channel コマンドを使用して、ファイバ ノードで 1 つまたは複数
の SPA RF チャネルが使用できるようにします。

5. description（ケーブル ファイバノード）コマンドを任意で使用して、ファイバ ノードの説明を
指定します。

各ファイバ ノードでは、Cisco uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェイス ラインカードの従来の
DOCSIS ダウンストリーム チャネルは、MAC management message（MMM; MAC 管理メッセージ）
とシグナリング メッセージの伝送に使用され、関連する従来の DOCSIS アップストリーム チャネ
ルがリターン データ トラフィックとシグナリングに使用されます。このように使用される従来の
DOCSIS ダウンストリーム チャネルは、プライマリ ダウンストリーム チャネルと呼ばれます。Cisco
IOS Release 12.3(23)BC 以降では、SPA からの RF チャネルまたは Cisco uBR10-MC5X20 ダウンスト
リーム チャネルはファイバ ノードのプライマリ チャネルとして機能できます。ファイバ ノードに
Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリーム チャネルがない場合、downstream modular-cable rf-channel
コマンドで指定された最低 1 つの SPA RF チャネルがプライマリ対応ダウンストリーム チャネルに
なっていることを確認してください。

各ワイドバンド チャネルは最低 1 つのプライマリ ダウンストリーム チャネルに関連付ける必要が
あり、複数のプライマリ ダウンストリーム チャネルに関連付けることができます。ワイドバンド
チャネルと関連するプライマリ ダウンストリーム チャネルは、同一の仮想バンドル インターフェ
イスに所属する必要があります。

設定可能なケーブル ファイバ ノードの最大数は、各 CMTS で 256 に制限されています。

例 次に、ファイバ ノード 5 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。

Cisco IOS Release 12.3(21)BC
Router# configure terminal 
Router(config)# cable fiber-node 5 
Router(config-fiber-node)#
downstream Cable 6/0/0
downstream Modular-Cable 1/0/0 rf-channel 0-1
upstream cable 5/0 connector 0

Cisco IOS Release 12.3(23)BC
Router# configure terminal 
Router# cable fiber-node 5
Router(config-fiber-node)#
downstream Modular-Cable 1/0/0 rf-channel 0-3
upstream cable 5/0 connector 0
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関連コマンド

cable rf-bandwidth-percent
モジュラ ケーブル インターフェイスの帯域幅を割り当てるには、モジュラ ケーブル インターフェ
イス コンフィギュレーション モードで cable rf-bandwidth-percent コマンドを使用します。帯域幅
の割り当てを解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

cable rf-bandwidth-percent percent_value

no cable rf-bandwidth-percent

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 モジュラ ケーブル インターフェイスのデフォルトの帯域幅の割合はゼロです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション モード（config-if）

コマンド履歴

使用上のガイドライン モジュラ ケーブル インターフェイスとワイドバンド インターフェイスの両方に割り当てられた
RF チャネル帯域幅の割合の合計は、96% を越えてはなりません。帯域幅の残りの 4% は、この RF
チャネルをプライマリ チャネルとして使用する MAC management message（MMM; MAP と他の
MAC 管理メッセージ）DOCSIS トラフィック用に予約されます。

例 Router# configure terminal
Router (config)# interface modular-cable 1/0/0:0
Router (config-if)# cable rf-bandwidth-percent 70

関連コマンド

コマンド 説明

description（ケーブル ファイバノード） ファイバ ノードの説明を指定します。
downstream cable ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム

チャネルを割り当てます。

downstream modular-cable rf-channel ファイバ ノードのワイドバンド チャネルで使用
できる RF チャネルを指定します。

upstream cable connector ファイバ ノードのアップストリーム チャネル
ポートを指定します。

percent-value ダウンストリーム RF チャネルの帯域幅の割り当てを指定します。デフォ
ルト値は 0 です。

リリース 変更内容

12.3(23)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

コマンド 説明

cable rf-channel Wideband SPA の RF チャネルをワイドバンド チャネルに関連付けます。
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cable rf-channel 
ワイドバンド チャネルに Wideband SPA の RF チャネルを関連付けるには、インターフェイス コン
フィギュレーション モードで cable rf-channel コマンドを使用します。ワイドバンド チャネルと RF
チャネルのアソシエーションを解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

cable rf-channel rf-port  [bandwidth-percent bw-percent] 

no cable rf-channel rf-port  [bandwidth-percent bw-percent] 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 ワイドバンド チャネルと RF チャネルのデフォルトのアソシエーションは設定されていません。
bandwidth-percent を指定せずに cable rf-channel コマンドを使用すると、帯域幅の値がデフォルト
の 100% になります。

コマンド モード ワイドバンドチャネル インターフェイスのインターフェイス コンフィギュレーション モード
（config-if）

コマンド履歴

使用上のガイドライン cable rf-channel コマンドは、Wideband SPA の RF チャネル（ポート）をワイドバンド チャネルに
関連付けます。任意で、指定されたワイドバンド チャネルに使用される、この RF チャネルからの
帯域幅の割合を指定できます。

Cisco uBR10012 ルータは、2 つの Wideband SPA をサポートしています。各 Wideband SPA は、annex
modulation コマンドでの SPA の設定内容に応じて、最大 24 の RF チャネルをサポートします。
Annex A および 256 QAM 変調では、各 Wideband SPA はフル レートで最大 18 の RF チャネルを、
フル レート未満で最大 24 の RF チャネルをサポートします。その他の場合、SPA は 24 の RF チャ
ネルをサポートします。

（注） Cisco IOS Release 12.3(21)BC および 12.3(21a)BC3 では、cable rf-channel コマンドは、Annex および
変調が annex modulation コマンドで設定されるまで Cisco IOS コマンド ラインで使用できません。
annex modulation コマンドは Cisco IOS Release 12.3(23)BC より廃止され、annex および modulation
がキーワード オプションとして rf-channel frequency コマンドに統合されます。

各 Wideband SPA は、最大 32 のワイドバンド チャネルをサポートしています。ワイドバンド チャ
ネルは、2 つの異なる Wideband SPA からの RF チャネルで構成することはできません。ワイドバン
ド チャネルに集約できる RF チャネルの数は、ワイドバンド ケーブル モデムの容量によって決ま
ります。

rf-port  Wideband SPA FPGA の RF チャネルの物理ポートを指定します。rf-port の
有効値は、annex modulation コマンドで設定されたコンフィギュレーショ
ンによって異なります（「使用上のガイドライン」を参照）。

bandwidth-percent 
bw-percent 

この RF チャネルからワイドバンド チャネルに使用される帯域幅の割合
を指定します。許容範囲は、0 ～ 100 です。bandwidth-percent を使用しな
いと、帯域幅の値はデフォルトの 100% になります。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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• Linksys WCM300-NA、WCM300-EURO、および WCM300-JP ワイドバンド ケーブル モデムは、
チャネルごとに 6 MHz による最大 8 つのダウンストリーム RF チャネル、またはチャネルごと
に 8 MHz による最大 6 つのダウンストリーム RF チャネルで構成されたワイドバンド チャネル
を受信できます。このモデムでは、チャネルは 50 MHz キャプチャ ウィンドウで受信する必要
があります。

• Scientific Atlanta DPC2505 および EPC2505 ワイドバンド ケーブル モデムは、1 つのワイドバン
ド チャネルの受信をサポートしています。ワイドバンド チャネルは、チャネルごとに 6 MHz
または 8 MHz による 3 つのダウンストリーム RF チャネルで構成されます。

ワイドバンド チャネルが同じ仮想バンドル インターフェイス（ケーブル バンドル）に所属し、RF
チャネルに割り当てられた帯域幅の合計が 100% を超えないかぎり、RF チャネルを複数のワイドバ
ンド チャネルに関連付けることができます。表 11-1 に、RF チャネルに割り当てられた帯域幅の合
計が 100% を超えないかぎり、1 つの RF チャネルを複数のワイドバンド チャネルに関連付けるこ
とができる例を示します。

表 11-2 に、RF チャネルに割り当てられた帯域幅の合計が 100% を超えないかぎり、1 つの RF チャ
ネルを 1 つのナローバンド チャネルと複数のワイドバンド チャネルに関連付けることができる例
を示します。

（注） CMTS 上の各 RF チャネルは、rf-channel udp-port 引数を使用して、エッジ QAM デバイスの特定
の QAM ポートにマッピングできます。異なる Wideband SPA からのトラフィックを同一の QAM
ポートで混在させることはできません。

例 次に、ワイドバンド チャネル 0 に RF チャネル 10 と RF チャネル 11 を関連付ける例を示します。

Router(config)# interface wideband-cable 1/0/0:0 
Router(config-if)# cable rf-channel 10 bandwidth-percent 50 
Router(config-if)# cable rf-channel 11 

前述の例では、2 番めの cable rf-channel コマンドに bandwidth-percent が指定されていないため、
デフォルト値（100% の帯域幅）が適用されます。つまり、RF チャネル 11 の 100% の帯域幅がワ
イドバンド チャネル 0 に使用されます。

表 11-1 RF チャネルの帯域幅の割り当て 

RF チャネル ワイドバンド チャネル 帯域幅の割り当て

10 0 30%

10 1 30%

10 2 40%

帯域幅の割合の合計：100%

表 11-2 プライマリ対応 RF チャネルを使用した帯域幅の割り当て

モジュラ ケーブル 
インターフェイス

ワイドバンド
チャネル 0

ワイドバンド
チャネル 1

ワイドバンド
チャネル 2

帯域幅の
割合の合計

RF チャネル 10
から割り当て
られた帯域幅

54%（4% は DOCSIS
シグナリングのた

め内部で使用）

10% 22% 14% 100%
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関連コマンド コマンド 説明

annex modulation Wideband SPA の Annex と変調を設定します。
cable bonding-group-id ボンディング グループ ID を指定し、ボンディング

グループがプライマリまたはセカンダリ ボンディ
ング チャネルかを指定します。

controller modular-cable コントローラ コンフィギュレーション モードを
開始して、Wideband SPA コントローラを設定しま
す。

downstream cable ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム
チャネルを割り当てます。

ip-address（コントローラ） Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定します。
modular-host subslot Wideband プロトコル オペレーションに対してモ

ジュラホスト ラインカードを指定します。
rf-channel frequency 各 RF チャネルの周波数を設定します。
rf-channel ip-address mac-address udp-port 各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、お

よび UDP ポートを設定します。
rf-channel network delay 各 RF チャネルの CIN 遅延を指定します。
rf-channel description 各 RF チャネルの説明を指定します。
rf-channel cable downstream channel-id ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネルに割

り当てます。

upstream cable connector ファイバ ノードのアップストリーム チャネル
ポートを指定します。
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cable wideband auto-reset 
CMTS のワイドバンド自動リセット モード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 cable wideband auto-reset コマンドを使用します。ワイドバンド自動リセット 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。

cable wideband auto-reset 

no cable wideband auto-reset

シンタックスの説明 このコマンドには、キーワードまたは引数はありません。

コマンドのデフォルト設定 ワイドバンド自動リセット モードは、ディセーブルにされています。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用して、CMTS のワイドバンド自動リセット モードをイネーブルにします。ワイ
ドバンド自動リセット モードがイネーブルの場合、従来の DOCSIS モデム（DOCSIS 1.x/2.0 モデ
ム）としてケーブル インターフェイスに登録されたワイドバンド ケーブル モデムは、ケーブル イ
ンターフェイスがワイドバンド対応になると、自動リセットされます。ワイドバンド ケーブル モ
デムが自動リセットされると、従来の DOCSIS ケーブル モデムとしての登録が CMTS から解除さ
れ、ただちにワイドバンド ケーブル モデムとしての再登録が試みられます。

ケーブル インターフェイスは、最低 1 つのケーブル インターフェイスが完全に設定され、動作可
能なワイドバンド チャネルがインターフェイスの従来の DOCSIS（ナローバンド）チャネルに関連
付けられている場合、ワイドバンド対応であるとみなされます。

完全に設定されたワイドバンド CMTS では、ケーブル インターフェイス ラインカード ブート順序
またはラインカード活性挿抜（online insertion and removal; OIR）などの理由で、ワイドバンド ケー
ブル モデムを従来の DOCSIS モデムとして登録できます。ワイドバンド ケーブル モデムの登録を
遅らせることなく、ワイドバンド ケーブル モデムは従来の DOCSIS モデムとして登録を許可され
ます。

ワイドバンド対応モデムが従来の DOCSIS モデムとして登録されると、ファイバ ノードが設定され
ている場合、ワイドバンド対応モデムは、downstream cable コマンドを使用してモデムのファイバ
ノードに割り当てられたプライマリ ダウンストリーム チャネルに登録されます。モデムのファイ
バ ノードが設定されていない場合、従来のケーブル モデムと同様に、表示されているすべてのダ
ウンストリーム チャネルにワイドバンド対応モデムを登録できます。

（注） Cisco IOS Release12.3(21)BC では、プライマリ ダウンストリーム チャネルは、ファイバ ノードの
従来の DOCSIS ダウンストリーム チャネルです。Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降では、SPA から
の RF チャネルまたは Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリーム チャネルは、ファイバ ノードのプラ
イマリ チャネルとして機能します。
Cisco IOS Release12.3(23)BC 以降では、ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネル
が SPA ダウンストリームから割り当てられている場合には、downstream cable コマンドは必要あ
りません。

リリース 変更内容

 12.3(21)BC このコマンドが uBR10012 ルータに追加されました。
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ケーブル インターフェイスがワイドバンド対応になると、従来の DOCSIS モデムとして登録されて
いるワイドバンド ケーブル モデムは、ワイドバンド自動リセット モードをイネーブルにした状態
で CMTS ルータでリセットされます。これらのモデムは、インターフェイスが初めてワイドバンド
対応になった場合にだけリセットされます。そのあとでワイドバンド ケーブル モデムとしての登
録が失敗した場合には、再度リセットされません。

例 次に、ワイドバンド自動リセット モードをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# cable wideband auto-reset

関連コマンド コマンド 説明

cable bundle 仮想バンドル インターフェイスに所属するようにケーブル インター
フェイスを設定します。

downstream cable ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネルを割り当て
ます。
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controller modular-cable 
Wideband SPA コントローラを設定するため、コントローラ コンフィギュレーション モードを開始
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで controller modular-cable コマンドを使用
します。

controller modular-cable slot/subslot/bay 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 コマンド モードは変更されません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、設定される Wideband SPA の場所を指定し、コントローラ コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

次に、スロット 1、サブスロット 0、およびベイ 0 にある Wideband SPA のコントローラ 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。

Router# configure terminal 
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0

関連コマンド

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、ス
ロット 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベ
イ）と 1（下部ベイ）です。

リリース 変更内容

 12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

コマンド 説明

annex modulation Wideband SPA の Annex と変調を設定します。
cable rf-channel Wideband SPA の RF チャネルをワイドバンド チャ

ネルに関連付けます。

ip-address（コントローラ） Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定します。
modular-host subslot モジュラホスト ラインカードを指定します。
rf-channel frequency 各 RF チャネルの周波数を設定します。
rf-channel ip-address mac-address udp-port 各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、お

よび UDP ポートを設定します。
rf-channel network delay 各 RF チャネルの CIN 遅延を指定します。
rf-channel description 各 RF チャネルの説明を指定します。
rf-channel cable downstream channel-id ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネルに割

り当てます。
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debug c10k-jacket 
Wideband SIP のデバッグ情報をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで debug c10k-jacket コ
マンドを使用します。デバッグ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 c10k-jacket [events | plugin | spa-audits | spa-events | spa-vft]

no debug c10k-jacket 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 Wideband SIP デバッグ メッセージはイネーブルにされていません。

コマンド モード 特権 EXEC（router#）

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug c10k-jacket コマンドは、シスコのテクニカルサポート担当者が使用するためのものです。

注意 デバッグ出力には CPU プロセス内でハイ プライオリティが割り当てられており、これによってシ
ステムが使用不可能になる場合があります。そのため、debug コマンドは、特定の問題のトラブル
シューティングを行う目的に限って使用するか、またはシスコシステムズのテクニカルサポート

スタッフとのトラブルシューティング セッションの際に使用してください。また、debug コマン
ドは、ネットワーク トラフィックやユーザが少ない時間帯に使用することを推奨します。こうし
た時間帯にデバッグを実行することで、debug コマンド処理によるオーバーヘッドの増加がシステ
ム利用に影響を与える可能性を減らすことができます。

例 次に、Wideband SIP の debug c10k-jacket spa-vft デバッグ メッセージをイネーブルにする例を示し
ます。

Router# debug c10k-jacket spa-vft 
c10k jacket SPA VFT calls debugging is on
Router#
Sep  6 17:10:47.410: cr10k_wbcmts_rcv_spa_event: wbcmts spa event recv of type 3
Sep  6 17:10:47.410: NB chan stats: 1 entries.
Sep  6 17:10:47.414: cr10k_wbcmts_rcv_spa_event: wbcmts spa event recv of type 2
Sep  6 17:10:47.414: WB chan stats: 1 entries.

events Wideband SIP のイベント情報を表示します。
plugin Wideband SIP のプラグ処理情報を表示します。
spa-audits Wideband SIP の監査情報を表示します。
spa-events Wideband SIP のイベント情報を表示します。
spa-vft Wideband SIP の vft 情報を表示します。

リリース 変更内容

 12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。



第 11章      SIP および SPA コマンド
debug cable fn

11-18
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-10707-03-J

関連コマンド

debug cable fn 
ケーブル ファイバ ノードのデバッグ情報をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで debug
cable fn コマンドを使用します。デバッグ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 cable fn 

no debug cable fn 

シンタックスの説明 このコマンドには、キーワードまたは引数はありません。

コマンドのデフォルト設定 ケーブル ファイバ ノードのデバッグ メッセージはイネーブルにされていません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug cable fn コマンドは、シスコのテクニカルサポート担当者が使用するためのものです。

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

CMTS デバッグ コマンドの一般情報（ワイドバンド以外）については、『Cisco Broadband Cable
Command Reference Guide』を参照してください。

コマンド 説明

debug cable fn ケーブル ファイバ ノードのデバッグ情報をイネーブルにします。
debug cable wbcmts ワイドバンド CMTS のデバッグ情報をイネーブルにします。
debug hw-module bay Wideband SPA のデバッグ情報をイネーブルにします。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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例 次に、ケーブル ファイバ ノードのデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

Router# debug cable fn 

CMTS fiber node debugging is on

...

次に、ファイバ ノード 1 から RF チャネル 0 と 1 が削除されたときに表示されるメッセージの例を
示します。

Router(config)# cable fiber 1 
Router(config-fiber-node)# no downstream modular-cable 3/0/0 rf-channel 0 - 1 
...
*Nov 7 17:42:27.903: fn_get_cdb: cdb slot 3(3) subslot 0(0)appl_no 0(0)
*Nov 7 17:42:27.903: cfg_cable_fn_cmd: fiber-node 1 status 0x01 cmd 3 sense 0
*Nov 7 17:42:27.903: no downstream FN 1, 3/0/0 port range 0 - 1
*Nov 7 17:42:27.903: no downstream FN 1, 3/0/0 bg_rfch 0000000000000004
*Nov 7 17:42:27.903: set FN 1 status old 0x01 to new 0x01
*Nov 7 17:42:27.903: fn_freq_unique: FN 1
*Nov 7 17:42:27.903: prim_rfch 35 slot 8 subslot 1 unit 0
*Nov 7 17:42:27.903: prim_rfch 35 freq 555000000 channel_id 203
*Nov 7 17:42:27.903: bg_rfch 2 slot 3 subslot 0 unit 2
*Nov 7 17:42:27.903: fn_get_cdb: cdb slot 3(3) subslot 0(0)appl_no 0(2)
*Nov 7 17:42:27.903: bg_rfch 2 freq 711000000 channel_id 26
*Nov 7 17:42:27.903: clr FN 1 status old 0x01 to new 0x01
*Nov 7 17:42:27.903: fn_channel_id_unique: FN 1
*Nov 7 17:42:27.903: prim_rfch 35 slot 8 subslot 1 unit 0
*Nov 7 17:42:27.903: prim_rfch 35 freq 203 channel_id 203
*Nov 7 17:42:27.903: bg_rfch 2 slot 3 subslot 0 unit 2
*Nov 7 17:42:27.903: fn_get_cdb: cdb slot 3(3) subslot 0(0)appl_no 0(2)
*Nov 7 17:42:27.903: bg_rfch 2 freq 711000000 channel_id 26
*Nov 7 17:42:27.903: clr FN 1 status old 0x01 to new 0x01
*Nov 7 17:42:27.903: fn_bundle_same: FN 1
*Nov 7 17:42:27.903: prim_rfch 35 slot 8 subslot 1 unit 0
*Nov 7 17:42:27.903: prim_rfch 35 nb_hwidb Cable8/1/0 bundle 1
*Nov 7 17:42:27.903: bg_rfch 2 slot 3 subslot 0 unit 2
*Nov 7 17:42:27.903: fn_get_cdb: cdb slot 3(3) subslot 0(0)appl_no 0(2)
*Nov 7 17:42:27.903: clr FN 1 status old 0x01 to new 0x01
*Nov 7 17:42:27.903: cfg_cable_fn_cmd: fiber-node 1 status 0x01
*Nov 7 17:42:35.267: FN 1 save context status 0x01(0x01)
*Nov 7 17:42:35.267: FN 1 status 0x01 saved status 0x01)
*Nov 7 17:42:35.267: fiber-node 1 update SG status = 0x01
*Nov 7 17:42:35.267: DS-SG: Updating Association Table from DS-SG. Current: 0x1 New: 
0x0
*Nov 7 17:42:35.267: DS-SG: Updating the Wideband Channel Mask: 0x0 

関連コマンド コマンド 説明

debug c10k-jacket Wideband SIP のデバッグ情報をイネーブルにします。
debug cable wbcmts ワイドバンド CMTS のデバッグ情報をイネーブルにします。
debug hw-module bay Wideband SPA のデバッグ情報をイネーブルにします。
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debug cable wbcmts 
ワイドバンド CMTS のデバッグ情報をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで debug cable
wbcmts コマンドを使用します。デバッグ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 cable wbcmts [association | bpi | cli | guardian | statistics | wcd] 

no debug cable wbcmts [association | bpi | cli | guardian | statistics | wcd]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 ワイドバンド関連のデバッグ メッセージはイネーブルにされていません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug cable wbcmts コマンドは、シスコのテクニカルサポート担当者が使用するためのものです。

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

association RF とファイバノードのアソシエーションに対するデバッグ メッセージをイ
ネーブルにします。

bpi Baseline Privacy Interface（BPI; ベースライン プライバシー インターフェイス）
のデバッグ メッセージをイネーブルにします。

cli ワイドバンド関連の Cisco IOS command-line interface（CLI; コマンドライン イ
ンターフェイス）アクティビティのデバッグ メッセージをイネーブルにしま
す。

guardian モジュラホスト ラインカードで実行される DOCSIS 3.0 Downstream Channel
Boniding オペレーションのデバッグ メッセージをイネーブルにします。

ha ワイドバンド High Availability（HA; ハイ アベイラビリティ）のデバッグ メッ
セージをイネーブルにします。

statistics ワイドバンド関連の統計情報のデバッグ メッセージをイネーブルにします。
wbka Wideband Keepalive（WBKA）動作のデバッグ メッセージをイネーブルにしま

す。

wcd Bonded Downstream Channel Descriptor（BDCD）で伝達されるワイドバンド チャ
ネル情報によるデバッグ メッセージをイネーブルにします。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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引数を指定しないで debug cable wbcmts を指定する場合、一般的なワイドバンド デバッグ メッセー
ジがイネーブルにされます。

debug cable wbcmts wcd コマンドを入力して、BDCD 情報を表示する前に、debug cable interface コ
マンドを入力して、DOCSIS 3.0 プロトコル オペレーションに設定されているケーブル インター
フェイス ラインカードのデバッグをイネーブルにします。

例： 

Router# debug cable interface Cable slot/subslot/port
Router# debug cable wbcmts wcd 

前述の例では、slot/subslot/port は、modular-host subslot コマンドを使用して DOCSIS 3.0 プロトコ
ル オペレーションに設定されているケーブル インターフェイス ラインカードのポートを指定しま
す。debug cable interface でデバッグ メッセージをイネーブルにするラインカード ケーブル イン
ターフェイスは、アップ状態の最初のケーブル インターフェイスです。たとえば、DOCSIS 3.0 プ
ロトコル オペレーションに設定されたラインカードがスロット 7/0 に装着されている場合、7/0/0 が
ダウン状態で、7/0/1 がアップ状態である場合に限り、インターフェイス 7/0/1 を指定します。

DOCSIS 3.0 プロトコル オペレーションに対するケーブル インターフェイス ラインカードの設定方
法については、modular-host subslot コマンドを参照してください。

例 次に、RF とファイバノードのアソシエーションに対するデバッグ メッセージをイネーブルにする
方法と出力例を示します。

Router# debug cable wbcmts association 

WBCMTS Association debugging is on 
...
Router(config-fiber-node)# downstream modular-cable 3/0/0 rf-channel 0-1
Router(config-fiber-node)# end
...
Router#
*Nov 7 17:16:08.835: Remove Wideband-Cable3/0/0:0 nb_info 8/1 index 0,chanID 203 
bundle 1, Index 203
*Nov 7 17:16:08.835: Remove Cable8/1/0 wb_info 8/1 wb_index 0, chanID 72, Index 72
*Nov 7 17:16:08.835: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

Router# 

次に、ワイドバンド CMTS 統計情報のデバッグ メッセージをイネーブルにする方法と出力例を示
します。

Router# debug cable wbcmts statistics

WBCMTS statistics debugging is on

Router# 
Router# show interface cable 8/1/0 service-flow 19 counters
Sfid Packets Bytes PacketDrop Bits/Sec Packet/Sec
19 0 0 0 0 0 
Router#
*Nov 7 17:28:09.815: LC SFID=19, SFID=19, Blaze_Index=23 Reading stats for SFID 1 @ 
index 23 on 3/0/0 

関連コマンド コマンド 説明

debug c10k-jacket Wideband SIP のデバッグ情報をイネーブルにします。
debug cable fn ケーブル ファイバ ノードのデバッグ情報をイネーブルにします。
debug hw-module bay Wideband SPA のデバッグ情報をイネーブルにします。
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debug hw-module bay 
Wideband SPA のデバッグ情報をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで debug hw-module bay
コマンドを使用します。デバッグ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 hw-module bay slot/subslot/bay {commands | errors | events | interrupts | oir | periodic}

no debug hw-module bay slot/subslot/bay {commands | errors | events | interrupts | oir | periodic}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 Wideband SPA デバッグ メッセージはイネーブルにされていません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug hw-module bay コマンドは、シスコのテクニカルサポート担当者が使用するためのものです。

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

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、スロット
1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、サブ
スロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベイ）と
1（下部ベイ）です。

commands Wideband SPA のコントロール プレーン コンフィギュレーションとコマンドの
デバッグ メッセージをイネーブルにします。

errors Wideband SPA のエラー処理と競合状態のデバッグ メッセージをイネーブルに
します。

events Wideband SPA のコントロール プレーン イベント通知のデバッグ メッセージ
をイネーブルにします。

interrupts Wideband SPA の割り込み処理のデバッグ メッセージをイネーブルにします。
oir Wideband SPA の括性挿抜（online insertion and removal; OIR）処理のデバッグ

メッセージをイネーブルにします。

periodic Wideband SPA の定期的な処理のデバッグ メッセージをイネーブルにします。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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Wideband SPA を装着していない状態で debug hw-module bay コマンドを使用しようとすると、キー
ワードのオプションが提供されません。

例 次に、エラー処理と競合状態のデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

Router# debug hw-module bay 1/0/0 errors 

関連コマンド コマンド 説明

debug c10k-jacket Wideband SIP のデバッグ情報をイネーブルにします。
debug cable fn ケーブル ファイバ ノードのデバッグ情報をイネーブルにします。
debug cable wbcmts ワイドバンド CMTS のデバッグ情報をイネーブルにします。
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description（ケーブル ファイバノード） 
ファイバ ノードの説明を指定するには、ケーブル ファイバノード 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。ファイバ ノード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。

description description 

no description 

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト設定 description コマンドを入力しない場合、説明の項目は存在しません。

コマンド モード ケーブル ファイバノード コンフィギュレーション（config-fiber-node） 

コマンド履歴

使用上のガイドライン description コマンドは、設定にコメントを追加して、ファイバ ノードに関する情報を提供します。

例 次に、ファイバ ノード 5 の説明を指定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# cable fiber-node 5 
Router(config-fiber-node)# description Branch office 5 

関連コマンド

description ケーブル ファイバ ノードの説明を指定します。最長文字列は、80 文字です。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

コマンド 説明

cable fiber-node ファイバ ノードを設定するためのケーブル ファイバ
ノード コンフィギュレーション モードを開始します。

downstream cable ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャ
ネルを割り当てます。

downstream modular-cable rf-channel ファイバ ノードのワイドバンド チャネルで使用できる
RF チャネルを指定します。

upstream cable connector ファイバ ノードのアップストリーム チャネル ポート
を指定します。
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downstream cable
ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネルを割り当てるには、ケーブル ファイバ
ノード コンフィギュレーション モードで downstream cable  コマンドを使用します。ファイバ ノー
ドのプライマリ ダウンストリーム チャネルを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

downstream cable slot/subslot/port 

no downstream cable slot/subslot/port 

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト設定 downstream cable コマンドを入力しない場合、ファイバ ノードにプライマリ ダウンストリーム
チャネルが割り当てられません。

コマンド モード ケーブル ファイバノード コンフィギュレーション  

コマンド履歴

使用上のガイドライン 各ファイバ ノードでは、従来の DOCSIS ダウンストリーム チャネルは、MAC 管理メッセージとシ
グナリング メッセージの伝送に使用され、関連する従来の DOCSIS アップストリーム チャネルが
リターン データ トラフィックとシグナリングに使用されます。このように使用される従来の
DOCSIS ダウンストリーム チャネルは、プライマリ ダウンストリーム チャネルと呼ばれます。

downstream cable コマンドは、ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネルを割り当
てます。各ファイバ ノードには、最低 1 つのプライマリ ダウンストリーム チャネルを割り当てる
必要があり、複数のプライマリ ダウンストリーム チャネルを割り当てることが可能です。Cisco IOS
ソフトウェアは、downstream cable で割り当てられたチャネル セットからファイバ ノードで使用
するプライマリ ダウンストリーム チャネルを決定します。downstream cable コマンドでファイバ
ノードに複数のプライマリ チャネルを割り当てることは、ロードバランシングには有効です。

（注） このファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネルが SPA ダウンストリームから割り
当てられている場合、downstream cable コマンドは必要ありません。

ワイドバンド対応モデムを従来の DOCSIS 2.0 モデムとして登録する場合、ワイドバンド対応モデ
ムは次のようにダウンストリーム チャネルに登録されます。

• downstream cable コマンドでモデムのファイバ ノードにプライマリ ダウンストリーム チャネ
ルが割り当てられている場合、そのダウンストリーム チャネルにモデムが登録されます。

slot ケーブル インターフェイス ラインカードで使用されるスロット。有効値は、
5 ～ 8 です。

subslot ケーブル インターフェイス ラインカードで使用されるサブスロット。有効値
は、0 または 1 です。

port プライマリ ダウンストリーム チャネルとして使用できるダウンストリーム
ポート。有効値は、0 ～ 4 です。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが uBR10012 ルータに追加されました。
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downstream cable コマンドでモデムのファイバ ノードにプライマリ ダウンストリーム チャネルが
割り当てられていない場合、表示されているすべてのダウンストリーム チャネルにモデムを登録で
きます。

このコマンドの使用に関する詳細については、『Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルー
タ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド』を参照してください。

例 次に、ファイバ ノード 5 のプライマリ ダウンストリーム チャネルを割り当てる例を示します。プ
ライマリ ダウンストリーム チャネルは、スロット / サブスロット / ポート 6/0/0 のケーブル イン
ターフェイス ラインカードに設置されたダウンストリーム ポートです。

Router# configure terminal 
Router(config)# cable fiber-node 5 
Router(config-fiber-node)# downstream cable 6/0/0 

関連コマンド コマンド 説明

cable fiber-node ファイバ ノードを設定するためのケーブル ファ
イバノード コンフィギュレーション モードを開
始します。

description（ケーブル ファイバノード） ファイバ ノードの説明を指定します。
downstream modular-cable rf-channel ファイバ ノードのワイドバンド チャネルで使用

できる RF チャネルを指定します。
upstream cable connector ファイバ ノードのアップストリーム チャネル

ポートを指定します。
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downstream local upstream
Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリームに関連付けられる Cisco uBR10-MC5X20 アップストリーム
セットを制限するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで downstream local
upstream コマンドを使用します。

downstream local upstream grouplist

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 ケーブル インターフェイスのすべてのアップストリームは Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリー
ムに関連付けられます。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション モード（config-if）

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリームに関連付けられる Cisco
uBR10-MC5X20 アップストリーム セットを制限します。これは、MMM を指定されたアップスト
リームにのみ送信するように制限します。

例 次に、downstream local upstream コマンドを Cisco uBR10012 ルータで使用する例を示します。

Router# configure terminal
Router (config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# downstream local upstream 0-1

関連コマンド

grouplist Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリーム チャネルに関連付けられるアップス
トリームの番号を指定します。

リリース 変更内容

12.3(23)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

コマンド 説明

downstream cable ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネルを割り当て
ます。
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downstream modular-cable rf-channel（インターフェイス）
所定のケーブル MAC ドメインに Cisco uBR10-MC5X20 アップストリーム セットと SPA からの個別
のモジュラ ダウンストリーム チャネルとの関連付けを指定するには、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードで downstream modular-cable rf-channel コマンドを使用します。

downstream modular-cable slot/subslot/bay rf-channel rf channels [upstream grouplist]

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 モジュラ ケーブル ダウンストリーム チャネルにはデフォルトのアップストリーム チャネルは設定
されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファイバ ノードで単一または複数の Cisco uBR10-MC5X20 アップスト
リーム チャネルを個別のモジュラ ダウンストリーム チャネルに関連付けることで、プライマリ対
応チャネルを作成します。

プライマリ対応チャネルを作成する場合、同じモジュラ ダウンストリーム チャネルを別の MAC ド
メインのプライマリ対応チャネルとして使用することはできません。ただし、別の MAC ドメイン
の非プライマリ対応チャネルとして使用できます。

例 次に、downstream modular-cable rf-channel  コマンドを Cisco uBR10012 ルータで使用する例を示し
ます。

Router# configure terminal
Router(config)# interface cable 5/1/0
Router(config-if)# downstream modular-cable 1/0/0 rf-channel 0-2  upstream 0-1 4-5

関連コマンド

slot Wideband SIP が装着されたスロット
subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット
bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ
rf-channel SPA ダウンストリーム内の連続した範囲の RF チャネルの関連付けを指定し

ます。

rf channels SPA FPGA の RF チャネルの物理ポートの範囲
upstream アップストリームの連続しないリストと 1 つまたは複数の SPA ダウンスト

リームを関連付けるアップストリーム範囲を指定します。

grouplist モジュラ ケーブル ダウンストリーム チャネルのあるアップストリームの番
号を指定します。

リリース 変更内容

12.3(23)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

コマンド 説明

downstream modular-cable rf-channel ファイバ ノードのワイドバンド チャネルで使用
できる RF チャネルを指定します。

rf-channel cable downsteam channel-id ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネルに割
り当てます。
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downstream modular-cable rf-channel 
ファイバ ノードのワイドバンド チャネルで使用可能な RF チャネルを指定するには、ケーブル ファ
イバノード コンフィギュレーション モードで downstream modular-cable rf-channel コマンドを使
用します。ファイバ ノードのワイドバンド チャネルで使用可能な RF チャネルを削除するには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。

downstream modular-cable slot/subslot/bay rf-channel {rf-port | low-high}

no downstream modular-cable slot/subslot/bay rf-channel {rf-port | low-high} 

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト設定 downstream modular-cable rf-channel コマンドを入力しないと、ファイバ ノードのワイドバンド
チャネルに RF チャネルが設定されません。

コマンド モード ケーブル ファイバノード コンフィギュレーション（config-fiber-node）

コマンド履歴

使用上のガイドライン downstream modular-cable rf-channel コマンドは、ファイバ ノードで RF チャネルが使用されるよ
うにします。ファイバ ノード ソフトウェアの設定は、ケーブル ネットワークの物理トポロジを反
映しています。cable rf-channel コマンドは、Wideband SPA のワイドバンド チャネルで使用される
RF チャネルを設定します。

Cisco uBR10012 ルータは、2 つの Wideband SPA をサポートしています。各 Wideband SPA は、annex
modulation コマンドでの SPA の設定内容に応じて、最大 24 の RF チャネルをサポートします。

（注） annex modulation コマンドは Cisco IOS Release 12.3(23)BC より廃止され、annex および modulation
がキーワード オプションとして rf-channel frequency コマンドに統合されます。

• Annex A と 256 QAM の場合、各 Wideband SPA は 18 の RF チャネルをサポートします。この場
合、rf-port 引数の有効値は、0 ～ 17 です。

• その他の場合、SPA は 24 の RF チャネルをサポートします。この場合、rf-port 引数の有効値
は、0 ～ 23 です。

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、スロッ
ト 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、サ
ブスロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベイ）
と 1（下部ベイ）です。

rf-port Wideband SPA FPGA の RF チャネルの物理ポートを指定します。rf-port の有
効値は、annex modulation コマンドで設定されたコンフィギュレーションに
よって異なります。

low-high Wideband SPA FPGA の RF チャネルの物理ポートの範囲。low および high の
値は、ハイフンで区切られます。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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どちらか一方または両方の Wideband SPA からの RF チャネルを使用するようにファイバ ノードを
設定できます。ただし、ワイドバンド チャネルは 2 つの異なる SPA からの RF チャネルで構成する
ことはできません。

downstream modular-cable rf-channel コマンドがファイバ ノードで実行されるたびに、そのファイ
バ ノードで使用できる RF チャネルのセットが累積方式で追加されます。たとえば、次の
downstream modular-cable rf-channel コマンドを入力した場合、ファイバ ノード 1 で使用できる RF
チャネルのセットは、スロット /サブスロット /ベイ 1/0/0 に装着された Wideband SPA の RF チャ
ネル 0 ～ 10 です。

Router# configure terminal 
Router(config)# cable fiber-node 1 
Router(config-fiber-node)# downstream modular-cable 1/0/0 rf-channel 0-5 
Router(config-fiber-node)# downstream modular-cable 1/0/0 rf-channel 6-10 

例 次に、Wideband SPA の RF チャネル 0 ～ 7 がファイバ ノード 5 で使用できるように指定する例を
示します。Wideband SPA は、スロット /サブスロット /ベイ 1/0/0 に装着されています。

Router# configure terminal 
Router(config)# cable fiber-node 5 
Router(config-fiber-node)# downstream modular-cable 1/0/0 rf-channel 0-7 

関連コマンド コマンド 説明

cable fiber-node ファイバ ノードを設定するためのケーブル ファ
イバノード コンフィギュレーション モードを開
始します。

description（ケーブル ファイバノード） ファイバ ノードの説明を指定します。
downstream cable ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム

チャネルを割り当てます。

upstream cable connector ファイバ ノードのアップストリーム チャネル
ポートを指定します。
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ip-address（コントローラ） 
Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定するには、コントローラ コンフィギュレーション モード
で  ip-address（コントローラ） コマンドを使用します。Wideband SPA FPGA の IP 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。

ip-address ip-address 

no ip-address ip-address 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 Wideband SPA FPGA には、IP アドレスが設定されていません。

コマンド モード コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定します。このアドレスは、
Wideband SPA が EQAM デバイスに送信するパケットの送信元 IP アドレスとして使用されます。

例 次に、Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定する例を示します。SPA は、スロット 1、サブス
ロット 0、ベイ 0 に装着されています。

Router(config)# controller modular-cable 1/0/0 
Router(config-controller)# ip-address 192.168.200.6 

関連コマンド

ip-address Wideband SPA FPGA の IP アドレス 

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

コマンド 説明

annex modulation Wideband SPA の Annex と変調を設定します。
cable rf-channel Wideband SPA の RF チャネルをワイドバンド チャ

ネルに関連付けます。

controller modular-cable コントローラ コンフィギュレーション モードを開
始して、Wideband SPA コントローラを設定します。

modular-host subslot モジュラホスト ラインカードを指定します。
rf-channel frequency 各 RF チャネルの周波数を設定します。
rf-channel ip-address mac-address udp-port 各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、お

よび UDP ポートを設定します。
rf-channel network delay 各 RF チャネルの CIN 遅延を指定します。
rf-channel description 各 RF チャネルの説明を指定します。
rf-channel cable downstream channel-id ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネルに割

り当てます。
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modular-host subslot 

DOCSIS 3.0 Downstream Channel Bonding オペレーションで使用されるモジュラホスト ラインカード
を指定するには、コントローラ コンフィギュレーション モードで modular-host subslot コマンドを
使用します。DOCSIS 3.0 Downstream Channel Bonding オペレーションで使用されるモジュラホスト
ラインカードを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

modular-host subslot slot/subslot 

no modular-host subslot slot/subslot 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 モジュラホスト ラインカードは、DOCSIS 3.0 Downstream Channel Bonding オペレーションに対して
設定されていません。

コマンド モード コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、DOCSIS 3.0 Downstream Channel Bonding オペレーションに対してモジュラホスト
ラインカードを指定します。これは、これらのオペレーションで使用されるケーブル インターフェ
イス ラインカード（Cisco uBR10-MC5X20S-D ラインカードなど）です。Wideband SPA 自体は、
DOCSIS 3.0 Downstream Channel Bonding オペレーションをサポートしていません。

例 次に、スロット /サブスロット /ベイ 1/0/0 に装着された Wideband SPA の DOCSIS 3.0 Downstream
Channel Bonding オペレーションに対してモジュラホスト ラインカードを設定する例を示します。

Router(config)# controller modular-cable 1/0/0 
Router(config-controller)# modular-host subslot 7/0 

関連コマンド

slot/subslot モジュラホスト ラインカードが装着されている場所 

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

コマンド 説明

annex modulation Wideband SPA の Annex と変調を設定します。
cable rf-channel Wideband SPA の RF チャネルをワイドバンド チャ

ネルに関連付けます。

controller modular-cable コントローラ コンフィギュレーション モードを開
始して、Wideband SPA コントローラを設定します。

ip-address（コントローラ） Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定します。
rf-channel frequency 各 RF チャネルの周波数を設定します。
rf-channel ip-address mac-address udp-port 各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、お

よび UDP ポートを設定します。
rf-channel network delay 各 RF チャネルの CIN 遅延を指定します。
rf-channel description 各 RF チャネルの説明を指定します。
rf-channel cable downstream channel-id ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネルに割

り当てます。
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rf-channel cable downstream channel-id
RF チャネルにダウンストリーム チャネル ID を割り当てるには、コントローラ コンフィギュレー
ション モードで rf-channel cable downstream channel-id コマンドを使用します。RF チャネルのダ
ウンストリーム チャネル ID を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

rf-channel rf-port cable downstream channel-id channel-id 

no rf-channel rf-port cable downstream channel-id channel-id 

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト設定 rf-channel cable downstream channel-id コマンドを入力しないと、IOS ソフトウェアが一意のダウン
ストリーム チャネル ID を RF チャネルに割り当てます。

コマンド モード コントローラ コンフィギュレーション 

コマンド履歴

使用上のガイドライン ワイドバンド チャネルが正常に稼働するには、ワイドバンド チャネルが使用するファイバ ノード
の各 RF チャネルに一意のダウンストリーム チャネル ID が必要になります。デフォルトでは、Cisco
IOS ソフトウェアが RF チャネルに一意のダウンストリーム チャネル ID を割り当てます。
rf-channel cable downstream channel-id コマンドを使用して、デフォルトのチャネル ID を変更しま
す。

RF チャネルに割り当てられたダウンストリーム チャネル ID は、ファイバ ノードで一意である必
要があります。

• ID はファイバ ノードの別の RF チャネルで使用されていない ID である必要があります。

• ID はファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネルで使用されていない ID である
必要があります。

CMTS ルータのコンフィギュレーション ファイルを調べることによって、使用されているダウンス
トリーム チャネル ID を確認できます。

（注） ファイバ ノードで一意でないダウンストリーム チャネル ID を割り当てると、rf-channel cable
downstream channel-id コマンドがエラー メッセージを表示します。コマンドはチャネル ID を割り
当てますが、ファイバ ノードのステータスが無効になります。

Cisco uBR10012 ルータは、2 つの Wideband SPA をサポートしています。各 Wideband SPA は、annex
modulation コマンドでの SPA の設定内容に応じて、最大 24 の RF チャネルをサポートします。

• Annex A と 256 QAM の場合、各 Wideband SPA は 18 の RF チャネルをサポートします。この場
合、rf-port 引数の有効値は、0 ～ 17 です。

rf-port Wideband SPA FPGA の RF チャネルの物理ポートを指定します。rf-port の
有効値は、annex modulation コマンドで設定されたコンフィギュレーショ
ンによって異なります（「使用上のガイドライン」を参照）。

channel-id 一意のチャネル ID。有効値は、0 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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• その他の場合、SPA は 24 の RF チャネルをサポートします。この場合、rf-port 引数の有効値
は、0 ～ 23 です。

このコマンドの使用に関する詳細については、『Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルー
タ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド』の 第 8 章「Wideband SPA の設定」を参
照してください。 

例 次に、スロット /サブスロット /ベイ 1/0/1 に装着された Wideband SPA の RF チャネル 3 に 123 の
ダウンストリーム チャネル ID を割り当てる例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# controller modular-cable 1/0/1 
Router(config-controller)# rf-channel 3 cable downstream channel-id 123 

関連コマンド コマンド 説明

annex modulation Wideband SPA の Annex と変調を設定します。
cable primary ワイドバンド チャネルがプライマリ ワイドバンド チャネルで

あることを指定します。

cable rf-channel Wideband SPA の RF チャネルをワイドバンド チャネルに関連付
けます。

controller modular-cable コントローラ コンフィギュレーション モードを開始して、
Wideband SPA コントローラを設定します。

modular-host subslot モジュラホスト ラインカードを指定します。
ip-address（コントローラ） Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定します。
rf-channel Wideband SPA の RF チャネルを設定します。
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rf-channel description
Wideband SPA の RF チャネルの説明を設定するには、コントローラ コンフィギュレーション モー
ドで rf-channel description コマンドを使用します。RF チャネル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。

rf-channel rf-port description description

no rf-channel rf-port description description 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 この説明には、RF チャネルのデフォルトの設定値は設定されていません。

コマンド モード コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco uBR10012 ルータは、2 つの Wideband SPA をサポートしています。各 Wideband SPA は、annex
modulation コマンドでの SPA の設定内容に応じて、最大 24 の RF チャネルをサポートします。
Annex A および 256 QAM では、各 Wideband SPA はフル レートで最大 18 の RF チャネルを、フル
レート未満で最大 24 の RF チャネルをサポートします。その他の場合、SPA は 24 の RF チャネル
をサポートします。

（注） Cisco IOS Release12.3(21)BC では、annex modulation コマンドを使用して、SPA ごとに Annex およ
び変調パラメータがグローバルに設定されていました。

Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降では、rf-channel frequency コマンドを使用して、RF チャネルご
とに Annex および変調の値が設定されます。annex modulation コマンドは廃止されています。

例 次に、RF ポート 0 の RF チャネル特性の説明を設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# rf-channel 0 description Primary downstream channel

rf-port  Wideband SPA FPGA の RF チャネルの物理ポートを指定します。許容範囲
は、0 ～ 23 です。rf-port の有効値は、annex modulation コマンドで設定さ
れたコンフィギュレーションによって異なります（「使用上のガイドライ

ン」を参照）。

description RF チャネルの説明を指定します。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

cable primary ワイドバンド チャネルがプライマリ ワイドバンド
チャネルであることを指定します。

cable rf-channel Wideband SPA の RF チャネルをワイドバンド チャ
ネルに関連付けます。

controller modular-cable コントローラ コンフィギュレーション モードを開
始して、Wideband SPA コントローラを設定します。

ip-address（コントローラ） Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定します。
modular-host subslot Wideband プロトコル オペレーションに対してモ

ジュラホスト ラインカードを指定します。
rf-channel cable downstream channel-id ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネルに割

り当てます。

rf-channel frequency 各 RF チャネルの周波数を設定します。
rf-channel ip-address mac-address udp-port 各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、お

よび UDP ポートを設定します。
rf-channel network delay RF チャネルのネットワーク遅延を設定します。
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rf-channel frequency
Wideband SPA の RF チャネルの周波数を設定するには、コントローラ コンフィギュレーション モー
ドで rf-channel frequency コマンドを使用します。RF チャネルの周波数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。

Cisco IOS Release 12.3(21)BC

rf-channel rf-port frequency freq

no rf-channel rf-port frequency

Cisco IOS Release 12.3(23)BC

rf-channel rf-port frequency freq [annex {A | B} modulation {64 | 256}
[interleave-depth {8 | 12 | 16 | 32 | 64 | 128}]]

no rf-channel rf-port frequency

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 周波数、Annex、変調には、RF チャネルのデフォルトの 設定値は設定されていません。インター
リーブ深度のデフォルト値は 32 です。

コマンド モード コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

コマンド履歴

rf-port  Wideband SPA FPGA の RF チャネルの物理ポートを指定します。許容範囲
は、0 ～ 23 です。rf-port の有効値は、annex modulation コマンドで設定さ
れたコンフィギュレーションによって異なります（「使用上のガイドライ

ン」を参照）。

freq RF チャネルの中心周波数を設定します。許容範囲は、55000000 ～ 
1050000000 MHz です。

annex {A|B} 各 RF チャネルの MPEG フレーミング フォーマットを指定します。

• A ― Annex A。ダウンストリームは、ITU-TJ.83 Annex A に指定され
ている欧州の MPEG フレーミング フォーマットと互換性がありま
す。

• B ― Annex B。ダウンストリームは、ITU-TJ.83 Annex B に指定されて
いる北米の MPEG フレーミング フォーマットと互換性があります。

modulation {64|256} 各 RF チャネルの変調レートを指定します。

• 64 ― 64 QAM 

• 256 ― 256 QAM 
interleave-depth{8 | 12 | 
16 | 32 | 64 |128}

ダウンストリーム インターリーブ深度を示します。デフォルト値は 32 で
す。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
12.3(23)BC 次のキーワード オプションが rf-channel frequency コマンドの一部として

追加されました。

• annex および modulation 

• interleave-depth 
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使用上のガイドライン Cisco IOS Release 12.3(21)BC

このコマンドは、Wideband SPA の RF チャネルの周波数を設定します。

Cisco uBR10012 ルータは、2 つの Wideband SPA をサポートしています。各 Wideband SPA は、annex
modulation コマンドでの SPA の設定内容に応じて、最大 24 の RF チャネルをサポートします。
Annex A と 256 QAM の場合、各 Wideband SPA は最大 18 の RF チャネルをサポートします。その
他の場合、SPA は最大 24 の RF チャネルをサポートします。

（注） Cisco IOS Release 12.3(21)BC および 12.3(21a)BC3 では、annex modulation コマンドを使用して、SPA
ごとに annex および modulation パラメータがグローバルに設定されていました。
Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降では、rf-channel frequency コマンドを使用して、RF チャネルご
とに Annex および変調の値が設定されます。annex modulation コマンドは廃止されています。

Cisco IOS Release 12.3(23)BC

このコマンドは、Wideband SPA の RF チャネルの周波数を設定します。Cisco uBR10012 ルータは、
2 つの Wideband SPA をサポートしています。各 Wideband SPA は、最大 24 の RF チャネルをサポー
トしています。Annex A と 256 QAM の場合、各 Wideband SPA はフル レートで最大 18 の RF チャ
ネルをサポートします。その他の場合、SPA は最大 24 の RF チャネルをサポートします。

各 RF チャネルに対して、コントローラ コンフィギュレーション モードで rf-channel frequency  コ
マンドを使用して、RF チャネル特性を設定します。Cisco IOS Release 12.3(21)BC では、rf-channel
frequency コマンドで各 RF チャネル（rf-port）に対して周波数オプションを 設定する必要がありま
す。

周波数の一意性は、CMTS のすべてのケーブル インターフェイスおよび Wideband SPA 上にあるす
べてのケーブル ダウンストリーム チャネルで必要になります。

（注） rf-channel frequency で設定された RF チャネル値がエッジ QAM デバイスの QAM 出力に設定され
た値に一致することを必ず確認してください。周波数の値は一致する必要があります。値が一致し

ないと、Wideband SPA はエッジ QAM デバイスと正常に通信できません。

例 次に、RF ポート 0 の RF チャネルの周波数を設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# rf-channel 0 frequency 699000000 annex A modulation 256 
interleave-depth 64

関連コマンド コマンド 説明

cable primary ワイドバンド チャネルがプライマリ ワイドバンド
チャネルであることを指定します。

controller modular-cable コントローラ コンフィギュレーション モードを開
始して、Wideband SPA コントローラを設定します。

rf-channel description 各 RF チャネルの説明を指定します。
rf-channel ip-address mac-address udp-port 各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、お

よび UDP ポートを設定します。
rf-channel network-delay RF チャネルのネットワーク遅延を設定します。
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rf-channel ip-address mac-address udp-port
Wideband SPA の RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、UDP ポート、および DEPI リモート
ID を設定するには、コントローラ コンフィギュレーション モードで rf-channel ip-address
mac-address udp-port コマンドを使用します。RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、UDP
ポート、および DEPI リモート ID 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。

Cisco IOS Release 12.3(21)BC

rf-channel rf-port ip-address ip-address mac-address mac-address udp-port portnum

no rf-channel rf-port ip-address ip-address mac-address mac-address udp-port portnum

Cisco IOS Release 12.3(23)BC

rf-channel rf-port ip-address ip-address mac-address mac-address {udp-port portnum | depi-remote-id 
session-id}

no rf-channel rf-port ip-address ip-address mac-address mac-address {udp-port portnum | 
depi-remote-id session-id}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 RF チャネルのデフォルトの設定値は設定されていません。

コマンド モード コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

コマンド履歴

使用上のガイドライン 各 RF チャネルに対して、コントローラ コンフィギュレーション モードで rf-channel ip-address
mac-address udp-port  コマンドを使用して、RF チャネル特性を設定します。

Cisco uBR10012 ルータは、2 つの Wideband SPA をサポートしています。各 Wideband SPA は、annex
modulation コマンドでの SPA の設定内容に応じて、最大 24 の RF チャネルをサポートします。
Annex A と 256 QAM の場合、各 Wideband SPA は最大 18 の RF チャネルをサポートします。その
他の場合、SPA は最大 24 の RF チャネルをサポートします。

rf-port Wideband SPA FPGA の RF チャネルの物理ポートを指定します。許容範囲は、
0 ～ 23 です。rf-port の有効値は、annex modulation コマンドで設定されたコ
ンフィギュレーションによって異なります（「使用上のガイドライン」を参

照）。

ip-address この RF チャネルのエッジ QAM デバイス上にあるギガビット イーサネット
インターフェイスの IP アドレスを指定します。

mac-address この RF チャネルのネクストホップ インターフェイスまたはエッジ QAM デ
バイスの MAC アドレスを指定します。

portnum この RF チャネルで使用されるエッジ QAM デバイスの UDP ポート番号を指
定します。許容範囲は、0 ～ 65535 です。

session-id DOCSIS-MPT モードで、フレームのカプセル化に使用する DEPI リモート
セッション ID を指定します。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
12.3(23)BC depi-remote-id キーワード オプションが rf-channel ip-address mac-address

udp-port コマンドの一部として追加されました。
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（注） Cisco IOS Release 12.3(21)BC および 12.3(21a)BC3 では、annex modulation コマンドを使用して、SPA
ごとに annex および modulation パラメータがグローバルに設定されていました。
Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降では、rf-channel frequency コマンドを使用して、RF チャネルご
とに Annex および変調の値が設定されます。annex modulation コマンドは廃止されています。

各 RF チャネル（rf-port）に対して、rf-channel ip-address mac-address udp-port  コマンドを使用し
て、次の項目を設定する必要があります。

Cisco IOS Release 12.3(21)BC

• IPアドレス 

• MACアドレス 

• UDP ポート

• 関連付けられたワイドバンド チャネル（cable rf-channel  コマンドを参照）。

Cisco IOS Release 12.3(23)BC

• IPアドレス 

• MACアドレス 

• UDP ポートまたは DEPI リモート ID

• 関連付けられたワイドバンド チャネル（cable rf-channel  コマンドを参照）。

mac-address 引数の mac-address で使用される値は、次のとおりです。

• ギガビット イーサネット ルータまたはレイヤ 3 スイッチが Wideband SPA とエッジ QAM デバ
イス間で使用されている場合、mac-address に指定される値はルータまたはレイヤ 3 スイッチの
ネクストホップ インターフェイスの MAC アドレスです。

• ギガビット イーサネット ルータまたはレイヤ 3 スイッチが使用されていない場合、mac-address
に指定される値はエッジ QAM デバイスのギガビット イーサネット インターフェイスの MAC
アドレスです。

RF チャネルに設定された UDP ポート番号は、特定の QAM 出力ポートへの入力 UDP セッションの
マッピングを可能にします。異なる Wideband SPA からのワイドバンド トラフィックを同一の QAM
出力ポートで混在させることはできません。

（注） rf-channel frequency で設定された RF チャネル値がエッジ QAM デバイスの QAM 出力に設定され
た値に一致することを必ず確認してください。IP アドレス、MAC アドレス、UDP ポート、および
DEPI リモート ID が一致する必要があります。いずれかの値が一致しないと、Wideband SPA はエッ
ジ QAM デバイスと正常に通信できません。

例 次に、RF ポート 0 の RF チャネル特性（IP アドレス、MAC アドレス、UDP ポート、および DEPI
リモート ID）を設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# rf-channel 0 ip-address 192.168.200.30 mac-address
0011-920e-a9ff udp-port 49152 
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関連コマンド コマンド 説明

cable primary ワイドバンド チャネルがプライマリ ワイドバンド
チャネルであることを指定します。

cable rf-channel Wideband SPA の RF チャネルをワイドバンド チャネ
ルに関連付けます。

controller modular-cable コントローラ コンフィギュレーション モードを開始
して、Wideband SPA コントローラを設定します。

ip-address（コントローラ） Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定します。
modular-host sub-slot Wideband プロトコル オペレーションに対してモジュ

ラホスト ラインカードを指定します。
rf-channel cable downstream channel-id ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネルに割り

当てます。

rf-channel description 各 RF チャネルの説明を指定します。
rf-channel frequency 各 RF チャネルの周波数を設定します。
rf-channel network delay RF チャネルのネットワーク遅延を設定します。
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rf-channel network-delay
Wideband SPA の RF チャネルのネットワーク遅延を設定するには、コントローラ コンフィギュレー
ション モードで rf-channel network delay コマンドを使用します。RF チャネルのネットワーク遅延
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。

rf-channel rf-port network-delay delay

no rf-channel rf-port network-delay delay

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 RF チャネルのネットワーク遅延のデフォルトの設定値は設定されていません。

コマンド モード コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco uBR10012 ルータは、2 つの Wideband SPA をサポートしています。各 Wideband SPA は、annex
modulation コマンドでの SPA の設定内容に応じて、最大 24 の RF チャネルをサポートします。
Annex A と 256 QAM の場合、各 Wideband SPA は最大 18 の RF チャネルをサポートします。その
他の場合、SPA は最大 24 の RF チャネルをサポートします。

（注） Cisco IOS Release 12.3(21)BC および 12.3(21a)BC3 では、annex modulation コマンドを使用して、SPA
ごとに annex および modulation パラメータがグローバルに設定されていました。
Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降では、rf-channel frequency コマンドを使用して、RF チャネルご
とに Annex および変調の値が設定されます。annex modulation コマンドは廃止されています。

例 次に、RF ポート 0 の RF チャネルのネットワーク遅延特性を設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# controller modular-cable 1/0/0
Router(config-controller)# rf-channel 0 network-delay 1000

rf-port  Wideband SPA FPGA の RF チャネルの物理ポートを指定します。許容範囲は、
0 ～ 23 です。rf-port の有効値は、annex modulation コマンドで設定されたコン
フィギュレーションによって異なります（「使用上のガイドライン」を参照）。

delay Converged Interconnect Network（CIN）遅延を指定します。デフォルト値は 750
us です。許容範囲は、0 ～ 3000 us です。

リリース 変更内容

12.3(23)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

cable primary ワイドバンド チャネルがプライマリ ワイドバンド
チャネルであることを指定します。

cable rf-channel Wideband SPA の RF チャネルをワイドバンド チャ
ネルに関連付けます。

controller modular-cable コントローラ コンフィギュレーション モードを開
始して、Wideband SPA コントローラを設定します。

ip-address（コントローラ） Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定します。
modular-host subslot Wideband プロトコル オペレーションに対してモ

ジュラホスト ラインカードを指定します。
rf-channel cable downstream channel-id ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネルに割

り当てます。

rf-channel description 各 RF チャネルの説明を指定します。
rf-channel frequency 各 RF チャネルの周波数を設定します。
rf-channel ip-address mac-address udp-port 各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、お

よび UDP ポートを設定します。
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rf-channel cable downstream channel-id
RF チャネルにダウンストリーム チャネル ID を割り当てるには、コントローラ コンフィギュレー
ション モードで rf-channel cable downstream channel-id コマンドを使用します。RF チャネルのダ
ウンストリーム チャネル ID を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

rf-channel rf-port cable downstream channel-id channel-id 

no rf-channel rf-port cable downstream channel-id channel-id 

シンタックスの説明 

コマンドのデフォルト設定 rf-channel cable downstream channel-id コマンドを入力しないと、Cisco IOS ソフトウェアが一意の
ダウンストリーム チャネル ID を RF チャネルに割り当てます。

コマンド モード コントローラ コンフィギュレーション（config-controller）

コマンド履歴

使用上のガイドライン ワイドバンド チャネルが正常に稼働するには、ワイドバンド チャネルが使用するファイバ ノード
の各 RF チャネルに一意のダウンストリーム チャネル ID が必要になります。デフォルトでは、Cisco
IOS ソフトウェアが RF チャネルに一意のダウンストリーム チャネル ID を割り当てます。
rf-channel cable downstream channel-id コマンドを使用して、デフォルトのチャネル ID を変更しま
す。

RF チャネルに割り当てられたダウンストリーム チャネル ID は、ファイバ ノードで一意である必
要があります。

• ID はファイバ ノードの別の RF チャネルで使用されていない ID である必要があります。

• ID はファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム チャネルで使用されていない ID である
必要があります。

CMTS ルータのコンフィギュレーション ファイルを調べることによって、使用されているダウンス
トリーム チャネル ID を確認できます。

（注） ファイバ ノードで一意でないダウンストリーム チャネル ID を割り当てると、rf-channel cable 
downstream channel-id コマンドがエラー メッセージを表示します。コマンドはチャネル ID を割
り当てますが、ファイバ ノードのステータスが無効になります。 

Cisco uBR10012 ルータは、2 つの Wideband SPA をサポートしています。各 Wideband SPA は、annex
modulation コマンドでの SPA の設定内容に応じて、最大 24 の RF チャネルをサポートします。

rf-port Wideband SPA FPGA の RF チャネルの物理ポートを指定します。rf-port の
有効値は、annex modulation コマンドで設定されたコンフィギュレーショ
ンによって異なります。

channel-id 一意のチャネル ID。有効値は、0 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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（注） annex modulation コマンドは Cisco IOS Release 12.3(23)BC より廃止され、annex および modulation
がキーワード オプションとして rf-channel frequency コマンドに統合されます。

• Annex A と 256 QAM の場合、各 Wideband SPA は 18 の RF チャネルをサポートします。この場
合、rf-port 引数の有効値は、0 ～ 17 です。

• その他の場合、SPA は 24 の RF チャネルをサポートします。この場合、rf-port 引数の有効値
は、0 ～ 23 です。

例 次に、スロット /サブスロット /ベイ 1/0/1 に装着された Wideband SPA の RF チャネル 3 に 123 の
ダウンストリーム チャネル ID を割り当てる例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# controller modular-cable 1/0/1 
Router(config-controller)# rf-channel 3 cable downstream channel-id 123 

関連コマンド コマンド 説明

annex modulation Wideband SPA の Annex と変調を設定します。
cable primary ワイドバンド チャネルがプライマリ ワイドバンド

チャネルであることを指定します。

cable rf-channel Wideband SPA の RF チャネルをワイドバンド チャ
ネルに関連付けます。

controller modular-cable コントローラ コンフィギュレーション モードを開
始して、Wideband SPA コントローラを設定します。

ip-address（コントローラ） Wideband SPA FPGA の IP アドレスを設定します。
modular-host subslot モジュラホスト ラインカードを指定します。
rf-channel frequency 各 RF チャネルの周波数を設定します。
rf-channel ip-address mac-address udp-port 各 RF チャネルの IP アドレス、MAC アドレス、お

よび UDP ポートを設定します。
rf-channel network delay 各 RF チャネルの CIN 遅延を指定します。
rf-channel description 各 RF チャネルの説明を指定します。
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show cable mac-domain downstream-service-group 
プライマリ ダウンストリーム チャネルの MAC Domain Downstream Service Group（MD-DS-SG）情
報を表示するには、特権 EXEC モードで show cable mac-domain downstream-service-group コマン
ドを使用します。

show cable mac-domain cable slot/subslot/port downstream-service-group 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

使用上のガイドライン show cable mac-domain downstream-service-group コマンドを使用して、指定したプライマリ ダウ
ンストリーム チャネルの MD-DS-SG 情報を表示します。

各ファイバ ノードでは、Cisco uBR10-MC5X20 ケーブル インターフェイス ラインカードの従来の
DOCSIS ダウンストリーム チャネルは、MAC 管理メッセージとシグナリング メッセージの伝送に
使用され、関連する従来の DOCSIS アップストリーム チャネルがリターン データ トラフィックと
シグナリングに使用されます。このように MAC ドメインで使用される従来の DOCSIS ダウンスト
リーム チャネルは、プライマリ ダウンストリーム チャネルと呼ばれます。

（注） Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降では、SPA からの RF チャネルまたは Cisco uBR10-MC5X20 ダウ
ンストリーム チャネルはファイバ ノードのプライマリ チャネルとして機能できます。

slot ケーブル インターフェイス ラインカードで使用されるスロット。有効値
は、5 ～ 8 です。

subslot ケーブル インターフェイス ラインカードで使用されるサブスロット。有
効値は、0 または 1 です。

port プライマリ ダウンストリーム チャネルとして使用されるダウンストリー
ム ポート。有効値は、0 ～ 4 です。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
12.3(23)BC このコマンドは、SPA と Cisco uBR10-MC5X20 ラインカードからのプライ

マリ ダウンストリーム チャネルの MD-DS-SG 情報を表示します。
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例 次に、スロット / サブスロット / ポート 5/0/0 に設置されたケーブル インターフェイスのプライマ
リ ダウンストリーム チャネルの show cable mac-domain downstream-service-group の出力例を示し
ます。

Cisco IOS Release 12.3(21)BC
Router# show cable mac-domain cable5/0/0 downstream-service-group 

Primary  MD-DS-SG         RF                                                            
IF       Id        SPA    Chan                                                          
C5/0/0 1 1/0/0 0 - 1

Cisco IOS Release 12.3(23)BC
Router# show cable mac-domain cable5/0/0 downstream-service-group 
Cable    MD-DS-SG         RF       Local         Remote
IF       Id        SPA    Chan     Primary Chan  Primary Chan
C5/0/0   1         1/0/0  00-01    Yes

前述の例では、ID 1 の MD-DS-SG がスロット / サブスロット / ベイ 1/0/0 に装着された Wideband
SPA の RF チャネル 0 および 1 で使用されています。

関連コマンド コマンド 説明

show cable modem ワイドバンド ケーブル モデムを含む、登録済みおよび未登録
のケーブル モデムの情報を表示します。

show cable modem wideband 登録済みおよび未登録のワイドバンド ケーブル モデムの情
報を表示します。
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show cable mac-domain cgd-associations
すべてのケーブル MAC ドメインの Channel Grouping Domain（CGD）アソシエーションの概要を表
示するには、特権 EXEC モードで show cable mac-domain cable cgd-associations コマンドを使用し
ます。

show cable mac-domain cable slot/subslot/port cgd-associations

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

使用上のガイドライン show cable mac-domain cgd-associations コマンドは、各ケーブル MAC ドメイン（Cisco 
uBR10-MC5X20 ラインカード インターフェイス）の次の情報を表示します。

• この MAC ドメインに追加された SPA ダウンストリーム チャネル

• 各 SPA ダウンストリーム チャネルおよび Cisco uBR10-MC5X20 ダウンストリーム チャネルに
関連付けられたアップストリーム チャネルのリスト

コマンド出力の All カラムが Y の場合、Cisco uBR10-MC5X20 ラインカード ダウンストリーム
チャネルまたは SPA ダウンストリーム チャネルに関連付けられたすべてのアップストリーム
チャネルが upstream cable connector コマンドを使用して設定されていることを示します。す
べてのアップストリーム チャネルが設定されていない場合、このカラムは何も表示しません。

• 現在、アクティブである SPA ダウンストリーム チャネル 

SPA ダウンストリーム チャネルを示した対応するモジュラ ケーブル インターフェイスが管理
上のアップ状態で、回線プロトコルがアップ状態である場合、SPA ダウンストリーム チャネル
はアクティブになります。アクティブであるとみなされる SPA ダウンストリーム チャネルは、
ケーブル MAC ドメインの動作可能なプライマリ ダウンストリーム チャネルとなります。

（注） CGD の詳細については、『Cisco DOCSIS 3.0 Downstream Solution Design and Implementation Guide』
Release 2.0 を参照してください。

次に、スロット 6、サブスロット 0、ポート 0 のケーブル インターフェイスの show cable mac-domain
cgd-associations コマンドの出力例を示します。

Router# show cable mac-domain c6/0/0 cgd-associations
CGD Host  SPA   DS Channels             Upstreams (All)   Active Remote DS
Ca6/0/0         Local                   1            Y
          1/0/0 0-1                     0

slot ケーブル インターフェイス ラインカードで使用されるスロット。有効値は、
5 ～ 8 です。

subslot ケーブル インターフェイス ラインカードで使用されるサブスロット。有効値
は、0 または 1 です。

port プライマリ ダウンストリーム チャネルとして使用されるダウンストリーム
ポート。有効値は、0 ～ 4 です。

リリース 変更内容

12.3(23)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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関連コマンド

show controllers jacket
Wideband SIP の登録値を表示するには、特権 EXEC モードで show controllers jacket コマンドを使
用します。

show controllers jacket slot/subslot [all | cpld | processor | vanadium | spi_fpga] 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 all または特定の登録値を示すキーワードを指定しないと、show controllers jacket ですべての登録
値が表示されます。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

使用上のガイドライン show controllers jacket コマンドを使用して、Wideband SIP の登録値を表示します。次の Wideband
SIP コンポーネントの値を表示できます。

• CPLD ― 制御リセット、I/O バス、および SPA OIR に対するロジックを含む CPLD

• プロセッサ ― SIP のチップ、PRE モジュールへの通信、および SPA との通信の設定を行う
Wideband SIP オンボード プロセッサ 

• Vanadium ― Wideband SIP と PRE モジュール間のリンクを提供するシスコ設計による ASIC 

• SPI FPGA ― POS-PHY Level 3（PL3）インターフェイスで最大 8 つのチャネル、および 2 つの
System Packet Interface Level 4 Phase 2（SPI4.2）インターフェイスの間で共有される最大 8 つの
チャネルをサポートするバス コンバータ。SPI FPGA はまた、オンボード プロセッサ コンプ
レックスを Wideband SIP バスにインターフェイスします。

コマンド 説明

show cable mac-domain downstream-service-group プライマリ ダウンストリーム チャネルの
MD-DS-SG 情報を表示します。

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、スロッ
ト 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、サ
ブスロット 0 が常に指定されます。

all （任意）すべての登録値を表示します。

cpld （任意）Complex Programmable Logic Device（CPLD）の登録値を表示します。
processor （任意）プロセッサの登録値を表示します。

vanadium （任意）Vanadium の登録値を表示します。
spi_fpga （任意）SPI FPGA の登録値を表示します。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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例 次に、cpld および processor キーワードを使用した show controllers jacket コマンドの出力例を示し
ます。

Router# show controllers jacket 1/0 cpld 

CPLD registers
 
[A4000000] Version:4
[A4000004] Clock frequency:32
[A4000008] Reset status and control:1
[A400000C] Software reset reason:0
[A4000010] Datapath reset: 19
[A4000014] SPA 0 OIR register: FF
[A4000018] SPA 1 OIR register: FF
[A400001C] SPA OIR interrupt status: (would clear on read)
[A4000020] SPA OIR interrupt mask: FF

Router# show controllers jacket 1/0 processor 

Processor Registers

 Port A:
  Pin Assignment      C00000
  Data Direction      FF437C3A
  Open-Drain          1800F
  Data                A88005
  Special Options     0000
 Port B:
  Pin Assignment      0008
  Data Direction      FFFFBEF
  Open-Drain          0000
  Data                BF0FEFC
  Special Options     0008
 Port C:
  Pin Assignment      3580C
  Data Direction      FF7CA7F3
  Open-Drain          0000
  Data                84D004
  Special Options     0000  
 Port D:
  Pin Assignment      30005
  Data Direction      FFCFFFE
  Open-Drain          30000
  Data                30000
  Special Options     30000

関連コマンド コマンド 説明

show controllers modular-cable Wideband SPA の情報を表示します。
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show controllers modular-cable
Wideband SPA の情報を表示するには、特権 EXEC モードで show controllers modular-cable コマン
ドを使用します。

show controllers modular-cable slot/subslot/bay {brief | fpga_registers | {all | sfp [port port_num] | 
ge_phy [port port_num]}}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 キーワードまたは引数を指定しない場合、両方のギガビット イーサネット ポートのすべてのカテ
ゴリに関する情報が表示されます。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

使用上のガイドライン show controllers modular-cable コマンドを使用して、Wideband SPA コントローラの内部状態の情報
を表示します。

• fpga_registers キーワードは、Wideband SPA FPGA の FPGA 登録情報を表示します。

• sfp キーワードは、指定した Wideband SPA ポートの SFP モジュラの情報と SFP モジュールの
ハードウェア詳細を表示します。

• ge_phy キーワードは、指定した Wideband SPA ポートの PHY と登録値を表示します。

sfp または ge_phy ではなく all を指定する場合、SFP モジュールと PHY 情報の両方が表示されます。

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、スロッ
ト 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、サ
ブスロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベイ）
と 1（下部ベイ）です。

brief （任意）Wideband SPA コントローラ情報の簡単な説明を表示します。
fpga_registers （任意）Wideband SPA FPGA（Blaze）登録情報を表示します。
all （任意）Wideband SPA の Small Form-Factor Pluggable（SFP; 着脱可能小型フォー

ム ファクタ）モジュールと物理レイヤ（PHY）情報の両方を表示します。
sfp （任意）Wideband SPA の SFP モジュールの情報を表示します。
ge_phy （任意）Wideband SPA ギガビット イーサネット ポートの PHY 情報を表示し

ます。

port port_num （任意）sfp または ge_phy とともに使用する場合、指定した Wideband SPA ギ
ガビット イーサネット ポートの情報が表示されます。port port_num 引数を使
用しない場合、両方のギガビット イーサネット ポートの情報が表示されま
す。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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例 次に、fpga_registers、 sfp、 および ge_phy  キーワードを使用した show controllers modular-cable の出
力例を示します。一部の出力だけを表示している例もあります。

Router# show controllers modular-cable 1/0/0 fpga_registers 

REG blz_sw_rev_id offset 0x00000000 = 0x00000000
REG blz_hw_rev_id offset 0x00000004 = 0x04030422
REG rst_ctrl_reg_0 offset 0x00000008 = 0x00000000
REG led_ctrl_reg_0 offset 0x00000010 = 0x00000001
REG gp_config_reg_0 offset 0x00000030 = 0x80000000
REG test_reg offset 0x000000B0 = 0xDEADBEAF
REG adr_trap_reg offset 0x000000B4 = 0x00000040
REG spa_timeout_reg offset 0x000000B8 = 0x000003E8
REG spa_error_reg offset 0x000000BC = 0x0000000A
REG bm_int_stat_reg offset 0x00000100 = 0x00000000
REG sfp_all_int_stat_reg offset 0x00000104 = 0x00000000
REG spa_brd_int_stat_reg offset 0x00000108 = 0x00000203
REG spa_brd_int_en_reg offset 0x00000120 = 0x000000CC
REG spa_brd_int_ovrd_reg offset 0x00000130 = 0x00000000
REG sfp_int_stat_reg_0 offset 0x00000200 = 0x00000000
REG sfp_cfg_stat_reg_0 offset 0x00000204 = 0x00010007
REG sfp_int_stat_reg_1 offset 0x00000208 = 0x00000000
REG sfp_cfg_stat_reg_1 offset 0x0000020C = 0x00010007
REG blz_ctrl_stat_reg offset 0x00000300 = 0x0007FF01
REG dcm_status_reg offset 0x00000304 = 0x00000009          
REG blz_sp_int_stat_reg_0 offset 0x00000310 = 0x00000008
...
Router# show controllers modular-cable 1/0/0 sfp port 1 

SFP in port 1
SFP is present
SFP LOS is not detected
SFP TX FAULT is not detected
SFP TX is enabled

ID: SFP 
        Extended ID: 4
        Connector: LC 
        SONET compliance:  not specified
        Gigabit Ethernet compliance: 1000BASE-SX
        Fibre Channel link length:  not specified
        Fibre Channel transmitter technology:  not specified
        Fibre Channel transmission media:  not specified
        Fibre Channel speed:  not specified
        Encoding: 8B10B  
        Bit Rate: 1300 Mbps
        50 micron-multimode fiber supported length: 550 m
        62.5 micron-multimode fiber supported length: 270 m
        Upper bit rate limit: not specified
        Lower bit rate limit: not specified
        Date code (yy/mm/dd): 05/02/23          
        Vendor name: CISCO-AGILENT   
        Vendor OUI: 12499
        Vendor Part Number (PN): QFBR-5766LP            Vendor Rev:     
        Vendor SN (SN): AGS090855CE     
        Options implemented:
                LOS Signal
                TX Fault Signal
                TX Disable Signal
        Enhanced options implemented: none
        Diagnostic monitoring implemented: none
        Idprom contents (hex):
        0x00:   03 04 07 00 00 00 01 00 00 00 00 01 0D 00 00 00 
        0x10:   37 1B 00 00 43 49 53 43 4F 2D 41 47 49 4C 45 4E 
        0x20:   54 20 20 20 00 00 30 D3 51 46 42 52 2D 35 37 36 
        0x30:   36 4C 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 52 00 B5 
        0x40:   00 1A 00 00 41 47 53 30 39 30 38 35 35 43 45 20 
        0x50:   20 20 20 20 30 35 30 32 32 33 20 20 00 00 00 C4 
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        0x60:   00 00 06 C9 F0 FA 7C 01 B3 C8 41 6B 39 04 FC 85 
        0x70:   BB 20 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 94 52 CC 
        0x80:   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
        0x90:   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
        State: Initalized          
Phased Initialization
        Phase Reached: 4
        Phase Exit Code: 0
        Phase Read Offset: 0

Socket Verification

Router# show controllers modular-cable 1/0/0 ge_phy port 0 

Gigabit PHY information for port 0:
  PHY Status:
  status (reg 1) = 0x16D
    link is up, auto-negotiation is complete
    remote fault not detected, jabber not detected
  Extended status register (reg 15) = 0xC000
    1000BaseX full duplex capable    1000BaseX half duplex capable 
  phy specific status (reg 17) = 0xAC14
    link is up (real-time), speed/duplex resolved
    speed: 1000 Mbps, duplex: full
    page not received, cable length is < 50m
    MDI cross-over status: MDI, downshift status: no
    energy detect status: sleep
    transmit pause: disabled, receive pause: enabled
    polarity: normal, jabber: no
  phy specific extended status (reg 27) = 0xB487
    Fiber/ copper auto selection disabled, fiber link
    Serial interface auto-negotiation bypass enabled
    Serial interface auto-negotiation bypass status:
      Link came up because regular fiber autoneg completed
    Interrupt polarity is active low
  receive error count: 0x0          

  Auto-negotiation configuration and status:
    Auto-negotiation is enabled and is completed
    Speed/duplex is resolved to 1000 Mbps, full duplex
    Advertised capabilities: 1000BaseX/HD 1000BaseX/FD Pause capable (Asymmetric)
    Partner capabilities: 1000BaseX/FD 
...

関連コマンド コマンド 説明

show controllers jacket Wideband SIP の登録値を表示します。
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show hw-module bay
Wideband SPA のワイドバンド チャネルまたは RF チャネルに関する情報を表示するには、特権
EXEC モードで show hw-module bay コマンドを使用します。

show hw-module bay {slot/subslot/bay | all} show-type {wideband-channel | rf-channel | 
modular-channel} [device-index] [verbose] 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 デフォルトの値または動作はありません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、ス
ロット 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベ
イ）と 1（下部ベイ）です。

all Wideband SPA が両方のベイに装着されている場合、ベイ 1 とベイ 0 の両
方の情報を表示することを指定します。

show-type 表示する情報のタイプ。有効値は、association、config、counters、および 
mapping です。show-type の詳細については、「使用上のガイドライン」を
参照してください。

wideband-channel device-index が示すワイドバンド チャネル情報を表示します。
rf-channel device-index が示す RF チャネル情報を表示します。
modular-channel device-index が示すナローバンド チャネル情報を表示します。
device-index （任意）ワイドバンド チャネル番号、RF チャネル番号、または BPI イン

デックス番号 

• wideband-channel キーワードを指定する場合、device-index の有効値は
0 ～ 11 です。

• rf-channel キーワードを指定する場合、Wideband SPA が annex 
modulation コマンドで設定されている内容に応じて、device-index の
有効値は 0 ～ 23 になります。

verbose （任意）config キーワードとともに使用します。ワイドバンド チャネルま
たは RF チャネルの詳細な設定情報を表示します。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
12.3(23)BC modular-channel キーワードが追加されました。
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使用上のガイドライン show hw-module bay が表示する情報のタイプは、show-type 引数の値によって決まります。表 11-3
では、各 show-type で表示される情報について説明します。この表では、「許可されたキーワード」
カラムは、show-type を wideband-channel、rf-channel、または modular-channel キーワードで使用でき
るかどうかを示します。

device-index が show hw-module bay から省略されている場合、コマンドは、使用されているキーワー
ドに応じて、すべてのワイドバンド チャネル、RF チャネル、または BPI+ インデックスの情報を表
示します。

association show-type は、ケーブル インターフェイス ラインカードと Wideband SPA が CMTS に物
理的に存在する場合のみ、ワイドバンドとナローバンド（従来の DOCSIS）チャネルのアソシエー
ション情報を表示します。

（注） verbose キーワードを指定しないと、詳しい設定情報は表示されません。

詳細情報については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。

• 『Cisco Cable Wideband Solution Design and Implementation Guide』Release 1.0

• 『Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレー
ション ガイド』

• 『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router SIP and SPA Hardware Installation Guide』

表 11-3 show-type の値

show-type 許可されたキーワード 説明 

association wideband-channel ワイドバンドとナローバンド（従来の DOCSIS）チャネ
ルのアソシエーション情報を表示します。ワイドバンド

チャネルと従来の DOCSIS ダウンストリーム チャネル
のアソシエーションは、ファイバ ノードのプライマリ
ダウンストリーム チャネルが downstream コマンドで
設定されている場合に作成されます。

config wideband-channel または
rf-channel 

指定したキーワードに応じて、ワイドバンド チャネル
または RF チャネルの設定情報を表示します。

counters wideband-channel または
rf-channel 

指定したキーワードに応じて、ワイドバンド チャネル
または RF チャネルの統計情報を表示します。

mapping wideband-channel、
rf-channel、または 
modular-channel

指定したキーワードに応じて、ワイドバンド チャネル
から RF チャネルへのマッピングを表示します。
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例 次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に装着された Wideband SPA のワイドバンド チャネル 0
の show hw-module bay コマンドの出力例を示します。

Router# show hw-module bay 1/0/0 counters wideband-channel 0 

SPA      WB channel   Tx packets              Tx octets
1/0/0    0            29069                   4032392

Router# show hw-module bay 1/0/0 mapping wideband-channel 0 

SPA      WB       RF         BW %
         channel  channel
1/0/0    0        0          100
                  1          100
                  2          100
                  3          100
                  4          100
                  5          100
                  6          100
Router# show hw-module bay 1/0/0 association wideband-channel 0
WB                      BG   Bundle  NB          NB chan  Reserved  Total
channel                 ID   num     channel     ID       CIR       CIR
Wideband-Cable1/0/0:0   1    1       Cable6/0/0  251      0         42064200

次に、Cisco IOS Release 12.3(21)BC の show hw-module bay の出力例を示します。

Router# show hw-module bay 1/0/0 association wideband-channel 0
WB                      BG   Bundle  NB          NB chan  Reserved Avail
channel                 ID   num     channel     ID       CIR       CIR
Wideband-Cable1/0/0:0   1    1       Cable6/0/0  251      0  0 

次に、Cisco IOS Release 12.3(23)BC の show hw-module bay の出力例を示します。

Router# show hw-module bay 1/0/0 association wideband-channel 0
WB                      BG   Bundle  NB          NB chan  Reserved Total
channel                 ID   num     channel     ID       CIR       CIR
Wideband-Cable1/0/0:0   1    140     Cable6/0/0  30       0         42064200

前述の例では、association キーワードが指定された場合に、各ワイドバンド チャネルに対して次の
情報が表示されます。

• WB channel ― ワイドバンド ケーブル インターフェイス（ワイドバンド チャネル）

• BG ID ― ワイドバンド チャネルのボンディング グループ ID 

• Bundle num ― ワイドバンド チャネルがメンバーである仮想バンドル インターフェイスの番号

• NB channel ― ワイドバンド チャネルのプライマリ ダウンストリーム チャネル（ナローバンド
チャネルまたは従来の DOCSIS チャネル）のスロット /サブスロット /ポート 

• NB channel ID ― プライマリ ダウンストリーム チャネルのチャネル ID

• Reserved CIR ― 予約された Committed Information Rate（CIR; 認定情報レート）

• Total CIR ― 使用できる CIR の合計

（注） Cisco IOS Release 12.3(21)BC の場合、[Reserved CIR] および [Avail CIR] フィールドの説明は次のと
おりです。

Reserved CIR ― 予約された CIR。QoS は現在ワイドバンド トラフィックでベストエフォートなの
で、予約された CIR は常に 0 になります。
Avail CIR ― 使用可能な CIR の部分。QoS は現在ワイドバンド トラフィックでベストエフォートな
ので、使用可能な CIR は常に 0 になります。
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次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に装着された Wideband SPA のワイドバンド チャネル
（0 ～ 11）の show hw-module bay コマンドの出力例を示します。

Router# show hw-module bay 1/0/0 counters wideband-channel  

SPA      WB channel   Tx packets        Tx octets
1/0/0 0 395 31590 
1/0/0 1 0 0 
1/0/0 2 0 0 
1/0/0 3 0 0 
1/0/0 4 0 0 
1/0/0 5 0 0 
1/0/0 6 0 0 
1/0/0 7 0 0 
1/0/0 8 0 0 
1/0/0 9 0 0 
1/0/0 10 0 0 
1/0/0 11 0 0 

Router# show hw-module bay 1/0/0 config wideband-channel 
WB BG    Bundle  WB Host       Primary 
channel ID    num     Slot/Subslot  BG 
Wideband-Cable1/0/0:0   24    123     5/0           Yes 
Wideband-Cable1/0/0:1   25    123     5/0           Yes 
Wideband-Cable1/0/0:2   26    123     5/0           Yes 
Wideband-Cable1/0/0:3   27    123     5/0           Yes 
Wideband-Cable1/0/0:4   28    123     5/0           Yes 
Wideband-Cable1/0/0:5   29    123     5/0           Yes 
Wideband-Cable1/0/0:6   30    123     5/0           Yes 
Wideband-Cable1/0/0:7   31    123     5/0           Yes 
Wideband-Cable1/0/0:8   32    0       5/0           Yes 
Wideband-Cable1/0/0:9   33    0       5/0           Yes 
Wideband-Cable1/0/0:10  34    0       5/0           Yes 
Wideband-Cable1/0/0:11  35    0       5/0           Yes 

前述の例では、config キーワードが指定された場合に、各ワイドバンド チャネルに対して次の情報
が表示されます。

• WB Channel ― ワイドバンド チャネル スロット、サブスロット、ベイ、およびワイドバンド
チャネル番号を指定します。

• BG ID ― ボンディング グループ ID 

• Bundle num ― ワイドバンド チャネルがメンバーである仮想バンドル インターフェイスの番号 

• WB Host Slot/Subslot ― Wideband プロトコル オペレーションに対して設定されたケーブル イン
ターフェイス ラインカード。modular-host コマンドを参照してください。

• Primary BG ― Yes は、ワイドバンド チャネルがプライマリ ボンディング グループ（プライマ
リ ワイドバンド チャネル）であることを示します。

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に装着された Wideband SPA の RF チャネル 0 の show
hw-module bay コマンドの出力例を示します。

Router# show hw-module bay 1/0/0 config rf-channel 0

SPA    RF       Freq       Mod     Annex  IP Address       MAC Address     UDP  
       channel                                                             port
1/0/0  0        699000000  64qam   B      192.168.200.30   0011.920e.a9ff  49152   
 

前述の出力では、次のフィールドで RF チャネルに関連付けられているエッジ QAM デバイスの情
報を提供します。

• IP Address ― エッジ QAM デバイスの IP アドレス 

• MAC address ― ネクストホップ デバイスまたはエッジ QAM デバイスの MAC アドレス
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• UDP port ― この RF チャネルで使用されるエッジ QAM デバイスの UDP ポート番号 
Router# show hw-module bay 1/0/0 config rf-channel 0 verbose 

SPA                                 : Wideband-Cable 1/0/0
RF channel number                   : 0
Frequency                           : 699000000 Hz
Modulation                          : 64qam
Annex                               : B
IP address of next hop              : 192.168.200.30
MAC address of EQAM                 : 000c.3033.2cbf
UDP port number                     : 49152
EQAM headroom                       : 0

Router# show hw-module bay 1/0/0 counters rf-channel 0 

SPA      RF channel   MPEG packets tx
1/0/0    0            334815

Router# show hw-module bay 1/0/0 mapping rf-channel 0 

SPA      RF       WB         BW %
         channel  channel
1/0/0    0        0          100

次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0 に装着された Wideband SPA の RF チャネルの show
hw-module bay コマンドの出力例を示します。この例では、0 ～ 8 の RF チャネルだけがワイドバン
ド チャネルに関連付けられているので、これらの RF チャネルの出力だけが表示されます。BW %
カラムは、cable rf-channel コマンドを使用してワイドバンド チャネルに割り当てられた RF チャネ
ルの帯域幅の割合です。

Router# show hw-module bay 1/0/0 mapping rf-channel  

SPA      RF       WB         BW %
         channel  channel
1/0/0    0        0          100
1/0/0    1        0          100
1/0/0    2        0          100
1/0/0    3        0          100
1/0/0    4        0          100
1/0/0    5        0          100
1/0/0    6        0          100
1/0/0    7        2          100
1/0/0    8        1          100

関連コマンド コマンド 説明

show hw-module bay oir Wideband SPA の運用ステータスを表示します。
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show hw-module bay oir
Wideband SPA の運用ステータスを表示するには、特権 EXEC モードで show hw-module bay oir コ
マンドを使用します。

show hw-module bay {slot/subslot/bay | all} oir [internal] 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 internal キーワードを指定しないと、詳しい診断情報は表示されません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

使用上のガイドライン show hw-module bay oir コマンドを使用して、Wideband SPA に関する運用ステータスの情報を取得
します。特定の SPA の情報を表示するには、SPA の slot/subslot/bay を指定します。ルータのすべて
の SPA の情報を表示するには、all キーワードを使用します。

任意の internal キーワードは、詳細な診断情報を表示します。この情報は、シスコのテクニカルサ
ポート担当者のみが使用することを推奨します。

表 11-4 は、出力の [Operational Status] フィールドで使用される可能性がある値について説明します。

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、スロット
1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、サブ
スロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベイ）と
1（下部ベイ）です。

all システムのすべての Wideband SPA の OIR ステータスを表示します。
internal （任意）詳細な診断情報を表示します。このオプションは、シスコのテクニカ

ルサポート担当者によって、内部診断のために使用されます。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

表 11-4  [Operational Status] フィールドの説明

運用ステータス 説明

admin down SPA は hw-module bay shutdown グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドによって、管理上のディセーブル状態になっています。

booting SPA が初期化されています。

missing SPA が SIP ベイに装着されていません。

ok SPA が動作可能な状態です。



第 11章      SIP および SPA コマンド
show hw-module bay oir

11-60
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-10707-03-J

out of service（理由） SPA は、次のいずれかの理由でアウト オブ サービスの状態です。

（注） 次の理由はすべての SPA に適用されるわけではなく、プラット
フォーム固有のものです。

• Analyze failed ― SPA データ構造の作成に失敗しました。ほとんどの
場合、メモリ割り当てに問題があります。

• Authentication failed ― SPA がハードウェアの検証に失敗しました。

• Data structure create error ― SPA データ構造の作成に失敗しました。ほ
とんどの場合、メモリ割り当てに問題があります。

• Event corrupt ― SPA の括性挿抜（online insertion and removal; OIR）イ
ベントが破損しました。SIP と Route Processor（RP; ルート プロセッ
サ）間のメッセージが破損しているか、その他のソフトウェアまたは

ハードウェアの問題が原因の可能性があります。

• Event sequence error ― SPA OIR イベントのシーケンスが正しくありま
せん。SIP と RP 間のメッセージが破損しているか、その他のソフト
ウェアまたはハードウェアの問題が原因の可能性があります。

• Fail code not set ― SPA OIR イベント メッセージでエラー コードを読
み取ることができませんでした。SIP と RP 間のメッセージが破損し
ているか、その他のソフトウェアまたはハードウェアの問題が原因の

可能性があります。

• Failed too many times ― SPA の障害がプラットフォームでの許容制限
値を超えたため、SPA がディセーブルにされました。

• FPD upgrade failed ― Field-Programmable Gate Array（FPGA）などの
Field-Programmable Device（FPD）で、自動アップグレードに失敗しま
した。

• H/W signal deasserted ― SPA がアクセス可能であることを示す
SPA_OK または PWR_OK ハードウェア信号がアサートされなくなり
ました。

• Heartbeat failed ― インテリジェント SPA がハートビート エラーを検
知すると発生します。

• Incompatible FPD ― Cisco IOS ソフトウェアとの FPGA バージョンの不
一致が SPA で検出されました。

• Init timeout ― SPA の初期化中に制限時間に達しました。

• Read SPA type failed ― ハードウェアによる SPA タイプの読み取りに
失敗しました。

• Reload request ― hw-module subslot reload コマンドからの SPA リロー
ドが進行中です。

• SPA h/w error ― SPA ソフトウェア ドライバでハードウェア エラーを
検出しました。

• SPA ready timeout ― SPA が動作可能状態になるのを待つ間に、RP で
タイムアウトが発生しました。

• SPA type mismatch ― あるタイプの SPA を事前に設定している場合
に、別のタイプの SPA を差し込むと発生します。

• SPA unrecognized ― SPA が Cisco IOS ソフトウェア リリースでサポー
トされていません。

表 11-4  [Operational Status] フィールドの説明（続き）

運用ステータス 説明
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例 次に、Wideband SPA の運用ステータスを表示する例を示します。

Router# show hw-module bay 1/0/0 oir

Module        Model                Operational Status
------------- -------------------- ------------------------
bay 1/0/0     SPA-24XDS-SFP ok

次に、internal キーワードを指定した場合の Wideband SPA の運用ステータスを表示する例を示しま
す。

Router# show hw-module bay 1/0/0 oir  internal 

WARNING: This command is not intended for production use
and should only be used under the supervision of
Cisco Systems technical support personnel.
sm(spa_oir_tsm bay 1/0/0 TSM), running yes, state ready
Admin Status: admin enabled,  Operational Status: ok(1)
Last reset Reason: audit failure
TSM Context:
    configured_spa_type 0x4AE
    soft remove fail code 0x0(none)
    last_fail_code 0x0(none)
    fail_count 0
    timed_fail_count 0, failed_spa_type 0x0
    recovery_action 0
    associated_fail_code 0x0(none)
    sequence numbers: next from tsm 1, last to tsm 1
    flags 0x0
Subslot:
    spa type 0x4AE, active spa type 0x4AE
    subslot flags 0x0, plugin flags 0x0
TSM Parameters:
    wait_psm_ready_timeout 180000 ms, init_timeout 120000 ms
    short_recovery_delay 5000 ms, long_recovery_delay 120000 ms
    ok_up_time 600000 ms, bad_fail_count 10
    fail_time_period 600000 ms, max_fail_count 5
    supports pre-configuration
sm(spa_oir_audit bay 1/0/1), running yes, state sleep
SPA OIR state machine audit statistics
                In-sync poll-count late-resp resp-fail restarts fail-count
bay 1/0/0           yes       2752         0         4        1          0

関連コマンド

• Start failed ― SPA のインターフェイスの起動に失敗しました。

• Unexpected inserted event ― OIR ソフトウェアで SPA が認識されてい
る場合に、SPA OIR ソフトウェアによって SPA 挿入イベントが受信
されました。

• Wait h/w ok timeout ― SPA_OK および PWR_OK ハードウェア信号がア
サートされるのを待つ間に、タイムアウトが発生しました。

• Wait start timeout ― SPA を起動するために RP からの許可を待つ間に、
SIP でタイムアウトが発生しました。

stopped hw-module subslot stop 特権 EXEC コマンドを使用して、SPA が正常に非
アクティブになりました。

表 11-4  [Operational Status] フィールドの説明（続き）

運用ステータス 説明

コマンド 説明 

show hw-module bay Wideband SPA のワイドバンド チャネルまたは RF チャネルに関する情
報を表示します。
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show interface modular-cable 
モジュラ ケーブル インターフェイスの現在の設定とステータスを表示するには、特権 EXEC モー
ドで show interface modular-cable コマンドを使用します。

show interface modular-cable slot/subslot/port:nb-channel-number

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 デフォルトの値または動作はありません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

例 次に、show interface modular-cable コマンドの出力例を示します。

Router# show interface modular-cable 1/0/0:0
Modular-Cable3/0/0:0 is up, line protocol is up
  Hardware is CMTS MC interface, address is 0011.9221.84be (bia 0011.9221.84be)
  MTU 1500 bytes, BW 539 Kbit, DLY 1000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation MCNS, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:09:57, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: PXF First-In-First-Out
  Output queue 0/64, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     107 packets output, 16302 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、ス
ロット 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベ
イ）と 1（下部ベイ）です。

nb-channel-number ナローバンド チャネル番号を表示します。

リリース 変更内容

12.3(23)BC 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 interface modular-cable accounting インターフェイス アカウンティング情報を表示し
ます。

show interface modular-cable description インターフェイスの説明を表示します。

show interface modular-cable downstream ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報を
表示します。

show interface modular-cable dsg インターフェイスごとの DOCSIS Set-Top Gateway
（DSG）情報を表示します。

show interface modular-cable intercept インターセプト ストリーム情報を表示します。
show interface modular-cable stats スイッチングされたインターフェイス パケットと

オクテットを表示します。

show interface modular-cable summary インターフェイス サマリー情報を表示します。
show interface modular-cable switching インターフェイス スイッチング情報を表示します。
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show interface modular-cable accounting
インターフェイス アカウンティング情報を表示するには、特権 EXEC モードで show interface 
modular-cable accounting コマンドを使用します。

show interface modular-cable {slot/subslot/bay:nb-channel-number} accounting

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 デフォルトの値または動作はありません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

例 次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、ナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケーブル イ
ンターフェイスの show interface modular-cable accounting コマンドの出力例を示します。

Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 accounting
Modular-Cable1/0/0:0
                Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
                      IP          0          0       1286     131092

関連コマンド

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、ス
ロット 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベ
イ）と 1（下部ベイ）です。

nb-channel-number ナローバンド チャネル番号を表示します。

リリース 変更内容

12.3(23)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

コマンド 説明

show interface modular-cable description インターフェイスの説明を表示します。

show interface modular-cable downstream ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

show interface modular-cable dsg downstream DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）情報を表示しま
す。

show interface modular-cable intercept インターセプト ストリーム情報を表示します。
show interface modular-cable stats スイッチングされたインターフェイス パケット

とオクテットを表示します。

show interface modular-cable summary インターフェイス サマリー情報を表示します。
show interface modular-cable switching インターフェイス スイッチング情報を表示しま

す。



第 11章      SIP および SPA コマンド
show interface modular-cable description

11-65
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ SIP/SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-10707-03-J

show interface modular-cable description
インターフェイスの説明を表示するには、特権 EXEC モードで show interface modular-cable
description コマンドを使用します。

show interface modular-cable {slot/subslot/bay:nb-channel-number} description

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

例 次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、ナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケーブル イ
ンターフェイスの show interface modular-cable description コマンドの出力例を示します。

Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 description
Interface                      Status         Protocol Description
Mo1/0/0:0                      up             up

関連コマンド

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、ス
ロット 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベ
イ）と 1（下部ベイ）です。

nb-channel-number ナローバンド チャネル番号を表示します。

リリース 変更内容

12.3(23)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

コマンド 説明

show interface modular-cable accounting インターフェイス アカウンティング情報を表示
します。

show interface modular-cable downstream ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

show interface modular-cable dsg downstream DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）情報を表示しま
す。

show interface modular-cable intercept インターセプト ストリーム情報を表示します。
show interface modular-cable summary インターフェイス サマリー情報を表示します。
show interface modular-cable stats スイッチングされたインターフェイス パケット

とオクテットを表示します。

show interface modular-cable switching インターフェイス スイッチング情報を表示しま
す。
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show interface modular-cable dowstream
ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報を表示するには、特権 EXEC モードで show 
interface modular-cable downstream コマンドを使用します。

show interface modular-cable {slot/subslot/bay:nb-channel-number} downstream

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

例 次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、ナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケーブル イ
ンターフェイスの show interface modular-cable downstream コマンドの出力例を示します。

Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 downstream
Mo1/0/0:0: Downstream is up
 Total Modems 5 (5 active), Total Flows 6
 Total downstream bandwidth: 1940 Kbps
 Total downstream reserved bandwidth: 200 Kbps

関連コマンド

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、ス
ロット 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベ
イ）と 1（下部ベイ）です。

nb-channel-number ナローバンド チャネル番号を表示します。

リリース 変更内容

12.3(23)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

コマンド 説明

show interface modular-cable accounting インターフェイス アカウンティング情報を表示
します。

show interface modular-cable description インターフェイスの説明を表示します。

show interface modular-cable dsg downstream DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）情報を表示しま
す。

show interface modular-cable intercept インターセプト ストリーム情報を表示します。
show interface modular-cable stats スイッチングされたインターフェイス パケット

とオクテットを表示します。

show interface modular-cable summary インターフェイス サマリー情報を表示します。
show interface modular-cable switching インターフェイス スイッチング情報を表示しま

す。
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show interface modular-cable dsg downstream
DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）情報を表示するには、特権 EXEC モードで show interface 
modular-cable dsg コマンドを使用します。

show interface modular-cable {slot/subslot/bay:nb-channel-number}dsg downstream [dcd|tg|tunnel]

コマンドのデフォルト設定 デフォルトの値または動作はありません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

例 次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、ナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケーブル イ
ンターフェイスの show interface modular-cable dsg コマンドの出力例を示します。

Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 dsg downstream
chan  chan  chan timer init    oper    twoWay oneWay num  num    num  num    num
list  index freq index timeout timeout timer  timer  rule tunnel cfr  client vsp
----- ----- ---- ----- ------- ------- ------ ------ ---- ------ ---- ------ ---
                                                     0    0      0    0      0

関連コマンド

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、ス
ロット 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベ
イ）と 1（下部ベイ）です。

nb-channel-number ナローバンド チャネル番号を表示します。
downstream ダウンストリームごとの DSG 情報を表示します。
dcd （任意）DSG ダウンストリーム Dowstream Channel Descriptor（DCD）メッ

セージ情報を表示します。

tg （任意）DSG ダウンストリーム トンネル グループ情報を表示します。
tunnel （任意）DSG ダウンストリーム トンネル情報を表示します。

リリース 変更内容

12.3(23)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

コマンド 説明

show interface modular-cable accounting インターフェイス アカウンティング情報を表示し
ます。

show interface modular-cable description インターフェイスの説明を表示します。

show interface modular-cable downstream ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報を
表示します。

show interface modular-cable intercept インターセプト ストリーム情報を表示します。
show interface modular-cable stats スイッチングされたインターフェイス パケットと

オクテットを表示します。

show interface modular-cable summary インターフェイス サマリー情報を表示します。
show interface modular-cable switching インターフェイス スイッチング情報を表示します。
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show interface modular-cable intercept
インターセプト ストリーム情報を表示するには、特権 EXEC モードで show interface modular-cable
intercept コマンドを使用します。

show interface modular-cable {slot/subslot/bay:nb-channel-number} intercept

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

例 次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、ナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケーブル イ
ンターフェイスの show interface modular-cable intercept  コマンドの出力例を示します。

Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 intercept
Interface Modular-Cable1/0/0:0 is a member of bundle 2. Reenter the command on t
he virtual bundle interface.

関連コマンド

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、ス
ロット 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベ
イ）と 1（下部ベイ）です。

nb-channel-number ナローバンド チャネル番号を表示します。

リリース 変更内容

12.3(23)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

コマンド 説明

show interface modular-cable accounting インターフェイス アカウンティング情報を表示
します。

show interface modular-cable description インターフェイスの説明を表示します。

show interface modular-cable downstream ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

show interface modular-cable dsg downstream DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）情報を表示しま
す。

show interface modular-cable stats スイッチングされたインターフェイス パケット
とオクテットを表示します。

show interface modular-cable summary インターフェイス サマリー情報を表示します。
show interface modular-cable switching インターフェイス スイッチング情報を表示しま

す。
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show interface modular-cable stats
スイッチングされたインターフェイス パケットとオクテットを表示するには、特権 EXEC モード
で show interface modular-cable stats コマンドを使用します。

show interface modular-cable {slot/subslot/bay:nb-channel-number} stats

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

例 次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、ナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケーブル イ
ンターフェイスの show interface modular-cable stats  コマンドの出力例を示します。

Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 stats
Modular-Cable1/0/0:0
          Switching path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
               Processor          0          0          0          0
             Route cache          0          0        509      41582
                   Total          0          0        509      41582

関連コマンド

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、ス
ロット 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベ
イ）と 1（下部ベイ）です。

nb-channel-number ナローバンド チャネル番号を表示します。

リリース 変更内容

12.3(23)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

コマンド 説明

show interface modular-cable accounting インターフェイス アカウンティング情報を表示
します。

show interface modular-cable description インターフェイスの説明を表示します。

show interface modular-cable downstream ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

show interface modular-cable dsg downstream DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）情報を表示しま
す。

show interface modular-cable intercept インターセプト ストリーム情報を表示します。
show interface modular-cable switching インターフェイス スイッチング情報を表示しま

す。

show interface modular-cable summary インターフェイス サマリー情報を表示します。
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show interface modular-cable summary
インターフェイス サマリー情報を表示するには、特権 EXEC モードで show interface modular-cable
summary コマンドを使用します。

show interface modular-cable {slot/subslot/bay:nb-channel-number} summary

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 デフォルトの値または動作はありません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

例 次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、ナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケーブル イ
ンターフェイスの show interface modular-cable summary コマンドの出力例を示します。

Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface              IHQ   IQD  OHQ   OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------
* Modular-Cable1/0/0:0     0     0    0     2     0    0     0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、ス
ロット 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベ
イ）と 1（下部ベイ）です。

nb-channel-number ナローバンド チャネル番号を表示します。

リリース 変更内容

12.3(23)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

show interface modular-cable accounting インターフェイス アカウンティング情報を表示
します。

show interface modular-cable description インターフェイスの説明を表示します。

show interface modular-cable downstream ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

show interface modular-cable dsg downstream DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）情報を表示しま
す。

show interface modular-cable intercept インターセプト ストリーム情報を表示します。
show interface modular-cable stats スイッチングされたインターフェイス パケット

とオクテットを表示します。

show interface modular-cable switching インターフェイス スイッチング情報を表示しま
す。
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show interface modular-cable switching
インターフェイス スイッチング情報を表示するには、特権 EXEC モードで 
show interface modular-cable switching コマンドを使用します。

show interface modular-cable {slot/subslot/bay:nb-channel-number} switching

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴

例 次に、スロット 1、サブスロット 0、ベイ 0、ナローバンド チャネル番号 0 のモジュラ ケーブル イ
ンターフェイスの show interface modular-cable switching コマンドの出力例を示します。

Router# show interface modular-cable 1/0/0:0 switching
Modular-Cable1/0/0:0

    Protocol  IP
          Switching path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
                 Process          0          0          0          0
            Cache misses          0          -          -          -
                    Fast          0          0        457      37670
               Auton/SSE          0          0          0          0

    NOTE: all counts are cumulative and reset only after a reload.

slot Wideband SIP が装着されたスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、ス
ロット 1 と 3 を Wideband SIP に使用できます。

subslot Wideband SIP が装着されたサブスロット。Cisco uBR10012 ルータの場合、
サブスロット 0 が常に指定されます。

bay Wideband SPA が装着された Wideband SIP のベイ。有効値は、0（上部ベ
イ）と 1（下部ベイ）です。

nb-channel-number ナローバンド チャネル番号を表示します。

リリース 変更内容

12.3(23)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

show interface modular-cable accounting インターフェイス アカウンティング情報を表示
します。

show interface modular-cable description インターフェイスの説明を表示します。

show interface modular-cable downstream ナローバンド チャネルのダウンストリーム情報
を表示します。

show interface modular-cable dsg downstream DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）情報を表示しま
す。

show interface modular-cable intercept インターセプト ストリーム情報を表示します。
show interface modular-cable stats スイッチングされたインターフェイス パケット

とオクテットを表示します。

show interface modular-cable summary インターフェイス サマリー情報を表示します。
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show interface wideband-cable
ワイドバンド チャネルの現在の設定とステータスを表示するには、特権 EXEC モードで show 
interface wideband-cable コマンドを使用します。

show interface wideband-cable slot/subslot/bay:wideband_channel [options] 

シンタックスの説明

（注） ケーブル非固有のオプションの詳細については、Cisco.comの Cisco IOS Release 12.3 マニュアルと
Customer Documentation CD-ROM を参照してください。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

slot/subslot/bay:
wideband-channel 

Cisco uBR10012 ルータの Wideband SIP および SPA と、ワイドバンド チャ
ネル番号を識別します。有効な値は次のとおりです。

• slot = 1 ～ 3 

• subslot = 0 または 1（常に 0） 

• bay = 0（上部ベイ）または 1（下部ベイ） 

• wideband-channel = 0 ～ 11 
options 次のケーブル非固有のオプションにより、ワイドバンド ケーブル イン

ターフェイスの情報が生成されます。

accounting ― インターフェイス経由で送信された各プロトコル タイ
プのパケットの数を表示します。

description ― インターフェイスのために入力された説明を表示しま
す。

privacy ― プライバシ グループ情報を表示します。
stats ― スイッチングされたパケットを表示します。
summary ― インターフェイス サマリー情報を表示します。
switching ― インターフェイス スイッチング情報を表示します。

（注） その他一部のケーブル非固有のオプションでは、ワイドバンド
ケーブル インターフェイスに関する必要な情報は生成されませ
ん。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。

http://www.cisco.com
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例 次に、show interface wideband-cable コマンドの出力例を示します。

Router# show interface wideband-cable 1/0/0:1 

Wideband-Cable1/0/0:1 is up, line protocol is up 
  Hardware is Wideband CMTS Cable interface, address is 0012.001a.8897 (bia 
0012.001a.8897)
  MTU 1500 bytes, BW 74730 Kbit, DLY 1000 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation MCNS, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:00:09, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     24224 packets output, 1222002 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Router#

表 11-5 では、show interface wideband-cable  の出力で示すフィールドについて説明します。

表 11-5 show interface wideband-cable のフィールドの説明 

フィールド 説明

Wideband-Cable 
slot/subslot/bay:wb-channel is 
up/...administratively down

インターフェイス ハードウェアが現在アクティブであるか、または
管理者によってダウンに設定されているかを示します。

line protocol is 
up/...administratively down

回線プロトコルを処理するソフトウェア プロセスがインターフェイ
スを使用可能とみなしているか、または管理者によってダウンに設

定されているかを示します。

hardware ハードウェアのタイプおよびアドレス

Internet address インターネット アドレスの次にサブネット マスク

MTU インターフェイスの最大伝送ユニット（maximum transmission unit;
MTU）

BW インターフェイスの帯域幅（Kbps）

DLY インターフェイスの遅延（マイクロ秒）

rely 255 を分母とする分数で表したインターフェイスの信頼性。5 分間の
幾何平均として算出されます（たとえば、255/255 は 100% の信頼性）。

load 255 を分母とする分数で表したインターフェイスの負荷。5 分間の幾
何平均として算出されます（たとえば、255/255 は完全な飽和状態）。

Encapsulation このインターフェイスに割り当てられたカプセル化方式

Keepalive set キープアライブ タイム インターバル 

ARP type 割り当てられている Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決
プロトコル）、およびタイムアウトの値

Last input インターフェイスにより最後にパケットが正常に受信されてからの

時間数、分数、および秒数
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output インターフェイスにより最後にパケットが正常に送信されてからの

時間数、分数、および秒数

Last clearing of “show 
interface” counters

累積統計情報を測定するカウンタ（送受信したバイト数など）が最

後にゼロにリセットされてからの経過時間

Queueing strategy このインターフェイスに設定されたキューイング タイプを表示しま
す。次の出力例では、設定されたキューイング タイプは first-in
first-out（FIFO; ファーストイン ファーストアウト）です。

Output queue 出力キュー内のパケット数。この数は A/B の形式で表示されます。A
はキュー内のパケットの数を、B はキューで許可されたパケットの
最大数を示します。

drops キューがフルのためにドロップされたパケットの数を示します。

input queue/drops 入力キュー内のパケット数。この数は A/B の形式で表示されます。A
はキュー内のパケットの数を、B はキューで許可されたパケットの
最大数を示します。

drops キューがフルのためにドロップされたパケットの数を示します。

Five minute input rate
Five minute output rate

最後の 5 分間に送信された 1 秒あたりの平均ビット数および平均パ
ケット数。5 分間は統計情報収集のためのデフォルト値です。イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで load-interval コマン
ドを使用してケーブル インターフェイスごとに変更できます。

（注） これらの統計情報は、減衰平均方式を使用して算出されます。個別のサンプルではなく、
インターバル時間を通して平均値のみが保存されます。サンプルの平均を取るたびに、サ
ンプルの割合と平均の割合を追加して新しい平均を作成します。トラフィックが一定時間
の間停止しても、これらの統計情報はただちにゼロにはならずに、時間ごとに約 70% の
減衰レートで低下します。

たとえば、1,000 パケット /秒（pps）でトラフィックを送信していたインターフェイスが
停止すると、show interface cable コマンドは最初のインターバルの終わりの時点で 300 pps
のレートを表示します。レートは、2 番めのインターバルの終わりの時点で 90 pps に低下
します。

packets input システムが受信したエラーのないパケットの総数

bytes input システムが受信したエラーのないパケットの合計バイト数（データ

および MACカプセル化を含む）

no buffer メイン システムにバッファ スペースがないために廃棄された受信
パケットの数

Received broadcast インターフェイスが受信したブロードキャストまたはマルチキャス

ト パケットの総数

runts メディアの最小パケット サイズより小さいために廃棄されたパケッ
トの数

表 11-5 show interface wideband-cable のフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明
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ヒント Cisco IOS Release 12.1(12)EC および Release 12.2(8)BC1 以降のリリースでは、ライン コンフィギュ
レーション モードで exec prompt timestamp コマンドを使用して、タイムスタンプを show に追加
できます。

giants 標準イーサネットの最大伝送ユニット サイズを超えたために廃棄さ
れたパケットの数。イーサネット パケットの場合、RFC 1757 では、
「1518 オクテットより長く（フレーミング ビットは除くが、FCS オ
クテットを含む）、それ以外は問題がなかった受信パケットの総数」

をジャイアントとして定義します。

（注） さらに、ネットワーク上の別のイーサネット カプセル化およ
び他のパケット カプセル化を考慮するには、設定された最大
伝送ユニット サイズ + 114 バイトを超えた場合に、パケット
をジャイアントとみなします。

input errors インターフェイス上で受信したエラーの総数。このカウントには、前

述の runts および giants と、他のエラーである no buffers、CRC、frame、
overrun、ignored カウントが含まれます。また、このカウントには、
DOCSIS フレームの無効な SID、不良拡張ヘッダー長、破損した連結
パケット、無効な帯域幅要求などの DOCSIS プロトコル エラーも含
まれます。

CRC 発信側 LAN ステーションまたは遠端デバイスによって生成された
Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）値が、受信データか
ら算出されたチェックサムと一致しなかった回数

frame CRC エラーおよび非整数値のオクテットがあり、エラーのある状態
で受信されたパケットの数

overrun 入力レートがレシーバーのデータ処理能力を超えていたために、レ

シーバー ハードウェアが受信データをハードウェア バッファに転
送できなかった回数

ignored インターフェイス ハードウェアの内部バッファの容量が少ないため
に、インターフェイスによって無視された受信パケットの数

packets output システムによって送信されたメッセージの総数

bytes システムによって送信された、データおよび MAC カプセル化を含ん
だバイトの合計

underruns 受信側装置の処理速度よりも速く送信側が実行した回数

output errors 検査中のインターフェイスから最終的にパケットを転送できなかっ

たすべてのエラーの総数

collisions 不適用

interface resets インターフェイスが完全にリセットされた回数

output buffer failures 出力バッファに障害が発生した回数

output buffer swapped out 出力バッファがスワップアウトされた回数

表 11-5 show interface wideband-cable のフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明
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関連コマンド

upstream cable connector 
ファイバ ノードのアップストリーム チャネル ポートを指定するには、ケーブル ファイバノード コ
ンフィギュレーション モードで upstream cable connector コマンドを使用します。ファイバ ノード
のアップストリーム チャネル 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。

upstream cable slot/subslot connector list-of-ports 

no upstream cable slot/subslot connector list-of-ports 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト設定 ファイバ ノードには、アップストリーム チャネルが設定されていません。

コマンド モード ケーブル ファイバノード コンフィギュレーション（config-fiber-node）

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、ファイバ ノードに接続され、アップストリーム チャネルとして使用可能なケー
ブル インターフェイス ラインカード（Cisco uBR10-MC5X20S-D ラインカードなど）のアップスト
リーム ポートを指定します。

（注） アップストリーム ポートが高密度コネクタ構成で物理的に配線されている場合、ファイバ ノード
の設定の一部で upstream cable connector コマンドが必要となります。

コマンド 説明

show interface cable downstream ケーブル インターフェイスのダウンストリームに関する
情報を表示します。

show interface cable sid ネットワーク上の各 CM の Service Identifier（SID; サービ
ス ID）ごとの情報を表示します。

show interface cable signal-quality ケーブル信号品質に関する情報を表示します。

show interface cable upstream ケーブル インターフェイスの 1 つまたはすべてのアップ
ストリームに関する情報を表示します。

slot/subslot アップストリーム ポートを含むケーブル インターフェイス ラインカードの
設置場所 

list-of-ports ケーブル インターフェイス ラインカードの物理ポート番号の範囲。
list-of-ports は、1 つまたは複数のポート番号またはハイフンで区切ったポート
番号の範囲、あるいは両方の組み合わせにすることができます。

Cisco uBR10-MC5X20 ラインカード上のポート番号の有効範囲は、0 ～ 19 で
す。

リリース 変更内容

12.3(21)BC このコマンドが Cisco uBR10012 ルータに追加されました。
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同一ファイバ ノードのアップストリーム チャネルには、一意の周波数を割り当てる必要がありま
す。アップストリーム ポートは、downstream cable コマンドで指定したダウンストリーム ポート
に関連付けられているポートである必要があります。Cisco uBR10-MC5X20 ラインカードでは、各
ダウンストリーム ポートが 1 つまたは複数のアップストリーム ポートに関連付けられています。

このコマンドの no バージョンを使用すると、アップストリーム ポートをファイバ ノードのアップ
ストリーム チャネルとして使用できなくなります。ファイバ ノードのワイドバンド モデムがアッ
プストリーム チャネルを使用しており、そのチャネルが no upstream cable connector コマンドで使
用不能になっている場合は、モデムがオフラインになり、再登録を試みます。

アップストリーム チャネルは、1 つのファイバ ノードだけに関連付けることができます。2 番めの
ファイバ ノードにアップストリーム チャネルを設定すると、アップストリーム チャネルが前の
ファイバ ノードから削除されます。また、アップストリームにスペクトル グループが設定されて
いる場合、アップストリーム周波数が変わります。

upstream cable connector コマンドがファイバ ノードで実行されるたびに、そのファイバ ノードで
使用できるアップストリーム チャネルのセットが累積方式で追加されます。たとえば、次の
upstream cable connector コマンドを入力した場合、ファイバ ノード 1 で使用可能なアップストリー
ム チャネルのセットは、アップストリーム チャネル 0 ～ 2 です。

Router# configure terminal 
Router(config)# cable fiber-node 1 
Router(config-fiber-node)# upstream cable 5/0 connector 0 
Router(config-fiber-node)# upstream cable 5/0 connector 1-2 

例 次に、ファイバ ノード 1 のアップストリーム チャネルを設定する例を示します。ポート番号（コ
ネクタ）のリストは 1 つのポート番号、ポート番号の範囲、または両方の組み合わせにすることが
できます。

Router(config)# cable fiber-node 1 
Router(config-fiber-node)# upstream cable 5/0 connector 0 
Router(config-fiber-node)# upstream cable 5/0 connector 1-2 
Router(config-fiber-node)# upstream cable 6/0 connector 0 1-2 3 

関連コマンド コマンド 説明

cable fiber-node ファイバ ノードを設定するためのケーブル ファイ
バノード コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

description（ケーブル ファイバノード） ファイバ ノードの説明を指定します。
downstream cable ファイバ ノードのプライマリ ダウンストリーム

チャネルを割り当てます。

downstream modular-cable rf-channel ファイバ ノードのワイドバンド チャネルで使用で
きる RF チャネルを指定します。
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