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はじめに
ここでは、次の Cisco IOS リリースに対応している『Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド
ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド』の目的、ソフトウェア オプション、対象読
者、およびマニュアルの構成について説明します。
•

Cisco IOS Release 12.1 BC、12.2 BC、および 12.3 BC

•

Cisco IOS Release 12.2 CY

また、このマニュアルの説明や情報に使用されている表記法についても説明します。

マニュアルの変更履歴
次の変更履歴表は、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

リビジョン

日付

変更点

OL-1520-06

2005 年 9 月 30 日

Cisco IOS Release 12.3(13a)BC に導入された新機能および
機能拡張を反映してアップデート。変更履歴表を追加。

目的
このマニュアルでは、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのソフトウェア設定、保
守、およびトラブルシューティングに必要な手順について説明します。また、追加機能や最適化に
ついて記載されている関連資料も紹介します。
Cisco uBR10000 シリーズ CMTS ソリューションによって、
ケーブル事業者や Internet Service Provider
（ISP; インターネット サービス プロバイダー）などの企業は、ブロードバンド Radio Frequency（RF;
高周波）ケーブルプラントを使用して、インターネット アクセス サービスのチャネル容量を割り
振ることができます。Cisco uBR10012 ルータは、6 MHz の National Television Systems Committee
（NTSC; 全米テレビ放送規格委員会）動作をサポートする双方向 Data-over-Cable Service Interface
Specifications（DOCSIS; データオーバーケーブル サービス インターフェイス仕様）準拠 Cable
Modem（CM; ケーブルモデム）を通じて、ダウンストリームとアップストリームの双方向トラフィッ
クを維持します。
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対象読者

対象読者
このマニュアルは、Cisco uBR10012 ルータの設定および保守を担当するシステム管理者およびサ
ポートエンジニアを対象にしています。Cisco uBR10000 シリーズ装置は、次のような様々な配信モ
デルに対応しています。
•

小規模ネットワークでは、単独のサービスプロバイダーがすべての機器およびインフラストラ
クチャを管理します。

•

大規模ネットワークでは、Multiple Service Operator（MSO; マルチプル サービス オペレータ）お
よび ISP が、ケーブルプラントと IP ネットワークのプロビジョニングと管理を分担します。

MSO と ISP がどのように役割を分担するかは、サービスモデルによって異なります。MSO がケー
ブルプラントとケーブルプラントに接続された CM および Set-top Box（STB; セットトップ ボック
ス）の保守と運用を担当する場合もあれば、ISP が配線ハブを超える地域のネットワークおよび IP
インフラストラクチャを所有・運用・保守する場合もあります。また、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 RF Customer Premises Equipment
（CPE; 顧客宅内装置）をネットワーク設備の一部と考え、ISP がプロビジョニングと DOCSIS 機能
の管理を行うこともあります。

（注）

このマニュアルでは、MSO および ISP を、DOCSIS 準拠のケーブルモデムおよび STB のプロビジョ
ニングと管理を担当する単一のサービス事業者として扱います。また、管理者は、Cisco uBR10000
シリーズのハードウェア、DOCSIS 要件、およびネットワーキングについて熟知しているものと想
定しています。
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はじめに
マニュアルの構成

マニュアルの構成
このマニュアルでは、Cisco uBR10012 ルータに対する Cisco IOS ソフトウェアの設定に重点を置い
ています。表 2 に、このマニュアルの章および手順を一覧表示します。以下の章は、ルータのイン
ストレーションと設定を行う際の一般的な順序どおりに構成されています。ただし、この順序はご
使用のネットワーク構成やその他の要素によって異なることがあります。
表2

マニュアルの内容および構成

タイトル

説明

第 1 章「Cisco uBR10012 ユニバーサ Cisco uBR10000 シリーズ CMTS がサポートしている Cisco
ル ブ ロ ー ド バ ン ド ル ー タ ソ フ ト IOS リリース、ハードウェア、およびソフトウェアの機能
ウェアの概要」
について説明します。
第 2 章「CMTS の初回の設定」

AutoInslall、Setup ファシリティ、または手動のコンフィギュ
レーション モードを使用して、Cisco uBR10000 シリーズ
CMTS の基本設定を行う手順について説明します。Cisco
uBR10012 ルータ ソフトウェアの設定例も紹介します。

（注）

このマニュアルの後半に記載されている追加設定
を実行する前に、この章の設定を完了してくださ
い。

第3章
「Cisco uBR10012 ルータのケー アップストリームおよびダウンストリーム インターフェ
ブル インターフェイス機能の設定」 イスに必要なケーブル インターフェイスの設定手順につ
いて説明します。
第 4 章「HFC ネットワーク上のケー アップストリームとダウンストリームのケーブル イン
ブルモデムの管理」
ターフェイスの設定完了後に、ハイブリッド光ファイバ同
軸ネットワークのケーブルモデムの動作を管理するために
実行できる様々な手順について説明します。
第 5 章「基本的なブロードバンド イ 高速インターネットアクセスおよび基本インターネットア
ンターネット アクセスの設定」
クセスのサンプル コンフィギュレーション ファイルの推
奨基本設定について説明します。
第 6 章「システムのトラブルシュー Cisco uBR10000 シリーズ CMTS の設定に関するトラブル
ティング」
シューティングの手順を説明します。
付録 A
「DOCSIS および CMTS のアー 一般的な DOCSIS アーキテクチャと拡張機能についての簡
キテクチャの概要」
単な概要を説明します。
付録 B「Cisco uBR10012 ユニバーサ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション レジスタ
ル ブ ロ ー ド バ ン ド ル ー タ の コ ン の機能および設定に関する情報を提供します。
フィギュレーション レジスタ情報」
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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手順説明に、次の表記法を使用しています。
表3

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。

（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

ワンポイント・アドバイス

注意

「役立つアドバイス」であることを意味します。

「時間の節約に役立つ操作」です。記述されている操作を実行すると時間を節約できます。

「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。
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用語または略語

用語または略語
このマニュアルの内容を十分理解するには、次の用語および略語の意味を知っておく必要がありま
す。

（注）

用語および略語の詳細なリストについては、Cisco.com および Documentation CD-ROM の
『Internetworking Terms and Acronyms』を参照してください。

•

ABR ― Available Bit Rate：使用可能ビット レート

•

ACL ― Access Control List：アクセス コントロール リスト

•

AGC ― Automatic Gain Control

•

ASIC ― Application Specific Integrated Circuit：特定用途向け集積回路

•

AWG ― American Wire Gauge

•

BGP ― Border Gateway Protocol：ボーダー ゲートウェイ プロトコル

•

BPI ― Baseline Privacy Interface：ベースライン プライバシー インターフェイス

•

CM ― Cable Modem：ケーブル モデム ― ケーブル ネットワークの CPE 側装置

•

CMTS ― Cable Modem Termination System：ケーブル モデム ターミネーション システム

•

CoS ― Class of Service：サービスクラス

•

CPE ― Customer Premises Equipment：顧客宅内装置

•

CRC ― Cyclic Redundancy Check：巡回冗長検査

•

CSU ― Channel Service Unit：チャネル サービス ユニット

•

CTS ― Clear To Send：クリア ツー センド

•

D/A ― Digital to Analog：デジタル / アナログ（変換）

•

DCD ― Data Carrier Detect：データキャリア検知

•

DCE ― Data Communications Equipment：データ通信装置

•

DHCP ― Dynamic Host Configuration Protocol

•

DIMM ― Dual In-line Memory Module：デュアル インライン メモリ モジュール

•

DOCSIS ― Data-over-Cable Service Interface Specifications：データオーバーケーブル サービス イ
ンターフェイス仕様

•

DS ― downstream：ダウンストリーム ― インターネット バックボーンからケーブル ネットワー
クへのデータの流れをダウンストリーム方向とみなします。同様に、CMTS から CM へのデー
タの流れもダウンストリーム方向とみなします。

•

DSP ― Digital Signal Processor：デジタル シグナル プロセッサ

•

DSR ― Data Set Ready：データ セット レディ

•

DSU ― Data Service Unit：データ サービス ユニット

•

DTE ― Data Terminal Equipment：データ端末装置

•

DTR ― Data Terminal Ready：データ ターミナル レディ

•

EMC ― Electromagnetic Compliance：電磁適合性

•

EMI ― Electromagnetic Interference：電磁干渉

•

ESD ― Electrostatic Discharge：静電放電

•

FRU ― Field-Replaceable Unit（シスコシステムズ認定のサービスプロバイダーでなくても交換
できるルータコンポーネント）

•

FTP ― Foil Twisted-Pair：ホイル ツイストペア

•

HCCP ― Hot Standby Connection-to-Connection Protocol
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•

HDLC ― High-Level Data Link Control：ハイレベル データリンク コントロール

•

HFC ― Hybrid Fiber Coaxial：光ファイバ / 同軸ハイブリッド

•

HWIDB ― Hardware Interface Data Block

•

IPSec ― IP Security Protocol：IP セキュリティ プロトコル

•

Kbps ― Kilo-bits Per Second：キロビット / 秒

•

LC ― Line Card：ラインカード

•

LCN ― Logical Channel Number：論理チャネル番号

•

LCP ― Line Card Processor

•

LLC ― Logical Link Control：論理リンク制御

•

Logical Interface ― 論理インターフェイス：アップストリームとダウンストリームの複数のケー
ブル ポートからなる集合

•

MAC ― Media Access Control：メディアアクセス制御

•

MAP ― Upstream Bandwidth Allocation Map：アップストリーム帯域割り当てマップ

•

MB ― Megabyte：メガバイト

•

Mbps ― Mega-bits Per Second：メガビット / 秒

•

MM ― Multimode：マルチモード

•

Modem ― Modulator/Demodulator：モジュレータ / デモジュレータ

•

MPLS ― Multiprotocol Label Switching：マルチプロトコル ラベル スイッチング

•

nrt-VBR ― non-real-time Variable Bit Rate：非リアルタイム可変ビットレート

•

NTSC ― National Television Standards Committee：全米テレビ放送規格委員会

•

NVRAM ― Nonvolatile Random-Access Memory：不揮発性 RAM

•

OAM AIS ― Operation, Administration, and Maintenance Alarm Indication Signal：OAM アラーム表
示信号

•

OIR ― Online Insertion and Removal：活性挿抜

•

PBR ― Policy-Based Routing：ポリシーベース ルーティング

•

PCI ― Peripheral Component Interconnect Bus

•

PCMCIA ― Personal Computer Memory Card International Association：パーソナル コンピュータ
メモリ カード国際協会

•

PHS ― Payload Header Suppression：ペイロードヘッダー抑制

•

PHY ― Physical Interface Chip

•

PPP ― Point-to-Point Protocol：ポイントツーポイント プロトコル

•

PRE ― Performance Routing Engine

•

QAM ― Quadrature Amplitude Modulation：直交振幅変調

•

QoS ― Quality of Service

•

QPSK ― Quadrature Phase Shift Keying：4 位相偏移変調

•

rcp ― remote copy protocol：リモート コピー プロトコル

•

RF ― Radio Frequency：無線周波

•

RFI ― Radio Frequency Interference：無線周波干渉

•

RIP ― Routing Information Protocol

•

RISC ― Reduced Instruction Set Computer：縮小命令セット コンピュータ

•

ROM ― Read Only Memory：読み出し専用メモリ

•

RP ― Route Processor：ルート プロセッサ

•

RPR(+) ― Route Processor Redundancy (plus)

•

RTS ― Request To Send：送信要求
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•

SA ― Spectrum Analyzer：スペクトル アナライザ

•

SDRAM ― Synchronous Dynamic Random-Access Memory：同期 DRAM

•

SFID ― Service Flow Identifier ― CMTS によるサービス フローに指定されている識別子

•

SID ― Service ID ― CM と CMTS の間の特定の単一方向アップストリームマッピングを定義す
る ID

•

SIMM ― Single In-line Memory Module：シングル インライン メモリ モジュール

•

SM ― Subscriber Modem または Spectrum Manager：加入者モデムまたはスペクトル マネージャ

•

SMI ― Single-Mode Intermediate reach：シングルモード中距離

•

SNMP ― Simple Network Management Protocol：簡易ネットワーク管理プロトコル

•

TCP/IP ― Transmission Control Protocol/Internet Protocol

•

TDM ― Time-Division Multiplexing：時分割多重

•

TFTP ― Trivial File Transfer Protocol：簡易ファイル転送プロトコル

•

ToD ― Time-of-Day

•

ToS ― Type of Service：サービス タイプ ― IP ネットワークを通る際、特定の属性を持つパケッ
ト処理の制御に使用できる IP ヘッダー フィールド。このフィールドを使用して QOS 機能を IP
バックボーンに伝播できます。

•

UBR ― Unspecified Bit Rate：未指定ビットレート

•

UDP ― User Datagram Protocol：ユーザ データグラム プロトコル

•

UNI ― User-Network Interface：ユーザネットワーク インターフェイス

•

US ― upstream：アップストリーム ― ケーブル ネットワークからインターネット バックボーン
へのデータの流れをアップストリーム方向とみなします。同様に、CM から CMTS へのデータ
の流れもアップストリーム方向とみなします。

•

UTP ― Unshielded Twisted-Pair：シールドなしツイストペア

•

VC ― Virtual Circuit：仮想回線

•

VPN ― Virtual Private Network：バーチャル プライベート ネットワーク
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追加の参考資料
次の参考資料は、Cisco uBR10012 ルータ に関連する追加情報を提供します。
関連トピック
ドキュメンテーション ロード
マップ

マニュアルのタイトル
• 『Cisco uBR7200 Series Routers and Cisco uBR10012 Universal Broadband Router
Documentation Roadmap』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr_rmap.htm

Cisco uBR10012 ハードウェアの
インストレーション

• 『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Hardware Installation Guide』

Cisco uBR10012 Field Replaceable
Unit（FRU; 現場交換可能ユニッ
ト）

• 『Cisco uBR10012 Field Replaceable Units（FRUs）』
ドキュメンテーション Web ページ

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/hig/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/frus/index.htm
• 『Cisco uBR10012 Quick Start Guides Web Page』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/qsg/index.htm

Cisco uBR10012 ソフトウェア、 • 『Cisco uBR10000 Universal Broadband Router Release Notes』
設定および機能
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ub10krns/index.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
Cisco IOS コマンド リファレン
ス

• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/index.htm
• 『Cisco CMTS Error Messages』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/ubrerrs.htm
• 『Cisco IOS Release 12.2 Web Page』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/index.htm

追加のケーブルおよびブロード
バンドの情報リソース

• 『Cisco Cable/Broadband Software Center Web page』
http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-cable.shtml
• 『Cisco Cable/Broadband Technical Support Web page』
http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/browse/index.pl?i=Technologies&f=893
• 『Cisco Multiservice Broadband Cable Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/prod_category_positioning_paper0900ae
cd8006e98b.html
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規格
規格1

タイトル

ITU X.509 V3

『International Telecommunications Union (ITU) X.509 Version 3.0』規格

PKT-EM-I03-011221

『PacketCable™ Event Message Specification』

PKT-SP-DQOS-I03-020116

『PacketCable™ Dynamic Quality-of-Service Specification』

PKT-SP-EC-MGCP-I04-011221

『PacketCable™ Network-Based Call Signaling Protocol Specification』

PKT-SP-ESP-I01-991229

『PacketCable™ Electronic Surveillance Specification』

PKT-SP-ISTP-I02-011221

『PacketCable™ Internet Signaling Transport Protocol (ISTP) Specification』

PKT-SP-PROV-I03-011221

『PacketCable™ MTA Device Provisioning Specification』

PKT-SP-SEC-I05-020116

『PacketCable™ Security Specification』

PKT-TR-ARCH-V01-991201

『PacketCable™ 1.0 Architecture Framework Technical Report』

（注）

PacketCable 1.0 の仕様は、次の Packetcable Web サイトで入手できます。http://packetcable.com/specifications.html

SP-BPI+-I08-020301

『Baseline Privacy Interface Plus Specification』

SP-RFIv1.1-I09-020830

『Data-over-Cable Service Interface Specifications Radio Frequency Interface
Specification』バージョン 1.1

1. サポートしているすべての規格が記載されているわけではありません。

MIB
Cisco uBR10012 ルータは、MIB（Management Information Base; 管理情報ベース）の次のカテゴリを
サポートします。
•

ケーブル固有 MIB ― ケーブルインターフェイスに関する情報、および Cisco uBR10012 ルータ
に関する関連情報を提供します。DOCSIS 固有 MIB とシスコ固有のエンタープライズ MIB の
両方が組み込まれています。Cisco uBR10012 ルータに対してネットワーク管理アプリケーショ
ンが設定されていない場合は、これらの MIB がロードされます。Cisco uBR10012 ルータおよ
び CMTS は、DOCSIS 1.1 MIB をサポートしています。

•

Cisco uBR10012 は、CMTS の DOCSIS 準拠 RF インターフェイスのスケジューラに対する QoS
サポートに関連したオブジェクトをサポートします。

•

シスコ プラットフォームおよびネットワークレイヤ エンタープライズ MIB ― ほとんどのシス
コ ルータ プラットフォームに共通。Cisco 2600 シリーズルータなど、他のシスコ ルータをサ
ポートするようにネットワーク管理アプリケーションが設定されている場合は、ご使用の
Cisco IOS ソフトウェアのバージョンによってこれらの MIB が更新されていないかぎり、これ
以降の設定は必要ありません。

•

SNMP 標準 MIB ― SNMPv1 または SNMPv2 のネットワーク管理をサポートするすべてのエー
ジェントに必要な MIB です。SNMP MIB は、SNMP トラップ用オブジェクトのサポートが強
化されています。これは、ネットワーク管理を支援します。トラップとは、特定のネットワー
クイベントに対するアラームの自動送信に使用されるメカニズムです。

•

廃止予定の MIB ― Cisco IOS ソフトウェアの旧リリースではサポートされていましたが、より
標準的で拡張可能な MIB に置き換えられています。ネットワーク管理アプリケーションとスク
リプトは、できるだけ早く代替 MIB に変換する必要があります。
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MIB リンク

MIB
•
•

特 定 の リリ ー ス を サ ポ ー ト す る
Cisco uBR10012 MIB

• 『Cisco uBR10012 Release Notes』Web ページ
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ub10krns/index.htm

選択されたプラットフォームおよ 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
びフィーチャ セット
のための MIB を見つけてダウンロードするには、次の URL にある Cisco MIB
Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

マニュアルの入手方法
ここでは、シスコ製品のマニュアルを入手する方法について説明します。

WWW
WWW 上の次の URL から、シスコ製品の最新資料を入手できます。
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/jp
各国語版のマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Documentation CD-ROM
シスコ製品のマニュアルおよびその他の資料は、製品に付属の Cisco Documentation CD-ROM パッ
ケージでご利用いただけます。Documentation CD-ROM は毎月更新されるので、印刷資料よりも新
しい情報が得られます。この CD-ROM パッケージは、単独または年間契約で入手できます。

マニュアルの発注方法
シスコ製品のマニュアルは、次の方法でご発注いただけます。
•

Cisco.com（Cisco Direct Customer）に登録されている場合、Networking Products MarketPlace か
らシスコ製品のマニュアルを発注できます。次の URL にアクセスしてください。
http://www.cisco.com/cgi-bin/order/order_root.pl

•

Cisco.com 登録ユーザの場合、Subscription Store からオンラインで Documentation CD-ROM を発
注できます。次の URL にアクセスしてください。
http://www.cisco.com/go/marketplace

•

Cisco.com に登録されていない場合、製品を購入された代理店へお問い合わせください。

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

xxii

OL-1520-06-J

はじめに
テクニカル サポート

テクニカル サポート
シスコシステムズでは、技術上のあらゆる問題の支援窓口として Cisco.com を運営しています。お
客様およびパートナーは、Technical Assistance Center（TAC）Web サイトのオンライン ツールから
マニュアル、トラブルシューティングに関するヒント、およびコンフィギュレーション例を入手で
きます。Cisco.com にご登録済みのお客様は、TAC Web サイトで提供するすべてのテクニカル サ
ポート リソースをご利用いただけます。Cisco.com へのご登録については、製品を購入された代理
店へお問い合わせください。

Cisco.com
Cisco.com は、いつでもどこからでも、シスコシステムズの情報、ネットワーキング ソリューショ
ン、
サービス、
プログラム、
およびリソースにアクセスできる対話形式のネットワーク サービスです。
Cisco.com は高度な統合インターネット アプリケーションであり、優れた、使いやすいツールとし
て広範な機能とサービスを提供します。Cisco.com は次のような用途にご利用いただけます。
•

業務の円滑化と生産性の向上

•

オンライン サポートによる技術上の問題の解決

•

ソフトウェア パッケージのダウンロードおよびテスト

•

シスコのトレーニング資料および製品の発注

•

スキル査定、トレーニング、認定プログラムへのオンライン登録

また、Cisco.com に登録することにより、各ユーザに合った情報やサービスをご利用いただくこと
ができます。Cisco.com には、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/jp

TAC
シスコの製品、テクノロジー、またはソリューションについて技術的な支援が必要な場合には、TAC
をご利用いただくことができます。TAC では、2 種類のサポートを提供しています。
•

TAC Web サイト

（注）

•

さらに、TAC の『Cisco uBR10012 Product Support Page』も参照してください
（http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/PSP/psp_view.pl?p=Hardware:ubr10012）。

TAC Escalation Center

TAC への問い合わせは、問題の緊急性に応じて分類されます。
•

プライオリティ レベル 4（P4）― シスコ製品の機能、インストレーション、基本的なコンフィ
ギュレーションについて、情報または支援が必要な場合。

•

プライオリティレベル 3（P3）― ネットワークのパフォーマンスが低下している。ネットワー
クが十分に機能していないが、ほとんどの業務運用を継続できる場合。

•

プライオリティレベル 2（P2）― ネットワークのパフォーマンスが著しく低下したため、業務
に大きな影響があるが、対応策が見つからない場合。

•

プライオリティレベル 1（P1）― ネットワークがダウンし、すぐにサービスを回復しなければ
業務に致命的な損害が発生するが、対応策が見つからない場合。

問題のプライオリティおよびサービス契約の内容に応じて、適切な TAC サービスを選択してくだ
さい。
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TAC Web サイト
P3 および P4 レベルの問題については、TAC Web サイトを利用して、お客様ご自身で問題を解決
し、コストと時間を節約することができます。このサイトでは各種のオンライン ツール、ナレッジ
ベース、およびソフトウェアを、いつでも必要なときに利用できます。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/tac
シスコシステムズとサービス契約を結んでいるお客様、パートナー、リセラーは、TAC Web サイ
トのすべてのテクニカル サポート リソースをご利用いただけます。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。サービス契約が有効で、ログイン ID
またはパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってくださ
い。
http://www.cisco.com/register/
Cisco.com 登録ユーザは、TAC Web サイトで技術上の問題を解決できなかった場合、TAC Case Open
ツールのオンライン サービスを利用することができます。TAC Case Open ツールの URL は次のと
おりです。
http://www.cisco.com/tac/caseopen
インターネットでアクセスする場合には、TAC Web サイトで P3 および P4 レベルの情報を参照す
ることをお勧めします。

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/

TAC Escalation Center
TAC Escalation Center では P1 および P2 レベルの問題に対応しています。このレベルに分類される
のは、ネットワークの機能が著しく低下し、
業務の運用に重大な影響がある場合です。TAC Escalation
Center にお問い合わせいただいた P1 または P2 の問題には、TAC エンジニアが対応します。
TAC フリーダイヤルの国別電話番号は、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml
ご連絡に先立って、お客様が契約しているシスコ サポート サービスがどのレベルの契約となって
いるか（たとえば、SMARTnet、SMARTnet Onsite、または Network Supported Accounts［NSA; ネッ
トワーク サポート アカウント］など）、お客様のネットワーク管理部門にご確認ください。また、
お客様のサービス契約番号およびご使用の製品のシリアル番号をお手元にご用意ください。
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C H A P T E R

1

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロー
ドバンド ルータ ソフトウェアの概要
この章では、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ Cable Modem Termination System
（CMTS; ケーブル モデム ターミネーション システム）、サポートされるサービス、ソフトウェア、
および関連ハードウェアの機能について説明します。この章の内容は、次のとおりです。
セクション

目的

Cisco uBR10012 ルータ用の Cisco IOS サポート対象の Cisco IOS リリース トレイン、関連機能、
リリースおよびイメージ（p.1-2）
各サポート トレイン用の最新の Cisco IOS イメージにつ
いて説明します。
CMTS 機能の設定では、まずご使用の Cisco IOS リリース
トレイン、関連イメージ、フィーチャ セットを確認しま
す。このセクションの内容は、これらを判別する際に役
立ちます。
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロー
ドバンド ルータシャーシの概要
（p.1-5）

Cisco uBR10012 ルータ、サポート対象ハードウェアの機
能、およびインターオペラビリティについて説明します。

Cisco uBR10012 ルータでサポートされ Cisco uBR10012 ルータ で使用できる機能および設定につ
ているソフトウェア機能（p.1-10）
いて説明します。
基本的なソフトウェアの設定およびトラブルシューティングの手順については、このマニュアルの
他の章を参照してください。

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
OL-1520-08-J

1-1

第1章
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェアの概要
Cisco uBR10012 ルータ用の Cisco IOS リリースおよびイメージ

Cisco uBR10012 ルータ用の Cisco IOS リリースおよびイメージ
Cisco uBR10012 ルータは、次の Cisco IOS の方式およびリリース トレインをサポートします。
•

動作の概要

•

Cisco IOS ソフトウェアの保存場所

•

Cisco IOS ソフトウェア リリースの判別

•

新規ソフトウェアリリースへのアップグレード

•

12.3 BC リリース トレインおよびイメージ

•

12.2 BC リリース トレインおよびイメージ

•

12.2 CY リリース トレインおよびイメージ

動作の概要
Cisco uBR10012 ル ー タ は、Type II の Personal Computer Memory Card International Association
（PCMCIA; パーソナル コンピュータ メモリ カード国際協会）フラッシュ メモリ ディスク上に保存
されている IOS イメージを実行します。このディスクは、プライマリ Performance Routing Engine 1
（PRE1）の 2 つの PCMCIA スロットに搭載されています。どちらのスロットの PCMCIA ディスク
にも Cisco IOS イメージまたはコンフィギュレーション ファイルを保存できます。
フラッシュ メモリ ディスクのほかに、各 PRE1 モジュールにもブートローダ保存用のオンボード
フラッシュ メモリがあります。ローダは、システムリセットのあとに実行され、フラッシュ メモ
リ ディスクに Cisco IOS ソフトウェアを再ロードして実行します。
同様に PRE1 モジュールのオンボード フラッシュ メモリにもシステム コンフィギュレーションが
保存されます。フラッシュメモリから読み取られた設定情報は、初期設定のあとで動作メモリに
バッファされ、設定が保存されるとフラッシュ メモリ デバイスに保存されます。
各ラインカードにもオンボード フラッシュ メモリがあり、このメモリは機能的には PRE1 モジュー
ルで使用されるものと同様に、ブートローダの保存に使用されます。ただし、ラインカードローダ
は、システムリセット、ラインカードリセット、またはラインカード装着のあとに動作し、ライン
カードが正常に機能するためにラインカード上で稼働する必要のあるコードを再ロードして実行
します。ソフトウェアイメージは外部 Trival File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロト
コル）サーバに保存することもできます。Cisco uBR10012 ルータをそのように設定すると、TFTP
サーバから適切なイメージがダウンロードされて実行されます。

Cisco IOS ソフトウェアの保存場所
Cisco IOS ソフトウェアは PRE1 モジュールに保存されています。PRE1 モジュールには前面パネル
上に PCMCIA スロットが 2 つあります。どちらのスロットにも IOS イメージまたはコンフィギュ
レーション ファイルを保存できます。
PRE1 モジュール上のフラッシュメモリは、簡単な ROM モニタまたはブートローダの保存に使用
されます。ローダは、システムリセット、ラインカードリセット、またはラインカード装着のあと
に動作します。
ラインカードイメージは、PRE1 モジュール フラッシュメモリまたは外部 TFTP サーバに保存され
ている場合もあります。
PRE1 モジュール は、512 KB の NVRAM デバイスにシステム コンフィギュレーションを保存しま
す。NVRAM から読み取られた設定情報は、初期設定後に RAM にバッファされ、設定が保存され
るとデバイスに書き込まれます。
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Cisco IOS ソフトウェア リリースの判別
Cisco uBR10012 ルータ 上で稼働する Cisco IOS ソフトウェアのバージョンを判別するには、ルータ
にログオンして、特権 EXEC モードで show version コマンドを入力します。たとえば、次のように
入力します。
Router> show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 12.2 XF Software (ubr10k-k8p6-mz), Version 12.2 XF, RELEASE SOFTWARE

新規ソフトウェアリリースへのアップグレード
アップグレードとは、前のものより多くの機能を備えた Cisco IOS® フィーチャ セットを発注する
ことです。アップグレードはアップデートとは異なります。アップデートは、
「同一の」フィーチャ
セットの最新バージョンをインストールすることです。例外 ― あるフィーチャ セットが廃止され
た場合は、最近のリリースで、機能が最も近い次のフィーチャ セットがアップデートと見なされま
す。
新規ソフトウェアリリースへのアップグレードに関する全般的な事項については、Cisco.com で提
供されている『Cisco IOS Upgrade Ordering Instructions』を参照してください。

12.3 BC リリース トレインおよびイメージ
12.3 リリース トレインは、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ上の Performance
Routing Engine 2（PRE2）モジュールをサポートする最初の Cisco IOS Release です。このリリース
では多くの機能が追加されていて、以前サポートされていた 12.2 リリース トレインからの機能も
継続してサポートします。これらの機能は、
設定マニュアルの追加リンクとともに、
「Cisco uBR10012
ルータでサポートされているソフトウェア機能」
（p.1-10）で紹介しています。
表 1-1 に、Cisco IOS Release 12.3(9a)BC が稼働する Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド
ルータ用の Cisco IOS フィーチャ セットのメモリ推奨を示します。
表 1-1

Cisco uBR10012 ルータでの Cisco IOS Release 12.3(9a)BC フィーチャ セットのメモリ推奨

フィーチャ セット

Cisco uBR10012 ソフトウェア
RP
イメージ

推奨フラッシュ
メモリ

推奨 DRAM
メモリ1

起動元

DOCSIS BPI IP Plus

PRE1

ubr10k-k8p6-mz

48 MB

512 MB

RAM

PRE2

ubr10k2-k8p6-mz

48 MB

1.0 GB

RAM

PRE1

ubr10k-k9p6-mz

48 MB

512 MB

RAM

PRE2

ubr10k2-k9p6-mz

48 MB

1.0 GB

RAM

DOCSIS Base 3 DES

1. DRAM メモリは、Cisco uBR10012 ルータでは設定できません。

12.2 BC リリース トレインおよびイメージ
12.2 BC トレインは、DOCSIS 1.1 双方向サポートといくつかの新機能を提供する中間リリース トレ
インです。
Cisco IOS Release 12.2(4)BC1b には、前の 12.2 XF リリースからのマイグレーション パスが組み込ま
れています。Cisco IOS Release 12.2(4)BC1b は、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルー
タをサポートしています。このルータは、大容量、高スループットの CMTS 提供し、ケーブル ネッ
トワークのエッジでのトラフィックの集約に最適化された製品です。このルータのプラットフォー
ムは、ケーブル事業者およびサービス プロバイダーを対象に設計されており、ケーブル モデム、デ
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ジタル セットトップ ボックス、または IP テレフォニー ケーブル モデムを介して住宅加入者に接
続し、高速データ、ブロードバンド エンターテイメント、および IP テレフォニー ソリューション
を提供します。

（注）

Cisco IOS Release 12.2(4)BC1b は、Telco リターン イメージはサポートしていません。

表 1-2 に、Cisco IOS Release 12.2(4)BC1b が稼働する Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド
ルータ用の Cisco IOS フィーチャ セットのメモリ推奨を示します。Cisco uBR10012 ユニバーサル ブ
ロードバンド ルータには、48 MB と 120 MB のいずれかの Type II PCMCIA フラッシュ メモリ カー
ドを搭載できます。
表 1-2

Cisco uBR10012 ルータでの Cisco Release 12.2 BC フィーチャ セットのメモリ推奨

フィーチャ セット

ソフトウェア
イメージ

推奨フラッシュ
メモリ

推奨 DRAM
メモリ

起動元

DOCSIS BPI IP Plus

ubr10k-k8p6-mz1

40 MB フラッシュ

128 MB DRAM

RAM

1. Cisco IOS 12.2(11)BC3 イメージは、128 MB フラッシュ ディスクから読み込むことができません。このイメージ
は、Cisco IOS 12.2(11)BC2a リビルド リリースで使用できません。

（注）

ubr10k-k8p6-mz ソフトウェア イメージは、Cisco IOS Release 12.2(11)BC3 においてのみ 128 MB フ
ラッシュ ディスク カードから読み取ることができませんでした。詳細については、Bug Toolkit の
注意事項 CSCea65301 を参照してください。この注意事項は改善され、この制限事項は、Cisco ISO
12.2(11)BC3a 以降の Release 12.2 BC リリースでは削除されました。

12.2 CY リリース トレインおよびイメージ
Cisco IOS 12.2 CY リリース トレインは Cisco IOS Release 12.2(11)BC1b に基づいており、Cisco IOS
Release 12.2(11)BC1b は Cisco IOS Release 12.2(11)T に 基 づ い て い ま す。Cisco IOS Release
12.2(11)BC1b トレインは、選択された新しい機能のサポートのほか、DOCSIS 1.1 双方向サポートを
提供する暫定的なリリース トレインです。Cisco IOS Release 12.2(11)BC1b には、前の 12.2 XF リリー
スからの移行パスが組み込まれています。
Cisco IOS 12.2 CY リリース トレインは、次の追加ソフトウェア機能を提供します。

（注）

•

Cisco uBR10012 に対する PBR サポート

•

Cisco uBR10012 に対する VLAN サポート

Cisco IOS Release 12.2(11)CY は、Telco リターン イメージはサポートしていません。

表 1-3 に、Cisco IOS Release 12.2(11)CY が稼働する Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド
ルータ用の Cisco IOS フィーチャ セットのメモリ推奨を示します。Cisco uBR10012 ユニバーサル ブ
ロードバンド ルータには、48 MB と 120 MB のいずれかの Type II PCMCIA フラッシュ メモリ カー
ドを搭載できます。
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表 1-3

Cisco uBR10012 ルータでの Cisco Release 12.2 CY フィーチャ セットのメモリ推奨

フィーチャ セット

ソフトウェア
イメージ

推奨フラッシュ
メモリ

推奨 DRAM
メモリ

起動元

DOCSIS IP Plus

ubr10k-p6-mz

40 MB フラッシュ

128 MB DRAM

RAM

DOCSIS BPI IP Plus

ubr10k-k8p6-mz

40 MB フラッシュ

128 MB DRAM

RAM

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータシャーシの概要
Cisco uBR10012 ルータは、コストパフォーマンスに優れ、拡張性が高く、業界で定評のある CMTS
を提供し、ケーブルネットワークのエッジでトラフィックを集約するように最適化された製品で
す。このルータには、8 つのブロードバンド集約スロットと 4 つの WAN バックホールスロットが
あります。ブロードバンドスロットは、アダプタカード（ライン カード プロセッサ）を使用する
ことで Cisco uBR7200 シリーズ ブロードバンド カードをサポートできます。
ケーブル事業者およびサービス プロバイダーを対象に設計された Cisco uBR10012 ルータ CMTS プ
ラットフォームは、Cable Modem（CM; ケーブルモデム）
、デジタル セットトップ ボックス、また
は IP テレフォニー CM を介して住宅加入者に接続し、高速データ、ブロードバンド エンターテイ
メント、および IP テレフォニーのソリューションを提供します。

（注）

このマニュアルは、Cisco uBR10012 ルータのソフトウェアおよび関連ハードウェアに重点が置かれ
ています。Cisco uBR10012 ルータシャーシおよびコンポーネントについての詳細は、次の資料を参
照してください。
• 『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Hardware Installation Guide』
•

Cisco.com の『Cisco uBR10012 Field Replaceable Units（FRUs）』Web ページ

Cisco uBR10012 ルータのシャーシは、前面と背面から搭載されるように設計されています。シャー
シの前面では、次のコンポーネントが搭載できます（図 1-1）
。
•

2 つの Performance Routing Engine 1（PRE1）または PRE2 プロセッサ モジュール

•

LCD ディスプレイ

•

2 つの DC Power Entry Module（PEM; パワー エントリ モジュール）

•

ファン アセンブリ モジュール

シャーシの背面では、次のコンポーネントにアクセスできます（図 1-2）。
•

8 つのケーブル インターフェイス ライン カード（1 ポート）

•

4 つの高速、高性能ネットワーク アップリンク インターフェイス ライン カード

•

2 つの Timing, Communication, and Control Plus（TCC+）カード

Cisco uBR10012 ルータは、–48–60 VDC の入力電源を使用する冗長 PEM を装備しています。オプ
ションの AC 入力電源シェルフを使用すると、Cisco uBR10012 ルータに DC 出力電源を供給できま
す。
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Cisco uBR10012 ルータ のスロット番号
Cisco uBR10012 ルータには、次のカードを搭載できるカード スロットが合計で 16 個あります。
•

前面から搭載（図 1-1 を参照）
− 1 つまたは 2 つの PRE1 または PRE2 モジュール（冗長構成の場合は 2 つのモジュール）

•

背面から搭載（図 1-2 を参照）
− ケーブル インターフェイス ライン カード× 8
− ネットワーク アップリンク ライン カード（OC-12 POS または GigE）× 4
− 1 または 2 個の TCC+ カード（冗長構成の場合は 2 個の TCC+ カード）― 各 TCC+ カード
は、外部クロック リファレンス ソース用のコネクタを 1 つ、バックアップ クロック ソー
ス用の別のコネクタを 1 つ備えています。

図 1-1 に、フル搭載の Cisco uBR10012 ルータの前面図（ベゼルなし）と対応するスロット番号を示
します。

図 1-1

Cisco uBR10012 ルータのスロット番号 — 前面図（ベゼルなし）
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ヒント

バックアップ PRE モジュール上のファスト イーサネット インターフェイスは、プライマリ PRE モ
ジュールに障害が発生し、バックアップ PRE モジュールがアクティブにならないかぎり使用されま
せん。バックアップ PRE モジュールがアクティブ PRE モジュールになると、そのファスト イーサ
ネット インターフェイスが自動的にスロット 0/0 のアクティブ ファスト イーサネット インター
フェイスになります。

図 1-2 に、フル搭載の Cisco uBR10012 ルータの背面図と対応するスロット番号を示します。

図 1-2

Cisco uBR10012 ルータ のスロット番号 — 背面図
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Cisco vBR10012 ルータでサポートされるハードウェア
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、Cisco uBR10012 ルータ上で次のハードウェアをサポートします。
サポートされているハードウェアのこれ以前の説明は、各 Cisco IOS Release のリリース ノートで入
手できます。
表 1-4

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータでサポートされるハードウェア

ケーブル インターフェイ シャーシには、次のブロードバンド プロセッシング エンジンとケーブ
ス ライン カード
ル インターフェイス ライン カードを最大 8 つまで、任意の組み合わ
せで搭載できます。
•

Cisco uBR10-MC5X20S/U ブロードバンド プロセッシング エンジ
ン

•

Cisco uBR10-LCP2-MC16C/MC16E/MC16S ケーブル インターフェ
イス ライン カード

•

Cisco uBR10-LCP2-MC28C ケーブル インターフェイス ライン カー
ド

（注）

Cisco MC28U BPE は Cisco uBR10012 ルータ シャーシに物理的
には搭載できますが、Cisco uBR7200 シリーズ MC28U BPE は
Cisco uBR10012 ルータをサポートしていません。

ネットワーク アップリン 最大 4 つのライン カードを次の WAN と任意の組み合わせで搭載でき
ク ライン カード
ます。
•

Cisco uBR10012 ルータのための Cisco uBR10-SRP-OC12SML DPT
WAN ライン カード

•

Cisco uBR10012 OC-48 DPT/POS インターフェイス モジュール

•

Cisco uBR10-1GE Gigabit Ethernet（GigE）アップリンク ライン カー
ド

•

Cisco uBR10-1OC12/P-SMI OC-12 POS アップリンク ライン カード

•

Cisco uBR10-SRP-OC12SML Dynamic Packet Transport（DPT; ダイナ
ミック パケット トランスポート）WAN カード

Timing, Communication,
TCC+ カードは、Stratum 1 ソースを追跡できる外部参照 Stratum 3 ク
and Control Plus（TCC+） ロック ソースに接続できます。このような 2 つのソースに接続するこ
カード
とによって冗長性を確保できます。
また、TCC+ カードはシャーシ上の LCD ディスプレイ画面を制御する
だけでなく、ケーブルラインカードおよび電源装置使用状況を監視し
ます。2 つのカードを搭載して冗長構成にすることができます。
Performance Routing
Engine 2（PRE2）

新しい Cisco uBR10012 シリーズ PRE2 は、ケーブル インターフェイス
カードまたは Cisco ブロードバンド プロセッシング エンジンによりサ
ポートされているルータの各スロットで使用できる帯域幅を事実上 2
倍にします。
PRE2 モジュールは、全二重ギガビット イーサネット ポートに対する
サポートを導入し、サポート対象の接続を全二重の 1.6 Gbps に拡張し
ます（ハーフスロットごとに各方向）。フルスロット モジュールでは、
PRE2 モジュールとの間で最大 3.2 Gbps をサポートできるようになり
ます。これは、Cisco uBR10012 PRE1 ルート プロセッサ モジュールの
2 倍の接続レートです。
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Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェアの概要
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータシャーシの概要

表 1-4

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータでサポートされるハードウェア（続き）

Performance Routing
Engine（PRE1 または
PRE2）

AC 入力 PEM

1 つの PRE1 または PRE2 モジュールは、ルーティングおよびシステム
管理機能のほかに、レイヤ 2 およびレイヤ 3 のパケット処理を行いま
す。2 つの PRE モジュールを搭載して冗長構成にできます。

（注）

PRE1 モジュールは、シングルビット メモリ エラーを自動的に
修正できる Error Checking and Correction（ECC）機能に対する
サポートの追加以外は、PRE モジュールと機能的に同じです。

（注）

Cisco uBR10012 PRE1 モジュールは、ネットワーク管理用の
10BASE-T または 100BASE-T 接続のための LAN のイーサネッ
ト ポートをサポートします。PRE1 モジュールは、ハーフス
ロットあたり全二重（各方向）800 Mbps の接続をサポートし
ます。

Cisco uBR10012 ルータには、システムに冗長電源を供給する AC PEM
（電源入力モジュール）が出荷時に 2 つ搭載されています。1 つの AC
PEM で完全に設定されたシャーシに十分な電力を供給できるため、1
つの AC PEM が故障した場合は、他方がシステムの動作に影響を与え
ることなく自動的にルータ全体に電力を供給し始めます。
AC PEM は、各 PEM の前面パネルにある電源リセプタクルを通して得
られる標準の 200 〜 240 VAC（50/60 Hz）入力電源を使用します。2 つ
の AC PEM が AC 電源を変換し、フィルタ処理され、負荷が共有され
た冗長 DC 電源を Cisco uBR10012 シャーシに供給します。

注意

DC 入力 PEM

Cisco uBR10012 ルータには、シャーシに電源を供給する DC PEM が出
荷時に 2 つ搭載されています。PEM を 2 つ使用することにより、必要
な場合に 1 つの電源をホットスワップする機能のほかに、電源のバラ
ンスと冗長性が提供されます。

注意

ファン アセンブリ
モジュール

Cisco uBR10012 ルータは、AC PEM と DC PEM の併用はで
きません。両方の PEM が AC PEM または DC PEM のいずれ
かである必要があります。

Cisco uBR10012 ルータは、AC と DC が混合した PEM をサ
ポートしません。両方の PEM が AC PEM または DC PEM の
いずれかである必要があります。

ファン アセンブリ モジュールには 4 つのファンがあり、ファンの 1 つ
に障害が発生した場合でもシャーシを冷却できます。ファンアセンブ
リは、2 段階の速度で動作し、シャーシが通常の動作範囲の温度を超
えた場合はさらに冷却を行います。
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Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェアの概要
Cisco uBR10012 ルータでサポートされているソフトウェア機能

Cisco uBR10012 ルータでサポートされているソフトウェア機能
ここでは、サポート対象の Cisco IOS リリース トレインすべてについて、Cisco uBR10012 ルータの
ソフトウェア機能を要約し、さらに各機能の設定について説明します。

Cisco uBR10012 ルータ の機能と Cisco IOS リリース
表 1-5 に、Cisco uBR10012 ルータのソフトウェア機能とサポートしている関連 Cisco IOS リリース
を示します。Cisco IOS は、その機能が最初に導入されたリリースを示しています。特に記載され
ていなければ、同じトレインまたは関連トレインの以降の Cisco IOS リリースでも引き続きその機
能がサポートされています。
表 1-5

Cisco uBR10012 ルータ の機能と Cisco IOS リリース

機能

サポートしている Cisco IOS リリース

Cisco uBR10012 ルータのコンフィギュレーション ツール

AutoInstall

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.2 BC リリース

ケーブル インターフェイス Setup ファシリティ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

Cisco ネットワーク レジストラ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

コンフィギュレーション モード（CLI による設定） 12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース
拡張 Setup ファシリティ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

Cisco IOS Release 12.3 BC コマンドラインの拡張

Cisco IOS Release 12.3(9a)BC CLI の拡張

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

DHCP サーバと機能サポート

cable-source verify dhcp コマンドの DHCP MAC アド Cisco IOS Release 12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース
レス除外リスト
統合 DHCP サーバ

複数の Cisco IOS リリースおよびトレイン

DOCSIS 1.0 機能のサポート

DOCSIS 1.0 BPI

DOCSIS 1.0 BPI の暗号化および認証は、Cisco IOS 12.2(1)XF1 以降
の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および 12.3 BC リリース
でサポートされています。

DOCSIS 1.0 連結の変更

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

DOCSIS 1.0 コンフィギュレーション ファイルの設 12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
定
12.3 BC リリース
DOCSIS 1.0 CBR 拡張

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.0 MAC ドライバ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.0 QoS のサポート

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.0 ペイロードヘッダー抑制

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース
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表 1-5

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェアの概要
Cisco uBR10012 ルータでサポートされているソフトウェア機能

Cisco uBR10012 ルータ の機能と Cisco IOS リリース（続き）

機能

サポートしている Cisco IOS リリース

DOCSIS 1.0 の SID 単位の帯域要求および認可カウン 12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
タ
12.3 BC リリース
DOCSIS 1.0 ToS の変更

12.3(17a)BC2 以降の 12.3 BC リリース

DOCSIS 1.0 ケーブル モデム用 ERBA のサポート

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

DOCSIS 1.0+ 機能のサポート

DOCSIS 1.1 CM の互換性

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 機能のサポート

DOCSIS 1.1 BPI+ 機能

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS BPI+ の複数のルート証明書のサポート

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 CM の互換性

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 の CM データベース マネージャ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 連結のサポート

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.0 連結の変更 も参照してください。
DOCSIS 1.1 CPE コンフィギュレータ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 ダウンストリーム パケット分類子

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 ダウンストリーム パケット スケジュー 12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
ラ
12.3 BC リリース
DOCSIS 1.1 ダイナミック MAC メッセージ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 拡張レジストレーション

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 のフラグメンテーションおよびリアセ 12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
ンブリ
12.3 BC リリース
DOCSIS 1.1 のレイヤ 2 フラグメンテーション

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 MAC スケジューラ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 のペイロードヘッダー抑制および復元

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 QoS のサポート

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 レート制限およびトラフィック シェー 12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
ピング
12.3 BC リリース
DOCSIS 1.1 サービス フロー マネージャ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 サービス テンプレートとクラス マネー 12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
ジャ
12.3 BC リリース
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Cisco uBR10012 ルータでサポートされているソフトウェア機能

表 1-5

Cisco uBR10012 ルータ の機能と Cisco IOS リリース（続き）

機能

サポートしている Cisco IOS リリース

DOCSIS 1.1 のソフトウェア インフラストラクチャ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 の加入者管理

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 のタイム スロット スケジューリング

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 TLV パーサーおよびエンコーダ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 1.1 のトークン バケット レート シェーピン 12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
グ
12.3 BC リリース
DOCSIS 1.1 の双方向インターオペラビリティ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

オプションのアップストリーム スケジューラ モー 12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース
ド
ハイ アベイラビリティ機能

HCCP N+1 冗長スイッチオーバー イベントの自動復 12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース
帰機能
Cisco RF スイッチのバックアップ パス試験

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

DSX メッセージおよび同期 PHS の情報

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

工場出荷時設定の HCCP N+1 冗長

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

Cisco uBR10012 ルータ上のグローバルに設定された 12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース
HCCP 4+1 および 7+1 冗長
Cisco CMTS の DOCSIS 1.1 を サ ポ ー ト す る HCCP 12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
N+1 冗長
12.3 BC リリース
HCCP 冗長の show コマンドでの HCCP タイミング 12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース
およびエラー情報の拡張
暗号化 IP マルチキャストに対するハイ アベイラビ 12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース
リティのサポート
ケーブル インターフェイスの shutdown および no 12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース
shutdown の拡張
インターセプト機能

COPS インターセプトに対する ACL のサポート

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

ベーシック ワイヤタップ サポート

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

ケーブル モニタの拡張

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

Cisco MC5x20U-D および Cisco MC28U の BPE に対 12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース
するケーブル モニタのサポート
cable monitor コマンド

12.2(4)XF 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および 12.3
BC リリース

Cisco CMTS に対する COPS TCP のサポート

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

パケット インターセプト

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

PXF ARP フィルタ

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

PXF 迂回速度制限

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース
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Cisco uBR10012 ルータでサポートされているソフトウェア機能

Cisco uBR10012 ルータ の機能と Cisco IOS リリース（続き）

機能

サポートしている Cisco IOS リリース

Service Independent Intercept（SII）のサポート

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

IP ブロードキャストおよびマルチキャスト機能

IP ブロードキャスト エコー

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

IP マルチキャスト エコー

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

Cisco uBR10012 CMTS でのマルチキャスト QoS サ 12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース
ポート
SSM マッピング

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

IP ルーティング機能

ケーブル ARP フィルタの拡張

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

設定可能なレジストレーション タイムアウト

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

cable-source verify dhcp コマンドの DHCP MAC ア
ドレス除外リスト

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

ホスト間通信（プロキシ ARP）

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

統合 DHCP サーバ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

統合 ToD サーバ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

Cisco uBR10012 に対する PBR サポート

12.2(11) CY 以降の CY リリース

サポート対象プロトコル

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

管理機能

Cisco CMTS のアドミッション制御

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

ブロードバンド インターネット アクセス

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

ケーブル インターフェイス バンドル

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

CNEM 準拠

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

CPE の制限と変更

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

DOCSIS 2.0 SAMIS ECR データ セット

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

DOCSIS Set-Top Gateway Issue 1.0

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

拡張モード DOCSIS Set-Top Gateway Issue 1.1

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

拡張モード DOCSIS Set-Top Gateway Issue 1.2

12.3(17a)BC2 以降の 12.3 BC リリース

ダウンストリーム チャネル ID の設定

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

ダウンストリーム周波数の変更

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

アップストリーム ロード バランシングによるダウ 12.3(17b)BC 以降の 12.3 BC リリース
ンストリーム ロード バランシングの分散
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
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表 1-5

Cisco uBR10012 ルータ の機能と Cisco IOS リリース（続き）

機能

サポートしている Cisco IOS リリース

ロードバランシングのための Dynamic Channel
Change（DCC）

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

ダイナミック変調プロファイル

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

ダイナミック アップストリーム変調

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルー 12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース
タでの EtherChannel のサポート
Management Information Base（MIB）の変更と拡張

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

Cisco IOS Release 12.3(9a)BC での MIB の変更および 12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース
アップデート
ケーブル モデムのプレイコライゼーション制御

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

ルート プロセッサ冗長性のサポート

12.2(4)XF 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および 12.3 BC リ
リース

Usage-Based Billing の SSL サーバ

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

マルチキャストおよびケーブル インターフェイス 12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース
バンドリングの SFID サポート
SNMP のケーブル モデム リモート クエリ

12.2(4)BC1b 以降の 12.2 BC リリースおよび 12.3 BC リリース

SNMPv3

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

スペクトル管理

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

Cisco uBR10012 CMTS での拡張スペクトル管理サ
ポート
12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース
スタティック CPE の変更（cable submgmt default コ 12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース
マンド）
統計カウンタ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

STM バージョン 1.1

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

Usage Based Billing（SAMIS）

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

PacketCable および音声のサポート機能

CALEA に準拠した PacketCable 1.0

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

PacketCable Emergency 911 ケーブル インターフェイ 12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース
ス ラインカードの優先順位付け
PacketCable Emergency 911 のサービス リストおよび 12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース
履歴
Cisco CMTS の PacketCable MultiMedia

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

セキュリティ機能

アドレス検証

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

CM 伝送バースト サイズ

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

ダイナミックまたはモバイル ホストのサポート

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース
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Cisco uBR10012 ルータ の機能と Cisco IOS リリース（続き）

機能

サポートしている Cisco IOS リリース

OUI 除外によるダイナミック共有秘密（DMIC）

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

試験、トラブルシューティング、および診断機能

Cisco Broadband Troubleshooter 3.2

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE による CBT 3.2 スペク 12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース
トル管理サポート
ダイナミック レンジング

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

フラップ リストのサポート

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルー 12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース
タの OOD サポート
仮想インターフェイス

Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE で の 仮 想 イ ン タ ー 12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース
フェイスおよび周波数スタッキングのサポート
HCCP N+1 冗長への仮想インターフェイスのサポー 12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース
ト
Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE で の 仮 想 イ ン タ ー 12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース
フェイス バンドル
12.2(11) CY 以降の 12.2 CY リリース

VLAN 機能
VPN およびレイヤ 2 トンネリング機能

ダイナミック SID/VRF マッピングのサポート

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

Cisco uBR10012 上の GRE トンネリング

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

L2VPN 経由の IPv6

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

MPLS VPN ネットワークのサポート

12.2(1)XF1 以降の 12.2 XF リリース、12.2 BC リリース、および
12.3 BC リリース

NetFlow Accounting バージョン 5 および 8 のサポー 12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース
ト
IEEE 802.1Q による Cisco uBR10012 での TLS

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

TLS およびレイヤ 2 VPN

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

Cisco uBR10012 ルータのコンフィギュレーション ツール
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータには次のコンフィギュレーション ツールが搭
載されており、設定方式を柔軟に選択できます。
•

AutoInstall

•

ケーブル インターフェイス Setup ファシリティ

•

Cisco ネットワーク レジストラ

•

コンフィギュレーション モード（CLI による設定）

•

拡張 Setup ファシリティ
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AutoInstall
AutoInstall プロセスを使用すると、WAN に接続した後、Cisco uBR10012 ルータを自動的に設定す
ることができます。詳細については、
「AutoInstall による Cisco uBR10012 ルータの設定」
（p.2-9）を
参照してください。

ケーブル インターフェイス Setup ファシリティ
CMTS を設定するには、Cisco uBR10012 ルータの Setup ファシリティ（別名 System Configuration
Dialog）を使用すると便利です。Setup ファシリティは、ケーブル インターフェイスとケーブル イ
ンターフェイス ライン カードを（初期設定後に）完全に運用できるように、多数の機能をサポー
トしています。「Setup ファシリティによる Cisco uBR10012 ルータの設定」（p.2-10）を参照してく
ださい。

コンフィギュレーション モード（CLI による設定）
コンフィギュレーション モードを使用すると、Autoinstall またはケーブル インターフェイス Setup
ファシリティを使用せずに、手動で Cisco uBR10012 ルータを設定できます。詳細については、「コ
ンフィギュレーション モードでの Cisco uBR10012 ルータの手動設定」
（p.2-16）を参照してください。

Cisco ネットワーク レジストラ
Cisco uBR10012 ルータでは、Cisco ネットワーク レジストラが使用できます。Cisco ネットワーク
レジストラは、企業やサービス プロバイダーのネットワークのネーミングおよびアドレス提供の信
頼性を大幅に向上します。また、拡張性の高い Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システ
ム）サービスおよび Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サービスを提供し、DOCSIS CM
プロビジョニング システムの基盤を形成します。
Cisco ネットワーク レジストラは、ケーブル インターフェイス、PC、およびブロードバンド ネッ
トワーク上の他のデバイスに対して、動的な IP アドレスを自動的に割り当てるコンフィギュレー
ション ツールです。Cisco ネットワーク レジストラを使用すると、ネットワーク上の各ケーブル イ
ンターフェイスのシリアル番号および MAC アドレスを追跡できるので、加入者 CPE 機器を追跡す
るカスタマー サービス作業が軽減されます。
Cisco ネ ッ ト ワ ー ク レ ジ ス ト ラ の 設 定 お よ び 使 用 に 関 す る 詳 細 は、シ ス コ Web サ イ ト
（http://www.cisco.com）で Cisco ネットワーク レジストラの最新マニュアルを参照してください。マ
ニ ュ ア ル と は、Cisco uBR7200 シ リ ー ズ ル ー タ 用 の『Installing the Cisco Network Registrar』や
『Cisco Subscriber Registration Center Device Provisioning Registrar 2.0』などです。これらは両方とも
Cisco.com で提供されています。

拡張 Setup ファシリティ
ケーブル インターフェイス Setup ファシリティ（このセクションで前述）を使用すると、CMTS の
初期設定を作成できます。拡張 Setup ファシリティでは、CMTS の設定を進めながらシステム上に
各インターフェイスを設定するよう求められます。詳細については、
「拡張 Setup ファシリティによ
るケーブル インターフェイスの設定」
（p.2-18）を参照してください。
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Cisco IOS Release 12.3 BC コマンドラインの拡張
ここでは、Cisco IOS Release 12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース トレインで導入または拡張された
一般的な Cisco IOS コマンドについて説明します。また、特定の新しい機能をサポートする新しい
コマンドまたは拡張コマンドに関する追加機能の説明も参照してください。
•

Cisco IOS Release 12.3(13a)BC CLI の拡張

•

Cisco IOS Release 12.3(9a)BC CLI の拡張

Cisco IOS Release 12.3(13a)BC CLI の拡張
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、いくつかの新しいコマンドまたは拡張コマンドが導入されてい
ます。このリリースの場合、これらの機能固有のコマンドまたは拡張については、そのサポートす
る機能とともに説明します。詳細については、このマニュアルの追加機能の説明を参照してくださ
い。

Cisco IOS Release 12.3(9a)BC CLI の拡張
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、Cisco uBR10012 ルータの次の CLI コマンドを導入または拡張し
ます。
•

cable arp filter （ケーブル ARP フィルタの拡張 を参照）

•

cable logging layer2events

•

cable source-verify

•

show cable tech-support

•

show interface cable

•

show tech-support

これらのコマンドの変更の詳細については、次のリソースを参照してください。
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/index.htm

DHCP サーバと機能サポート
Cisco IOS ソフトウェアは、Cisco uBR10012 ルータのネットワーク上で次の複数の DHCP 機能およ
びサーバ機能をサポートします。
•

cable-source verify dhcp コマンドの DHCP MAC アドレス除外リスト

•

統合 DHCP サーバ

cable-source verify dhcp コマンドの DHCP MAC アドレス除外リスト
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco CMTS の以前の Cisco IOS リリースでサポートされていた
ような、標準 DHCP ソース確認チェックから信用 MAC アドレスを除外する機能が導入されていま
す。この機能では、標準 DHCP ソース確認により拒否される場合を除き、信用 MAC アドレスから
のパケットが通過できるようになります。この機能は、指定された MAC アドレスの Cisco CMTS
での cable source-verify コマンドを無効にしますが、標準およびイネーブルの DHCP ソース確認プ
ロ セ ス の 全 体 的 サ ポ ー ト を 維 持 し ま す。こ の 機 能 は、Cisco uBR10012 ル ー タ シ ャ ー シ で の
Performance Routing Engine 1（PRE1）および PRE2 モジュールでサポートされています。
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DHCP の信用ソース MAC アドレスからのパケット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 trust コマンドを使用します。MAC 除外リストから信用 MAC 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。除外リストから MAC アドレスを削除
すると、そのソースからのすべてのパケットで標準 DHCP ソース確認が行われます。
cable trust mac-address
no cable trust mac-address

シンタックスの説明

mac-address

使用上のガイドライン

このコマンドおよび機能は、ケーブル ソース確認機能を Cisco CMTS ではじめてイネーブルにする
状況でのみサポートされます。

信用 DHCP ソースの MAC アドレス、およびそこから送信されるパケットが
標準 DHCP ソース確認を受けない MAC アドレス

ケーブル ソース確認のほかにこの機能がイネーブルである場合、パケットのソースは、Cisco CMTS
の MAC 除外リストに属している必要があります。パケットがこの除外チェックを通過した場合、
通常および以前にサポートされていたソース確認チェックに従い、送信元 IP アドレスが Address
Resolution Protocol
（ARP; アドレス解決プロトコル）
テーブルと照らし合わせて確認されます。Service
ID（SID; サービス ID）とパケットの送信元 IP アドレスは、Cisco CMTS の ARP ホスト データベー
スのものと一致している必要があります。パケットのチェックが成功した場合、パケットは通過で
きます。拒否されたパケットは、これら 2 つのチェックのいずれかで廃棄されます。
オプションの除外リストにある信用ソース MAC アドレスは、いつでも削除できます。MAC アドレ
スの削除により、以前信用されていたパケットは非信用ステータスに戻り、すべてのパケットが
Cisco CMTS の標準ソース確認チェックを受けます。
拡張ケーブル ソース確認 DHCP 機能およびその使用に関する一般的なガイドラインの詳細につい
ては、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『IP Address Verification for the Cisco uBR7200 Series Cable Router』
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1830/products_feature_guide09186a0080087b55.html

• 『Filtering Cable DHCP Lease Queries』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a008021b8fb.html

• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a008
0108e88.html
•

CABLE SECURITY『Cable Source-Verify and IP Address Security』White Paper
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk86/tk803/technologies_tech_note09186a00800a7828.shtml

統合 DHCP サーバ
このネットワーク管理機能は、統合 DHCP サーバにより、プロビジョニングを簡易化します。DHCP、
ToD、または TFTP サービスの設定については、Cisco.com の『Cisco Cable Modem Termination System
Feature Guide』の「Configuring DHCP, ToD, and TFTP Services」の章を参照してください。
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DOCSIS 1.0 機能のサポート
Cisco uBR10012 ルータおよび関連した Cisco IOS ソフトウェアは、DOCSIS 1.0 の複数の強化、拡張、
および機能をサポートします。
•

DOCSIS 1.0 BPI

•

DOCSIS 1.0 連結の変更

•

DOCSIS 1.0 コンフィギュレーション ファイルの設定

•

DOCSIS 1.0 CBR 拡張

•

DOCSIS 1.0 MAC ドライバ

•

DOCSIS 1.0 QoS のサポート

•

DOCSIS 1.0 ペイロードヘッダー抑制

•

DOCSIS 1.0 の SID 単位の帯域要求および認可カウンタ

•

DOCSIS 1.0 ケーブル モデム用 ERBA のサポート

DOCSIS QoS およびその他の DOCSIS 機能の設定については、Cisco.com の『DOCSIS 1.1 Feature
Module for the Cisco uBR7200 Routers』、または以下に示す DOCSIS 1.0 機能に関するその他の資料を
参照してください。

注意

DOCSIS 1.0 の拡張はすべて、これらの拡張をサポートしている CM または同等のデバイスが、ダ
イナミック MAC メッセージを使用してサービスを要求した場合に限り、アクティブになります。
ネットワーク内の CM がすべて DOCSIS 1.0 ベースの場合、CM は、CMTS から標準の DOCSIS 1.0
処理を提供されます。

DOCSIS 1.0 BPI
Cisco uBR10012 ルータ は、DOCSIS 1.0 BPI の仕様をフルサポートします。DOCSIS 1.0 対応の BPI
は、共有メディア ケーブル ネットワークでユーザ データのプライバシを保護し、ケーブル ネット
ワークにおける DOCSIS 準拠データ トランスポート サービスへの不正アクセスを防止します。BPI
は、CM と CMTS と の 間 の RF イ ン タ ー フ ェ イ ス で ト ラ フ ィ ッ ク を 暗 号 化 し、Authentication,
Authorization, Accounting（AAA; 認証、認可、アカウンティング）機能を組み込みます。
データ プライバシのレベルは、アナログモデム、Digital Subscriber Line（DSL; デジタル加入者線）
などの専用線ネットワーク アクセス サービスによって提供されるものとほぼ同等です。BPI はサー
ビスの基本的な保護を提供し、MAC アドレスによって一意に識別された CM が、アクセスを許可
されたサービスに限って、鍵情報を得られるようにします。

（注）

暗号化および復号化は、輸出ライセンスの規制対象になります。

BPI は、Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）
、トンネル、フィルタリング、ス
プーフィングに対する保護、および RF サブネットにソース IP フィルタリングを設定するコマンド
をサポートしているので、加入者が無効なソース IP アドレスを使用するのを防ぎます。
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（注）

Cisco IOS Release 12.2(8)BC1 以降のリリースを使用している場合、DOCSIS 1.0 BPI 仕様に対する最
新の変更に適合するためには、BPI 暗号化に登録しようとするすべての DOCSIS 1.0 CM の DOCSIS
コンフィギュレーション ファイルに Baseline Privacy Configuration Settings Option（Type 17）を設定
する必要があります。Type 17 オプションが設定されていないと、CMTS コンソールに [Unauthorized
SAID] の警告が表示され、その CM はオンラインになりません。
以前の Cisco IOS リリースの場合は、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに Type 17 オプショ
ンが設定されていなくても、DOCSIS 1.0 CM は BPI 暗号化に登録され、オンラインになります。た
だし、
DOCSIS BPI 仕様へのこの変更によって、Type 17 は BPI 動作の必須オプションとなりました。
この要件に関する詳細は、Cisco.com の TAC テクニカル ノートを参照してください
（http://www.cisco.com/warp/public/109/bpi_changes_23895.html）
。

DOCSIS 1.0 連結の変更
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco uBR10012 ルータ での DOCSIS 1.0 連結の変更機能に対す
るサポートが導入されています。この機能により、連結がアップストリーム チャネルでサポートさ
れている場合でも、DOCSIS 1.0 ケーブル モデムでの連結をディセーブルにすることができます。
DOCSIS 1.0 連結によって、ケーブル モデムは複数パケットに対するシングルタイム スライス要求
を作成して、すべてのパケットを単一の大きなバーストにしてアップストリーム上で送信すること
ができます。連結は、DOCSIS 1.0 + をサポートする以前の Cisco IOS リリースのアップストリーム
受信ドライバで導入されました。その後、Cisco IOS Release 12.1(4)CX では、連結アクティビティの
デバッグ用に SID 単位のカウンタが追加されました。
一部の状況では、DOCSIS 1.0 ケーブル モデムの連結を変更することが望ましく、Cisco IOS Release
12.3(13a)BC はいずれのオプションもサポートしています。

（注）

この機能により DOCSIS 1.0 連結がディセーブルになっている場合でも、DOCSIS 1.1 または
DOCSIS 2.0 に準拠しているケーブル モデムでは、連結はイネーブルのままです。

Cisco IOS Release 12.3(13a)BC 以降のリリースで DOCSIS 1.0 連結の変更をイネーブルにするには、
以前サポートされていた cable upstream <n> concatenation コマンドを特権 EXEC モードにして、新
しい docsis10 キーワードを使用します。
cable upstream <n> concatenation docsis10

シンタックスの説明

n

例

次の例は、Cisco uBR10012 ルータにおける DOCSIS 1.0 連結の変更を示しています。

アップストリーム ポート番号を指定します。有効な値は、ケーブル インターフェイ
ス ライン カードの最初のアップストリーム ポートを表す 0 で始まります。

Router# no cable upstream 0 concatenation docsis10

この例では、DOCSIS 1.0 ケーブル モデムは REG-RSP によりアップデートされるため、連結の使用
が許可されていません。
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このコマンドの詳細については、Cisco.com の『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』を
参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a008
0108e88.html

DOCSIS 1.0 コンフィギュレーション ファイルの設定
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルの詳細については、次のセクションを参照してくださ
い。
• 「DOCSIS 1.0 CBR 拡張」
（p.1-21）
• 「DOCSIS 1.0 トラフィック シェーピングおよびレート制限機能」（p.1-25）
• 「DOCSIS 1.1 の加入者管理」（p.1-41）
DOCSIS QoS およびその他の DOCSIS 機能の設定については、Cisco.com の『DOCSIS 1.1 Feature
Module for the Cisco uBR7200 Routers』、および以下に示されているその他の資料を参照してくださ
い。

DOCSIS 1.0 CBR 拡張
DOCSIS 1.0 へのこの拡張によって、プライオリティの高いトラフィックの処理が強化されます。
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルのフィールドを使用することにより、CM が音声 SID を
要求するときに、Cisco uBR10012 ルータ上の MAC スケジューラが、そのトラフィック フロー用の
アップストリームに一定間隔のスロットを設定します。CM はこれらのスロットを争奪する必要が
なくなり、Cisco uBR10012 ルータがスロットのタイミングを制御するので、潜在的な遅延やジッタ
を細かく制御できます。

DOCSIS 1.0 MAC ドライバ
DOCSIS 1.0 ドライバは、MAC サブレイヤおよび関連インターフェイスの CableLabs 仕様をサポー
トします。
「DOCSIS 1.0 の MAC 拡張 — 各 CM 単位のアップストリーム データ スループットの向
上」（p.1-22）を参照してください。

DOCSIS 1.0 QoS のサポート
Cisco uBR10012 ルータソフトウェアは DOCSIS 1.0 QoS をサポートします。これにより、データ パ
ケットを効率的にトラフィック クラスにマッピングするようにサービス レベルを定義できます。
このトラフィック クラスによって、どのようにネットワークリソースを割り当ておよび制御するか
が決まります。QoS を提供するには、IP および ATM コアネットワークの QoS 機能と、IP 優先順位
の Type of Service（ToS; サービス タイプ）ビットを組み合わせて使用します。
Cisco uBR10012 ルータソフトウェアは、サービスの差別化を実現するため、次のような QoS 定義
をサポートしています。
•

保証レート サービス キュー ― アップストリーム チャネルで、最小アップストリーム レート
が指定されているクラスに加入する CM からの帯域要求が保管されます。

•

ベストエフォート サービス キュー ― アップストリーム チャネルで、最小アップストリーム
レートが指定されていないクラスに加入する CM からの帯域要求が保管されます。

•

7 〜 0 のサービス プライオリティ ― 値が大きいほどサービスが向上します。

•

アップストリーム最大許容レート（bps）

•

ミニスロットのアップストリーム チャネル最大バースト
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•

アップストリーム最小予約レート（bps）

•

ダウンストリーム最大許容レート（bps）

DOCSIS QoS の機能および設定の詳細については、次の資料を参照してください。
• 『DOCSIS 1.1 Feature Module for the Cisco uBR7200 Routers』
• 『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』Release 12.2
• 『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command Reference』Release 12.2
DOCSIS 1.0 の MAC 拡張 — 各 CM 単位のアップストリーム データ スループットの向上
DOCSIS 1.0 は、階層構造のベストエフォート型サービスおよび CIR 型サービスをサポートしてい
ます。Cisco uBR10012 ルータ および CMTS では現在、プライオリティの高いトラフィックに関し
て MAC レベルのスケジューリングを動的に開始および終了し、使用する QoS パラメータを正確に
指定することができます。
DOCSIS 1.0 では、CM はアップストリーム方向に送信するパケットごとに、アップストリーム帯域
幅（コンテンションまたはピギーバックのミニスロット認可）を明示的に要求します。これにより、
ケーブルシステム上で各パケットの「要求 / 認可」往復遅延が発生し、CM が得ることのできるアッ
プストリーム最大データスループットが制限されます。このケーブルモデム単位のアップストリー
ム スループットを向上させるため、Cisco uBR10012 ルータのソフトウェアが拡張されました。
CMTS では現在、同一 CM からの複数の MAC フレームの連結バーストを受信することができます。

（注）

CMTS および CM の両方が、この機能をサポートしている必要があります。

ToS による DOCSIS 1.0 ダウンストリーム レート シェーピング
この機能を使用すると、TCP 関連のタイムアウトや再送信を実行せずに、伝送レートを超えたケー
ブル インターフェイスへのダウンストリーム認可のバッファリングをサポートします。この機能
は、IP ヘッダーの ToS フィールドの 3 つの優先順位ビットを使用して、各パケットにサービスクラ
スを割り当てます。
IP 優先順位ビットが設定されたパケットには、高いプライオリティが与えられます。これにより、
CMTS 管理者は、CM ベースごとのデータレートを設定したり、特定のフローのデータレートを計
算することができます。
IP 優先順位準拠のダウンストリーム レート制限
DOCSIS 1.0 は、SID に基づいて QoS を提供します。各 QoS プロファイルがパラメータとしてダウ
ンストリームの最大レートを伝達し、この値に基づいて、ダウンストリームでピークレート制限や
トラフィック シェーピングが実行されます。特定の CM でプライオリティの高いトラフィックと
データが一緒に処理されると、レートを超過した分のデータパケットがシャットダウンされたり、
プライオリティの高いパケットが遅れたりして、品質が低下することがあります。IP 優先順位ビッ
トに基づいてトラフィックを分離すれば、トラフィック ストリームに対して個別のレート制限を適
用できます。

DOCSIS 1.0 のダウンストリーム信号テストコマンド
cable downstream if-output コマンドにいくつかのテスト機能が加えられ、ダウンストリーム イン
ターフェイス上でテスト信号を生成できるように、次のオプションが追加されました。
•

cable downstream if-output prbs ― ダウンストリーム インターフェイスをシャットダウンし、
Pseudo Random Bit Stream（PRBS; 疑似ランダム ビット ストリーム）テスト信号を出力します。
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•

（注）

cable downstream if-output continuous wave ― ダウンストリーム インターフェイスをシャットダ
ウンし、変調されていないキャリア信号を出力します。

以前の cable downstream if-output コマンドに変更はなく、引き続き、標準の変調信号を出力しま
す。no cable downstream if-output コマンドも変更されていません。すべての信号出力を停止して、
インターフェイスをシャットダウンします。

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。
低 SNR 障害に関する DOCSIS 1.0 モデムパワー拡張調整
この機能によって、CM が逆方向の電力調整を頻繁に必要とする場合に Cisco uBR10012 ルータによ
る調整が可能となります。この状況では、修正のたびに大幅な電力調整を行う代わりに、管理者は
修正の平均値を計算してから電力を調整するように、Cisco uBR10012 ルータを設定できます。
•

cable upstream power-adjust threshold ― このコマンドは 0 〜 10 dB レンジを受け付けるように
なりました（従来のレンジは 0 〜 2 dB）

•

cable upstream power-adjust noise % of power adjustment ― このコマンドは、特定のアップスト
リームに関するスレッシュホールド値（%）を設定し、標準電力調整方式とノイズ電力調整方
式とを切り替えます。

ノイズ電力調整方式では、平均を算出するアルゴリズムを使用してから、修正を送信します。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。
DOCSIS 1.0 マルチ SID のサポート
この機能によって、Cisco uBR10012 ルータは、アップストリーム上の複数の SID 定義をサポートで
きます。ケーブル インターフェイスごとに複数のサービスクラスを設定できるので、必要に応じ
て、高いプライオリティを設定できます。

（注）

•

プライオリティの高いトラフィックには、QoS の高い Committed Information Rate（CIR; 設定情
報速度）セカンダリ SID が割り当てられ、データトラフィックにはベストエフォート ベースの
プライマリ SID が割り当てられます。

•

プライオリティの高いトラフィックに上位の QoS CIR 型クラスを提供するように、セカンダリ
SID を定義できます。これらのクラスには、ゼロ以外の最小予約レート（CIR タイプ サービス）
が設定されます。したがって、これらの SID はアップストリームの階層ベストエフォート型
データ SID よりも、CMTS において優先的に処理されます。

ベストエフォート型サービスは、チャネル上で最小アップストリーム レートが指定されていない
要求を処理します。CMTS は、プライマリ SID とセカンダリ SID を個別に処理し、認可を発行しま
す。CM の各 SID には、個別のステートマシンを設定します。各 SID のチャネルアクセスは、他の
SID と無関係に実行されます。

•

ケーブルモデムが開始するダイナミック MAC メッセージ ― Dynamic Service Addition
（DSA; ダ
イナミック サービス追加）および Dynamic Service Deletion（DSD; ダイナミック サービス削除）。
これらのメッセージにより、実行時にダイナミック SID を作成および削除できます。

•

アップストリーム上の非送信請求の許可サービス（CBR スケジューリング） ― たとえば、
Cisco uBR924 ケーブル アクセス ルータからのアップストリーム パケットに、より高品質の
チャネルが割り当てられます。
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注意

プライオリティの高いトラフィックを確実に伝送するには、複数の SID が必要になりま
す。各ケーブル インターフェイスに最低 2 つの SID を設定し、プライオリティの高いト
ラフィックとデータトラフィックを分離します。DOCSIS 1.0 では、SID は静的に設定さ
れます。DOCSIS 1.0 の拡張または DOCSIS 1.1 をサポートしている場合、静的または動的
のいずれかに SID を設定できます。CMTS と CM の両方が、このフィーチャ セットをサ
ポートしている必要があります。

DOCSIS 1.0 QoS プロファイルの強制適用
QoS プロファイルの強制適用によって、CMTS 定義 QoS プロファイルを使用したレジストレーショ
ンの実行時に、ケーブル インターフェイスのプロビジョニング済みサービスクラスを書き換えるこ
とができます。この機能がイネーブルに設定されている場合、CMTS は登録する各 CM に、CMTS
管理者が設定したデフォルトの DOCSIS 1.0 サービスクラスをプロビジョニングします。
管理者が定義したサービスクラスが、CMTS に登録しようとする CM に強制適用されます。サービ
スクラスには、アップストリームまたはダウンストリームのレート制限はありません。
CM は、アップストリーム データを送信する場合、独自のレート ポリシング アルゴリズムがある
ので、パケットのスロットリングまたは廃棄のない帯域要求を出します。CMTS は、オペレータに
よって強制適用された QoS プロファイルに基づいて、トラフィック シェーピングを行います。

（注）

デフォルトでは、ケーブル インターフェイスに特定の QoS プロファイルが強制的に適用されるこ
とはありません。ケーブル インターフェイスに割り当てられる QoS プロファイルは、ケーブ イン
ターフェイスの DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに設定されている Class of Service（CoS;
サービス クラス）パラメータによって異なります。

DOCSIS 1.0 RFC 2233（RF インターフェイス MIB）サポート
Cisco uBR10012 ルータは、RFC 2233 の DOCSIS OSSI 必須オブジェクトをサポートします。
DOCSIS 1.0 サービス クラス プロファイル
Cisco uBR10012 ルータでは、次の特性を持つ複数のサービス クラス プロファイルを作成すること
ができます。
•

特定の QoS プロファイル番号

•

トラフィック プライオリティ（7、6、5、4、3、2、1、0）
、7 が最も高いプライオリティ

•

アップストリーム最大および保証伝送レート（bps）

•

アップストリーム最大チャネル バースト（ミニスロット）

•

アップストリーム最小レート（bps）

•

ダウンストリーム最大レート（bps）

•

最大送信バースト長

•

ToS 上書きバイト

上記のサービス クラス プロファイルを使用して、アップストリーム チャネル上のアップストリー
ム最小レートのクラスに加入する CM からの帯域要求を保管する保証レートサービスキュー、およ
びアップストリーム チャネル上のアップストリーム最小レート以外のクラスに加入する CM 用の
ベストエフォート型サービス キューを定義することができます。
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Cisco uBR10012 ルータにより、各 CM の複数のサービスクラスおよびダイナミック SID がサポート
されます。これにより、Cisco uBR10012 ルータで、サービフローを動的に割り当ておよび削除する
ことができます。
CMTS はさらに、レート制限が不適切な CM からの干渉を無効にするために、QoS プロファイルの
強制適用をサポートしています。CMTS のシステム管理者は、デフォルトの DOCSIS 1.0 サービス
クラスを割り当てることによって、モデム上の既存のサービスクラスを変更することができます。
CMTS は、管理者が強制適用する QoS プロファイルに基づいて、トラフィック シェーピングを実
行できます。

DOCSIS 1.0 トラフィック シェーピングおよびレート制限機能
トラフィック シェーピングにより、HFC ネットワーク上のホストにデータが再送信される可能性
が少なくなるので、帯域幅を節約できます。トラフィック シェーピングを使用しなかった場合、
Cisco IOS Release 12.2XF ソフトウェアは、設定されたアップストリームピーク伝送レートを超過し
ている CM からの帯域要求をドロップします。レートを超過しているケーブル インターフェイスか
らの帯域要求（およびそれに伴うアップストリーム パケット）をドロップすると、TCP 関連タイム
アウトによって、情報を送信しているホストがその情報を再送信することになります。
Cisco IOS Release 12.2XF は、次のトラフィック シェーピング機能をサポートしています。
•

ダウンストリーム レート制限 ― TCP 関連のタイムアウトおよび再送信を実行せずに、レート
を超過した CM へのダウンストリーム認可をバッファリングできます。ダウンストリーム レー
ト シェーピングを使用すると、IP ヘッダーの ToS バイトのうち、3 つの優先順位ビットを使用
して各パケットのサービスクラス割り当てを指定することにより、CM のダウンストリーム ト
ラフィックを複数のサービスクラスおよび複数のデータ レートに分割できます。ToS フィール
ドで IP 優先順位ビットが設定されたパケットには、高いプライオリティが適用されます。
ToS バイトを使用することにより、管理者は、CM 単位で設定されたデータ レートのほかに、
特定のフローのデータ レートを計算できます。特定の ToS に最大データ レートを指定すると、
共通のダウンストリーム最大データ レートを変更できます。

（注）

ToS バイトにダウンストリーム データ レートが設定されていないパケットには、標準のデータ
レート制限が適用されます。

•

アップストリーム レート制限 ― TCP 関連のタイムアウトおよび再送信を実行せずに、レート
を超過した CM からのアップストリーム帯域要求をバッファに保管できます。その結果、CMTS
は、加入者 CPE の全体的な TCP パフォーマンスを下げずに、各 CM のアップストリーム最大
レートを適用できます。アップストリーム認可シェーピングは、ケーブル インターフェイス
（SID）ごとに設定できます。
シェーピングを使用するトークンバケット ポリシングは、CMTS で設定するアップストリーム
単位のデフォルトレート制限です。シェーピングは、トークンバケット アルゴリズムでイネー
ブルまたはディセーブルに設定できます。
アップストリーム トラフィック シェーピングは、アップストリーム パケットのスケジューリ
ングを遅らせます。そのため、パケットは、ドロップされるのではなく、ケーブル CPE デバイ
ス上のバッファに保管されます。TCP/IP スタックは、アプリケーション トラフィックと適切
に速度を合わせ、加入者の定義済み QoS レベルに相当するスループットを達成します。
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DOCSIS 1.0 ペイロードヘッダー抑制
Payload Header Suppression（PHS; ペイロード ヘッダー抑制）は、アップストリームおよびダウンス
トリームの両方のトラフィック フローで不要なパケット ヘッダーを抑制することで、リンクレイ
ヤの帯域幅を節約します。設定については、
「ペイロード ヘッダーの抑制および復元の設定」
（p.3-32）
を参照してください。

DOCSIS 1.0 の SID 単位の帯域要求および認可カウンタ
この機能により、SID 単位での帯域要求および認可ができるので、プライオリティの高いトラフィッ
クの制御が向上します。プロファイルをカスタマイズし、提供するサービスに合わせ、加入者サイ
トで必要なパラメータをスケジューリングできます。
また、show interface cx/y/z sid counter コマンド には、次の情報が表示される verbose オプションが
あります。
•

指定されたケーブル インターフェイスで特定の SID から Cisco uBR10012 ルータが正常に受信
した帯域要求の数

•

特定の SID に対して Cisco uBR10012 ルータが発行した認可の数

DOCSIS 1.0 ToS の変更
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC2 では、DOCSIS 1.0 ToS の変更に対するサポートを導入しています。
現在では、ToS を変更するにはスタティック ケーブル QoS プロファイルの作成が必要であり、こ
れらのプロファイルは、ToS フィールドに割り当てられます。この実装は、いくつかの異なるサー
ビス タイプを提供するだけで十分に機能します。ただし、多数のサービス タイプが提供された場
合、スケーラビリティの問題が発生し、各タイプで ToS の変更を行うためにスタティック QoS プ
ロファイルが必要になります。
デフォルト DOCSIS 1.0 ToS 変更機能では、DOCSIS 1.0 ケーブル モデム（CM）が作成したすべて
のプロファイルを自動的にデフォルト ToS 変更に制限することにより、ToS の変更を行うために複
数の QoS プロファイルを作成する必要がなくなります。

DOCSIS 1.0 ケーブル モデム用 ERBA のサポート
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、DOCSIS 1.0 ケーブル モデムおよび Cisco uBR10012 ルータ用の
Enhanced Rate Bandwidth Allocation（ERBA）のサポートが導入されています。ERBA により、DOCSIS
1.0 モデムは、一時的な伝送レートを短期間でフルラインレートまで上昇させることができます。こ
の機能により、インターネット ダウンロードのような瞬間的な帯域幅要求に、より高い帯域幅を提
供できますが、QoS プロファイルの既存のサービス レベルは変更する必要がありません。
この機能により MSO は、Cisco CMTS で変更した DOCSIS 1.1 QoS プロファイル パラメータにマッ
ピングすることにより、DOCSIS 1.0 ケーブル モデムのバースト伝送を設定できます。DOCSIS 1.0
ケーブル モデムは、一致する QoS プロファイルに登録する場合、DOCSIS 1.0 のパラメータが必要
です。この機能により最大ダウンストリーム ラインレートがイネーブルになり、ERBA の設定は、
対応する QoS プロファイルに登録されるすべてのケーブル モデムに適用されます。

（注）

QoS 定義は、この機能をサポートするために、あらかじめ Cisco CMTS ヘッドエンドに存在してい
る必要があります。
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DOCSIS 1.0 ケーブル モデム の ERBA は、Cisco IOS Release 12.3(13a)BC におけるこれらの新規また
は拡張のコマンドまたはキーワードでサポートしています。
•

cable qos pro max-ds-burst burst-size

•

show cable qos profile n [verbose]

DOCSIS 1.0 ケーブル モデムのダウンストリームで ERBA を定義するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで cable qos promax-ds-burst コマンドを使用します。この ERBA 設定を QoS
プロファイルから削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable qos pro max-ds-burst burst-size
no cable qos pro max-ds-burst

シンタックスの説明

burst-size

QoS プロファイルのダウンストリーム バースト サイズ（バイト）

Cisco CMTS での DOCSIS 1.0 ケーブル モデムと QoS プロファイルに適用される ERBA 設定を表示
するには、特権 EXEC モードで show cable qos profile コマンドを使用します。
次のグローバル コンフィギュレーション モードでの cable qos profile コマンドの例は、cable qos
profile コマンドへの変更を示しています。説明のために、ERBA 機能に関連するフィールドを太字
で示します。
Router(config)# cable qos pro 10 ?
grant-interval
Grant interval
grant-size
Grant size
guaranteed-upstream Guaranteed Upstream
max-burst
Max Upstream Tx Burst
max-ds-burst
Max Downstream Tx burst (cisco specific)
max-downstream
Max Downstream
max-upstream
Max Upstream
name
QoS Profile name string (cisco specific)
priority
Priority
privacy
Cable Baseline Privacy Enable
tos-overwrite
Overwrite TOS byte by setting mask bits to value

次の show cable qos profile コマンドの例は、最大ダウンストリーム バーストが定義され、管理作成
された QoS プロファイルであることを示しています。
Router# show cable
ID Prio Max
upstream
bandwidth
1
0
0
2
0
64000
3
7
31200
4
7
87200
6
1
90000
10 1
90000
50 0
0
51 0
0

qos pro
Guarantee
upstream
bandwidth
0
0
31200
87200
0
0
0
0

Max
downstream
bandwidth
0
1000000
0
0
90000
90000
96000
97000

Max
tx
burst
0
0
0
0
1522
1522
0
0

TOS TOS
Create
mask value by
0xFF
0xFF
0xFF
0xFF
0xFF
0x1
0xFF
0xFF

0x0
0x0
0x0
0x0
0x0
0xA0
0x0
0x0

B
priv
enab
cmts(r) no
cmts(r) no
cmts
yes
cmts
yes
mgmt
yes
mgmt
no
mgmt
no
mgmt
no

IP prec.
rate
enab
no
no
no
no
no
no
no
no
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次の例は、
特権 EXEC モードでの show cable qos prof verbose コマンドによるサンプル QoS プロファ
イル 10 の最大ダウンストリーム バースト サイズを示しています。
Router# show cable qos pro 10 ver
Profile Index
10
Name
Upstream Traffic Priority
1
Upstream Maximum Rate (bps)
90000
Upstream Guaranteed Rate (bps)
0
Unsolicited Grant Size (bytes)
0
Unsolicited Grant Interval (usecs)
0
Upstream Maximum Transmit Burst (bytes) 1522
Downstreamam Maximum Transmit Burst (bytes) 100000
IP Type of Service Overwrite Mask
0x1
IP Type of Service Overwrite Value
0xA0
Downstream Maximum Rate (bps)
90000
Created By
mgmt
Baseline Privacy Enabled
no

使用上のガイドライン

Cisco CMTS の既存の QoS プロファイルの 1 つに一致する QoS プロファイルにケーブル モデムが登
録されると、デフォルト DOCSIS QoS プロファイルの 1522 の代わりに、そのプロファイルに定義
された最大ダウンストリーム バースト サイズが使用されます。
たとえば、前述の例における QoS プロファイル 10 に一致する DOCSIS 1.0 の設定は、次のようにな
ります。
03 (Net Access Control)

= 1

04 (Class of Service Encodings Block)
S01 (Class ID)
= 1
S02 (Maximum DS rate)
= 90000
S03 (Maximum US rate)
= 90000
S06 (US burst)
= 1522
S04 (US Channel Priority)
= 1
S07 (Privacy Enable)
= 0

最大ダウンストリーム バースト サイズ（および ToS の変更値）は、DOCSIS で定義されないため、
QoS 設定ファイルでは明示的に定義されていません。ただし、この例ではほかのすべてのパラメー
タがプロファイル 10 と完全に一致するため、これらの QoS パラメータに登録される任意のケーブ
ル モデムでは、最大 100000 バイトのダウンストリーム バーストが適用されます。
さらに詳しく説明するために、パケットが 100 パケット / 秒（pps）で 1000 バイトの長さに設定さ
れているシナリオを想定します。合計レートは、1000、100、および 8 または 800 kbps を掛けた合
計になります。
これらの設定を変更するには、異なるダウンストリーム QoS 設定をもつ任意の 2 つ以上のトラ
フィック プロファイルを定義します。表 1-6 に、
このような QoS プロファイルの例を 2 つ示します。
表 1-6

異なる ERBA（最大ダウンストリーム）設定をもつサンプル QoS プロファイル

QoS プロファイル設定

QoS プロファイル 101

QoS プロファイル 102

最大ダウンストリーム伝送バースト（バイト） max-burst 4000

max-burst 4000

最大ダウンストリーム バースト（bps）

max-ds-burst 20000

max-ds-burst 5000

最大ダウンストリーム帯域幅

max-downstream 100

max-downstream 100

この設定例では、両方の QoS プロファイルは、max-ds-burst のサイズ（QoS プロファイル 101 では
20000、QoS プロファイル 102 では 5000 に設定）を除いて同じです。
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DOCSIS 1.0 ダウンストリーム パワーバーストの最適な設定
DOCSIS により、各サービス フローにトークン バケットのバースト サイズを含む異なるトークン
バケット パラメータを設定できます。バースト サイズが 0 により近い場合、QoS はより厳密に実
行され、ネットワーク リソースの共有が予測しやすくなり、ネットワーク計画がさらに容易になり
ます。
バースト サイズがより大きい場合、遅延の変動も大きくなる可能性はありますが、個々のフローは
情報をより速く（より小さい遅延で）伝送できます。
個々のフローでは、バースト サイズが大きい方が好都合である可能性があります。システムが輻輳
していない限り、バースト サイズが大きい場合には各バーストが伝送するのにかかる時間が少なく
なるため、同時に 2 つのフローが伝送する機会は少なくなります。ただし、チャネル帯域幅の使用
量が増大するため、大きいバースト トラフィックはバッファの深さのしきい値を超える可能性があ
り、遅延はよい形態のトラフィックよりも長くなります。
cable qos profile コマンドと QoS プロファイルの設定の詳細については、Cisco.com の次のマニュア
ルを参照してください。
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a008
0108e88.html
• 『Configuring DOCSIS 1.1 on the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
57f.html

DOCSIS 1.0+ 機能のサポート
DOCSIS 1.0+ の拡張は、音声コールなどのリアルタイム トラフィックの処理に関する DOCSIS 1.0
の制限に対応するために、DOCSIS 1.1 に要求されていた重要な QoS 拡張を提供します。特に
DOCSIS 1.0+ の拡張により、DOCSIS リンクでの基本的な Voice-over IP（VoIP）サービスが可能と
なります。
Cisco DOCSIS 1.0+ の拡張には、次の DOCSIS 1.1 機能が組み込まれています。
•

各 CM に複数の SID ― 音声とデータのトラフィックに個別のサービス フローを構築します。こ
れによって、CMTS および CM は、音声トラフィックに高いプライオリティを与えることがで
き、データ トラフィックが音声コールの品質に影響を与えないようにします。

•

CM が開始するダイナミック MAC メッセージ ― DSA および DSD。
これらのメッセージによっ
て、オン デマンドでダイナミック SID を作成および削除できるので、音声コールに必要な帯域
幅をコールの発生時に割り当てることができ、コールが終了したときに他の用途に解放するこ
とができます。

•

アップストリーム上の非送信請求の許可サービス（CBR スケジューリング） ― Cisco uBR924
ケーブル アクセス ルータなどの Integrated Telephony CM（ITCM）から送られたアップストリー
ム VoIP パケットに、より高品質のチャネルを提供できます。

•

パケット内の IP 優先順位値に基づき、所定の CM に個別のダウンストリーム レートを設定す
る能力。これによって、同一の ITCM に向かう音声シグナリングとデータトラフィックが分離
され、レートシェーピングの目的に対応するようになります。

•

連結によって、CM は、それぞれに個別の許可要求を行うのではなく、複数のパケットを 1 つ
の大きなバーストで送信できます。
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注意

DOCSIS 1.0 の拡張はいずれも、これらの拡張をサポートする CM（Cisco uBR924 ケーブル アクセ
ス ルータなど）および CMTS（Cisco uBR10012 ルータ）を使用する場合に限り、利用できます。
CM は、
ダイナミック MAC メッセージを送信することによって拡張の使用をアクティブにします。
DOCSIS 1.0 CM は、引き続き CMTS からの DOCSIS 1.0 処理を受信します。

DOCSIS 1.1 機能のサポート
DOCSIS 1.1 は、ケーブル ネットワーク用の初期の DOCSIS 1.0 標準における最初の大きなリビジョ
ンです。初期の標準は同軸ケーブル ネットワークでの高品質のデータ トラフィックを提供しまし
たが、音声やビデオなどのリアルタイム トラフィックの需要が増大したため、DOCSIS の仕様に多
数の変更が必要となりました。

（注）

このマニュアルの発行時には、DOCSIS 1.1 仕様の作業はまだ完了していませんでした。このマニュ
アルに記載されているのは、DOCSIS 1.1 仕様 SP-RFIv1.1-IO3-991105 です。DOCSIS 1.1 の現在の状
況については CableLabs の Web サイト（http://www.cablelabs.com）を参照してください。

ここでは、Cisco uBR10012 ルータでサポートされている主要な拡張について説明します。
•

DOCSIS 1.1 BPI+ 機能

•

DOCSIS BPI+ の複数のルート証明書のサポート

•

DOCSIS 1.1 CM の互換性

•

DOCSIS 1.1 の CM データベース マネージャ

•

DOCSIS 1.1 連結のサポート
− DOCSIS 1.0 連結の変更 も参照してください。

•

DOCSIS 1.1 CPE コンフィギュレータ

•

DOCSIS 1.1 ダウンストリーム パケット分類子

•

DOCSIS 1.1 ダウンストリーム パケット スケジューラ

•

DOCSIS 1.1 ダイナミック MAC メッセージ

•

DOCSIS 1.1 拡張レジストレーション

•

DOCSIS 1.1 のフラグメンテーションおよびリアセンブリ

•

DOCSIS 1.1 のレイヤ 2 フラグメンテーション

•

DOCSIS 1.1 MAC スケジューラ

•

DOCSIS 1.1 のペイロードヘッダー抑制および復元

•

DOCSIS 1.1 QoS のサポート

•

DOCSIS 1.1 レート制限およびトラフィック シェーピング

•

DOCSIS 1.1 サービス フロー マネージャ

•

DOCSIS 1.1 サービス テンプレートとクラス マネージャ

•

DOCSIS 1.1 のソフトウェア インフラストラクチャ

•

DOCSIS 1.1 の加入者管理

•

DOCSIS 1.1 のタイム スロット スケジューリング

•

DOCSIS 1.1 TLV パーサーおよびエンコーダ

•

DOCSIS 1.1 のトークン バケット レート シェーピング

•

DOCSIS 1.1 の双方向インターオペラビリティ

•

オプションのアップストリーム スケジューラ モード
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DOCSIS 1.1 BPI+ 機能
DOCSIS 1.1 では、BPI+ によって DOCSIS 1.0 BPI セキュリティ機能が強化されています。次のよう
な機能があります。

（注）

•

Pkcs#1 バージョン 2.0 暗号化による 1024 ビット公開鍵

•

加入者が無効なソース IP を使用しないようにするため、RF サブネットに対してソース IP フィ
ルタリングを設定するコマンド

•

機密保護されたユーザ識別と認証を実現するデジタル証明書

•

フィルタリング

•

IP セキュリティ ACL のサポート

•

最も機密性の高いアプリケーションに適した 168 ビット 3DES（トリプル DES）による鍵暗号化

•

マルチキャスト サポート

•

スプーフィング防止

•

安全なソフトウェア ダウンロード ― サービス プロバイダーは、傍受、妨害、改ざんを心配す
ることなく、CM のソフトウェアをリモートからアップグレードできます。

•

トンネル

BPI+ は『Baseline Privacy Interface Plus Specification』（BPI+_I06-001215）に規定されています。こ
れは PDF フォーマットで CableLabs（http://www.cablemodem.com）から入手できます。

関連情報
DOCSIS 仕様の違いについての詳細は、Cisco.com の『DOCSIS 1.1 for Cisco uBR7200 Series Universal
Broadband Routers』フィーチャ モジュールを参照してください。
40 ビットおよび 56 ビット ベースライン プライバシ DES
Cisco uBR10012 ルータは、40 ビットおよび 56 ビットの暗号化 / 復号化をサポートしています。暗
号化 / 復号化をイネーブルにした場合、デフォルトでは 56 ビットが設定されます。必要に応じて、
Cisco uBR10012 ルータで 40 ビット Data Encryption Standard（DES; データ暗号規格）鍵を生成でき
ます。この場合、生成され元に戻される DES 鍵によって、56 ビット鍵の最初の 16 ビットがソフト
ウェア内でゼロとしてマスクされます。

（注）

CM と CMTS の両方が、BPI+ 暗号化および認証をサポートしてイネーブルにする必要があります。
また、CM には、DOCSIS 1.1 および BPI 仕様に適合したデジタル証明書が搭載されていなければな
りません。

アクセス リスト（モデム単位およびホスト単位）
モデム単位およびホスト単位のアクセスリストにより、Cisco uBR10012 ルータは、送信元 MAC ま
たは IP アドレスに基づいて、個々のホストまたはケーブル インターフェイスからの着信パケット
をフィルタリングできます。したがって、インターフェイス単位またはアドレス単位でアクセスリ
ストを指定できます。
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CLI を使用し、Cisco IOS の標準的なアクセスリストおよびアクセスグループ設定手順に従うことに
より、フィルタを前もって設定しておくことができます。さらに、CLI または SNMP を使用して、
ユーザまたはモデムにこれらのフィルタを割り当てることができます。この機能は、モデムのオン
ライン / オフラインステータスを、CMTS に通知するトラップもサポートします。
Cisco uBR10012 ルータでサポートされるアクセス リスト
Cisco uBR10012 ルータの Parallel eXpress Forwarding（PXF）プロセッサでは、アクセス リストが設
定されていればすべてのアクセス リストを自動的にコンパイルすることにより、デフォルトで
Turbo ACL のパフォーマンスを向上させます。
access-list compiled コマンドを使用して、Turbo ACL 機能をイネーブルにする必要はありません。ア
クセス リストを表示するには、compiled オプションを指定せずに show access-lists コマンドを使用
します。
アクセス リストの詳細については、次の URL にある『Cisco IOS Release 12.1 Security Configuration
Guide』の「Traffic Filtering and Firewall」を参照してください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121cgcr/secur_c/scprt3/index.htm
認証
DOCSIS 1.1 は、X.509 デジタル証明書と 3DES 鍵暗号化によって高度な認証とセキュリティをサ
ポートします。

Cisco IOS ファイアウォール
Cisco uBR10012 ルータは、Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）および
ファイアウォール機能をサポートしています。NAT についての詳細資料は、オンラインで
http://www.cisco.com から入手することができます。
CM およびホストのサブネットアドレス指定
こ の 機 能 に よ り、Cisco uBR10012 ル ー タ は、リ レ ー IP ア ド レ ス で DHCPDISCOVER お よ び
DHCPREQUEST パケットの GIADDR フィールドを操作してから、DHCP サーバにそれらのパケッ
トを転送できます。送信元が CM なのかホストなのかに基づいて GIADDR フィールドを変更する
ことによって、Cisco uBR10012 ルータは、サーバが要求側クライアントにアドレスを割り当てる場
所（どの IP サブネット上か）について、DHCP サーバに手がかりを与えることができます。
アップストリーム アドレスの検証
この機能により、IP アドレスのスプーフィングが防止されます。管理者は CLI から特定のケーブル
インターフェイスの IP/MAC アドレスを調べたり、SID 番号により、ケーブル インターフェイスの
MAC テーブルで学習された全デバイスの IP/MAC アドレスを表示したりできます。
CMTS は、CM の MAC アドレスに照らし合わせて送信元 IP アドレスを検証します。CM と PC の
IP アドレスを検証することで、SID および MAC アドレスが整合するようにします。ケーブル イン
ターフェイスに接続している PC には、DHCP サーバから IP アドレスが割り当てられます。別の PC
またはケーブル インターフェイス上のユーザが同じ IP アドレスを PC に静的に割り当てた場合、
Cisco uBR10012 ルータがそのことを報告します。管理者は、カスタマーデータベースを使用するこ
とによりスプーフィングしている CM および PC を相互参照し、それ以上使用されないようにでき
ます。
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（注）

cable source-verify [dhcp]（ケーブル インターフェイス用）コマンドを使用すると、DHCP リース
クエリ要求を送信し、アップストリーム データ パケットで検出された未知の送信元 IP アドレスを
調べるように指定できます。アップストリーム アドレス検証には、新しい LEASEQUERY メッセー
ジ タ イ プ を サ ポ ー ト す る DHCP サ ー バ が 必 要 で す。Cisco ネ ッ ト ワ ー ク レ ジ ス ト ラ は、
Cisco IOS Release 3.01(T) 以降のリリースで、LEASEQUERY メッセージタイプをサポートします。

設定については、
「CM アップストリーム アドレス検証のアクティブ化」
（p.4-6）を参照してくださ
い。

DOCSIS BPI+ の複数のルート証明書のサポート
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco CMTS での BPI+ による複数の DOCSIS ルート証明書に対
するサポートが導入されています。この機能によって、Cisco CMTS は、北米または欧州のケーブ
ル モデムを次の実装ガイドラインによりサポートすることができます。
•

北米のルート証明書から欧州のルート証明書に変更する必要がある場合またはその逆の場合、
Cisco CMTS で既存のルート証明書を変更し、reload または restart コマンドを使用して Cisco
CMTS をリロードする必要があります。

•

Cisco uBR10-MC5X20S/U ブロードバンド プロセッシング エンジン（BPE）は、北米と欧州の
両方のルート証明書を同時にサポートしており、ルート証明書の同時サポートがこの場合の要
件となります。

DOCSIS 1.1 CM の互換性
DOCSIS 1.1 CM は、同一ネットワーク内で DOCSIS 1.0 および 1.0+ CM と共存できます。Cisco
uBR10012 ルータは、各 CM に適したサービスレベルを提供します。設定の詳細については、第 3
章「Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェイス機能の設定」を参照してください。

DOCSIS 1.1 の CM データベース マネージャ
CM データベース マネージャは新しいソフトウェア モジュールで、CMTS の CM 情報を管理しま
す。このモジュールに問い合わせを行って、単一の CM（または CM グループ）に関する情報を収
集できます。show cable modem コマンドの使用によって、出力される CM 単位でメンテナンスされ
ている情報には、DOCSIS MAC 機能、カウンタ、エラー、QoS の設定、MAC ステート、接続統計
情報などがあります。

シンタックスの説明

コマンド

目的

show cable modem [ip-address | interface |
mac-address] [options]

登録 / 未登録 CM の情報を表示します。

ip-address

表示する特定モデムの IP アドレスを特定します。

interface

特定の CMTS ケーブル インターフェイス上の CM をすべて表示します。

mac-address

表示する特定 CM の IP アドレスを特定します。

さらにコマンド オプションがいくつかあります。Cisco.com で『Cisco Broadband Cable Command
Reference Guide』を参照してください。
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例

Router# show cable modem
MAC Address
IP Address

I/F

0050.04f9.edf6
0050.04f9.efa0
0030.d002.41f5
0030.d002.4177
0030.d002.3f03
0050.04f9.ee24
0030.d002.3efd
0030.d002.41f7
0050.04f9.eb82
0050.f112.3327
0030.d002.3f8f
0001.64f9.1fb9
0030.d002.417b
0090.9600.6f7d
0010.9501.ccbb

C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0

10.44.51.49
10.44.51.48
10.44.51.147
10.44.51.106
10.44.51.145
10.44.51.45
10.44.51.143
10.44.51.140
10.44.51.53
10.44.51.154
10.44.51.141
10.44.51.55
10.44.51.146
10.44.51.73
10.44.51.123

MAC
State
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online

Prim RxPwr
Sid (db)
1
-0.50
2
-0.50
3
-0.25
4
-0.50
5
0.25
6
-1.00
7
-0.25
8
0.00
9
-0.50
10 0.25
11 0.00
12 0.00
13 0.50
14 0.00
15 0.25

Timing
Offset
3757
3757
3829
3798
3827
3757
3827
3814
3756
3792
3806
4483
3812
4071
3691

Num
CPEs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BPI
Enbld
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

DOCSIS 1.1 連結のサポート
連結によって、CM は複数パケットに対するタイム スライス要求を作成して、すべてのパケットを
単一の大きなバーストにしてアップストリーム上で送信することができます。これは、各フレーム
について許可要求を行うのとは対照的です。連結は、DOCSIS1.0+ リリースのアップストリーム受
信ドライバで導入されました。Cisco IOS Release12.2XF では、現在連結アクティビィティのデバッ
グ用に SID 単位のカウンタが追加されています。
「DOCSIS 1.0 連結の変更」（p.1-20）も参照してください。
1 つのパケットに複数のアップストリーム パケットを結合することで、パケット オーバヘッドおよ
び全体的な待ち時間が削減され、伝送効率が向上します。連結を使用すると、CM は、パケットご
とに異なる帯域要求を行うのではなく、連結されたパケット用に帯域要求を 1 回行うだけですみま
す。この技法は、リアルタイム トラフィックに特に有効です。

ヒント

連結がサポートされるのは、DOCSIS 1.0 拡張の一部として連結をサポートしている CM に限られま
す。show controller コマンドの結果には、連結がインターフェイス上でイネーブルになっているか
どうかが示されます。
デフォルトでは、現在のケーブル インターフェイス ライン カードに対して連結がイネーブルに設
定されていますが、Cisco IOS の no cable upstream number concatenation インターフェイス コマン
ドによってディセーブルにすることができます。
Cisco IOS のno cable upstream number concatenation
インターフェイス コマンドを実行すると、CM の連結は不適合とみなされます。

コマンド
Router# show interface cable x/y sid [n] counters [verbose]
Router# show controller cable x/y
Router(config-if)# [no] cable upstream n concatenation
Router# debug cable errors

設 定 に つ い て の 詳 細 は、Cisco.com の『DOCSIS 1.1 for Cisco uBR7200 Series Universal Broadband
Routers』フィーチャ モジュールを参照してください。
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DOCSIS 1.1 CPE コンフィギュレータ
HTML ベースの DOCSIS 1.1 CPE コンフィギュレータツールを使用できます。詳細は
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/pcat/docsys.htm にアクセスして参照してください。このツー
ルは、DOCSIS 1.1 CM コンフィギュレーション ファイルを生成するのに必要な情報を収集するよう
に設計されています。ファイルは、DOCSIS RF 仕様（SP-RFI-105-991105）準拠のバイナリ形式で
http://www.cablemodem.com/specifications.html に作成されます。

DOCSIS 1.1 ダウンストリーム パケット分類子
パケット分類子は、DOCSIS サービス フローにパケットをマッピングします。CMTS は、ダウンス
トリーム IP パケット分類子をサポートします。
コマンド
Router# show interface cable x/y classifier
Router# show interface cable x/y service-flow [n] classifiers
Router# debug cable qos

コマンドの詳細については、Cisco.com の『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』を参
照してください。

DOCSIS 1.1 ダウンストリーム パケット スケジューラ
ダウンストリーム パケット スケジューラは新しいモジュールで、各ケーブル インターフェイスの
ダウンストリーム リンク上で出力パケット キューイング サービスを制御します。
コマンド
Router# debug cable qos
Router# show interface cable x/y downstream

コマンドの詳細については、Cisco.com の『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』を参
照してください。

DOCSIS 1.1 ダイナミック MAC メッセージ
DSX MAC メッセージによって、CM と CMTS 間の QoS ダイナミック シグナリングが可能になりま
す。このメッセージは、上位レイヤの作成、変更、切断メッセージの DOCSIS リンク レイヤに匹敵
するものです。CMTS 上の DSX ステート マシンは、CM と CMTS 間のいくつかの同時ダイナミッ
ク サービス トランザクションを管理します。次の 3 つの DOCSIS 1.1 ダイナミック MAC メッセー
ジ（DSX メッセージ）すべてのステート マシン サポートを組み込んでいます。
•

Dynamic Service Add（DSA; ダイナミック サービス追加）: このメッセージを使用して新しい
サービス フローを作成します。

•

Dynamic Service Change（DSC ；ダイナミック サービス変更）: このメッセージを使用して既存
のサービス フローの属性を変更します。

•

Dynamic Service Deletion（DSD ；ダイナミック サービス削除）: このメッセージを使用して既
存のサービス フローを削除します。

コマンド
Router# debug cable dynsrv
Router# debug cable tlvs
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コマンドの詳細については、Cisco.com の『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』を参
照してください。

（注）

Cisco IOS Release 12.1(4)CX では、CM による DSX メッセージだけがサポートされます。CMTS に
よる DSX メッセージはサポートされません。

DOCSIS 1.1 拡張レジストレーション
レジストレーション モジュールが拡張され、複数のレジストレーション スタイル
（DOCSIS1.0/DOCSIS1.0+/DOCSIS1.1）をシームレスにサポートできるようになりました。このモ
ジュールでは、新しい Tag-Length-Value パーサおよびエンコーダを使用する以外に、条件付きレジ
ストレーション承認 MAC メッセージ ステート マシンもサポートします。
コマンド
Router# debug cable registration
Router# debug cable tlvs

コマンドの詳細については、Cisco.com の『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』を参
照してください。

DOCSIS 1.1 のフラグメンテーションおよびリアセンブリ
MAC スケジューラはデータ スロットを分解して Unsolicited Grant Service（UGS; 非送信請求の許可
サービス）スロット間のギャップを埋めます。大きなデータ パケットが共有アップストリーム チャ
ネルで送信され、音声用の UGS スロットを使用する際に、分解によって音声パケットで発生する
ジッタが削減されます。分解は大きなパケット データを分割するので、このデータは UGS スロッ
トで利用できるより小さなタイムスロットに収まります。MAC スケジューラで許可の分解がトリ
ガされ、分解 / 組立がアップストリーム受信ドライバで発生します。

（注）

DOCSIS の分解を IP パケットの分解と混同しないでください。IP パケットの分解は、パケットを
小さな Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）でネットワーク セグメントに収める
ために行います。DOCSIS の分解はレイヤ 2 分解であり、主に音声コールなどのハイ プライオリ
ティ リアルタイム トラフィックに干渉しないで、ロー プライオリティ パケットを効率的に伝送す
ることに関心があります。IP 分解はレイヤ 3 で実行され、主として異なる最大パケット サイズを
使用するルータに適合することを目的としています。

コマンド
Router# show interface cable x/y sid [n] counters [verbose]
Router(config-if)# [no] cable upstream n fragmentation
Router# debug cable errors

DOCSIS 1.1 のレイヤ 2 フラグメンテーション
アップストリームでのレイヤ 2 分解は、大きなデータ パケットが音声やビデオなどのリアルタイム
トラフィックに影響しないようにします。大きなデータ パケットは分解されて、リアルタイム ト
ラフィックに使用されるタイム スロットの間で利用可能なタイム スロットで伝送されます。
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DOCSIS 1.1 MAC スケジューラ
MAC スケジューラは、共有アップストリーム チャネル上でのすべてのタイムスロット割り当てを
制御します。このブロックは再設計され、DOCSIS 1.1 の新しいスケジューリング規則をサポートす
るようになっています。重要な機能拡張には次のものがあります。
•

許可分解のサポート

•

SID 単位の複数の非送信請求の許可のサポート

•

Unsolicited Grant Service with Activity Detection（UGS-AD; 通話検出による非送信請求許可のサー
ビス）および UGS 以外の Real-Time Polling Service（RTPS; リアルタイム ポーリング サービス）
スロット スケジューリング メカニズム、ベストエフォート、DOCSIS 1.0+ の CIR サービスの
サポート

•

SID 単位の拡張最小および最大レート シェーピング

古いシスコの機能、たとえば、ダイナミック コンテンション制御は新しい設計ではすべてサポート
されています。

MAC スケジューラ コマンド
Router# show interface cable x/y mac-scheduler n
Router(config-if)# [no] cable upstream n fragmentation
Router(config-if)# [no] cable upstream n unfrag-slot-jitter
Router# cable service flow inactivity-threshold n
Router# debug cable mac-scheduler

DOCSIS 1.1 のペイロードヘッダー抑制および復元
PHS 機能は、DOCSIS リンクを伝送する前にパケット ヘッダーの反復または冗長部分を抑制しま
す。これは、DOCSIS 1.1 MAC ドライバの新機能です。現在アップストリーム受信ドライバは CM
によって抑止されたヘッダーを回復することができ、ダウンストリーム ドライバはパケット ヘッ
ダーの特定フィールドを抑止してからフレームを CM に転送できます。
コマンド
Router# show interface cable x/0 service-flow [sfid] phs
Router# debug cable error
Router# debug cable phs

コマンドの詳細については、Cisco.com の『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』を参
照してください。

DOCSIS 1.1 QoS のサポート
拡張 QoS は、音声やビデオなどのリアルタイム トラフィックにプライオリティを与えます。
•

DOCSIS 1.0 QoS モデル（QoS プロファイルに対応づけられた SID）はサービス フロー モデル
に置き換えられています。このサービス フロー モデルでは、各種のトラフィックへの QoS パ
ラメータの割り当てと帯域幅条件の変更の応答で柔軟性が増しています。

•

DOCSIS 1.1 は CM ごとの複数のサービス フローをサポートするので、これによって単一の CM
がデータ、音声、およびビデオ トラフィックの組み合わせをサポートできます。

•

また、DOCSIS 1.1 は単一方向サービス フローを使用して、どちらの方向でも CM ごとの QoS
の粒度が向上しています。

•

ダイナミック MAC メッセージは、トラフィック サービス フローを作成、変更、削除してオン
デマンド トラフィック要求をサポートします。

•

アップストリーム用のサポート対象 QoS モデルには次のものがあります。
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− ベストエフォート ― 保証のないベストエフォート ベースで送信されるデータ トラフィッ
ク
− CIR ― データ トラフィック用の最低保証帯域幅
− UGS ― 音声などの CBR トラフィック、つまり固定間隔での固定サイズパケットが特徴
− RTPS ― 固定間隔でユニキャスト、可変サイズ パケットを生成するリアルタイム サービス
フロー（例 : ビデオ）
− USG-AD ― USG と RTPS の組み合わせで、
非活動期間がある可能性のあるリアルタイム ト
ラフィックに対処（例 : 無音抑制を使用する音声）。サービス フローは、アクティブな間に
UGS 固定許可を使用しますが、非活動期間中は RTPS ポーリングに切り替え、未使用の帯
域幅を浪費しないようにします。
DOCSIS 1.1 QoS フレームワークは、次のオブジェクトに基づきます。
•

サービス クラス ― CMTS によって維持される設定の集合。特定のサービス クラス内のサービ
ス フローが割り当てられた CM に対して特定の QoS サービス層を提供します。

•

サービス フロー ― DOCSIS リンク上のサービスクラスを受信する一連のパケットの単一方向
シーケンス。

•

パケット クラシファイア ― パケット ヘッダー フィールド セットの 1 つ。クラシファイアが
所属するサービス フロー上にパケットを分類するため使用します。

•

PHS ルール ― パケット ヘッダー フィールド セットの 1 つ。リンク上で伝送する前にエンティ
ティを送信すると抑制され、ヘッダー抑制フレーム伝送の受信後エンティティを受信すると復
元されます。PHS は、伝送前に反復パケット ヘッダーを削除することで帯域の効率を向上させ
ます。

DOCSIS 1.1 では QoS の基本単位はサービス フローであり、これは CM と CMTS の間の RF インター
フェイスでトランスポートされるパケットの単一方向シーケンスです。サービス フローの特長は、
待ち時間、ジッタ、スループットの保証などの QoS パラメータのセットです。
CM はどれも、アップストリームとダウンストリームの両方向でプライマリ サービス フローを確立
します。プライマリフローは、常に CM と CMTS の間の接続を維持します。
また、DOCSIS 1.1 CM は、複数のセカンダリ サービス フローを確立できます。セカンダリ サービ
ス フローは、永久的に作成する（CM がリセットされるか電源が切断されるまで存続する）ことも、
動的に作成して伝送されるオンデマンド トラフィックのニーズを満たすこともできます。
各サービス フローには、対応する QoS 属性のセットがあります。このような QoS 属性は、特定の
CoS を定義し、サービス フローの最大帯域幅やそのトラフィックのプライオリティといった特性を
決定します。CoS 属性は、事前設定された CMTS ローカル サービス クラス（クラスに基づくフ
ロー）から継承されるか、サービス フローの作成時に個々に指定することもできます。
各サービス フローには対応する複数のパケット クラシファイアがあり、これによってそのサービ
ス フローでの送信が許可されるアプリケーション トラフィックのタイプが決まります。また、各
サービス フローは対応する PHS ルールを持ち、パケットがフローで伝送されるときにパケット
ヘッダーのどの部分を抑制するかを決定できます。
図 1-3 に、パケット クラシファイアのマッピングを示します。

（注）

デフォルトでは、CM に特定の QoS プロファイルが強制的に適用されることはありません。CM に
割り当てられる QoS プロファイルは、CM の DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに設定さ
れた CoS パラメータによって異なります。
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図 1-3
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DOCSIS 1.1 ToS の上書き
この機能により、アップストリーム上で受信した IP データグラムの ToS バイトを上書きしてから、
ダウンストリームに転送できます。

DOCSIS 1.1 レート制限およびトラフィック シェーピング
Cisco IOS Release 12.2XF ソフトウェアは、DOCSIS-1.0-99 に基づくレート制限をサポートします。
これにより、CM への、および CM からのデータ レートが制限されます。MAC スケジューラは、
ダウンストリームおよびアップストリーム両方のトラフィックに対して、トラフィック シェーピン
グ機能をサポートします。
レート制限により、すべてのチャネル帯域幅が 1 つの CM に占有されることがなくなり、CMTS 管
理者は異なる加入者に対して個別の最大データ レートを設定することができます。料金が高くても
高いピーク レートを望む加入者には、料金がより安くレート制限が低い通常の加入者に比べ、CM
DOCSIS コンフィギュレーション ファイルに高いピーク レート制限を設定することができます。
フローに属すパケットが出力チャネルから送信されるたびに、トークン バケット ポリサー機能が
そのフローのレート制限ステータスを調べ、次のパラメータを渡します。
•

トークン バケット ピーク レート（ビット / ミリ秒）

•

トークン バケットの深さ（最大送信バースト）（ビット単位）

•

現在送信しているパケットの長さ（ビット単位）

•

フローのトークン バケットを示すポインタ
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•

フローのトークン バケット最終更新タイム スタンプを示すポインタ

•

パケット シェーピングが必要な場合に、バッファ遅延（ミリ秒）を戻す変数

•

以後のトラフィック シェイパが対処できる最大バッファ遅延（ミリ秒）

フローごとに独自のシェーピング バッファがあり、レートを超えたパケットは通常バッファに保管
され、First-In First-Out（FIFO; 先入れ先出し）方式で送信されます。
ネットワーク上の CM にレート制限を適用すると、Cisco IOS Release 12.2XF のソフトウェアは通常、
パケットをドロップすることによって、適用されたレート制限を維持します。要求側 CM からのパ
ケットがドロップされると、情報を送信するホストから、その情報が再送信されます。再送信され
た情報は、ネットワーク上の帯域幅を消費します。情報の送信側および要求側の両ホストが同じ
ケーブル プラント上にあると、アップストリーム帯域も消費されます。
トラフィック シェーピング機能は、アップストリーム パケットのスケジューリングを遅らせ、パ
ケットをドロップするのではなくケーブル CPE デバイス上のバッファに保管します。ユーザ
TCP/IP スタックは、アプリケーション トラフィックと適切に速度を合わせ、加入者の定義済み QoS
レベルに相当するスループットを達成します。
Cisco uBR10012 ルータは、次のトラフィック シェーピング機能をサポートしています。
•

ToS を含むダウンストリーム レート シェーピング ― DOCSIS ダウンストリーム チャネル上
で、CMTS によるトラフィック シェーピングを実施できます。管理者は ToS バイトを設定し
て、特定フローのデータ レートを計算できます。また、ダウンストリームの標準的な最大デー
タ レートを変更できます。
ダウンストリーム レート制限（シェーピング）の詳細については、
「ダウンストリーム レート
制限およびトラフィック シェーピングの設定」（p.3-10）を参照してください。

ヒント

ToS バイトにダウンストリーム データ レートが設定されていないパケットには、標準のデータ
レート制限が適用されます。

•

アップストリーム レート シェーピング ― DOCSIS アップストリーム チャネル上で、CMTS に
よるアップストリーム レート シェーピングを実施できます。アップストリーム認可シェーピ
ングは、CM（SID）ごとに設定できます。認可シェーピング機能は、現在のアップストリーム
トークン バケット レート制限アルゴリズムのオプションとして提供されています。

設定については、
「アップストリーム レート制限およびトラフィック シェーピングの設定」
（p.3-28）
を参照してください。

ヒント

シェーピングを使用したトークン バケット ポリシーは、CMTS の新しいアップストリーム デフォ
ルト レート制限設定です。シェーピングは、トークンバケット アルゴリズムでイネーブルまたは
ディセーブルに設定できます。

•

制限付き QoS クラス指定 ― CMTS 管理者は CM に設定された CoS を変更できます。この機能
をイネーブルにすると、設定された CoS に関係なく、CMTS で登録しようとする CM に対して
ユーザ側で定義された QoS プロファイルが強制適用されます。

DOCSIS QoS およびその他の DOCSIS 機能の設定については、
『DOCSIS 1.1 Feature Module for the
Cisco uBR7200 Routers』、または以下に示す DOCSIS 機能に関するその他の資料を参照してくださ
い。
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ヒント

ケーブル オペレータが誤ったレート制限を実装した場合には、この機能がアドレス インスタンス
に追加されます。管理者は、CM に静的に設定された QoS パラメータを変更し、CMTS で定義した
特定の QoS プロファイルを CM に強制的に適用することができます。

DOCSIS 1.1 サービス フロー マネージャ
サービス フロー マネージャは新しいモジュールで、ケーブル インターフェイス上のサービス フ
ローに関するさまざまなサービス フローを管理します。一般的なイベントには、新しい DOCSIS
サービス フローの作成、既存のサービス フローの属性変更、サービス フローの削除があります。
コマンド
Router# show interface cable x/y service-flow
Router# debug cab qos

DOCSIS 1.1 サービス テンプレートとクラス マネージャ
サービス テンプレートとクラス マネージャは、CMTS 上の各種 QoS サービス テンプレートとユー
ザ定義サービス クラスの作成、更新、削除を制御するソフトウェア モジュールです。
コマンド
Router# show cable service-class
Router(config)# cable service class n
Router# debug cable qos

DOCSIS 1.1 のソフトウェア インフラストラクチャ
次のカテゴリを含む高速 Data-over-Cable システムの CableLabs 仕様をサポートします。
•

Cisco uBR10012 ルータとケーブル ネットワーク間の RF インターフェイス ― ダウンストリー
ムおよびアップストリームのトラフィック

•

ケーブル インターフェイスと CPE デバイスのデータ インターフェイス、およびCisco uBR10012
ルータとデータ ネットワーク間の CMTS ネットワーク側インターフェイス

•

運用サポート インターフェイス ― ネットワーク エレメントと運用サポート システム間のネッ
トワーク エレメント管理レイヤ インターフェイス

•

安全なソフトウェア ダウンロード ― サービス プロバイダーは、傍受、改ざんの危険性を心配
することなく CM のソフトウェアをリモートからアップグレードできます。

DOCSIS 1.1 の加入者管理
複数のチャネル間の動作のバランスをとるために、特定のケーブル チャネルを使用する CM を割り
当てます。各 Cisco uBR10012 ルータ ケーブル インターフェイス カードは、特定のダウンストリー
ム チャネルおよびアップストリーム セグメントを使用します。使用するチャネルは、ネットワー
ク プラニングの際に定義します。
一般的なケーブル ネットワークでは、管理者によって、フィールド サービス技術者が行う設定の
責任範囲および加入者 CPE 上で収集する情報量が制限されます。フィールド サービス技術者は、加
入者宅またはオフィスを訪問し、CM または STB を設置して、すべてのコンピューティング機器が
DHCP 対応であるかどうかを確認します。
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CMTS 管理者は、DHCP および DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを定義し、該当サーバに
プッシュします。各 CM またはネットワーク上の STB の CM が、初期設定後、DHCP 要求を送信
し、IP アドレスを受信し、TFTP/TOD サーバ アドレスを取得し、DOCSIS コンフィギュレーション
ファイル（および必要なソフトウェア アップデート イメージ）をダウンロードできるようにする
ためです。
詳細は、Cisco.com の『Cisco Cable Modem Termination System Feature Guide』を参照してください。
DOCSIS 1.0 準拠の CM の接続
DOCSIS 1.0 準拠の CM がブロードバンド ネットワークに接続できるのは、次のプロセスが完了し
てからです。
•

CM の初期化および使用可能周波数のレンジング。これにより CMTS との通信に使用できる最
初の周波数が検索されます。ダウンストリーム チャネルではスキャンと呼ばれます。

•

CM によるアップストリーム パラメータの取得、およびレンジングの実行。

•

CM による DHCP サーバ プロセスの終了、IP 接続、ToD、およびセキュリティ（任意）の設定。
この時点では、正しいチャネルと通信しているかどうかを CM で判別することはできません。

•

CM は、TFTP サーバから DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを受信します。DOCSIS コ
ンフィギュレーション ファイルのパラメータの 1 つによって、CM が使用できるチャネルが指
示されます。

•

CMTS への CM の登録。

•

DOCSIS BPI またはセキュア データ セットをサポートしているネットワークでは、暗号化 / 復
号化プロセスが初期化されます。

•

CM の正常運用の準備完了。初期化が完了して動作可能になった CM は、CMTS にデータ送信
開始要求を送信します。
CMTS のシステム管理者またはカスタマー サービス担当者は、ネットワークで使用しているプ
ロビジョニング、課金、またはネットワーク管理システムで新しい加入者アカウントをアク
ティブにし、サポートするために、対応データベースが更新されているかどうかを確認する必
要があります。通常、課金および管理システムには、各 CM または STB のシリアル番号および
MAC アドレスが保管されています。
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CM と CMTS 間の通信を維持するために、初期およびステーション メンテナンス管理メッセージが
送信されます。次の例は CM の再初期化の例です。
6d17h:580447.276 CMAC_LOG_DRIVER_INIT_IDB_RESET
0x080A2400
6d17h:580447.280 CMAC_LOG_LINK_DOWN
6d17h:580447.282 CMAC_LOG_RESET_FROM_DRIVER
6d17h:580447.284 CMAC_LOG_STATE_CHANGE
wait_for_link_up_state
6d17h:580447.286 CMAC_LOG_LINK_UP
6d17h:580447.290 CMAC_LOG_STATE_CHANGE
ds_channel_scanning_state
6d17h:580447.416 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
81/453000000/855000000/6000000
6d17h:580447.420 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
82/93000000/105000000/6000000
6d17h:580447.424 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
83/111025000/117025000/6000000
6d17h:580447.428 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
84/231012500/327012500/6000000
6d17h:580447.432 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
85/333025000/333025000/6000000
6d17h:580447.436 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
86/339012500/399012500/6000000
6d17h:580447.440 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
87/405000000/447000000/6000000
6d17h:580447.444 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
88/123012500/129012500/6000000
6d17h:580447.448 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
89/135012500/135012500/6000000
6d17h:580447.450 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
90/141000000/171000000/6000000
6d17h:580447.454 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
91/219000000/225000000/6000000
6d17h:580447.458 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
92/177000000/213000000/6000000
6d17h:580447.462 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
93/55752700/67753300/6000300
6d17h:580447.466 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
94/79753900/85754200/6000300
6d17h:580447.470 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
95/175758700/211760500/6000300
6d17h:580447.474 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
96/121756000/169758400/6000300
6d17h:580447.478 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
97/217760800/397769800/6000300
6d17h:580447.482 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
98/73753600/115755700/6000300
6d17h:580447.486 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND
99/403770100/997799800/6000300
6d17h:580447.490 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_SAVED_DS_FREQUENCY
501000000
6d17h:580447.492 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_SAVED_DS_FREQUENCY
555000000
6d17h:%LINEPROTO-5-UPDOWN:Line protocol on Interface cable-modem0,
changed state to down
6d17h:580448.496 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD
1
6d17h:580448.500 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD
2
6d17h:580448.502 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD
3
6d17h:580448.504 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD
4
6d17h:580449.812 CMAC_LOG_DS_64QAM_LOCK_ACQUIRED
555000000
6d17h:580449.814 CMAC_LOG_DS_CHANNEL_SCAN_COMPLETED
6d17h:580449.816 CMAC_LOG_STATE_CHANGE
wait_ucd_state
6d17h:580450.510 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD
1
6d17h:580450.512 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD
2
6d17h:580450.514 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD
3
6d17h:580450.518 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD
4
6d17h:580452.524 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD
1
6d17h:580452.528 CMAC_LOG_ALL_UCDS_FOUND
6d17h:580452.530 CMAC_LOG_STATE_CHANGE
wait_map_state
6d17h:580452.534 CMAC_LOG_UCD_NEW_US_FREQUENCY
19984000
6d17h:580452.536 CMAC_LOG_SLOT_SIZE_CHANGED
8
6d17h:580452.616 CMAC_LOG_FOUND_US_CHANNEL
4
6d17h:580452.618 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD
2
6d17h:580452.620 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD
3
6d17h:580452.624 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD
4
6d17h:580452.630 CMAC_LOG_MAP_MSG_RCVD
6d17h:580452.632 CMAC_LOG_INITIAL_RANGING_MINISLOTS
40
6d17h:580452.634 CMAC_LOG_STATE_CHANGE
ranging_1_state
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6d17h:580452.636 CMAC_LOG_RANGING_OFFSET_SET_TO
9610
6d17h:580452.640 CMAC_LOG_POWER_LEVEL_IS
28.0 dBmV
(commanded)
6d17h:580452.642 CMAC_LOG_STARTING_RANGING
6d17h:580452.644 CMAC_LOG_RANGING_BACKOFF_SET
0
6d17h:580452.648 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED
0
6d17h:580452.690 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED
6d17h:580452.694 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD
6d17h:580452.698 CMAC_LOG_RNG_RSP_SID_ASSIGNED
6
6d17h:580452.700 CMAC_LOG_ADJUST_RANGING_OFFSET
2291
6d17h:580452.702 CMAC_LOG_RANGING_OFFSET_SET_TO
11901
6d17h:580452.704 CMAC_LOG_ADJUST_TX_POWER
9
6d17h:580452.706 CMAC_LOG_POWER_LEVEL_IS
30.0 dBmV
(commanded)
6d17h:580452.710 CMAC_LOG_STATE_CHANGE
ranging_2_state
6d17h:580452.714 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED
6
6d17h:580453.600 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED
6d17h:580453.604 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD
6d17h:580453.606 CMAC_LOG_RANGING_SUCCESS
6d17h:580453.608 CMAC_LOG_STATE_CHANGE
dhcp_state
6d17h:580453.742 CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS
5.108.1.3
6d17h:580453.744 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS
128.1.1.2
6d17h:580453.746 CMAC_LOG_DHCP_TOD_SERVER_ADDRESS
128.1.1.2
6d17h:580453.750 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS
6d17h:580453.752 CMAC_LOG_DHCP_TZ_OFFSET
28800
6d17h:580453.754 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME
gold.cm
6d17h:580453.756 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR
6d17h:580453.760 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE
6d17h:580453.884 CMAC_LOG_STATE_CHANGE
establish_tod_state
6d17h:580453.890 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT
6d17h:580453.904 CMAC_LOG_TOD_REPLY_RECEIVED
3165851032
6d17h:580453.910 CMAC_LOG_TOD_COMPLETE
6d17h:580453.912 CMAC_LOG_STATE_CHANGE
security_association_state
6d17h:580453.916 CMAC_LOG_SECURITY_BYPASSED
6d17h:580453.918 CMAC_LOG_STATE_CHANGE
configuration_file_state
6d17h:580453.920 CMAC_LOG_LOADING_CONFIG_FILE
gold.cm
6d17h:%LINEPROTO-5-UPDOWN:Line protocol on Interface cable-modem0,
changed state to up
6d17h:580454.950 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE
6d17h:580454.952 CMAC_LOG_STATE_CHANGE
registration_state
6d17h:580454.956 CMAC_LOG_REG_REQ_MSG_QUEUED
6d17h:580454.960 CMAC_LOG_REG_REQ_TRANSMITTED
6d17h:580454.964 CMAC_LOG_REG_RSP_MSG_RCVD
6d17h:580454.966 CMAC_LOG_COS_ASSIGNED_SID
1/6
6d17h:580454.970 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED
6
6d17h:580454.976 CMAC_LOG_REGISTRATION_OK
6d17h:580454.978 CMAC_LOG_STATE_CHANGE
establish_privacy_state
6d17h:580454.980 CMAC_LOG_PRIVACY_NOT_CONFIGURED
6d17h:580454.982 CMAC_LOG_STATE_CHANGE
maintenance_state

DOCSIS 1.1 のタイム スロット スケジューリング
共有多重アクセス アップストリーム リンク上の保証された遅延またはジッタに影響されやすいト
ラフィックをサポートするための、拡張タイム スロット スケジューリングです。詳細については、
Cisco.com および Documentation CD-ROM の『TCC+ Card for the Cisco uBR10000 Series Router』を参
照してください。

DOCSIS 1.1 TLV パーサーおよびエンコーダ
Type-Length-Value（TLV）パーサーおよびエンコーダは、CMTS 上の TLV の解析およびエンコード
を取り扱う新しいモジュールです。古い DOCSIS1.0/1.0+ TLV はすべてサポートされます。また、
サービス フロー エンコーディング、クラシファイア エンコーディング、PHS ルールのサポートな
ど DOCSIS 1.1 には新しい TLV が多数追加されています。新しい TLV パーサ機能は、さまざまな
MAC メッセージ モジュールが使用します。
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コマンド
Router# debug cable tlvs

DOCSIS 1.1 のトークン バケット レート シェーピング
フローに属すパケットが出力チャネルから送信されるたびに、トークン バケット ポリシング機能
がそのフローのレート制限ステータスを調べ、パラメータ数に関する情報を渡します。設定につい
ては、次のどちらかの章を参照してください。
• 「ダウンストリーム レート制限およびトラフィック シェーピングの設定」
（p.3-10）
• 「アップストリーム レート制限およびトラフィック シェーピングの設定」
（p.3-28）

DOCSIS 1.1 の双方向インターオペラビリティ
Cisco uBR10012 ルータ は、DOCSIS ベース双方向 CM、Cisco uBR924 または Cisco uBR904 などの
Cisco ケーブル アクセス ルータ、Cisco uBR910 シリーズ ケーブル Data Service Unit（DSU; データ
サービス ユニット）とのインターオペラビリティを装備しています。詳細については、第 5 章「基
本的なブロードバンド インターネット アクセスの設定」を参照してください。

オプションのアップストリーム スケジューラ モード
この機能では、ユーザは、パケットベースまたは TDM ベースのスケジューリングと同様に、
Unsolicited Grant Services（UGS; 非送信請求の許可サービス）または Real Time Polling Service（rtPS;
リアルタイム ポーリング サービス）のいずれかを選択できます。Low Latency Queueing（LLQ; 低
遅延キューイング）は、DOCSIS の Time Division Multiplex（TDM; 時分割多重）インフラストラク
チャでのパケット モードと同様の動作をエミュレートします。したがって、この機能は、パケット
と TDM 間の一般的なトレードオフを提供します。LLQ によって、ユーザは UGS または rtPS のサー
ビス パラメータをより柔軟に定義できますが、統計の分散以外、遅延やジッタなどのパラメータに
関する保証はありません。

制約事項
•

正しい動作を保証するには、Call Admission Control（CAC; コール アドミッション制御）をイ
ネーブルにする必要があります。LLQ オプションがイネーブルの場合、アップストリーム パス
が多くのコールで満たされてしまう可能性があり、アップストリーム パスが使用できなくな
り、音声の品質が許容レベルを超えてしまいます。CAC を使用してコールの数を制限し、音声
トラフィック以外のトラフィックを保証するとともに、許容レベルの音声品質を保証する必要
があります。

•

CAC がイネーブルになっていない場合でも、デフォルト（DOCSIS）スケジューリング モード
では、特定のコール数のあとのトラフィックがブロックされます。

•

Unsolicited Grant Service with Activity Detection（UGS-AD; 通話検出による非送信請求許可のサー
ビス）および Non Real Time Polling Service（nrtPS; 非リアルタイム ポーリング サービス）は、
サポートしていません。
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新しいコマンドおよび変更されたコマンド
cable upstream n scheduling type
この新しいコマンドを使用して、さまざまなスケジューリング モードをオンまたはオフにします。
n には、アップストリーム ポートを指定します。
Router(config-if)# [no] cable upstream n scheduling type [ugs | rtps] mode [llq |
docsis]

Cisco CMTS でのスケジューラ拡張の詳細については、次のマニュアルを参照してください。
• 『Cisco CMTS Feature Guide ― Configuring Upstream Scheduler Modes on the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_book09186a008019b6
bd.html
• 『DOCSIS 1.1 for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
57f.html

ハイ アベイラビリティ機能
Cisco uBR10012 ルータでは、次の強力なハイ アベイラビリティ機能をサポートしています。
•

HCCP N+1 冗長スイッチオーバー イベントの自動復帰機能

•

Cisco RF スイッチのバックアップ パス試験

•

DSX メッセージおよび同期 PHS の情報

•

工場出荷時設定の HCCP N+1 冗長

•

Cisco uBR10012 ルータ上のグローバルに設定された HCCP 4+1 および 7+1 冗長

•

Cisco CMTS の DOCSIS 1.1 をサポートする HCCP N+1 冗長

•

HCCP 冗長の show コマンドでの HCCP タイミング およびエラー情報の拡張

•

暗号化 IP マルチキャストに対するハイ アベイラビリティのサポート

•

ケーブル インターフェイスの shutdown および no shutdown の拡張

HCCP N+1 冗長スイッチオーバー イベントの自動復帰機能
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、
Cisco CMTS での HCCP N+1 冗長をさらに強化するために、Cisco
uBR10012 ルータに自動復帰機能が導入されています。スイッチオーバー イベントが HCCP プロテ
クト ラインカードから手動で行われ、プロテクト ラインカードにハードウェア障害がある場合、こ
の機能によって、HCCP は HCCP ワーキング ラインカードに自動的に復帰します。定期メンテナン
スまたは試験のために定期的なスイッチオーバーを行うことができますが、スイッチオーバーによ
り HCCP プロテクト ラインカードの予期しない問題が明らかになった場合でも、加入者サービス
が中断されないという点で、これは非常に有効な機能です。
この機能および Cisco CMTS での HCCP N+1 冗長の詳細については、Cisco.com の次のマニュアル
を参照してください。
• 『Cisco CMTS Feature Guide』の「N+1 Redundancy for the Cisco Cable Modem Termination System」
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a0080150
96c.html
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a008
0108e88.html
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Cisco RF スイッチのバックアップ パス試験
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では show hccp channel switch Cisco IOS コマンドを導入していますが、
このコマンドにより、Cisco RF スイッチがシャーシ内の各モジュールと通信し、RF スイッチ モ
ジュールのビットマップでプログラムされる情報を提供します。Cisco IOS Release 12.3(13a)BC は、
このコマンドに反応して 10 秒おきにポーリングを行い、キャッシュに保存される RF スイッチの情
報を報告します。通常の動作では、スイッチは SNMP 応答に 2 〜 5 秒を必要とします。
このコマンドに反応して SNMP エラーが検出された場合、スイッチはかなり長いタイムアウト期間
を必要とする可能性があります。Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、このような状況でこのタイム
アウトを中断するキーボード ブレーク シーケンスが導入されています。
show hccp channel switch コマンドにブレークを導入するには、Ctrl-Shift-6-x ブレーク シーケンス
を使用します。Ctrl キーと Shift キーを押したまま 6 キーを押し、次に x キーを押します。
ブレーク シーケンスのあと、必要に応じて、show hccp g m channel コマンドを使用してグループの
個々の HCCP メンバーを検査します。
Cisco CMTS での HCCP N+1 冗長の詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してくださ
い。
• 『Cisco Cable Modem Termination System Feature Guide』の「N+1 Redundancy on the Cisco CMTS」
の章
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a0080150
96c.html
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a008
0108e88.html

DSX メッセージおよび同期 PHS の情報
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC では、ハイ アベイラビリティ環境での PHS ルールに対するサポート
が導入されています。このリリース以降のリリースでは、PHS ルールは次のタイプのスイッチオー
バー イベント中に同期し、サポートされます。
•

アクティブおよびスタンバイ PRE 搭載の Route Processor Redundancy Plus（RPR+）

•

ワーキングおよびプロテクト ケーブル インターフェイス ラインカード搭載の HCCP N+1 冗長

これらの拡張機能および関連するハイ アベイラビリティ機能の詳細については、Cisco.com の次の
マニュアルを参照してください。
• 『N+1 Redundancy for the Cisco Cable Modem Termination System』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a0080150
96c.html
• 『Route Processor Redundancy Plus for the Cisco uBR10012 Router』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_feature_guide09186a00801a24e0.html

工場出荷時設定の HCCP N+1 冗長
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、7+1 HCCP 冗長設定での Cisco RF スイッチのプラグアンドプレ
イ動作を可能にする CLI（コマンドライン インターフェイス）で、工場出荷時設定に HCCP 設定が
導入されています。Cisco IOS リリースでは、HCCP 7+1 ラインカード レベルの冗長に対するビット
マップとインターフェイス設定を自動的に生成するグローバル コンフィギュレーション モードで
の追加 HCCP コマンドをサポートしています。
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最大のパワーを必要とするユーザのために、Cisco IOS Release 12.3(13a)BC は、以前の Cisco IOS リ
リースでサポートされていた設定を引き続きサポートし、7+1 および 4+1 HCCP 冗長のレガシー
HCCP 設定をインターフェイス レベルの実装で使用することができます。
この機能および Cisco CMTS での HCCP N+1 冗長の詳細については、Cisco.com の次のマニュアル
を参照してください。
• 『Cisco CMTS Feature Guide』の「N+1 Redundancy for the Cisco Cable Modem Termination System」
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a0080150
96c.html
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a008
0108e88.html

Cisco uBR10012 ルータ上のグローバルに設定された HCCP 4+1 および 7+1 冗長
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC では、Cisco uBR10012 ルータ でのグローバルに設定された HCCP N+1
冗長に対するサポートが導入されています。Cisco IOS Release 12.3(17a)BC では、次のハイ アベイ
ラビリティ設定において、4+1 および 7+1 の両方の冗長をサポートしています。
•

7+1 冗長（2 つの Cisco RF スイッチをもつ Cisco uBR10012 ルータをサポート）
この設定では、7 つのワーキング ケーブル インターフェイス ラインカードが 1 つのプロテク
ト ケーブル インターフェイス ラインカードによりサポートされています。2 つの Cisco RF ス
イッチが 7 つの MC5X20U/D ケーブル インターフェイス ラインカードに接続されています。ス
イッチオーバー イベントは、7+1 冗長をサポートする以前の Cisco IOS リリースと同様に、イ
ンターフェイス レベルではなく、ラインカード全体に適用されます。グローバル設定により、
このハイ アベイラビリティ機能の設定と使用がより簡単になります。7+1 冗長は、Cisco IOS
Release 12.3(17a)BC での Cisco uBR10012 ルータのデフォルトの冗長方式です。

•

4+1 冗長（1 つの Cisco RF スイッチをもつ Cisco uBR10012 ルータをサポート）
この設定では、4 つのワーキング ケーブル インターフェイス ラインカードが 1 つのプロテク
ト ラインカードによりサポートされています。1 つの Cisco RF スイッチが 5 つのケーブル イ
ンターフェイス ラインカードに接続されています。スイッチオーバー イベントは、ラインカー
ド全体に適用されます。

いずれの方式の N+1 冗長も、Cisco uBR10012 ルータでの Cisco uBR-MC5X20U/D BPE をサポートし
ています。

（注）

N+1 冗長では、Cisco uBR10012 ルータのすべての BPE が同じである必要があります。
Cisco uBR-MC5X20U/D BPE だけがサポートされています。

（注）

Cisco IOS Release 12.3(17a)BC では、Cisco uBR10012 ルータ での 4+1 または 7+1 の冗長をサポート
する簡易化されたグローバル コンフィギュレーション コマンドが導入されています。ただし、Cisco
uBR10012 ルータにグローバル レベルの N+1 冗長が設定されている場合、以前の設定コマンドはサ
ポートされません。

HCCP 4+1 冗長の詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『N+1 Redundancy for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a0080150
96c.html
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Cisco CMTS の DOCSIS 1.1 をサポートする HCCP N+1 冗長
Cisco CCMTS の N+1 冗長は、既存の HCCP 1+1 ケーブル インターフェイス冗長機能を拡張したも
ので、１つのインターフェイスがワーキング インターフェイス、もう１つのインターフェイスがプ
ロテクト インターフェイスとして機能するように指定されています。ワーキング インターフェイ
スに障害が発生すると、プロテクト インターフェイスがオンラインになります。
N+1 冗長機能を使用することにより、Cisco uBR10012 ルータで１つのケーブル インターフェイス
を最大７個のケーブル インターフェイスに対するプロテクト インターフェイスとして使用できる
ので、冗長運用にかかる費用を大幅に削減できます。ケーブル インターフェイスの接続は、Cisco
uBR-RFSW RF スイッチを通じて確立されます。

（注）

N+1 冗長機能についての詳細は、
Cisco.com で提供されている『Cisco Cable Modem Termination System
Feature Guide』の「 N+1 Redundancy for the Cisco CMTS」の章を参照してください。

HCCP 冗長の show コマンドでの HCCP タイミング およびエラー情報の拡張
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco CMTS での HCCP N+1 冗長をサポートする show コマン
ドに拡張された情報を導入しています。これらのコマンドにより、HCCP ワーキングおよび HCCP
プロテクト ケーブル インターフェイス ラインカード間の同期履歴およびエラーをチェックするこ
とができます。
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、このような拡張機能を次の show コマンドに導入しています。
•

show hccp error

•

show hccp group

この機能および Cisco CMTS での HCCP N+1 冗長の詳細については、Cisco.com の次のマニュアル
を参照してください。
• 『Cisco CMTS Feature Guide』の「N+1 Redundancy for the Cisco Cable Modem Termination System」
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a0080150
96c.html
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a008
0108e88.html

暗号化 IP マルチキャストに対するハイ アベイラビリティのサポート
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC では、ハイ アベイラビリティ環境でのスイッチオーバー イベント中
の IP マルチキャスト ストリームに対するサポートが導入されています。この機能は、RPR+、N+1
冗長、および暗号化 BPI+ ストリームに対してサポートされています。
IP マルチキャストおよびハイ アベイラビリティの詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを
参照してください。
• 『Cisco CMTS Universal Broadband Router MIB Specifications Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_technical_reference_chapter09186a00
805fd8fb.html
• 『Dynamic Shared Secret for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801b17cc.html
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• 『IP Multicast in Cable Networks』White Paper
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk828/technologies_case_study0900aecd802e2ce2.shtml
• 『N+1 Redundancy for the Cisco Cable Modem Termination System』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a0080150
96c.html
• 『Route Processor Redundancy Plus for the Cisco uBR10012 Router』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_feature_guide09186a00801a24e0.html

ケーブル インターフェイスの shutdown および no shutdown の拡張
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、[no] shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドによる新しい動作が導入されています。HCCP N+1 冗長方式では、シャットダウン コマンドに
よりシャットダウンされるインターフェイスは、関連するワーキングまたはプロテクト インター
フェイスの HCCP スイッチオーバー イベントを作成しません。その代わりに、ケーブル モデムが
オフラインになり、no shutdown コマンドが発行されたときにオンラインに戻ります。
この機能および Cisco CMTS での HCCP N+1 冗長の詳細については、Cisco.com の次のマニュアル
を参照してください。
• 『Cisco CMTS Feature Guide』の「N+1 Redundancy for the Cisco Cable Modem Termination System」
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a0080150
96c.html
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a008
0108e88.html

インターセプト機能
Cisco uBR10012 ルータでは、複数の Cisco IOS リリース トレインを通して、いくつかのインターセ
プト機能をサポートしています。
•

COPS インターセプトに対する ACL のサポート

•

ベーシック ワイヤタップ サポート

•

ケーブル モニタの拡張

•

Cisco MC5x20U-D および Cisco MC28U の BPE に対するケーブル モニタのサポート

•

cable monitor コマンド

•

Cisco CMTS に対する COPS TCP のサポート

•

パケット インターセプト

•

PXF ARP フィルタ

•

PXF 迂回速度制限

•

Service Independent Intercept（SII）のサポート

COPS インターセプトに対する ACL のサポート
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、ACL および Common Open Policy Service（COPS）機能の関連
コマンドに対する拡張されたサポートが導入されています。
Cisco CMTS のすべての COPS リスナー アプリケーションに受信接続のための ACL を設定するに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで cops listeners access-list コマンドを使用します。
Cisco CMTS からこの設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
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cops listeners access-list {acl-num | acl-name}
no cops listeners access-list {acl-num | acl-name}

シンタックスの説明

acl-num

最大 30 文字の英数字の識別子で、
現在のインターフェイスに適用される ACL
を識別する文字で始まります。

acl-name

現在のインターフェイスに適用されるアクセス リストを識別する数字の識
別子です。標準のアクセス リストでは、有効範囲は 1 〜 99、拡張アクセス リ
ストでは、有効範囲は 100 〜 199 です。

関連情報
このマニュアルの Service Independent Intercept（SII）機能も参照してください。詳細については、
Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Configuring COPS for RSVP, Cisco IOS Versions 12.2 and 12.3』
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186
a00800b75c9.html
• 『Cable Monitor and Intercept Features for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
571.html
• 『PacketCable and PacketCable Multimedia on the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
576.html
• 『Cisco PacketCable Primer White Paper』
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns121/ns342/ns343/networking_solutions_white_paper09186
a0080179138.shtml

ベーシック ワイヤタップ サポート
この操作機能は、ユーザ間トラフィックのキャプチャを可能にするメカニズムを提供します。ワイ
ヤタップ機能は、RF CPE デバイスの MAC アドレスに基づくので、プライオリティの高いデータ接
続またはデジタル接続のどちらにでも使用できます。この機能は、新しいインターフェイス コマン
ドの cable intercept コマンドで制御します。このコマンドには、パラメータとして MAC アドレス、
IP アドレス、および UDP ポート番号が必要です。
cable intercept [mac-address] ip-address udp-port
この機能をアクティブにすると、Cisco uBR10012 ルータは、各パケットで所定の MAC アドレスの
有無を調べます。一致する MAC アドレス（起点または終点エンドポイントのどちらかで）が検出
されると、パケットのコピーが UDP パケット内でカプセル化され、指定されたサーバの特定の IP
アドレスおよびポートに送信されます。
コマンドの詳細については、Cisco.com の『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』を参
照してください。

ケーブル モニタの拡張
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC では、ケーブル モニタ機能に次の拡張が導入されています。
•

ACL は、現在 Cisco uBR-MC5X20U/D および Cisco uBR-MC28U のケーブル インターフェイス
ラインカードでサポートされています。
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•

無条件のダウンストリーム スニッフィングにより、現在では、MAC パケットまたはデータ パ
ケットのいずれかについて、ダウンストリーム パケットを監視できます。この拡張では、
DOCSIS と イーサネットの両方のパケット カプセル化をサポートしています。

ケーブル モニタ機能へのこの拡張の詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してくだ
さい。
• 『Cable Monitor and Intercept Features on the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
571.html

Cisco MC5x20U-D および Cisco MC28U の BPE に対するケーブル モニタのサポート
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco MC5x20U-D BPE および Cisco MC28U ケーブル インター
フェイス ラインカードのケーブル モニタ機能に対するサポートが導入されています。これらの
Field Replaceable Unit（FRU; 現場交換可能ユニット）は Cisco uBR10012 ルータに適用され、後者は
Cisco uBR7246VXR ルータに適用されます。この機能によって、DOCSIS 準拠のフレームに対する
インターセプトおよびモニタリング機能が可能になります。

（注）

ケーブル モニタ機能は、Cisco uBR7246VXR ルータの Cisco MC28U または Cisco MC16U などのイ
ンテリジェントなケーブル インターフェイス ラインカード、または Cisco uBR10012 ルータのイン
テリジェントなケーブル インターフェイス ラインカードのアクセス リストをサポートしていませ
ん。

Cisco Cable Modem Termination System（CMTS; ケーブル モデム ターミネーション システム）ルー
タのケーブル モニタおよびインターセプト機能は、ケーブル ネットワークからのトラフィックを
監視して代行受信するためのソフトウェア ソリューションを提供します。この機能によって、
Communications Assistance for Law Enforcement Act（CALEA）で要求される機能を含む合法的傍受機
能もサービス プロバイダーに提供されます。
次の例では、特定のインターフェイスおよび関連 MAC アドレスにケーブル モニタを設定します。
Router(config)# interface Cable3/0
Router(config-if)# cable monitor interface GigabitEthernet0/1
mac-address 000e.5cc8.fa5f
packet-type data ethernet
Router(config-if)#
mac-address 000e.5cac.59f8
packet-type data ethernet

ケーブ ル モニタの設定 およびステ ータスの情報 を表示する には、特権 EXEC モ ードで show
interfaces コマンドを使用します。
Router# show interfaces cable 3/0 monitor
US/ Time Outbound Flow
Flow Type
DS Stmp Interface Type
Identifier
all no
Gi0/1
mac-addr 000e.5cc8.fa5f
all no
Gi0/1
mac-addr 000e.5cac.59f8

Flow
Extn.
yes
yes

Packet
Type
data
data

MAC
MACEncap
Extn. TypeType
no
-ethernet
no
-ethernet
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ある期間におけるトラフィック統計情報およびカウンタを表示して監視するには、次に示すよう
に、特権 EXEC モードで show cable modem counters コマンドと show interfaces コマンドを使用し
ます。
Router# show interfaces cable 3/0 monitor
US/ Time Outbound Flow
Flow Type
DS Stmp Interface Type
Identifier
all no
Gi0/1
mac-addr 000e.5cc8.fa5f
all no
Gi0/1
mac-addr 000e.5cac.59f8

Flow
Extn.
yes
yes

Router# show cable modem 000e.5cac.59f8 counters
MAC Address
US Packets
US Bytes
DS Packets
000e.5cac.59f8 7537986
3828867645 7199188

Packet
Type
data
data

MAC
MACEncap
Extn. TypeType
no
-ethernet
no
-ethernet

DS Bytes
3711248288

Router# show interfaces GigabitEthernet 0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
Hardware is BCM1250 Internal MAC, address is 000e.d6bd.2001 (bia 000e.d6bd.2001)
Description: ***Sonde_analyse_trafic***
Internet address is 82.216.52.1/30
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
output flow-control is XON, input flow-control is XON
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:08, output 00:00:01, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/5/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:361
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
1094862 packets input, 70425672 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 5 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 10 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 37 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
188665 packets output, 29355747 bytes, 0 underruns
<<< 188665 packets
0 output errors, 0 collisions, 6 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
12 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

ケーブル モニタがアクティブである場合、上記のコマンドのカウンタは時間の経過とともに増加す
るはずです。Cisco CMTS でのケーブル モニタリングの詳細については、Cisco.com の次のマニュア
ルを参照してください。
• 『Cable Monitor and Intercept Features for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
571.html
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a008
0108e88.html
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cable monitor コマンド
Cisco IOS Release 12.2(4)XF では、cable monitor コマンドをサポートします。このコマンドにより、
外部 LAN パケット アナライザまたはその他のサーバは、ケーブル インターフェイス上の Cisco
CMTS と CM との間で送信された特定タイプのトラフィックについて着信および発信データ パ
ケットをモニタすることができます。この機能により CMTS 管理者は、カスタマーのデータ交換に
おけるトラフィックの問題を分析することができます。この機能の設定および使用方法の詳細につ
いては、Cisco.com および Documentation CD-ROM の『Cisco Cable Modem Termination System Feature
Guide』の「Cable Monitor for the Cisco CMTS」の章を参照してください。

Cisco CMTS に対する COPS TCP のサポート
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco uBR10012 ルータの COPS 機能に対する最適化されたサ
ポートが導入されています。この機能は、COPS プロセスをイネーブルにして設定するための 2 つ
の新しいコンフィギュレーション コマンドをサポートしています。Cisco 12.3(13a)BC での COPS 機
能により、次の COPS 機能がイネーブルになります。
Cisco CMTS の COPS DSCP マーキング
この機能によって、シスコ製ルータにより送受信される COPS メッセージの DSCP マーキングを変
更できます。Differentiated Services Code Point（DSCP）の値は、シスコ製ルータの QoS 設定で使用
されます。DSCP は DSCP と IP 優先順位の関係を要約します。
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC は、グローバル コンフィギュレーション モードでの cops ip dscp コマ
ンドによるこの機能をサポートしています。
Cisco CMTS の COPS TCP ウィンドウ サイズ
この機能によって、COPS プロセスで使用されるデフォルトの TCP 受信ウィンドウ サイズを変更で
きます。この設定は、COPS サーバが一度に過度に多量のデータを送信するのを防ぐために使用で
きます。
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC は、グ ロ ー バ ル コ ン フ ィ ギ ュ レ ー シ ョ ン モ ー ド で の cops tcp
window-size コマンドによるこの機能をサポートしています。

（注）

これらの 2 つのコマンドは、すべての COPS サーバとのすべての TCP 接続に影響を与えます。

cops ip dscp
シスコ製ルータにより送信される COPS メッセージのマーキングを指定するには、グローバル コン
フィギュレーション モードで cops ip dscp コマンドを使用します。この設定を削除するには、この
コマンドの no 形式を使用します。
cops ip dscp x
no cops ip dscp
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シンタックスの説明

デフォルト

使用上のガイドライン

x

この値は、COPS メッセージが送信されるマーキングを指定します。次の値
がサポートされています。
•

0-63 ― 0 〜 63 の範囲の DSCP 値

•

af11 ― AF11 dscp（001010）を使用

•

af12 ― AF12 dscp（001100）を使用

•

af13 ― AF13 dscp（001110）を使用

•

af21 ― AF21 dscp（010010）を使用

•

af22 ― AF22 dscp（010100）を使用

•

af23 ― AF23 dscp（010110）を使用

•

af31 ― AF31 dscp（011010）を使用

•

af32 ― AF32 dscp（011100）を使用

•

af33 ― AF33 dscp（011110）を使用

•

af41 ― AF41 dscp（100010）を使用

•

af42 ― AF42 dscp（100100）を使用

•

af43 ― AF43 dscp（100110）を使用

•

cs1 ― CS1 dscp（001000）を使用（優先順位 1）

•

cs2 ― CS2 dscp（010000）を使用（優先順位 2）

•

cs3 ― CS3 dscp（011000）を使用（優先順位 3）

•

cs4 ― CS4 dscp（100000）を使用（優先順位 4）

•

cs5 ― CS5 dscp（101000）を使用（優先順位 5）

•

cs6 ― CS6 dscp（110000）を使用（優先順位 6）

•

cs7 ― CS7 dscp（111000）を使用（優先順位 7）

•

デフォルト ― デフォルトの dscp（000000）を使用

•

ef ― EF dscp（101110）を使用

•

シスコ製ルータにより送信されるメッセージでは、デフォルトの DSCP 値は 0 です。

•

シスコ製ルータへの着信接続の場合、デフォルトでは、COPS エンジンは、TCP 接続を開始す
る COPS サーバにより使用される DSCP 値を受け取ります。

•

cops ip dscp コマンドにより、シスコ製ルータは、着信接続または発信接続のいずれかの COPS
パケットに再びマーク付けすることができます。

•

このコマンドは、すべての COPS サーバとのすべての TCP 接続に影響を与えます。

•

このコマンドは、COPS サーバとの既存の接続に影響を与えません。いったんこのコマンドを
発行すると、この機能は、その時点以降の新しい接続でのみサポートされます。
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例

次の例は、サポートされたコマンド変動値による cops ip dscp コマンドを示しています。
Router(config)# cops ip dscp ?
<0-63>
DSCP value
af11
Use AF11 dscp (001010)
af12
Use AF12 dscp (001100)
af13
Use AF13 dscp (001110)
af21
Use AF21 dscp (010010)
af22
Use AF22 dscp (010100)
af23
Use AF23 dscp (010110)
af31
Use AF31 dscp (011010)
af32
Use AF32 dscp (011100)
af33
Use AF33 dscp (011110)
af41
Use AF41 dscp (100010)
af42
Use AF42 dscp (100100)
af43
Use AF43 dscp (100110)
cs1
Use CS1 dscp (001000) [precedence
cs2
Use CS2 dscp (010000) [precedence
cs3
Use CS3 dscp (011000) [precedence
cs4
Use CS4 dscp (100000) [precedence
cs5
Use CS5 dscp (101000) [precedence
cs6
Use CS6 dscp (110000) [precedence
cs7
Use CS7 dscp (111000) [precedence
default Use default dscp (000000)
ef
Use EF
dscp (101110)

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]

COPS の追加情報
Cisco 12.3(13a)BC は、COPS で使用するための ACL もサポートしています。「COPS インターセプ
トに対する ACL のサポート」
（p.1-50）を参照してください。
Cisco CMTS での COPS の設定の詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Cable Monitor and Intercept Features for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
571.html
• 『Configuring COPS for RSVP』
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186
a00800b75c9.html
• 『COPS for RSVP』
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186
a00800b679d.html#53452
cops tcp window-size
Cisco CMTS でのデフォルトの TCP 受信ウィンドウ サイズを変更するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで cops tcp window-size コマンドを使用します。この設定によって、COPS
サーバが一度に過度に多量のデータを送信するのを防ぐことができます。TCP ウィンドウ サイズを
デフォルト設定の 4K に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cops tcp window-size bytes
no cops tcp window-size

シンタックスの説明

bytes

デフォルト

デフォルトの COPS TCP ウィンドウ サイズは、4000 バイトです。

これは TCP ウィンドウ サイズの設定（バイト）です。この値の有効範囲は、
516 〜 65535 バイトです。
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使用上のガイドライン

このコマンドは、COPS サーバとの既存の接続に影響を与えません。いったんこのコマンドを発行
すると、この機能は、その時点以降の新しい接続でのみサポートされます。

例

次の例では、TCP ウィンドウ サイズを 64000 バイトに設定しています。
Router(config)# cops tcp window-size 64000

次の例は、このコマンドのオンライン ヘルプを示しています。
Router(config)# cops tcp window-size ?
<516-65535> Size in bytes

COPS の追加情報
Cisco 12.3(13a)BC は、COPS で使用するための ACL もサポートしています。「COPS インターセプ
トに対する ACL のサポート」
（p.1-50）を参照してください。
Cisco CMTS での COPS の設定の詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Cable Monitor and Intercept Features for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
571.html
• 『Configuring COPS for RSVP』
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186
a00800b75c9.html
• 『COPS for RSVP』
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186
a00800b679d.html#53452

パケット インターセプト
この機能により、インターフェイス MAC アドレスに基づいてケーブル ネットワーク アクティビィ
ティを代行受信できます。
CMTS が、特定の CM 間を行き来する全トラフィックを、特定の UDP ポートにあるデータ コレク
タに転送できるようにするには、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 intercept コマンドを使用します。この機能を非アクティブにするには、このコマンドの no 形
式を使用します。
cable intercept mac-address ip-address udp-port
no cable intercept mac-address

シンタックスの説明

mac-address

MAC アドレスを指定します。

ip-address

宛先データコレクタの IP アドレスを指定します。

udp-port

データコレクタでのインターセプト ストリームの宛先 UDP ポート番号を指
定します。有効値は、0 〜 65535 です。

コマンドの詳細については、Cisco.com の『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』を参
照してください。
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PXF ARP フィルタ
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC では、PXF ARP フィルタ機能が導入されています。現在、ARP フィ
ルタには、識別された [ARP offenders] の ARP パケットにフィルタをかける PXF コンポーネントが
あり、これによって、ARP のパント レートおよび RP CPU の使用率が減少します。
詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Cable ARP Filtering』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801eefa9.html

PXF 迂回速度制限
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC では、PXF 迂回速度制限機能が導入されています。迂回パスの速度制
限により、パケットがキューに入れられる前に、RP キューに輻輳を発生させるパケットがドロッ
プされるため、有効なパケットは影響を受けません。
詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Cable ARP Filtering』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801eefa9.html

Service Independent Intercept（SII）のサポート
Cisco CMTS は、音 声 お よ び デ ー タ に 関 す る Communications Assistance for Law Enforcement Act
（CALEA）をサポートしています。Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco uBR10012 CMTS での
Service Independent Intercept（SII）に対するサポートが導入されています。Cisco SII により、パケッ
ト インターセプト機能で提供されるより安定したレベルの Lawful Intercept（LI; 合法的傍受）オプ
ションが提供されます。Cisco SII は、Cisco CMTS でのダイヤル アクセス、モバイル ワイヤレス、
トンネル トラフィック、音声およびデータのトラフィックのための Resilient Transport Protocol
（RTP）を含む、司法上認可された電子的傍受に対する次のレベルのサポートです。Cisco CMTS の
SII には、次の機能が含まれています。
•

特定または不特定のインターフェイスまたはポートでのパケット インターセプト

•

仮想インターフェイス バンドルでのパケット インターセプト

•

これらの各機能に対応する SNMP MIB 拡張（インターセプト要求は SNMPv3 を使用するメディ
エーション デバイス [MD] により開始される）

（注）

このプラットフォームの制約事項については、
『Cable Monitor and Intercept Features for the Cisco
CMTS』の「Overview of CISCO-TAP-MIB」を参照してください。関連情報（p.1-59）を参照してく
ださい。

（注）

Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、この機能に対する新しい CLI コマンドは提供されていません。

Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Multiple Service Operator（MSO; マルチプル サービス オペレー
タ）は、SII および LI の規制に完全に準拠しています。世界中のサービス プロバイダーは、政府機
関がサービス プロバイダーの従来の電話に対してサーベイランスを行うことを許可するように法
律で要求されています。SII 機能の目的は、政府機関が電子ネットワーク サーベイランスを行うこ
とを法的に許可する New World ネットワークをもつサービス プロバイダーをイネーブルにするこ
とです。
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LI では、法の執行機関が回路およびパケットモードの通信の電子サーベイランスを行うプロセスお
よび司法上の権限を説明しています。LI は、司法命令または行政命令によって認可され、Cisco
CMTS での音声またはデータのいずれかのトラフィックに対して実施されます。表 1-7 に、Cisco
uBR10012 に実装されているパケット インターセプトと SII 機能の相違点を示します。
表 1-7

Cisco uBR10012 でのパケット インターセプトと SII 機能の相違点

機能

パケット インターセプト

SII

インターフェイスのタイプ

ケーブル

ケーブル

IP マスク

255.255.255.255 または 0.0.0.0

255.255.255.255 または 0.0.0.0

L4 ポート

任意の 1 つのポートまたは 0 〜 任意の 1 つのポートまたは 0 〜
65535
65535

プロトコル

UDP

任意

TOS/DSCP

サポートしていない

サポートしている

関連情報
詳細については、次のマニュアルを参照してください。
• 『Configuring COPS for RSVP, Cisco IOS Versions 12.2 and 12.3』
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186
a00800b75c9.html
• 『Cable Monitor and Intercept Features for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
571.html
• 『PacketCable and PacketCable Multimedia on the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
576.html
• 『Cisco PacketCable Primer White Paper』
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns121/ns342/ns343/networking_solutions_white_paper09186
a0080179138.shtml

IP ブロードキャストおよびマルチキャスト機能
Cisco uBR10012 ルータは、次の IP ブロードキャストおよびマルチキャスト機能をサポートしてい
ます。
•

IP ブロードキャスト エコー

•

IP マルチキャスト エコー

•

Cisco uBR10012 CMTS でのマルチキャスト QoS サポート

•

SSM マッピング

IP ブロードキャスト エコー
アップストリーム IP ブロードキャストエコーをアクティブ化できるので、Cisco uBR10012 ルータ
は、ブロードキャスト パケットをエコーできます。設定については、「オプションのブロードキャ
ストおよびケーブル IP マルチキャスト エコーの設定」（p.3-33）を参照してください。
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IP マルチキャスト エコー
この機能を使用すると、各マルチキャスト パケット（ケーブルラインカードから受信）のコピーを
受信側 US ポートの MAC ドメインに対応づけられたダウンストリーム ポートに送信できます。ま
た、この機能では、MAC ドメイン内のすべての CM が、同じ MAC ドメイン内の CM によって送
信されたマルチキャスト パケットを受信できます。詳細については、「オプションのブロードキャ
ストおよびケーブル IP マルチキャスト エコーの設定」（p.3-33）を参照してください。

Cisco uBR10012 CMTS でのマルチキャスト QoS サポート
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、マルチキャスト ダウンストリーム QoS 機能に対するサポート
が導入されています。この機能により、マルチキャスト グループにスタティック マッピングを割
り当てることができます。マルチキャスト ダウンストリーム QoS 機能では、既存のインフラスト
ラクチャ（DOCSIS 1.1 サービス フロー）を使用して、BPI 暗号化機能で使用されるマルチキャスト
グループにマルチキャスト SID を割り当てます。
ディセーブルの場合、マルチキャスト ダウンストリーム QoS 機能は、ほかの機能に影響を与えま
せん。ダウンストリーム ケーブル インターフェイスへのマルチキャスト パケットは、デフォルト
のサービス フローに送信されます。
こ の 機 能 は、マ ル チ キ ャ ス ト ト ラ フ ィ ッ ク が サ ー ビ ス フ ロ ー に 分 類 さ れ な い こ と を 示 す
CSCeg22989 に反応して実装されるため、最終的にデフォルトのサービス フローのキューに入れら
れます。デフォルトのサービス フローでは、特定の QoS 保証が割り当てられません。したがって、
いったんインターフェイスが輻輳レベルに近づくと、マルチキャスト パケットがドロップされる可
能性があります。

制約事項
•

マルチキャストの定義はバンドル単位であり、インターフェイス単位ではありません。このこ
とは、バンドル内のすべてのダウンストリームがマルチキャストと QoS の同じ対応づけを共有
することを意味します。ダウンストリームは、同じ QoS パラメータに従って独自のサービス フ
ローを作成します。

•

マルチキャストと QoS の定義は、サブインターフェイス単位で割り当てることができません。

•

グループがアイドル状態（IGMP レポートに対する応答なし）になった場合、マルチキャスト
SID は削除されません。

•

マルチキャスト グループに対する QoS の割り当ては、動的に変更できます。割り当てを変更
したい場合、新しい [cable match] コマンドを設定する必要があります。

•

マルチキャスト QoS は、Cisco uBR10012 ルータのマルチキャスト エコーではサポートされて
いません。

新しいコマンドおよび変更されたコマンド
cable match address
BPI がイネーブルまたはディセーブルの状態で、既存の cable match コマンドを使用して、マルチ
キャスト グループに QoS を割り当てます。
router# cable match address <number>|<name> [service-class <name> [bpi-enable]]
router# no cable match address [<number>|<name> [service-class <name> [bpi-enable]]]

debug cable mcast-qos
このコマンドを使用して、CMTS マルチキャスト QoS デバッグをオンにします。
router# debug cable mcast-qos
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SSM マッピング
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC では、Cisco uBR10012 ルータでの Source-Specific Multicast（SSM）マッ
ピング サポートが導入されています。
SSM マッピング機能が設定されている場合、ルータが特定のグループ G の IGMP バージョン 1 ま
たはバージョン 2 メンバシップ レポートを受信すると、ルータは、このグループに対応づけられて
いるよく知られた送信元の IGMPv3 (S, G) INCLUDE メンバシップ レポートのような、1 つまたはそ
れ以上の SSM (S, G) チャネルでこれを変換します。
ルータがグループ G の IGMP バージョン 1 またはバージョン 2 メンバシップ レポートを受信した
場合、ルータは、SSM マッピングを使用して、グループ G の 1 つまたはそれ以上の送信元 IP アド
レスを決定します。次に、SSM マッピングは、メンバシップ レポートを IGMP バージョン 3 レポー
ト INCLUDE (G, [S1, G], [S2, G]...[Sn, G] として変換し、IGMP バージョン 3 レポートを受信したか
のように継続します。次に、ルータは PIM ジョインを (S1, G) 〜 (Sn, G) に送信し、IGMP バージョ
ン 1 または バージョン 2 メンバシップ レポートを受信し続ける限り、また、グループの SSM マッ
ピングが同じである限り、これらのグループに加入し続けます。
SSM マッピング機能がルータに静的に設定されている場合、送信元アドレスは、ルータに静的に設
定されているテーブルによるか、または DNS を調べることにより検出できます。静的に設定され
たテーブルが変更された場合、または DNS マッピングが変更された場合、ルータは、加入したグ
ループに対応づけられている現在の送信元に加入したままになります。
この機能の詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Source Specific Multicast (SSM) Mapping』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123newft/123t/123t_2/gtssmma.htm

IP ルーティング機能
Cisco uBR10012 ルータでは、IP ルーティングのコンフィギュレーションおよびパフォーマンスに役
立つ機能をいくつか備えています。
•

ケーブル ARP フィルタの拡張

•

設定可能なレジストレーション タイムアウト

•

ホスト間通信（プロキシ ARP）

•

統合 ToD サーバ

•

Cisco uBR10012 に対する PBR サポート

•

サポート対象プロトコル

IP ルーティングの詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Cisco IOS IP Configuration Guide』Release 12.2 の「IP Routing Protocols」セクション
• 『IP Routed Protocols』
•

シスコの Technical Assistance Center（TAC）の『IP Technical Tips』Web ページ

•

シスコの Technical Assistance Center（TAC）の『Routing Protocols』Web ページ

•

シスコの Technical Assistance Center（TAC）の『Top Issues: IP Routing Protocols』Web ページ

•

シスコの『Enabled Technologies』Web ページ
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ケーブル ARP フィルタの拡張
Cisco IOS Release 12.2(15)BC2b で導入された cable arp filter コマンドにより、サービス プロバイダー
は、ARP 要求と応答パケットにフィルタをかけることができます。これによって、このような大量
のパケットがケーブル ネットワーク上のほかのトラフィックに干渉しなくなります。
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、cable arp filter コマンドの拡張されたコマンド オプション構文
が導入されています。ここで、number および window-size の値は、reply-accept および request-send
の設定では省略可能です。
ケーブル インターフェイス上の各 SID で許容される ARP パケットの数を制御するには、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 arp コマンドを使用します。CM での
ARP ブロードキャストのフィルタリングを中止するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable arp filter {reply-accept number window-size | request-send number window-size}
no cable arp filter {reply-accept | request-send}
default cable arp filter {reply-accept | request-send}

シンタックスの説明

reply-accept number
window-size

request-send number
window-size

ケーブル インターフェイスが、そのインターフェイス上の各アクティ
ブ SID で、window-size 秒おきに指定された number の ARP 応答パケッ
トのみを受け入れるように設定します。
ケーブル インターフェイスは、
この数を超える SID の ARP 応答パケットをドロップします。
•

number =（オプション）ウィンドウ期間内で各 SID に許可された
ARP 応答パケットの数許容範囲は、0 〜 20 パケットです（デフォ
ルトは 4 パケット）。number が 0 の場合、ケーブル インターフェ
イスはすべての ARP 応答パケットをドロップします。指定されて
いない場合、この値はデフォルトを使用します。

•

window-size =（オプション）ARP 応答を監視するウィンドウ期間
のサイズ（秒）有効な範囲は、1 〜 5 パケットです（デフォルトは
2 パケット）
。

ケーブル インターフェイスが、そのインターフェイス上の各アクティ
ブ SID で、window-size 秒おきに指定された number の ARP 要求パケッ
トのみを送信するように設定します。ケーブル インターフェイスは、
この数を超える SID の ARP 要求をドロップします。
•

number =（オプション）ウィンドウ期間内で各 SID に許可された
ARP 要求パケットの数許容範囲は、0 〜 20 パケットです（デフォ
ルトは 4 パケット）。number が 0 の場合、ケーブル インターフェ
イスは ARP 要求パケットを送信しません。

•

window-size =（オプション）ARP 要求を監視するウィンドウ期間
のサイズ（秒）有効な範囲は、1 〜 5 パケットです（デフォルトは
2 パケット）
。

Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、HCCP プロテクト インターフェイスでの以前の注意事項も削除
されています。以前、復帰 HCCP N+1 スイッチオーバーの場合に、cable arp filter reply および cable
arp filter request の設定の手動による削除が、のちにプロテクト インターフェイスで必要になる
ケースがありました。
ARP フィルタリングの詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Cable ARP Filtering』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/c
blarpfl.htm
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設定可能なレジストレーション タイムアウト
レジストレーション タイムアウト値（T9 タイマー）は設定可能です。この設定可能なタイマーパ
ラメータは、CM が正常にレンジングステート 2 を完了してから最初のレジストレーション要求
メッセージを発行するまでの経過時間を記述します。この時間の間、CM は IP 接続、ToD、および
セキュリティ（オプション）を設定し、TFTP サーバからの動作パラメータを転送します。
この機能によって、CM レジストレーション値（T9 タイマー）を変更できます。registration-timeout
コマンドを使用して T9 タイマーを設定またはリセットします。
コマンド

説明

registration-timeout minutes

T9 タイマーを新しい値に設定します（2 〜 60 分）
。

no cable registration-timeout

デフォルトの 3 分に T9 タイマーをリセットします。

ホスト間通信（プロキシ ARP）
プロキシ Address Resolution Protocol（ARP）により、Cisco uBR10012 ルータは同じケーブル ネット
ワーク サブネット上の CM のために、ARP 要求を発行できます。プロキシ ARP は、サブネット上
のマシンがルーティングやデフォルトゲートウェイを設定しないでリモートサブネットに到達す
るのに役立ちます。
•

シスコ ルータのインターフェイスを、プロキシ ARP を受け入れて応答するように設定する必
要があります。

•

ワークステーションはネットワーク全体を 1 つのネットワークとして表示するように設定する
必要があります。これは、通常は、ネットワークが実際に使用するものよりも小さなサブネッ
トマスクでワークステーションを設定して行います。

•

ルータは、その MAC アドレスでプロキシ ARP 要求に応答します。したがって、ワークステー
ションはこの宛先アドレスのトラフィックをすべてルータに送信し、ルータはルーティング
テーブルに従ってそれを転送します。

各ホストは、自身のネットワークの物理的な詳細がわからないので、ARP 要求を送信するだけで宛
先に到達できるフラット ネットワークであると見なします。ただし、すべてに ARP を使用するデ
メリットもあるので、そのいくつかを以下に説明します。
•

セグメント上で ARP トラフィックの量が増えます。

•

ホストは、IP/MAC 間のアドレス マッピングの処理により大きな ARP テーブルを必要としま
す。

•

セキュリティを弱める可能性があります。パケットを代行受信する（「スプーフィング」と呼
ばれる）ため、マシンは別のものにするよう要求できます。

•

ARP は、アドレス解決に ARP を使用しないネットワークでは無効です。

•

ARP はすべてのネットワークトポロジに対して適用しません（たとえば、2 つの物理ネットワー
クに接続する複数のルータ）。

設定の詳細については、
「ケーブルプロキシ ARP 要求のアクティブ化」
（p.3-31）を参照してくださ
い。

統合 ToD サーバ
この操作機能によって、レジストレーション プロセス中に、Cisco uBR10012 ルータで、ケーブル
インターフェイスからの ToD（RFC 868）要求に応答できます。DHCP、ToD、または TFTP サービ
ス の 設 定 に つ い て は、Cisco.com の『Cisco Cable Modem Termination System Feature Guide』の
「Configuring DHCP, ToD, and TFTP Services」の章を参照してください。
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Cisco uBR10012 に対する PBR サポート
Policy-Based Routing（PBR; ポリシーベース ルーティング）は、ネットワーク管理者によって定義
されるポリシーに基づいて、データ パケットのフォワーディングまたはルーティングを示して実装
するためのツールを提供します。PBR では、アクセス リストやパケット サイズに基づいてポリシー
を選択的に適用することにより、ルーティング プロトコルの決定におけるポリシーの変更を行うこ
とができます。
また、ネットワーク管理者は、PBR を使用して、IP ToS、IP precedence、および IP QoS グループの
フィールドをインターフェイス上の着信パケットに一致するように選択的に変更できます。
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータは、各ポリシー内で最大 255 個の PBR ポリ
シーと 32 個のルート マップをサポートしています。Cisco IOS Release 12.2(11)CY では、次の PBR
コマンドのサブセットがサポートされています。
•

ip policy route-map map-tag

•

route-map map-tag [permit | deny] [sequence-number]

•

match ip address {ACL-number | ACL-name} [ACL-number | ACL-name ...]

•

match length min max

•

set [default] interface type number [type number ...]

•

set ip [default] next-hop ip-address [ip-address ...]

•

set ip precedence value

•

set ip qos-group value

•

set ip tos value

•

show route-map [map-tag]

PBR の 詳 細 に つ い て は、次 の URL の『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』
Release 12.2 の「Configuring Policy-Based Routing」の章を参照してください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fqos_c/fqcprt1/qcfpbr.htm

サポート対象プロトコル
Cisco uBR10012 ルータ は、複数のクラスの複数のプロトコルをサポートしています。サポート対象
には次のプロトコルが含まれますが、これらのプロトコルに限定されるわけではありません。

（注）

•

ARP

•

Cisco Discovery Protocol（CDP）

•

DNS

•

IP v4/v5

•

SNMPv2 および SNMPv3 統合 DHCP サーバ

•

TFTP クライアント

•

UDP

ルーティング プロトコルの設定時に、変更をイネーブルにするため、Cisco IOS ソフトウェアはイ
ンターフェイスをリセットする必要があります。通常は、そのインターフェイス上の動作に大きな
影響が生じることはありませんが、ケーブル インターフェイスの場合は、その特定のダウンスト
リーム上のすべての CM が再初期化されるので、そのダウンストリーム上のデータ伝送が妨げられ
る可能性があります。したがって、ケーブル インターフェイスに対して router rip などのルーティ
ング 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。ただし、影響を受ける加入者が
最小限となる時期に行ってください。
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IP ルーティング プロトコルの設定に関する詳細は、Cisco.com の『Cisco IOS IP Configuration Guide,
Release 12.2』の「IP Routing Protocols」の章を参照してください。

管理機能
Cisco uBR10012 ルータは、次のように、CMTS ヘッドエンド設定、管理、および DOCSIS サポート
をよりパワフルで効率的なものにする機能を備えています。
•

Cisco CMTS のアドミッション制御

•

ブロードバンド インターネット アクセス

•

ケーブル インターフェイス バンドル

•

CNEM 準拠

•

CPE の制限と変更

•

DOCSIS 2.0 SAMIS ECR データ セット

•

DOCSIS Set-Top Gateway Issue 1.0

•

拡張モード DOCSIS Set-Top Gateway Issue 1.1

•

ダウンストリーム チャネル ID の設定

•

ダウンストリーム周波数の変更

•

ロードバランシングのための Dynamic Channel Change（DCC）

•

ダイナミック変調プロファイル

•

ダイナミック アップストリーム変調

•

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータでの EtherChannel のサポート

•

Management Information Base（MIB）の変更と拡張

•

Cisco IOS Release 12.3(9a)BC での MIB の変更およびアップデート

•

ケーブル モデムのプレイコライゼーション制御

•

ルート プロセッサ冗長性のサポート

•

Usage-Based Billing の SSL サーバ

•

マルチキャストおよびケーブル インターフェイス バンドリングの SFID サポート

•

SNMP のケーブル モデム リモート クエリ

•

SNMPv3

•

スペクトル管理

•

Cisco uBR10012 CMTS での拡張スペクトル管理サポート

•

スタティック CPE の変更（cable submgmt default コマンド）

•

統計カウンタ

•

STM バージョン 1.1

•

Usage Based Billing（SAMIS）

Cisco CMTS のアドミッション制御
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco CMTS のアドミッション制御が導入されています。
Cisco CMTS のアドミッション制御は、CMTS ヘッドエンドで QoS ポリシーを実装する多面的な機
能です。アドミッション制御では、以前の Cisco IOS リリースでは不可能であった方法により、効
率的なリソースおよび帯域利用率が確立されます。
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アドミッション制御は、Cisco CMTS での複数のシステムレベルのリソースを監視し、サービス要
求に基づいて、リソースの割り当てを自動的に行います。アドミッション制御は、Cisco CMTS 全
体のパフォーマンスを劣化させるリソース消費を防ぐことにより、システムレベルでの最適の動作
を維持します。さらに、アドミッション制御により、アップストリームまたはダウンストリーム帯
域幅リソースを特定の DOCSIS トラフィック タイプに割り当て、きわめて動的なトラフィック状態
でこのような優先順位づけを維持します。
アドミッション制御では、リソースのモニタリングおよび管理に 2 つのイベント タイプを使用しま
す。ケーブル モデムの登録とダイナミック サービス（音声コール）要求です。これらの 2 つのイ
ベントが Cisco CMTS で発生した場合、アドミッション制御は、サービス コール要求を許可してサ
ポートする前に、対応づけられたリソースが設定された制限に適合していることを確認します。
アドミッション制御は、トラフィック フローに QoS を適用するメカニズムではありません。スケ
ジューリングとキューイングは、QoS の実装に使用されるメカニズムの一部です。QoS はパケット
単位で適用されます。アドミッション制御チェックは、フローが処理される前に行われます。
Cisco IOS Release 12.3(13)BC のアドミッション制御は、Cisco CMTS での次のリソースを監視しま
す。
•

CPU 利用率 ― アドミッション制御は、Cisco CMTS での CPU 利用率を監視し、新しいトラ
フィックにより Cisco CMTS での CPU リソースが脆弱化しそうな場合に、既存のサービス フ
ローに対して QoS を保存します。

•

メモリ リソース利用率（I/O、プロセッサ、および組み合わせた合計）― アドミッション制御
は、一方または両方のメモリ リソースとその消費を監視し、CPU 利用率の場合と同じ方法で
QoS を保存します。

•

アップストリームおよびダウンストリームの帯域利用率 ― アドミッション制御は、アップス
トリームおよびダウンストリームの帯域利用率と対応するサービス クラス（データおよびダイ
ナミック サービス トラフィック用）を監視します。

Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco CMTS でのアドミッション制御のための新しいコンフィ
ギュレーション コマンド debug および show が導入されています。詳細については、Cisco.com の
次のマニュアルを参照してください。
• 『Admission Control for the Cisco Cable Modem Termination System』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a00804d2
537.html

ブロードバンド インターネット アクセス
Cisco uBR10012 ルータは、加入者に対して、IF/RF 信号、TV 信号、およびアナログ / デジタルデー
タ信号を処理するブロードバンド インターネット アクセスを提供します。設定については、第 5
章「基本的なブロードバンド インターネット アクセスの設定」を参照してください。

ケーブル インターフェイス バンドル
ケーブル インターフェイス バンドルによって、双方向ケーブル プラントでのルーティング機能付
きで IP アドレスの保存が行われます。IP アドレスのスペースが制限されている場合は、インター
フェイスのバンドルによって IP アドレス リソースが節約されます。
インターフェイス バンドルは、バンドル マスタをサポートするケーブル インターフェイス バンド
ルとしてグループ化された、複数のケーブル インターフェイスで 1 つの IP サブネットを共有しま
す。この機能は、Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）コ
ンフィギュレーションで使用できます。設定については、
『Cisco Broadband Cable Command Reference
Guide』の cable bundle コマンドを参照してください。
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CNEM 準拠
Consistent Network Element Manageability（CNEM）準拠機能は、CMTS プラットフォームを CNEM
1.3 の要件に準拠させることにより、CMTS プラットフォームのネットワーク管理機能を向上させ
ます。
CNEM 1.3 の要件は、最小限の努力で Element Management System（EMS; エレメント マネジメント
システム）をイネーブルにし、ネットワーク エレメントのシスコ製品ラインに EMS を最大限に適
用することを目的としています。
詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Cisco CMTS Universal Broadband Router MIB Specifications Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_technical_reference_book09186a0080
1e8b9c.html

CPE の制限と変更
cpe max コマンドにより、Cisco uBR10012 ルータは、CLI または SNMP を使用して CM ごとの CPE
数を報告および制限することができます。この機能は、複数の CPE デバイスをサポートする CM の
機能とは無関係です。

シンタックスの説明

コマンド

説明

cpe max cpe-num

CM を使用してケーブルネットワークに接続できる CPE デバイスの最大数を
指定します。

no cpe max

CPE の指定を削除します。

cpe-num

CPE の数を指定します。有効値は、1 〜 254 です。

コマンドの詳細については、
『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』および『Cisco Cable
Modem Termination System Feature Guide』を参照してください。これらは両方とも Cisco.com で提供
されています。

DOCSIS 2.0 SAMIS ECR データ セット
Cisco CMTS の Usage-Based Billing 機能により、Subscriber Account Management Interface Specification
（SAMIS）形式の加入者アカウントと料金請求の情報が提供されます。SAMIS 形式は、
Data-over-Cable Service Interface Specifications（DOCSIS; データオーバーケーブル サービス インター
フェイス仕様）Operations Support System Interface（OSSI）仕様により指定されます。
Release 12.3(17a)BC では、OSSI 仕様の拡張、料金請求レポート（料金記録形式）
、
CISCO-CABLE-METERING-MIB に対する追加サポート（加入者アカウントと料金請求の情報を
SAMIS 形式で提供するオブジェクトを含む）、DCC に対する追加サポート、およびロード バラン
シングおよびダウンストリーム LLQ のための DCC が提供されます。
詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Usage-Based Billing for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801ef1d7.html
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DOCSIS Set-Top Gateway Issue 1.0
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロー ドバンド ルータ での
DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）Issue 1.0 に対するサポートが導入されています。DSG 機能により、
Cisco CMTS は、アウトオブバンド（OOB）メッセージングとして知られるケーブル サービスのク
ラスを、既存のネットワークを通してセットトップ ボックス（STB）に提供できます。これにより、
MSO およびほかのサービス プロバイダーは、既存のネットワークまたはケーブル モデムを変更す
ることなく、ベンダーから独立した 1 つのオープンなネットワーク上で、DOCSIS と STB の両方の
動作を組み合わせることができます。
DSG は、Cisco CMTS がアウトオブバンド（OOB）メッセージングとして知られるケーブル サービ
スのクラスを、既存の DOCSIS ケーブル ネットワークを通してセットトップ ボックス（STB）に
提供できるようにする CableLabs® の仕様です。DSG 1.0 により、ケーブル Multi-System Operator
（MSO）およびほかのサービス プロバイダーは、既存の DOCSIS ネットワーク インフラストラク
チャを変更することなく、ベンダーから独立した 1 つのオープンなネットワーク上で、DOCSIS と
STB の両方の動作を組み合わせることができます。
シスコによるこの発表の時点で、CabeLabs® DOCSIS DSG の仕様は、安定性、業界での厳しいレ
ビュー、およびベンダー間の相互運用性により特徴づけられており、[Issued] の現在の状態にあり
ます。
Cisco uBR10012 ルータでの DSG 1.0 の設定および使用の詳細については、Cisco.com の次のマニュ
アルを参照してください。
• 『DOCSIS Set-Top Gateway for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/u
brdsg.htm

拡張モード DOCSIS Set-Top Gateway Issue 1.1
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco uBR10012 ルータ での DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）
Issue 1.1 に対するサポートが導入されています。DSG 1.1 は、以前の Cisco IOS 12.3(9a)BC リリース
における DSG Issue 1.0 の拡張に基づいて構築され、DSG Issue 1.0 の拡張をサポートしています。
A-DSG 1.1 では、DOCSIS 1.1 および DOCSIS 2.0 に対する強力なサポートと最新の DOCSIS DSG 仕
様が導入されています。A-DSG により提供される利点には、次のものがあります。
•

アウトオブバンド（OOB）メッセージングの本質的な性質を保持するが、この性質を現代テク
ノロジーベースに移行する。

•

加入者帯域幅とトラフィックが大幅に増大しているため、ネットワーク上での 1 つのベンダー
による低密度の特殊な用途の機器に取って代わる。

•

ケーブル モデムと STB データ トラフィックを共有の DOCSIS チャネルに統合

•

DOCSIS 1.1 インフラストラクチャ上のケーブル TV 加入者に対する高速データ（HSD）サービ
スが増加

•

DOCSIS 1.1 デジタル ビデオ ブロードキャスト トラフィックに対するサポートの拡張

•

HSD または ビデオ トラフィックのいずれかに対する共有または専用サポートの有効化

•

ストリーミング ビデオ、Web ブラウジング、E メール、リアルタイム チャット アプリケーショ
ン、対象のアドバタイジング サービスなど、一方向または双方向のオペレーションおよび拡張
された双方向インタラクティブ アプリケーションをサポート

これらの強力な利点により、Hybrid Fiber-Coaxial（HFC; 光ファイバ / 同軸ハイブリッド）プラント
投資のパフォーマンスおよびリターンは最大となります。

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

1-68

OL-1520-08-J

第1章

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェアの概要
Cisco uBR10012 ルータでサポートされているソフトウェア機能

Cisco DSG 1.0 からの変更点
DSG Issue 1.0 は DOCSIS DSG-I01 仕様に合わせたものであるのに対し、DSG Issue 1.1 は、新しい拡
張モード（A-DSG）を含め、DOCSIS DSG-I02 仕様に合わせています。
次の DSG 1.1 の機能は 12.3(13a)BC でサポートされていますが、ベーシック モード DSG に対する
サポートも引き続き行っています。
•

DSG 1.1 により、ダイナミックなトンネル定義の学習が可能になります。DSG 1.0 では、スタ
ティックなトンネル定義しかありませんでした（セットトップ ボックスにプログラムされてい
た）。

•

DSG 1.1 では、新しい Cisco IOS CLI の設定および A-DSG の設定とネットワーク情報のための
show コマンドを特徴として備えています。

以前の DSG とは異なり、拡張モード DSG（A-DSG）は Downstream Channel Descriptor（DCD）メッ
セージという DOCSIS MAC 管理メッセージを使用しており、この DCD メッセージにより、DSG ト
ンネルのトラフィックを管理します。DCD メッセージは各ダウンストリームで 1 秒に 1 回送信さ
れ、使用するトンネルとクラシファイアを決定するために DSG クライアントにより使用されます。
DCD では、DOCSIS MAC 管理メッセージに DSG アドレス テーブルが配置されています。DSG 1.0
（およびそれ以前の発行）と A-DSG 1.1 の主な相違点は、拡張モードでは、DSG トンネルの管理に
DCD メッセージを使用するということです。
DCD メッセージには、以下のものを含む DSG ルールと DSG クラシファイアのグループが含まれて
います。
•

DSG ルールおよびルール優先順位

•

DSG クラシファイア

•

DSG チャネル リストのタイプおよび長さの値（TLV）

•

DSG クライアント クラシファイア（ブロードキャスト、CA システム、アプリケーション、ま
たは MAC レベル）

•

DSG タイマー リスト

•

DSG アップストリーム チャネル ID（UCID）リスト

•

ベンダー特有の情報フィールド

•

Cisco IOS Release 12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリースが必要です。

•

Cisco DSG 1.1 は、PRE1 または PRE2 パフォーマンス ルーティング エンジン モジュールが搭載
された Cisco uBR10012 でサポートされています。

•

Cisco DSG 1.1 は、次のケーブル インターフェイス ラインカードおよびブロードバンド プロ
セッシング エンジン（BPE）が搭載された Cisco uBR10012 でサポートされています。

DSG 1.1 の前提条件

− Cisco uBR10-LCP2-MC16C/MC16E/MC16S ケーブル インターフェイス ライン カード
− Cisco uBR10-LCP2-MC28C ケーブル インターフェイス ライン カード
− Cisco uBR10-MC5X20S/U ブロードバンド プロセッシング エンジン
DSG 1.1 の制約事項および注意事項
Cisco DSG 1.1 には、次の制約事項があります。
•

Cisco DSG 1.1 は、レイヤ 3 で使用可能なサービス フロー QoS をサポートしていません。

•

Cisco DSG 1.1 はトンネル セキュリティをサポートしていませんが、厳密には ACL をサポート
しています。

•

Cisco DSG 1.1 はサブインターフェイスをサポートしていません。
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•

Cisco DSG 1.1 は HCCP N+1 インターオペラビリティをサポートしていません。

•

Cisco DSG 1.1 は A-DSG の SNMP MIBS をサポートしていません。

DSG 1.1 の関連情報
• 『Advanced-mode DOCSIS Set-Top Gateway Issue 1.1 for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guides_list.html

• 『DOCSIS Set-Top Gateway (DSG) for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00802065c8.html

• 『Cisco DOCSIS Set-top Gateway』White Paper
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_white_paper09186a00801b3f0f.shtml
•

CableLabs『DOCSIS Set-top Gateway (DSG) Interface Specification SP-DSG-I03-041124』
http://www.cablemodem.com/downloads/specs/CM-SP-DSG-I03-041124.pdf

拡張モード DOCSIS Set-Top Gateway Issue 1.2
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC2 では、拡張モード DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）Issue 1.2 に対す
る認証されたサポートが導入されています。DSG Issue 1.2 では、CableLabs™ からの最新の DOCSIS
Set-Top 仕様に対するサポートが導入されています。
• 『DOCSIS Set-top Gateway (DSG) Interface Specification』CM-SP-DSG-I05-050812
http://www.cablelabs.com/specifications/archives/CM-SP-DSG-I05-050812-Superseded.pdf
Cisco 拡張モード DSG 1.2 は、CableLabs™ により認証されており、最新の業界イノベーションをサ
ポートする強力なツールです。拡張モード DSG 1.2 は、ブロードバンド ケーブル環境での拡張
DOCSIS の実装を実質的にサポートします。セットトップ ボックスは、MAC アドレス、トラフィッ
ク管理ルール、およびクラシファイアを含む、CMTS からの環境全体を動的に学習します。DSG 1.2
は、DOCS-DSG-IF-MIB をこの機能の 1 つのコンポーネントとしてサポートします。
DSG 1.2 の詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Advanced-mode DOCSIS Set-Top Gateway 1.2 for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guides_list.html
• 『Cisco CMTS Universal Broadband Router MIB Specifications Guide』Rel 12.3(17a)BC2
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_mib_quick_reference_chapter09186a0
0806f06e5.html#wp2098579

ダウンストリーム チャネル ID の設定
この操作機能により、HFC ネットワーク上のすべてのケーブル インターフェイスは、それぞれの
ダウンストリーム周波数ではなく、固有のダウンストリーム チャネル ID によって識別されます。
CM は、コネクションを設定するときにダウンストリーム周波数ではなく、ダウンストリーム ID を
通信します。システム管理者は、設定可能なダウンストリーム チャネル ID として、デフォルト以
外の値を入力できます。したがって、ケーブルネットワーク上で各ダウンストリーム チャネル ID
が重複しないようにできます。設定の詳細については、
「ダウンストリーム チャネル ID の割り当
て」（p.3-6）を参照してください。
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ダウンストリーム周波数の変更
Cisco uBR10012 ルータ は、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルの設定値を変更することに
よって、任意またはすべての CM のダウンストリーム周波数を変更できます。DOCSIS QoS の設定
については、Cisco.com の『DOCSIS 1.1 for Cisco uBR7200 Series Universal Broadband Routers』フィー
チャ モジュールを参照してください。

アップストリーム ロード バランシングによるダウンストリーム ロード バランシングの分散
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC4 では、ダウンストリーム ロード バランシングがさらに拡張され、こ
れにより、アップストリーム ロードバランシング グループ メンバーが均等化されます。この拡張
により、ロード バランシング グループ内の異なるケーブル インターフェイス ラインカード間の保
留中の統計情報が同期化されます。
この拡張では、ダウンストリーム チャネルの負荷全体に基づくのではなく、同じアップストリーム
ロード バランシング グループ内のアップストリーム チャネルでの負荷を構成するダウンストリー
ム ロード バランシングを行います。以前の Cisco IOS リリースでは、ケーブル モデムが個々のアッ
プストリーム チャネルで均等に分散されず、互いを構成するダウンストリームおよびアップスト
リーム セグメントの負荷を構成する方法によっても分散されなかった可能性があります。
この拡張は、別のアップストリーム ロードバランシング セグメントをもつヘッドエンド システム
でダウンストリーム ロードバランシングが発生した場合に適用され、アップストリーム セグメン
トは、複数のダウンストリーム セグメント上に分散されます。この拡張では、ダウンストリーム負
荷の合計ではなく、アップストリーム負荷単位で構成し、それを利用する代替ダウンストリーム
ロード バランシング方式が提供されます。
Cisco CMTS でのロード バランシングの詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してく
ださい。
• 『Load Balancing and Dynamic Channel Change on the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801b17f2html
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a008
0108e88.html

ロードバランシングのための Dynamic Channel Change（DCC）
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC では、Cisco CMTS での Dynamic Channel Change（DCC）およびロー
ド バランシングのための DCC が導入されています。
DOCSIS 1.1 の DCC は、ケーブル モデムを強制的にオフラインにすることなく、変更後再登録する
こともなく、ケーブル モデムのアップストリームまたはダウンストリーム チャネルを動的に変更
します。DCC は、以前の DOCSIS サポートのように 1 つの初期設定ではなく、4 つの異なる初期設
定をサポートしています。
DCC およびロード バランシングのための DCC は、Cisco uBR7246VXR ルータと分散ケーブル イン
ターフェイス ラインカード（Cisco MC28U および Cisco MC5X20S/U/H を含む）が搭載された Cisco
uBR10012 ルータでサポートされています。
•

ロードバランシング技術では、設定可能な初期化方法を使用することにより、DCC 搭載のケー
ブル モデムを移動することができます。

•

DCC により、同じケーブル インターフェイス ラインカード内の別のダウンストリーム チャネ
ルでのラインカード チャネルの変更が可能です（DCC 初期化方法の範囲は 0 〜 4）。
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•

DCC は、ケーブル モデム状態の情報を発信ダウンストリーム チャネルから対象のダウンスト
リーム チャネルに転送し、ケーブル インターフェイス ラインカードと Network Processing
Engine（NPE）または RP 間のケーブル モデム情報の同期化を維持します。

•

対象チャネルが ATDMA モードにある場合、DOCSIS 2.0 対応のモデムにおいてのみ、ロード
バランシングを正常に行うことができます（DOCSIS 2.0 対応のモデムだけが ATDMA のみの
アップストリーム チャネルで動作可能）
。ロード バランシング グループでの同じチャネル設定
を推奨します。

Cisco IOS Release 12.3(17a)BC 以降のリリースでは、ロードバランシングのための DCC は、次の新
しいコマンドまたは拡張コマンドを必要とします。
グローバル コンフィギュレーション コマンド
•

cable load-balance group group-num dcc-init-technique <0-4>

•

cable load-balance group group-num policy { pcmm | ugs }

•

cable load-balance group group-num threshold {load | pcmm | stability | ugs} <1-100>

•

cable load-balance group group-num threshold load <1-100> {minimum}

•

cable load-balance group group-num threshold load <1-100> {enforce}

試験コマンド
•

test cable dcc mac-addr {slot/port | slot/subslot/port} target-us-channel-id ranging-technique

Cisco CMTS での DCC の設定、コマンド リファレンス、試験、および例については、Cisco.com の
次のマニュアルを参照してください。
• 『Load Balancing and Dynamic Channel Change (DCC) on the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801b17f2.html
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801b17f2.html

ダイナミック変調プロファイル
各変調プロファイルの設定について、Cisco uBR10012 ルータは次の情報をサポートしています。
•

バースト プロファイル インターバル使用コード

•

バーストプロファイル番号

•

バーストタイプ

•

ディファレンシャル エンコーディングのイネーブル / ディセーブル

•

FEC 訂正可能バイト値

•

Forward Error Correction（FEC; 前進型誤信号訂正）のコード ワード長

•

ガード タイム サイズ

•

短縮または延長された最終コード ワード

•

最大バースト サイズ

•

プリアンブル長および固有ワード長

•

スクランブラのイネーブル / ディセーブル

•

スクランブラ シード値

ダイナミック アップストリーム変調および変調プロファイルの詳細については、Cisco.com 上の
『Cisco Cable Modem Termination System Feature Guide』の「Spectrum Management for the Cisco Cable
Modem Termination System」の章を参照してください。
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ダイナミック アップストリーム変調
障害を事前に防止するスペクトル管理機能により、パフォーマンスが向上します。この機能は、各
アップストリーム ポートのアクティブ リターン パスで Signal-to-Noise Ratio（SNR; 信号対雑音比）
および FEC のカウンタをモニタします。この機能は、アップストリーム チャネルの信号品質が、設
定されている変調方式をサポートできるかどうかを追跡し、必要に応じて、もっとも安定した変調
方式に調整します。
ダイナミック アップストリーム変調および変調プロファイルの詳細については、
『Cisco Cable
Modem Termination System Feature Guide』の「Spectrum Management for the Cisco Cable Modem
Termination System」の章を参照してください。

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータでの EtherChannel のサポート
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、PRE2 パフォーマンス ルーティング エンジン モジュール搭載の
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータで Gigabit EtherChannel（GEC）のサポートを
導入しています。Cisco IOS Release 12.3(9) では、Cisco uBR10012 ルータで、帯域幅が向上した IEEE
802.1Q インター VLAN トランキングの ギガビット イーサネット インターフェイスをサポートし
ています。

（注）

FastEtherChannel（FEC）インターフェイスおよび ATM トランキングは、Cisco uBR10012 ルータで
はサポートされていません。

EtherChannel では、最大 8 Gbps の速度をサポートする論理ポート チャネルに複数の GE 速度のポー
トをグループ化することにより、ギガビット イーサネット（GE）速度を提供します。これにより、
スイッチ、ルータ、およびサーバ間のフォールトトレラントな高速リンクが実現します。
トランキングは、ネットワーク上で VLAN 間通信を提供するために、スイッチとルータ間に設定さ
れます。トランキングでは、2 つのネットワーク デバイス間のポイントツーポイント リンクを介し
て複数の VLAN のトラフィックを伝送します。キャンパス ネットワークでは、トランキングは、高
帯域幅チャネルを通して複数の VLAN 情報を伝送するために EtherChannel リンク上に設定されま
す。
Cisco uBR10012 ルータで EtherChannel を設定する方法については、Cisco.com の次のマニュアルを
参照してください。
• 『EtherChannel for the Cisco Cable Modem Termination System』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/ethrchan.htm

Management Information Base（MIB）の変更と拡張
Cisco IOS Release 12.3(17a) での MIB の拡張により、Cisco uBR 7200 シリーズ ルータおよび Cisco
uBR10012 ルータを Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）
を通して管理できる拡張管理機能が提供されます。これらの拡張管理機能では、次のことを実行で
きます。
•

SNMP セットを使用して、Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド ルータ内の情報にアクセ
スするための要求を得る。

•

在庫管理のような機能を行うために必要な時間およびシステム リソースの量を軽減する。

•

ルータの障害およびパフォーマンスを監視するための標準的なテクノロジー（SNMP）

•

SNMP バージョン（SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3）のサポート

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
OL-1520-08-J

1-73

第1章
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェアの概要
Cisco uBR10012 ルータでサポートされているソフトウェア機能

•

サービスに影響を与える可能性のある障害、アラーム、および状態の通知

詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Cisco CMTS Universal Broadband Router MIB Specifications Guide』の「Revision History」の表
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/cmtsmbpf.htm
• 『Cisco CMTS Universal Broadband Router MIB Specifications Guide』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/index.htm

Cisco IOS Release 12.3(9a)BC での MIB の変更およびアップデート
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、Cisco uBR10012 ルータに対し、次の新しい MIB のサポートが追
加されています。
•

CISCO-CABLE-METERING-MIB

•

CISCO-CABLE-QOS-MONITOR MIB

•

CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB

•

CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB

•

CISCO-PROCESS-MIB

•

DOCS-QOS-MIB

•

DSG-IF-MIB

Cisco CMTS の MIB の詳細については、Cisco.com の次のリソースを参照してください。
• 『Cisco CMTS Universal Broadband Router MIB Specifications Guide』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
• 『SNMP Object Navigator』
http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl
CISCO-CABLE-METERING-MIB
CISCO-CABLE-METERING-MIB には、Cisco CMTS で SAMIS（Usage-Based Billing ともいいます）
形式の加入者アカウントおよび課金情報を提供するオブジェクトが含まれています。この形式は、
Data-over-Cable Service Interface Specifications（DOCSIS; データオーバーケーブル サービス インター
フェイス仕様）Operations Support System Interface（OSSI）仕様により指定されます。
CISCO-CABLE-METERING-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoCableMeteringMIB で、その最上位
OID は、1.3.6.1.4.1.9.9.424
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoCableMeteringMIB）です。

（注）

関連情報および MIB の制約条件については、Cisco.com の『Cisco CMTS Universal Broadband Router
MIB Specifications Guide』を参照してください。

関連情報
SAMIS の詳細については、次のリソースを参照してください。
• 『Usage-Based Billing for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/u
brsamis.htm
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CISCO-CABLE-QOS-MONITOR MIB
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、次の機能を含む、CISCO-CABLE-QOS-MONITOR MIB の追加機
能が導入されています。

（注）

•

オブジェクトの数の説明を明確化

•

ccqmCmtsEnforceRuleTable 内のオブジェクトの数を追加して、
DOCSIS 1.1 と DOCSIS 2.0 のケー
ブル モデムおよびピークとオフピークのモニタリングをサポート

•

ccqmCmtsIfBwUtilTable を追加して、ダウンストリームおよびアップストリームの帯域利用率の
しきい値を提供

•

ccqmCmtsEnfRuleByteCount を廃止して削除

関連情報および MIB の制約条件については、Cisco.com の『Cisco CMTS Universal Broadband Router
MIB Specifications Guide』を参照してください。

CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB
Cisco IOS Release 12.3(9) では、
これらの追加 MIB オブジェクトの拡張機能とともに、Cisco uBR10012
ユニバーサル ブロードバンド ルータでの CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB のサポートが導入され
ています。
•
•

ccsFlapListMaxSize および ccsFlapListCurrentSize SNMP オブジェクトにより、ケーブル フラッ
プ リストに追加の説明を提供
ccsFlapTable に代わる ccsCmFlapTable を追加。新しいオブジェクトでは、downstream、upstream、
Mac をインデックスとして使用し、ccsFlapTable オブジェクトに取って代わります。

•

拡張 ccsSNRRequestTable オブジェクトにより、説明が修正された SNR 要求のテーブルを提供

•

ccsUpSpecMgmtUpperBoundFreq オブジェクトを追加し、
Cisco CMTS でのスペクトル管理を支援

•

ccsCompliance5 オブジェクトを追加

•

ccsCmFlapResetNow を追加し、特定のケーブル モデムのフラップ リストをリセット

•

ccsFlapListMaxSize、ccsFlapListCurrentSize、および ccsSNRRequestTable の説明をアップデート

現在では、次のオブジェクトも廃止されています。
•

ccsFlapPowerAdjustThreshold

•

ccsFlapMissThreshold

•

ccsFlapResetAll

•

ccsFlapClearAll

•

ccsFlapLastClearTime

フラップ リスト内のエントリの最大数は、ルータ全体で最大 8191 から次のように変更されました。
•

Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、および Cisco uBR10-MC5X20S/U などの各 BPE ケー
ブル インターフェイス全体で、8191 エントリ

•

Cisco uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16S、および Cisco uBR-MC28C などのすべての非 BPE ケーブ
ル インターフェイスでは、8191 最大フラップ リスト エントリ

現在、フラップ リストのサイズを追跡するために、次の 2 つのオブジェクトが使用されています。
•

ccsFlapListMaxSize ― cable flap-list size コマンドにより設定されるフラップ リストのサイズを
反映します。

•

ccsFlapListCurrentSize ― 各 MAC ドメイン（ダウンストリーム）のフラップ リストの現在のサ
イズを反映します。
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（注）

関連情報および MIB の制約条件については、Cisco.com の『Cisco CMTS Universal Broadband Router
MIB Specifications Guide』を参照してください。

CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB
Cisco IOS Release 12.3(9) で は、Cisco uBR10012 ユ ニ バ ー サ ル ブ ロ ー ド バ ン ド ル ー タ で の
CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB のサポートが導入されています。
CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB により、Cisco uBR10012 ルータで「インテリジェント」なラ
インカードと BPE の CPU およびメモリの利用率を監視できます。これらには、Cisco MC16X およ
び MC28X シリーズのラインカードが含まれています。

（注）

関連情報および MIB の制約条件については、Cisco.com の『Cisco CMTS Universal Broadband Router
MIB Specifications Guide』を参照してください。

CISCO-PROCESS-MIB
Cisco IOS Release 12.3(9) では、PRE2 モジュール搭載の Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバン
ド ルータでの CISCO-PROCESS-MIB のサポートが導入されています。CISCO-PROCESS-MIB によ
り、Cisco uBR10012 ルータで RF カード、ケーブル インターフェイス ラインカード、および BPE
の CPU およびメモリの利用率を監視できます。

（注）

関連情報および MIB の制約条件については、Cisco.com の『Cisco CMTS Universal Broadband Router
MIB Specifications Guide』を参照してください。

DOCS-QOS-MIB
Cisco IOS Release 12.3(9) では、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータでの
DOCS-QOS-MIB への追加の MIB オブジェクト拡張機能が導入されています。

（注）

•

DOCSIS OSSI v2.0-N-04.0139-2 によりアップデート

•

docsQosPktClassIpSourceMask および docsQosPktClassIpDestMask オブジェクトのデフォルト値
を 0xFFFFFFFF に設定

関連情報および MIB の制約条件については、Cisco.com の『Cisco CMTS Universal Broadband Router
MIB Specifications Guide』を参照してください。

DSG-IF-MIB
DSG-IF-MIB は、Cisco uBR7200 シリーズおよび Cisco uBR10012 ルータでの DOCSIS Set-top Gateway
（DSG）1.0 の機能を設定、制御、監視するために使用するオブジェクトを定義します。
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（注）

（注）

DSG-IF-MIB の MODULE-IDENTITY は dsgIfMib で、その最上位 OID は、1.3.6.1.4.1.9.9.999
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.dsgIfMib）です。これは実験的な MIB である
ため、その最上位 OID は、DSG 仕様が確定した場合に変更されることが予測されます。

関連情報および MIB の制約条件については、Cisco.com の『Cisco CMTS Universal Broadband Router
MIB Specifications Guide』を参照してください。

ケーブル モデムのプレイコライゼーション制御
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC では、モデム単位でのケーブル モデムのプレイコライゼーション制
御が導入されています。この機能では、サポートされている Organizational Unique Identifier（OUI;
組織固有識別子）を使用して、インターフェイス ベースでプレイコライゼーション制御へのサポー
トを強化します。
プレイコライゼーションがアップストリーム インターフェイスでイネーブルである場合、この機能
では、特定のケーブル モデムまたはケーブル モデムのグループに対し、プレイコライゼーション
調整を選択的にディセーブルにすることができます。この機能は、Cisco CMTS から送信されるプ
レイコライゼーション要求を処理する際に、ケーブル モデムのフラッピングを防ぎます。

制約事項
この機能には、Cisco IOS Release 12.3(17a)BC において、次の制約事項があります。
•

モデム単位でサポートされるプレイコライゼーションでは、ケーブル モデムは、Cisco CMTS
への登録後、プレイコライゼーションの検証を送信する必要があります。

•

OUI を除外するオプションは、グローバル コンフィギュレーションです。OUI が除外される
ケーブル モデムでは、除外された OUI はすべてのインターフェイスでディセーブルになりま
す。この方式では、OUI の値のリストを使用し、プレイコライゼーションを送信されるモデム
と送信されないモデムを記録します。

cable pre-equalization exclude
Cisco CMTS への登録中にケーブル モデムをプレイコライゼーションから除外するには、グローバ
ル コンフィギュレーション モードで cable pre-equalization exclude コマンドを使用します。
除外は、
指定されたケーブル モデム、またはインターフェイス全体に指定された OUI 値でサポートされま
す。指定されたケーブル モデムまたはインターフェイスで除外を削除するには、このコマンドの
no 形式を使用します。この設定を削除することにより、ケーブル モデムまたはインターフェイス
は、ケーブル モデムの登録中に通常のプレイコライゼーション プロセスに戻ります。
cable pre-equalization exclude {oui | modem} mac-addr
no cable pre-equalization exclude {oui | modem} mac-addr

シンタックスの説明

oui

指定されたインターフェイスの OUI。このキーワードを使用して、対応づけ
られたインターフェイスのケーブル モデム登録中、指定された OUI を除外し
ます。

modem

指定されたケーブル モデムのケーブル モデム識別子。このキーワードを使用
して、ケーブル モデムを除外します。

mac-addr

除外する OUI またはケーブル モデムの識別子
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コマンドのデフォルト設定

プレイコライゼーションは、シスコ製ルータではデフォルトでイネーブルであり、有効で動作可能
な DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを持つケーブル モデムに対してイネーブルになって
います。イネーブルの場合、プレイコライゼーションは各ケーブル モデムのレンジング メッセー
ジを送信します。新しい exclude コマンドによりディセーブルになると、プレイコライゼーション
は各ケーブル モデムで除外されます。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード

コマンド履歴

リリース

変更点

12.3(17a)BC

このコマンドは、Cisco uBR10012 ルータおよび Cisco uBR7246VXR ルータに
導入されました。

使用上のガイドライン

プレイコライゼーション除外機能は、NPE、PRE、およびラインカード コンソールの実行コンフィ
ギュレーションに設定する必要があります。

例

次の例では、指定されたケーブル モデム対して、除外するプレイコライゼーションを設定します。
プレイコライゼーション データは、対応するケーブル モデムに送信されません。
Router(config)# cable pre-equalization exclude modem mac-addr

次の例では、インターフェイス全体の指定された OUI 値に対して、除外するプレイコライゼーショ
ンを設定します。プレイコライゼーション データは、インターフェイス全体の対応する OUI 値に
送信されません。
Router(config)# cable pre-equalization exclude oui mac-addr

次の一連のコマンドでは、MC5X20U BPE 搭載の Cisco uBR10012 ルータにプレイコライゼーション
を設定します。PRE コンソールで、次のコマンドを設定します。
Router# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# cable pre-equalization exclude oui 00.09.04
Router(config)# end
Router# show run
Router# show running-config | inc oui
cable pre-equalization exclude oui 00.09.04
Router#

同じ Cisco uBR10012 ルータのラインカード コンソールで、次のコマンドを使用して設定を確認し
ます。
clc_7_1# show running-config | inc oui
cable pre-equalization exclude oui 00.09.04
clc_7_1#
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次 の 一 連 の コ マ ン ド で は、MC28U ケ ー ブ ル イ ン タ ー フ ェ イ ス ラ イ ン カ ー ド 搭 載 の Cisco
uBR72436VXR ルータにプレイコライゼーションを設定します。NPE コンソールで、次のコマンド
を使用して設定し、確認します。
npeg1-test# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
npeg1-test(config)# cable pre-equalization exclude oui 00.09.24
npeg1-test(config)# end
npeg1-test#show ru
02:58:10: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolen
npeg1-test# show running-config | inc oui
cable pre-equalization exclude oui 00.09.24
npeg1-test#

同じ Cisco uBR7246VXR ルータのラインカード コンソールで、次のコマンドを使用して設定を確認
します。
clc_4_0# show running-config | inc oui
cable pre-equalization exclude oui 00.09.24
clc_4_0#

これらのプレイコライゼーションの除外方式のいずれかを設定後、プレイコライゼーション データ
がすべてのレンジング メッセージに含まれていないことを確認できます。グローバル コンフィ
ギュレーション モードで次のデバッグ コマンドを使用します。
•

debug cable range

•

debug cable interface cx/x/x mac-addr

除外されていないケーブル モデムのレンジング メッセージにプレイコライゼーション データが含
まれていることを確認し、除外されたケーブル モデムでは、レンジング メッセージにプレイコラ
イゼーション データが含まれていないことを確認します。
次の例では、指定された OUI インターフェイスに対するプレイコライゼーション除外を削除しま
す。これにより、ケーブル モデムまたは OUI は、通常のプレイコライゼーション機能に戻ります。
レンジング メッセージは、プレイコライゼーション データの送信を再開します。
Router(config)# no cable pre-equalization exclude { oui | modem } mac-addr

この機能の削除は、次の debug コマンドを使用して確認できます。
•

debug cable interface cx/x/x mac-ad ― すべての除外されていないモデムのレンジング メッセー
ジにプレイコライゼーション データが含まれていることを確認し、除外されたモデムでは、レ
ンジング メッセージにプレイコライゼーション データが含まれていないことを確認します。

このコマンドまたはその他のコマンドの詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照して
ください。
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a008
0108e88.html
• 『DOCSIS 1.1 for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
57f.html
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ルート プロセッサ冗長性のサポート
Cisco IOS Release 12.2(4)XF では、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ上での RPR
に対するサポートが導入されています。RPR 機能によって、Cisco uBR10012 で冗長構成の 2 つの
PRE1 または PRE2 を使用できます。これにより、プライマリ PRE モジュールに障害が発生したり
非アクティブになった場合は、システムが自動的にフェールオーバーを実行し、セカンダリ PRE1
モジュールがすべてのシステム動作を引き継ぎます。
RPR 機能では、フェールオーバーを実行するためにシステムを完全に再起動する必要はありませ
ん。システムが初期化されると、セカンダリ PRE1 または PRE2 モジュールは簡略化された初期化
ルーチンを実行します。つまり、セカンダリ PRE モジュールはセルフチェックをすべて実行して
Cisco IOS ソフトウェアをロードしますが、通常のシステム動作を実行するのではなくプライマリ
PRE モジュールのモニタを開始します。セカンダリ PRE1 または PRE2 モジュールは、プライマリ
モジュールの障害を検出すると、すぐにプライマリ モジュールのシステム動作を引き継ぐことがで
きます。

Usage-Based Billing の SSL サーバ
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC では、Cisco CMTS の Usage-Based Billing 機能とともに使用される
Secure Socket Layer（SSL）サーバに対するサポートが導入されています。Usage-Based Billing は
DOCSIS SAMIS 形式を実装します。
この新しい機能により、Cisco CMTS と収集サーバ間の SSL サーバの設定が可能になります。コン
フィギュレーション、証明書の作成、および debug コマンドが追加または拡張され、Usage-Based
Billing 機能を使用する SSL サーバと証明書をサポートしています。
詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Usage-Based Billing for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801ef1d7.html

マルチキャストおよびケーブル インターフェイス バンドリングの SFID サポート
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、バンドルされたケーブル インターフェイスを持つマルチキャス
ト グループを設定する際に、DOCSIS 1.1 アップストリーム パケット クラシファイアおよび Service
Flow ID（SFID; サービス フロー ID）の作成を防げた CSCea45592 における以前の制約が削除され
ます。現在、ケーブル インターフェイス バンドリングは、マルチキャスト グループでの SFID を
サポートしています。

（注）

SFID により、個々の CPE デバイスは、個別の MPLS-Virtual Private Network（VPN; 仮想私設網）イ
ンターフェイスにマッピングされます。

（注）

Cisco uBR10012 ルータでの Cisco IOS リリースでは、MPLS-VPN での重複する IP アドレスはサポー
トされていません。

設定の詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Cable Interface Bundling for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/ufg_bund.htm
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SNMP のケーブル モデム リモート クエリ
Cisco IOS Release 12.2(4)BC1b から、Cisco uBR10012 ルータに cable modem remote-query コマンド
が導入され、カスタマーは CMTS から直接 CM のパーフォーマンス統計をクエリできるようになり
ました。
ユーザは SNMP を使用してケーブル モデムに定期的にポーリングを行い、
次のような情報をキャッ
シュできます。
•

IP アドレス

•

MAC アドレス

•

S/N 比

•

CMTS 上のアップストリーム伝送パワー

この情報は、1 つのモデムの状態をすぐに知りたい場合や、プラント全体の状態を知りたい場合に
役立ちます。設定については、『Configuring cable modem remote-query Command』
（http://www.cisco.com/warp/public/109/remote_query.shtml）を参照してください。

SNMPv3
SNMP バージョン 3 は、拡張セキュリティ機能を持ち、インターオペラビリティを向上させ、ネッ
トワークを管理しやすくしています。MIB 実装セットにより、SNMP マネージャは、システム カー
ド ディスクリプション、シリアル番号、ハードウェアおよびソフトウェアのリビジョン レベル、お
よびスロットの位置などのデータを収集できます。詳細は、
「グローバルパラメータの設定」
（p.2-10）
および「Cisco IOS Release 12.3(9a)BC での MIB の変更およびアップデート」
（p.1-74）を参照してく
ださい。

SNMP によるサービスクラス設定
Cisco uBR10012 ルータは、CoS の関連オブジェクトをサポートします。これは、ネットワーク管理
に役立ちます。

スペクトル管理
スペクトル管理は CMTS で提供されるソフトウェアおよびハードウェアの機能であり、CMTS がダ
ウンストリームとアップストリームの両方のプラント障害を検知して管理エンティティにレポー
トし、可能な場合は自動的に障害を軽減するようにします。スペクトル管理には様々な機能があり
ますが、これらについての詳細は、
『Cisco Cable Modem Termination System Feature Guide』を参照し
てください。

Cisco uBR10012 CMTS での拡張スペクトル管理サポート
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco uBR10012 ルータに対し、拡張スペクトル管理が次の拡張
機能とともに導入されました。
•

Cisco uBR10-LCP2-MC16C/E/S ケーブル インターフェイス ラインカードおよび
Cisco MC5x20S/U BPE の追加ソフトウェア機能をサポート

•

スペクトル アナライザ機能をサポート

•

イングレス ノイズの否定的な影響を回避し、中断されない加入者サービスを維持するために、
予防的なチャネル管理およびホッピング決定をサポート

•

アップストリーム チャネルでのイングレス ノイズが許容しきい値を超えた場合に行う処理の
優先順位を MSO が決定できる、柔軟な設定の選択肢を提供。設定可能な処理は、周波数ホッ
ピング、変調プロファイルの切り替え、およびチャネル幅の減少です。
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•

DSP アルゴリズムをインターフェイス単位およびモデム単位でリアルタイムに使用し、Cisco
ネットワーク レジストラ（CNR）の計算を実施

•

アクティブ チャネルでの CNR 計算、失われたステーション メンテナンス ポールの数、および
修正可能または修正不可能な FEC エラーに基づいて、周波数、チャネル幅、または変調プロ
ファイルの変更時期をインテリジェントに決定。以前は、失われたステーション メンテナンス
ポールの数がユーザ定義しきい値を超えるか、または Broadcom チップが DOCSIS しきい値を
超えた場合に、チャネル ホッピングが発生しました。

•

Cisco uBR-MC16S ラインカードのダイナミック アップストリーム変調機能を拡張。この機能
は、2 つのアップストリーム プロファイルを使用してダイナミック変調をサポートします。プ
ライマリ プロファイル（一般的に、16-QAM または混合変調プロファイルを使用）は低ノイズ
状態でも有効ですが、アップストリーム状態が悪化した場合、ケーブル モデムは、セカンダリ
プロファイル（一般的に、QPSK 変調を使用）に切り替わり、オフラインになるのを回避しま
す。ノイズ状態が改善されると、モデムはプライマリ プロファイルに戻ります。

拡張スペクトル管理のコマンド
現在、拡張スペクトル管理用のさまざまなコマンドにより、新しいオプションが提供されています。

（注）

•

cable upstream n threshold cnr-profile1 threshold1-in-dB cnr-profile2 threshold2-in-dB
corr-fec fec-corrected uncorr-fec fec-uncorrected

•

cable upstream n upstream threshold snr-profiles threshold1-in-dB threshold2-in-dB

•

cable upstream n threshold corr-fec corrfec-threshold

•

cable upstream n threshold uncorr-fec uncorrfec-threshold

•

show cable hop n upstream history

•

show cable hop n upstream threshold

関連情報および例については、次の URL にある『Spectrum Management for the Cisco CMTS』の
「Configuring Proactive Channel Management」および
「Verifying the Spectrum Management Configuration」
を参照してください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/ufg_spec.htm

Cisco CMTS でのスペクトル管理および拡張スペクトル管理の詳細については、Cisco.com の次のマ
ニュアルを参照してください。
• 『Spectrum Management and Advanced Spectrum Management for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
586.html
• 『Advanced Spectrum Management Feature for the Cisco uBR-MC16S Cable Interface Line Card』
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5013/products_feature_guide09186a00801999b2.h
tml

スタティック CPE の変更（cable submgmt default コマンド）
cable submgmt static-cpe-override コマンドにより、MSO は、ノート型パソコンおよびコンソール
の Cisco ユニバーサル ブロードバンド ルータとの接続におけるトラブルシューティングを行う際
に、CPE デバイスでのネットワーク DHCP 設定を変更できます。
cable submgmt static-cpe-override コマンドの使用の詳細については、Cisco.com の次のマニュアル
を参照してください。
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• 『Cisco CMTS Static CPE Override』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/stat_cpe.htm
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/index.htm

統計カウンタ
show controller cx/y upstream コマンドの機能が拡張され、出力に追加の統計カウンタが表示される
ようになっています。
コマンド

説明

show controller cx/0 upstream number

拡張された出力に次の統計カウンタを示します。
•

ミニスロットのアップストリーム平均使用率

•

コンテンション スロットの割合の平均

•

初期レンジング スロットの割合の平均

•

MAP スケジューラが期限内に要求できなかったた
めに、期限が切れたミニスロットの割合の平均

コマンドの詳細については、Cisco.com の『Cisco IOS Interface Command Reference Guide』Release 12.2
を参照してください。

STM バージョン 1.1
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ でのバー
ジョン 1.1 から Subscriber Traffic Management（STM; 加入者トラフィック管理）へのサポートが導入
されています。STM 1.1 は、DOCSIS 1.1 準拠ケーブル モデムをサポートしています。
STM 機能により、サービス プロバイダーは、登録された QoS プロファイルを基に許容された最大
帯域幅を超える加入者を特定して制御することができます。STM 1.1 は、Network-Based Application
Recognition（NBAR）および ACL と共同で機能し、サービス協定に従う他のネットワーク加入者に
完全なネットワーク パフォーマンスを保証します。また、STM 1.1 は、Cisco Broadband Troubleshooter
3.2 と連動し、Cisco CMTS での追加のネットワーク管理およびトラブルシューティング機能をサ
ポートします。
STM 1.1 では、DOCSIS 1.1 プライマリ サービス フローでの加入者のトラフィックを監視するため
の、以前の STM 機能を拡張し、次の追加機能をサポートしています。
•

Cisco Broadband Troubleshooter（CBT）3.2 は STM 1.1 をサポートしています。

•

DOCSIS 1.0 準拠および DOCSIS 1.1 準拠のケーブル モデムがサポートされています。

•

トラフィック管理ポリシーのモニタリングおよびアプリケーションがサービス フローに基づ
いて適用されます。

•

モニタリング ウィンドウの期間が 7 日から 30 日に延長されました。

STM 1.1 および Cisco CBT 3.2 の詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Subscriber Traffic Management for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/u
bsubmon.htm
• 『Release Notes for Cisco Broadband Troubleshooter Release 3.2』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/trblshtr/cbt32/cbt32rn.htm

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
OL-1520-08-J

1-83

第1章
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェアの概要
Cisco uBR10012 ルータでサポートされているソフトウェア機能

Usage Based Billing（SAMIS）
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、Cisco uBR10012 ルータでの Usage-Based Billing 機能が導入され、
DOCSIS 1.0 および DOCSIS 1.1 準拠ケーブル モデムをサポートしています。この機能により、
SAMIS
形式での加入者アカウントと課金の情報が提供されます。SAMIS は、DOCSIS OSSI 仕様により指
定されます。
SAMIS をサポートするために、Cisco IOS Release 12.3(9a)BC で CISCO-CABLE-METERING-MIB も
導入されています。
Cisco uBR10012 CMTS での SAMIS の設定およびモニタリングの詳細については、Cisco.com の次の
マニュアルを参照してください。
• 『Usage-Based Billing for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/u
brsamis.htm

PacketCable および音声のサポート機能
Cisco uBR10012 ルータは、次の PacketCable および PacketCable MultiMedia 機能をサポートしていま
す。
•

CALEA に準拠した PacketCable 1.0

•

PacketCable Emergency 911 ケーブル インターフェイス ラインカードの優先順位付け

•

PacketCable Emergency 911 のサービス リストおよび履歴

•

Cisco CMTS の PacketCable MultiMedia

CALEA に準拠した PacketCable 1.0
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE 搭載の Cisco uBR10012 ユニバー
サル ブロードバンド ルータで CALEA 準拠の PacketCable 1.0 への DOCSIS 1.1 のサポートが導入さ
れています。
PacketCable は、HFC ケーブル ネットワークでパケットベースのリアルタイムの音声およびその他の
マルチメディア トラフィックを提供する標準的な方法を確立するための、Cablelabs およびその関連
ベンダーによるプログラム イニシアチブです。PacketCable の仕様は DOCSIS 1.1 に基づいています
が、インターネットや Public Switched Telephone Network（PSTN; 公衆電話交換網）などのケーブル以
外のネットワークで使用する他の複数のプロトコルにより、DOCSIS プロトコルを拡張します。
これにより、PacketCable は、ケーブル ネットワーク上で発信および終了するトラフィックのエン
ドツーエンド ソリューションとなり、異なるネットワークおよびメディア タイプから構成される
インフラストラクチャでマルチメディア サービスを提供するタスクが簡易化されます。また、エン
ドツーエンド コール シグナリング、プロビジョニング、QoS、セキュリティ、課金、およびネット
ワーク管理に対するアプローチが統合されます。
Cisco IOS Release 12.2(11)BC1 および Cisco IOS 12.3 リリース トレインの以降のリリースでは、
PaketCable 1.0 仕様および PacketCable 1.1 仕様の CALEA インターセプト機能をサポートしていま
す。
Cisco CMTS で PacketCable を設定する方法については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してく
ださい。
• 『Configuring PacketCable on the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
576.html
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PacketCable Emergency 911 ケーブル インターフェイス ラインカードの優先順位付け
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco CMTS で PacketCable Emergency 911 ケーブル インター
フェイス ラインカードの優先順位付けが導入されています。この機能により、HCCP スイッチオー
バー イベントの場合でも、Emergency 911 コールをサポートするケーブル インターフェイス ライン
カードが非緊急音声コールをサポートするケーブル インターフェイス ラインカードに対して自動
的に優先されます。このような場合、ワーキング HCCP ケーブル インターフェイス ラインカード
が停止すると、プロテクト HCCP ラインカード インターフェイスは Emergency 911 音声コールへの
サービスを自動的に優先させます。この機能は Cisco IOS Release 12.3(13a)BC ではデフォルトでイ
ネーブルになっており、手動でディセーブルに設定することはできません。

（注）

Emergency 911 ケーブル インターフェイス ラインカードの優先順位付けは、PacketCable 音声コー
ルにのみ適用されます。

HCCP スイッチオーバー イベント中、ケーブル モデムは、Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では次の
順序で復旧します。
1. Emergency 911 音声トラフィックをサポートするケーブル モデム
2. 非緊急音声トラフィックをサポートするケーブル モデム
3. サービスが停止する T4 タイムアウト イベントに近づいているケーブル モデム
4. 残りのケーブル モデム
Cisco CMTS で Emergency 911 音声イベントおよびケーブル インターフェイス ラインカードの優先
順位付けについての情報を表示するには、特権 EXEC モードで show hccp <int x> <int y> modem コ
マンドと show hccp event-history コマンドを使用します。
• 『PacketCable and PacketCable Multimedia on the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
576.html
• 『Cisco PacketCable Primer White Paper』
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns121/ns342/ns343/networking_solutions_white_paper09186
a0080179138.shtml

PacketCable Emergency 911 のサービス リストおよび履歴
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco CMTS で PacketCable Emergency 911 コールへの拡張情報
サポートが導入されています。このサポートには、次の情報および関連する履歴が含まれています。
•

アクティブな Emergency 911 コール

•

最近の Emergency 911 コール

•

標準の音声コール

•

最近の Emergency 911 コールのあとに行われた音声コール

この機能は、次の新しい Cisco IOS CLI コンフィギュレーションおよび show コマンドにより有効化
およびサポートされます。
•

cable high-priority-call-window <minutes>

•

show cable calls [ interface cx/y | slot z ]

•

show cable calls [interface | slot]（Cisco uBR 7200 シリーズの場合）

•

show cable calls [interface | slot/subslot]（Cisco uBR10012 ルータの場合）

•

show cable modem [ip_addr | mac_addr | interface] calls
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Cisco CMTS が Emergency 911 コールの記録を保持するコール ウィンドウ（分）を設定するには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで cable high-priority-call-window コマンドを使用します。
Cisco CMTS からコール ウィンドウの設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
cable high-priority-call-window <minutes>
no cable high-priority-call-window
次のコマンド例では、Cisco uBR10012 ルータのコール ウィンドウを 1 分の長さに設定します。
Router(config)# cable high-priority-call-window 1

設定されたウィンドウの範囲内で行われた Emergency 911 コールを観察するには、特権 EXEC モー
ドで show cable calls コマンドを使用します。
show cable calls
次のコマンド例は、プライオリティの高いコールに設定されたウィンドウで、1 つの Emergency 911
コールが Cisco uBR10012 ルータの Cable8/1/1 インターフェイスで行われたことを示しています。
Router# show cable calls
Interface
Cable5/0/0
Cable5/0/1
Cable5/1/0
Cable5/1/1
Cable5/1/2
Cable5/1/3
Cable5/1/4
Cable6/0/0
Cable6/0/1
Cable7/0/0
Cable7/0/1
Cable8/1/0
Cable8/1/1
Cable8/1/2
Cable8/1/3
Cable8/1/4

ActiveHiPriCalls
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

ActiveAllCalls
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

PostHiPriCallCMs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RecentHiPriCMs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

1

1

0

0

次のコマンド例は、この Emergency 911 コールが終了するときの Cisco uBR10012 ルータでの変更を
示しています。
Router# show cable calls
Interface
Cable5/0/0
Cable5/0/1
Cable5/1/0
Cable5/1/1
Cable5/1/2
Cable5/1/3
Cable5/1/4
Cable6/0/0
Cable6/0/1
Cable7/0/0
Cable7/0/1
Cable8/1/0
Cable8/1/1
Cable8/1/2
Cable8/1/3
Cable8/1/4

ActiveHiPriCalls
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ActiveAllCalls
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PostHiPriCallCMs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RecentHiPriCMs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Total

0

0

0

1
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次のコマンド例は、同じ MTA から同じインターフェイス上の他の MTA に音声コールを行うとき
に利用できる情報を示しています。
Router# show cable calls
Interface
Cable5/0/0
Cable5/0/1
Cable5/1/0
Cable5/1/1
Cable5/1/2
Cable5/1/3
Cable5/1/4
Cable6/0/0
Cable6/0/1
Cable7/0/0
Cable7/0/1
Cable8/1/0
Cable8/1/1
Cable8/1/2
Cable8/1/3
Cable8/1/4

ActiveHiPriCalls
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ActiveAllCalls
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

PostHiPriCallCMs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

RecentHiPriCMs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Total

0

2

1

1

次のコマンド例は、同じ MTA から同じインターフェイス上の一方の端の他の MTA への音声コー
ルが終了したときに利用できる情報を示しています。
Router# show cable calls
Interface
Cable5/0/0
Cable5/0/1
Cable5/1/0
Cable5/1/1
Cable5/1/2
Cable5/1/3
Cable5/1/4
Cable6/0/0
Cable6/0/1
Cable7/0/0
Cable7/0/1
Cable8/1/0
Cable8/1/1
Cable8/1/2
Cable8/1/3
Cable8/1/4

ActiveHiPriCalls
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ActiveAllCalls
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PostHiPriCallCMs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RecentHiPriCMs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Total

0

0

0

1

次のコマンド例は、ある期間にわたる Cisco uBR10012 ルータでの show cable modem calls コマンド
を、変化するコール ステータス情報とともに示しています。
Router# scm call
Cable Modem Call Status Flags:
H: Active high priority calls
R: Recent high priority calls
V: Active voice calls (including high priority)
MAC Address

IP Address

0000.cab7.7b04 10.10.155.38
Router# scm call

I/F

Prim
Sid
C8/1/1/U0 18

CMCallStatus
R

LatestHiPriCall
(min:sec)
0:39

Cable Modem Call Status Flags:
H: Active high priority calls
R: Recent high priority calls
V: Active voice calls (including high priority)
MAC Address

IP Address

I/F

Prim
Sid

CMCallStatus

LatestHiPriCall
(min:sec)

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
OL-1520-08-J

1-87

第1章
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェアの概要
Cisco uBR10012 ルータでサポートされているソフトウェア機能

上記の例は、コールが終了するとコール情報が見えなくなることを示しています。次の例は、Cisco
CMTS での新しい Emergency 911 コールを示しています。
Router# show cable modem calls
Cable Modem Call Status Flags:
H: Active high priority calls
R: Recent high priority calls
V: Active voice calls (including high priority)
MAC Address

IP Address

0000.cab7.7b04 10.10.155.38

I/F

Prim
Sid
C8/1/1/U0 18

CMCallStatus
HV

LatestHiPriCall
(min:sec)
1:30

次の例は、Cisco CMTS 上での Emergency 911 コールの終了を示しています。
Router# show cable modem calls
Cable Modem Call Status Flags:
H: Active high priority calls
R: Recent high priority calls
V: Active voice calls (including high priority)
MAC Address

IP Address

0000.cab7.7b04 10.10.155.38

I/F

Prim
Sid
C8/1/1/U0 18

CMCallStatus
R

LatestHiPriCall
(min:sec)
0:3

次の例は、同じ MTA からの Cisco CMTS の非緊急音声コールを示しています。
Router# show cable modem calls
Cable Modem Call Status Flags:
H: Active high priority calls
R: Recent high priority calls
V: Active voice calls (including high priority)
MAC Address

IP Address

0000.ca36.f97d 10.10.155.25
0000.cab7.7b04 10.10.155.38

I/F

Prim
Sid
C8/1/1/U0 5
C8/1/1/U0 18

CMCallStatus
V
RV

LatestHiPriCall
(min:sec)
0:30

次の例は、Cisco CMTS 上での非緊急音声コールの終了を示しています。
Router# show cable modem calls
Cable Modem Call Status Flags:
H: Active high priority calls
R: Recent high priority calls
V: Active voice calls (including high priority)
MAC Address

IP Address

0000.cab7.7b04 10.10.155.38

I/F

Prim
Sid
C8/1/1/U0 18

CMCallStatus
R

LatestHiPriCall
(min:sec)
0:36

• 『PacketCable and PacketCable Multimedia on the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
576.html
• 『Cisco PacketCable Primer White Paper』
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns121/ns342/ns343/networking_solutions_white_paper09186
a0080179138.shtml
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Cisco CMTS の PacketCable MultiMedia
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータで PCMM
へのサポートが導入されており、CableLabs PacketCable Multimedia Specification
PKT-SP-MM-I02-040930 を完全にサポートしています。
http://www.packetcable.com/specifications/multimedia.html
CableLabs で説明したように、PCMM サービス配信フレームワークの主要な機能には、次のものが
含まれています。
•

時間ベースおよび量ベースのネットワーク リソースの認可をサポートする DOCSIS 1.1 QoS メ
カニズムへの簡単で強力なアクセス

•

抽象的なイベントベースのネットワーク リソースの監査および管理メカニズム

•

すべてのインターフェイスに整合性と適切なレベルの保護を提供する安定したセキュリティ
インフラストラクチャ

より具体的には、Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、次の機能を含む以前の Cisco IOS リリースで
の複数の PacketCable の機能が拡張または変更されています。
•

追加の COPS 決定メッセージ ― PCMM は、次のような追加の COPS 決定メッセージをサポー
トしています。Gate-Set、Gate-Set-Ack、Get-Info などのメッセージの新しいオブジェクトには、
ゲートの状態報告およびフロー利用率の追加オブジェクトを持つ異なるトラフィック プロ
ファイルの定義および異なるゲート オブジェクト形式が含まれています。
− Gate-Set
− Gate-Set-Ack
− Gate-Set-Err
− Gate-Info
− Gate-Info-Ack
− Gate-Info-Err
− Gate-Delete
− Gate-Delete-Ack
− Gate-Delete-Err
− State-Report

•

COPS セッションでの異なる COPS クライアントおよび UDP ポート ― PCMM は、基本的な
PacketCable とは異なる COPS クライアント タイプを使用し、COPD セッションに異なる UDP
ポートを使用します。これにより、Cisco CMTS で PacketCable と PCMM COPS セッションを区
別することができます。

•

MultiMedia ステート マシン ― PCMM は、PacketCable とは異なる MultiMedia ステート マシン
をサポートしています。次に、Cisco IOS Release 12.3(13a)BC で PCMM に導入されたマシン ス
テートの変更点を示します。
− PCMM ゲートは、すべて単方向です。PacketCable では、各ゲートは、アップストリームと
ダウンストリームの両方のサービス フローに対応づけられています。単方向フローは許可
されていますが、双方向の電話接続には 1 つのゲートしかありません。
PCMM は、現在、各ゲートが単方向であるという点で異なっており、1 つのサービス フ
ローのみに対応づけられています。その結果、PCMM の get info エレメントの構造は、
PacketCable とはかなり異なっています。PCMM は、PacketCable のようにアップストリー
ムとダウンストリームの両方の情報を維持するというよりも、1 セットのサービス フロー
の情報のみを維持する必要があります。
− これで、DOCSIS DSX サービス フローの情報は、Cisco CMTS で保持されます。PacketCable
により、ゲートは、まず特定のゲート ID を持つ Cisco CMTS で許可、予約、または処理さ
れます。次に、Cisco CMTS がメッセージ内で予約または処理されたゲート ID を使用して、
DSX 交換を開始します。PacketCable では、ケーブル モデムは、DSX メッセージを発行し、
サービス フローを作成する必要があります。ただし、PCMM では、ゲートが予約または処
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理された場合、DSX メッセージが Cisco CMTS により生成され、すぐに送信されます。し
たがって、ポリシー サーバは、サービス フローを確立するのに必要なすべてのサービス
フローの情報をケーブル モデムではなく、Cisco CMTS に送信します。これにより、ゲー
ト割り当て手順を制御するステート マシンが大幅に変更されます。
− 新しいタイマー定義とイベント処理が PCMM でサポートされています。新しいタイマー定
義とタイマー イベント処理は、ネット ステート マシンの適切な動作のためにサポートさ
れています。PacketCable で使用される一部のタイマーは除去され、他のタイマーに対応付
けられたイベントは PCMM 用に変更されました。
− PacketCable 1.x には存在していなかった新しい状態遷移が PCMM に追加されました。具体
的には、ゲートを「処理」状態から「許可」または「予約」状態に移行させることができ
るようになりました。
− ケーブル インターフェイス ラインカードおよび BPE は、分散された DOCSIS 機能を実行
します。DOCSIS 機能はラインカード プロセッサにより実行されるため、Cisco uBR7200 シ
リーズ ルータの Cisco MC28U ケーブル インターフェイス ラインカード、および Cisco
uBR10012 ルータのすべてのラインカードは分散されていると見なされます。PCMM の
GCP シグナリングとゲート ステート マシンは、NPE または RP プロセッサで実行されま
す。この機能は分割されているため、IPC シグナリングは、ゲート ステート マシンと
DOCSIS レイヤ処理の間に常駐しています。
•

イベント管理 ― イベント管理メッセージは、修正されたトラフィック プロファイルに関する
情報を含め、PCMM ステート マシンでの変更に一致するように修正されました。さらに、使
用制限ベースおよび時間ベースのゲートで使用されるゲートの使用およびゲートの処理時間
オブジェクトをサポートするオブジェクトが追加されました。

Cisco CMTS での PacketCable および PacketCable MultiMedia の詳細については、Cisco.com の次のマ
ニュアルを参照してください。
• 『PacketCable and PacketCable Multimedia on the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b
576.html
• 『Cisco PacketCable Primer White Paper』
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns121/ns342/ns343/networking_solutions_white_paper09186
a0080179138.shtml
「PacketCable は、双方向ケーブル プラントで高度なリアルタイムのマルチメディア サービスを配信
するための相互運用可能なインターフェイス仕様を開発することを目的とした CableLabs® 主導の
イニシアチブです。業界多大な実績のあるケーブル モデム インフラストラクチャ上に構築された
PacketCable ネットワークは、Internet Protocol（IP; インターネット プロトコル）テクノロジーを使
用して、IP テレフォニー、マルチメディア会議、インタラクティブ ゲーム、および一般的なマル
チ メ デ ィ ア ア プ リ ケ ー シ ョ ン な ど の 広 範 囲 の マ ル チ メ デ ィ ア サ ー ビ ス を 可 能 に し ま す」
（PacketCable.com）。
CableLabs® は、PacketCable Multimedia IP サービス配信フレームワークの主要な機能について、次の
ように説明しています。
•

時間ベースおよび量ベースのネットワーク リソースの認可をサポートする DOCSIS® 1.1 QoS
メカニズムへの簡単で強力なアクセス

•

抽象的なイベントベースのネットワーク リソースの監査および管理メカニズム

•

すべてのインターフェイスに整合性と適切なレベルの保護を提供する安定したセキュリティ
インフラストラクチャ

PacketCable™ は、CableLabs® の登録商標です。関連情報および仕様は、次の CableLabs の Web サ
イトからオンラインで入手できます。
•

PacketCable Web サイト
http://www.packetcable.com
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•

PacketCable MultiMedia の仕様
http://www.packetcable.com/specifications/multimedia.html

セキュリティ機能
Cisco uBR10012 ルータは、次の複数のセキュリティ機能をサポートしています。
•

アドレス検証

•

CM 伝送バースト サイズ

•

ダイナミックまたはモバイル ホストのサポート

•

OUI 除外によるダイナミック共有秘密（DMIC）

（注） 「DOCSIS 1.1 機能のサポート」
（p.1-30）で説明されているセキュリティ機能も参照してください。

アドレス検証
Cisco uBR10012 ルータは、ケーブル インターフェイスおよび PC アドレスの検証をサポートして、
ケーブル インターフェイス SID と MAC アドレスが整合するようにします。このセキュリティ機能
によって IP アドレスがスプーフィングされないようにします。ケーブル インターフェイスに接続
している PC には、DHCP サーバから IP アドレスが割り当てられます。別の PC またはケーブル イ
ンターフェイスのユーザが同じ IP アドレスを PC に静的に割り当てると、Cisco uBR10012 ルータは
これを検出し、スプーフィングを阻止します。管理者は CLI から特定のケーブル インターフェイ
スの IP アドレスと MAC アドレスを調べたり、SID 番号により、ケーブル インターフェイスの MAC
テーブルで学習された全デバイスの IP アドレスと MAC アドレスを見たりすることができます。ま
た、サービス プロバイダーのカスタマー データベースを使用して、スプーフィングしているケー
ブル インターフェイスと PC を特定し、不正使用を防ぐことができます。
アドレス検証の設定については、第 4 章「HFC ネットワーク上のケーブルモデムの管理」を参照し
てください。

CM 伝送バースト サイズ
Cisco uBR10012 ルータでは、CM は最大 2000 バイトの最大伝送バーストサイズで登録できます。こ
れは、連結および IP 分解なしで設定された DOCSIS 1.0 および 1.1 CM に適用されます。
ダイナミック アップストリーム変調および変調プロファイルの設定の詳細については、Cisco.com
の次の資料を参照してください。
• 『Cisco Cable Modem Termination System Feature Guide』
• 『Cisco uBR7200 Series Dynamic Upstream Modulation』（http://www.cisco.com/univercd/cc/td/
doc/product/cable/cab_r_sw/spec_mgt.htm）

ダイナミックまたはモバイル ホストのサポート
cable source-verify コマンドによって、CMTS 管理者はある CM に接続する PC を起動してから、別
の CM にその PC を移動できます。これにより、ホスト テーブルにホスト情報が追加されます。セ
キュリティ違反を防止するために、この機能は旧 SID を使用してホストに ping を実行し、そのホ
ストが実際に移動していることを確認できます。このセキュリティはアップストリームおよびダウ
ンストリーム設定に適用されます。
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（注）

コマンド

説明

cable source-verify dhcp

アドレスを検証するよう DHCP サーバを設定します。

ARP 要求を送信しないようにするには、CMTS で no cable arp コマンドを設定します。

no cable arp コマンドは、CPE ホストまたは IP/MAC アドレス対応づけを要求する CM に接続する
デバイスに、CMTS が ARP ダウンストリームを送信しないようにします。CMTS がすでに対応を
認識しているか、ほかの方法で学習できる場合は、IP パケットが転送されます。そうでない場合、
宛先が不明のときは、パケットは廃棄されます。
CM ネットワーク上のデバイスは大きなサブネットを共用することがありますが、最初に CMTS を
通過しなければ相互に通信することはできません。no cable proxy arp コマンドは、CMTS が同じサ
ブネット上のホストに対する ARP 要求に応答しないようにし、このようにして CM に接続する加
入者間のピアツーピア通信を防止します。
コマンドの詳細については、Cisco.com の『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』を参
照してください。

OUI 除外によるダイナミック共有秘密（DMIC）
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、DMIC 検査の対象から OUI を除外するオプションが導入されて
います。新しい cable dynamic-secret exclude コマンドにより、次の Cisco CMTS プラットフォーム
のダイナミック共有秘密機能から特定のケーブル モデムを除外できます。
•

Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ

•

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ

ダイナミック共有秘密機能では、一意の DOCSIS 共有秘密をモデム単位で自動的に作成し、現在の
セッションでのみ有効な 1 回使用の DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを作成します。これ
により、1 つのケーブル モデムのためにダウンロードされた DOCSIS コンフィギュレーション ファ
イルがほかのモデムで使用されたり、同じモデムがのちにこのコンフィギュレーション ファイルを
再使用したりできないようにします。
この特許出願中の機能は、登録されたすべてのモデムが、登録時における特定のモデムのための
DOCSIS プロビジョニング システムにより指定された QoS パラメータのみを使用することを保証
するように設計されています。
コマンドの詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Configuring a Dynamic Shared Secret for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/ubrdmic.htm
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/index.htm
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試験、トラブルシューティング、および診断機能
Cisco uBR10012 ルータは、次のトラブルシューティングおよび診断機能をサポートしています。
•

Cisco Broadband Troubleshooter 3.2

•

Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE による CBT 3.2 スペクトル管理サポート

•

ダイナミック レンジング

•

フラップ リストのサポート

•

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータの OOD サポート

Cisco Broadband Troubleshooter 3.2
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータでの Cisco
Broadband Troubleshooter（CBT）バージョン 3.2 に対するサポートが導入されており、次の追加ソ
フトウェア機能のインターオペラビリティが新しくサポートされています。
•

Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE による CBT 3.2 スペクトル管理サポート（p.1-93）

•

STM バージョン 1.1（p.1-83）

MSO は、TV、ビデオ オン デマンド、データ、および加入者への音声テレフォニーなどのさまざま
なサービスを提供します。ネットワーク管理者および Radio Frequency（RF; 高周波）技術者は、MSO
のケーブル プラントで RF の問題を解決するには、特殊なツールが必要です。Cisco Broadband
Troubleshooter 3.2（CBT 3.2）は、このような問題を正確に識別して解決するように設計された簡単
で使いやすいツールです。
ユーザは、同じ CMTS で最大 3 つの異なるケーブル モデム（CM）
、または同じ CMTS で 3 つの異
なるアップストリームを選択できます。さらに、CBT 3.2 では、モニタリングおよびプレイバック
のために、同じトレース ウィンドウでアップストリームとケーブル モデムの組み合わせ（混合）を
表示する機能が導入されています。

（注）

CBT 3.2 は、以前の CBT 3.1 の注意事項 CSCee03388 を解決します。CBT 3.1 では、トレース ウィ
ンドウは、アップストリームとケーブル モデムの混合をサポートしていませんでした。

CBT 3.2、スペクトル管理、および STM 1.1 の詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照
してください。
• 『Release Notes for Cisco Broadband Troubleshooter Release 3.2』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/trblshtr/cbt32/cbt32rn.htm
• 『Spectrum Management for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/ufg_spec.htm
• 『Subscriber Traffic Management for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/u
bsubmon.htm

Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE による CBT 3.2 スペクトル管理サポート
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、Cisco uBR10012 ルータのリモート スペクトル管理に対するサ
ポートが導入されています。Cisco uBR10012 スペクトル管理は、
Cisco IOS 12.3(9a)BC の Cisco CMTS
に対し、これらの拡張機能との相互運用性をサポートしています。
•

Cisco Broadband Troubleshooter 3.2（p.1-93）（Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE をサポート）

•

STM バージョン 1.1（p.1-83）
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Cisco uBR10012 ルータでは、サポート対象となっている追加のスペクトル管理機能を、使用できま
す。完全なリストおよび Cisco uBR10012 ルータのスペクトル管理の最新情報については、Cisco.com
の次のマニュアルを参照してください。
• 『Spectrum Management for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/ufg_spec.htm
• 『Release Notes for Cisco Broadband Troubleshooter Release 3.2』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/trblshtr/cbt32/cbt32rn.htm

ダイナミック レンジング
ダイナミック レンジング機能は、重大なプラント障害が発生した際にサービスの迅速な復旧をサ
ポートするトラブルシューティング機能で、シスコシステムズでは特許を申請中です。ダイナミッ
ク レンジングを使用すると、ケーブル インターフェイス上のコンテンション レンジング スロット
の保留時間が最小限になるので、多数のケーブル インターフェイスを迅速にオンラインに戻すこと
ができます。その結果、ケーブル インターフェイスの再初期化時間が短縮されます。
これは、コンテンション帯域要求ミニスロット数および要求スロット数を変える Cisco uBR10012
ルータのアルゴリズムによって実現されます。ソフトウェアにより、現在の MAC 割り当ておよび
管理メッセージ（別名 MAP）内で未割り当てのミニスロットが、必要に応じて要求ミニスロット
に変換されます。アップストリームの負荷が小さい場合は、そのアップストリームの MAP の大半
が未許可なので、スケジューラがすべての未割り当て（未認可）ミニスロットを要求ミニスロット
に変換します。その結果、要求のチャンスが豊富にあるので、低負荷では CM のアクセス遅延が少
なくなります。アップストリームの負荷が大きくなると、スケジューラは次の要求帯域を割り当て
る前にデータ許可を得るので、要求ミニスロット数が自動的に削減されます。
初期レンジングスロット（別名、初期メンテナンス スロット）はそれぞれが 2 ミリ秒幅です。これ
らのスロットは、ケーブルネットワークに参加する CM が使用するため、レンジング コリジョンが
生じることがあります。CM は、CMTS との初期接続のためだけに、これらのスロットを使用しま
す。CM からの初期レンジングメッセージが正常に受信されると、CM は以降の動作では、これら
のコンテンション レンジング スロットを使用しません。
CMTS は、ユニキャスト ステーション メンテナンス スロットで、CM を定期的にポーリングしま
す。アップストリーム チャネルで多数の CM が同時に起動する状況（重大な電源障害後のサービス
復旧、CMTS ケーブル インターフェイス ライン カードの Online Insertion and Removal[OIR; ホット
スワップ ]、光ファイバノードの保守など）では、関係するアップストリーム チャネルのそれぞれ
で、インパルス レンジング コンテンション ステートが発生します。アップストリーム上で再起動
された CM は、ほぼ同時に、ブロードキャスト初期レンジングスロットを使用して、初期レンジン
グ MAC メッセージを送信しようとします。Cisco uBR10012 ルータ アルゴリズムがイネーブルに
なっていない場合、CM は再試行する前に、任意数の初期レンジングスロットのコリジョンとバッ
クオフを繰り返します。
Cisco uBR10012 ルータ アルゴリズムがイネーブルになっている場合は、CMTS は競合の激しいシナ
リオを検出し、初期レンジングスロットの周波数を増加して、レンジング コンテンションを迅速に
解消します。激しいコリジョン ステートが解消されると（アップストリーム上で発生するレンジン
グ コリジョンがほとんどなくなると）
、CMTS はこの状況を検知して、元のステディ ステート モー
ドに切り替えます。ステディ ステート モードでは、初期レンジングスロットの周波数がアップス
トリーム チャネル使用率の関数になります。追加のアップストリーム帯域を利用できる場合は、
CMTS が割り当てる初期アップストリーム レンジング スロットが増加します。MAC スケジューラ
は、データ認可のためのアップストリーム帯域が必要になるとすぐに、初期レンジングスロットの
周波数を減らします。
複数のコンポーネントでのダイナミック レンジングに関する詳細については、シスコの Web サイ
ト（http://www.cisco.com）を参照してください。
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フラップ リストのサポート
ケーブル フラップ リストのトラブルシューティング機能は「フラッピング」CM（間欠的な接続の
問題がある CM）を追跡します。このような接続の問題の発生源は、ケーブルプラントのアップス
トリームまたはダウンストリーム部分、または CM 自身であることがあります。詳細は、『Cisco
Cable Modem Termination System Feature Guide』のフラップ リストについての説明を参照してくださ
い。

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータの OOD サポート
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、HCCP N+1 冗長を備えた可用性の高い環境でのサポートを含む、
Cisco uBR10012 ルータのフィールドでの Online Offline Diagnostics（OOD; オンライン オフライン診
断）へのサポートが導入されています。OOD 機能では、ラインカードのハードウェア問題の試験
および確認方法を提供するフィールド診断ツールが導入されています。
この機能は、Cisco uBR10012 ルータの次の Field Replaceable Unit（FRU; 現場交換可能ユニット）で
サポートされています。
•

Cisco uBR10012 PRE1 および PRE2 の Performance Routing Engine
（PRE1 および PRE2）
モジュール

•

Cisco uBR10K-MC520S/U BPE

•

Cisco uBR10012 OC-48 DPT/POS WAN インターフェイス モジュール

フィールド診断によりサポートされている Cisco uBR10012 ルータのハードウェアのリストを表示
するには、次のマニュアルを参照してください。
• 『Online Offline Diagnostics—User’s Guide for Cisco uBR10012 Router Field Diagnostics』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10kts/index.htm
Cisco uBR10000 シリーズのラインカードでハードウェア診断テストを行う場合は、OOD フィール
ド診断イメージをシスコから無料でダウンロードし、ラインカードの問題が本当にハードウェアの
故障によるものかどうかを検査することができます。テスト結果により、ハードウェアが故障して
いるかどうかを確認します。

仮想インターフェイス
Cisco uBR10012 ルータは、主に Cisco IOS 12.3 BC リリース トレインにおいて、次の仮想インター
フェイス機能をサポートしています。
•

Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE での仮想インターフェイスおよび周波数スタッキングのサポート

•

HCCP N+1 冗長への仮想インターフェイスのサポート

•

Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE での仮想インターフェイス バンドル

Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE での仮想インターフェイスおよび周波数スタッキングのサポート
仮想インターフェイス（VI）と周波数スタッキング（FS）は、1 つの物理コネクタでユーザ設定可
能な MAC ドメインおよび複数の周波数を実現する 2 つの機能です。
•

仮想インターフェイスでは、1 つのダウンストリーム（DS）で最大 8 つのアップストリーム
（US）が許可されます。仮想インターフェイスは、US ポートを物理コネクタに接続します。
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE による HCCP N+1 冗長への仮
想インターフェイスのサポート が導入されています。

•

周波数スタッキングにより、1 つの物理コネクタに 2 つの周波数を設定できます。
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、Cisco uBR10012 ルータでの周波数スタッキングに対するサ
ポートが導入されています。
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Cisco uBR10-MC5X20S/UBPE は、既存のラインカードの DS および US のコンフィギュレーション
に一致させて設定することができ（最初に）、ケーブル オペレータが必要に応じてそのコンフィギュ
レーションを修正できます。これにより、このような組み合わせの比が変更される場合（1 × 6 » 1
× 4 » 1 × 1）
、DS と US のポートの異なる比がサポートされます。たとえば、ラインカードは、ビ
ジネスのカスタマーには 1 × 1 コンフィギュレーション、個人のカスタマーには 1 × 7 コンフィ
ギュレーションで使用できます。
仮想インターフェイスおよび周波数スタッキングの設定の詳細については、Cisco.com の次のマ
ニュアルを参照してください。
• 『Virtual Interfaces and Frequency Stacking Configuration on MC5x20S and MC28U Linecards』
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk86/tk804/technologies_white_paper09186a0080232b49.shtml
• 『Configuring Virtual Interfaces on the Cisco uBR10-MC5X20S/U Card』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/
mc5x2vif.htm

HCCP N+1 冗長への仮想インターフェイスのサポート
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE を使用する Cisco uBR10012 ユニ
バーサル ブロードバンド ルータで設定された仮想インターフェイスのための HCCP N+1 冗長に対
するサポートが導入されています。
HCCP N+1 冗長は、
CMTS およびブロードバンド メディアを使用するテレコミュニケーション ネッ
トワークでのハイ アベイラビリティに向けての重要なステップです。HCCP N+1 冗長は、稼動中の
局部的な障害がある場合に安定した自動的なスイッチオーバーと復旧をイネーブルにすることに
より、CPE のダウンタイムを制限することに役立ちます。
Cisco IOS Release 12.2(15)BC2a より、HCCP N+1 冗長では、HCCP ワーキング インターフェイス コ
ンフィギュレーションとスイッチオーバーで継承されたコンフィギュレーション間の同期を HCCP
プロテクト インターフェイスに追加しています。これにより、両方のコンフィギュレーションが容
易になり、スイッチオーバー時間が速くなります。
Cisco CMTS の HCCP N+1 冗長で仮想インターフェイスを設定する方法については、Cisco.com の次
のマニュアルを参照してください。
• 『N+1 Redundancy for the Cisco Cable Modem Termination System』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a0080150
96c.html
• 『Configuring Virtual Interfaces on the Cisco uBR10-MC5X20S/U Card』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps4969/products_feature_guide09186a00801b17cd.
html

Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE での仮想インターフェイス バンドル
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ、Cisco
uBR10-MC5X20S/U BPE、および Cisco uBR7246VXR ルータで仮想インターフェイス バンドルへの
サポートが導入されています。
以前の Cisco IOS リリースでは、ケーブル インターフェイス バンドルはマスターまたはスレーブの
インターフェイスとしての物理インターフェイスに限定されており、show コマンドによってバン
ドルの情報は提供されませんでした。
仮想インターフェイス バンドルにより、マスターおよびスレーブ インターフェイスの以前の概念
が削除され、次の追加の変更点が導入されています。
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•

仮想インターフェイス バンドルは、マスターおよびスレーブ インターフェイスの代わりに、バ
ンドル インターフェイスおよびバンドル メンバーを使用します。

•

仮想バンドル インターフェイスは、たとえば、実質的に IP ループバック アドレスと同様に定
義されています。

•

仮想インターフェイス バンドルは、複数の show ip interface コマンドでバンドル情報をサポー
トしています。

仮想インターフェイス バンドルにより、障害が発生した場合、バンドル内の 1 つのラインカードの
Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワップ）で問題が発生した場合、またはマスター イン
ターフェイスの設定が誤って削除された場合に、物理インターフェイス上で接続が失われるのを防
止します。
仮想インターフェイス バンドルは、バンドル メンバー インターフェイスで次のレイヤ 3 設定をサ
ポートおよび管理します。
•

IP アドレス

•

IP ヘルパー アドレス

•

source-verify および lease-timer 機能

•

cable dhcp-giaddr（giaddr フィールドは、DHCP クライアントの IP アドレスに設定されます）

•

Protocol Independent Multicast（PIM）

•

ACL

•

サブインターフェイス

仮想インターフェイス バンドルの設定情報、例、およびガイドラインの詳細については、Cisco.com
の次のマニュアルを参照してください。
• 『Cable Interface Bundling and Virtual Interface Bundling for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008022e
ba7.html
• 『Virtual Interfaces and Frequency Stacking Configuration on MC5x20S and MC28U Line Cards』
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk86/tk804/technologies_white_paper09186a0080232b49.shtml
• 『Virtual Interfaces on the Cisco uBR10-MC5X20S/U Card』
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/modules/ps4969/products_feature_guide09186a00801
b17cd.html

VLAN 機能
Cisco IOS IEEE 802.1Q は、VLAN（仮想 LAN）の IEEE 802.1Q カプセル化へのサポートを提供しま
す。VLAN は、IEEE 802.1Q カプセル化標準が必要な環境における Cisco IOS プラットフォームで実
装できます。Cisco IOS IEEE 802.1Q サポート機能の導入により、Cisco IOS では、現在サポートさ
れている ISL および IEEE 802.10 SDE カプセル化のほかに、802.1Q VLAN カプセル化がサポートさ
れるようになりました。
Release 12.2(11)CY では、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードキャスト ルータに 802.1Q VLAN
サポートが追加されています。サービス プロバイダーは、ギガビット イーサネット インターフェ
イスで 802.1Q VLAN を使用して、異なるコンテンツ プロバイダーのトラフィックを分離すること
ができます。802.1Q VLAN は、MPLS VPN にマッピングし、MPLS インフラストラクチャでのトラ
フィック分離を保持することができます。
詳細については、次の URL にある『IEEE 802.1.Q Configuration Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/mar_3200/mar_conf/m511m80.htm
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コマンド リファレンスの詳細については、次の URL にある『Cisco IOS IEEE 802.1Q Support Guide』
も参照してください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120t/120t1/8021q.htm#xtocid1
367322

VPN およびレイヤ 2 トンネリング機能
Cisco uBR10012 ルータは、次の機能を含む VPN の複数の機能をサポートしています。
•

ダイナミック SID/VRF マッピングのサポート

•

Cisco uBR10012 上の GRE トンネリング

•

L2VPN 経由の IPv6

•

MPLS VPN ネットワークのサポート

•

NetFlow Accounting バージョン 5 および 8 のサポート

•

IEEE 802.1Q による Cisco uBR10012 での TLS

•

TLS およびレイヤ 2 VPN

ダイナミック SID/VRF マッピングのサポート
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、Cisco CMTS でダイナミック SID および VRF のマッピングへの
サポートが導入されており、MPLS による VoIP をサポートしています。以前は、MPLS SID マッピ
ング機能は、プロビジョニング済みのサービス フローのみに適用されていました。この機能によ
り、特定の VRF へのすべての PacketCable DQoS サービス フローのマッピングが可能になります。
詳細については、次のマニュアルを参照してください。
• 『Mapping Service Flows to MPLS VPN on the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_book09186a008019b6
bd.html

Cisco uBR10012 上の GRE トンネリング
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC では、Cisco uBR10012 で Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルー
ティング カプセル化）トンネリングを導入しています。
GRE は、IP トンネル内のさまざまなパケット タイプをカプセル化することが可能なトンネリング
プロトコルで、IP インターネットワーク上のリモート ポイントにあるシスコ製ルータとの仮想ポ
イントツーポイント リンクを作成します。

L2VPN 経由の IPv6
Cisco IOS Release 12.3(17a)BC より、Cisco uBR10012 ルータでは、現在、SID と 802.1Q 間のマッピ
ングに基づくレイヤ 2 VPN を使用した IPv6 をサポートしています。Cisco uBR10012 ルータは、Cisco
IOS Release 12.3(13a)BC 以降のリリースで、すでにレイヤ 2 VPN による透過的な LAN サービスを
サポートしていました。より多くのインターネット ユーザが IPv6 に移行するにつれて、Cisco IPv6
プロトコルのサポートは、IPv6 への移行に役立っています。IPv6 では、ルーティングおよびネット
ワークの自動設定の改善のほかに、利用できる IPv4 アドレスの数を制限するなど、IPv4 において
複数の制限事項を設けています。この機能により、お客様は、オペレーションへの影響を最小限に
抑えながら、IPv6 をネットワークに導入できます。
この機能の詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
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• 『IPv6 Documentation:overview, technology, design and configuration information』
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk872/tsd_technology_support_protocol_home.html

MPLS VPN ネットワークのサポート
Multiprotocol Label Switching Virtual Private Network（MPLS VPN; マルチプロトコル ラベル スイッチ
ング仮想私設網）を使用することにより、サービス プロバイダーは、共有 Hybrid Fiber-coaxial（HFC）
ネットワークおよび IP インフラストラクチャによるスケーラブルで効率的な私設網を構築できま
す。概要および設定については、Cisco.com の『Cisco IOS Switching Services Configuration Guide』
Release 12.2 の「Multiprotocol Label Switching」セクションを参照してください。

NetFlow Accounting バージョン 5 および 8 のサポート
Cisco IOS Release 12.3(9a)BC では、Cisco uBR10012 ルータ で NetFlow Accounting バージョン 5 およ
び 8 へのサポートが導入されています。

（注）

Cisco uBR10012 ルータでは、Cisco IOS Release 12.3(9a)BC および 12.3 BC トレインの以降のリリー
スで、NetFlow をサポートするため、PRE2 パフォーマンス ルーティング エンジン モジュールが必
要です。また、1 パケットあたり 2 つのパスが要求されるため、NetFlow がイネーブルの場合、パ
ケット / 秒（PPS）によるパフォーマンスが 50% 低下することに注意してください。

NetFlow により、ルーティング デバイスでトラフィック フローの統計情報を収集できます。NetFlow
は、ネットワーク管理者に、データ ネットワークの「呼詳細レコード」情報へのアクセス権を提供
します。エクスポートされた NetFlow データは、ネットワークの管理および計画、企業の会計およ
び部門での入金相殺、ISP 課金、マーケティングのためのデータ保管およびデータ マイニングを含
むさまざまな目的に使用できます。
NetFlow は、入力 IP パケットに対するパケット フローの識別に基づいています。ルータ間でも、他
のネットワーキング デバイスまたは端末に対しても、接続確立プロトコルは不要であり、外部での
変更（トラフィックやパケット自体または他のネットワーキング デバイスでの変更）も必要としま
せん。
NetFlow は、端末、アプリケーション ソフトウェア、および LAN スイッチなどのネットワーク デ
バイスを含む既存のネットワークに対して完全に透過的です。また、NetFlow は各インターネット
ワーキング デバイスで個別に実行され、ネットワーク上の各ルータで動作している必要はありませ
ん。NetFlow データ エクスポート（NDE）を使用して、データ収集および詳細な処理のために、デー
タをリモート ワークステーションにエクスポートすることができます。ネットワーク計画者は、
ルータ上またはサブインターフェイス単位で NDE を選択的に起動し、特定のネットワーク ロケー
ションでのトラフィック パフォーマンス、制御、または課金における利点を得ることができます。

NetFlow バージョン 5 の機能および形式
NetFlow は、UDP データグラム内のフロー情報を 2 つの形式のいずれかでエクスポートします。バー
ジョン 1 形式は最初にリリースされたバージョンで、バージョン 5 は、Border Gateway Protocol
（BGP;
ボーダー ゲートウェイ プロトコル）Autonomous System（AS; 自律システム）情報およびフロー シー
ケンス番号を追加するためにその後リリースされた拡張バージョンです。
NetFlow バージョン 1 およびバージョン 5 形式では、データグラムは、1 つのヘッダーと 1 つ以上
のフロー レコードから構成されています。ヘッダーの最初のフィールドには、エクスポートされた
データグラムのバージョン番号が含まれています。一般に、いずれかの形式を受け入れる受信アプ
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リケーションは、いずれかの形式からの最大限のサイズのデータグラムに十分に大きいバッファを
割り当て、ヘッダーのバージョンを使用して、データグラムの解釈方法を決定します。ヘッダーの
2 番めのフィールドはデータグラム内のレコードの数で、レコードにインデックスを付けるために
使用されます。
バージョン 1 およびバージョン 5 のすべてのフィールドは、ネットワーク バイト順になっていま
す。表 5 および表 6 はバージョン 1 のデータ形式を示し、表 7 および表 8 はバージョン 5 のデータ
形式を示しています。
データグラムが有効な NetFlow 送信元から送信されていることを確認するために、受信アプリケー
ションによりデータグラムをチェックすることを推奨します。最初にデータグラムのサイズを
チェックし、データグラムが少なくともバージョンとカウントのフィールドを含む長さであること
を確認することを推奨します。次に、そのバージョンが有効で（1 または 5）
、受信したバイト数が
ヘッダーおよびカウント フロー レコード（適切なバージョンを使用）として十分であることを確
認することを推奨します。
NetFlow エクスポートは UDP を使用してエクスポート データグラムを送信するため、データグラ
ムが喪失する可能性があります。フロー エクスポート情報が喪失したかどうかを判別するために、
バージョン 5 のヘッダー形式には、フロー シーケンス番号が含まれています。シーケンス番号は、
以前のシーケンス番号に以前のデータグラム内のフローの数を加えたものに等しくなります。新し
いデータグラムを受信後、受信アプリケーションは、ヘッダー内のシーケンス番号から予測される
シーケンス番号を引くことにより、喪失したフローの数を求めることができます。
表 1-8 に、NetFlow のバージョン 5 ヘッダー形式のバイト定義を示します。
表 1-8

NetFlow バージョン 5 ヘッダー形式

バイト

内容

説明

0〜3

バージョンおよびカウント

NetFlow エクスポート形式のバージョン番号とこのパ
1
ケット内にエクスポートされたフローの数（1 〜 30）

4〜7

SysUptime

ルータが起動してから現在までの時間（ミリ秒）

8 〜 11

unix_secs

0000 UTC 1970 から現在までの秒数

12 〜 15

unix_nsecs

0000 UTC 1970 からの残りのナノ秒数

16 〜 19

flow_sequence

発生した合計フローのシーケンス カウンタ

20 〜 23

予約済み

未使用（ゼロ）バイト

1. NetFlow バージョン 5 エクスポート パケット（ip flow-export コマンドで設定）により、データグラムに保存され
るレコードの数は、1 〜 30 の変数になります。

表 1-9 に、バージョン 5 フロー レコード形式のバイト定義を示します。
表 1-9

NetFlow バージョン 5 フロー レコード形式

バイト

内容

説明

0〜3

srcaddr

送信元 IP アドレス

4〜7

dstaddr

宛先 IP アドレス

8 〜 11

nexthop

ネクストホップ ルータの IP アドレス

12 〜 15

入力および出力

入力および出力インターフェイスの SNMP インデックス

16 〜 19

dPkts

フロー内のパケット

20 〜 23

dOctets

フローのパケット内のレイヤ 3 バイトの合計数

24 〜 27

最初

フロー開始時での SysUptime

28 〜 31

最後

フローの最後のパケットが受信された時点での SysUptime
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表 1-9

NetFlow バージョン 5 フロー レコード形式（続き）

バイト

内容

説明

32 〜 35

srcport および dstport

TCP/UDP 送信元および宛先ポート番号またはそれと同等の
もの

36 〜 39

pad1、tcp_flags、prot、 未使用（ゼロ）バイト、TCP フラグの累積 OR、IP プロトコ
および tos
ル（たとえば、6 = TCP、17 = UDP）
、および IP ToS

40 〜 43

src_as および dst_as

44 〜 47

src_mask、dst_mask、 送信元および宛先アドレスのプレフィクス マスク ビット、
および pad2
pad2 は未使用（ゼロ）バイト

送信元および宛先の AS（起点またはピア）

NetFlow バージョン 8 の機能および形式
NetFlow は、UDP データグラム内のフロー情報を複数の形式のいずれかでエクスポートします。新
しいデータ エクスポート バージョンであるバージョン 8 は、集約キャッシュからのデータ エクス
ポートをサポートするために追加されました。バージョン 8 では、エクスポート データグラムに通
常のバージョン 5 のエクスポート データのサブセット（特定の集約方式タイプに有効）を含めるこ
とができます。
図 1-4 に、NetFlow バージョン 8 のヘッダー形式を示します。

図 1-4

バージョン 8 ヘッダー形式

UNIX
UNIX

26467

ID

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
OL-1520-08-J

1-101

第1章
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェアの概要
Cisco uBR10012 ルータでサポートされているソフトウェア機能

表 1-10 に、バージョン 8 のヘッダーで使用される用語の定義を示します。
表 1-10

バージョン 8 ヘッダーの用語および定義

用語

定義

バージョン

フロー エクスポート形式のバージョン番号。この場合、番号は「8」
です。

カウント

データグラム内のエクスポート レコードの数

システム アップタイム

ルータが最後に起動されてからのミリ秒数

UNIX 秒

0000 世界時コード（UTC）からの秒数

UNIX ナノ秒

0000UTC 1970 からの残りのナノ秒数

シーケンス番号

このエクスポート ストリームに送信された合計フローのシーケンス
カウンタ

エンジン タイプ

スイッチング エンジンのタイプ。RP = 0 および LC = 1

エンジン ID

NetFlow スイッチング エンジンのスロット番号

集約

使用する集約方式のタイプ

集約バージョン

集約サブフォーマットのバージョン番号。現在の値は、
「2」です。

Cisco CMTS での NetFlow の関連情報
Cisco CMTS で NetFlow Accounting を設定する方法については、Cisco.com の次のマニュアルを参照
してください。
• 『NetFlow Overview』バージョン 5
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1828/products_configuration_guide_chapter09186
a00800ca62d.html
• 『NetFlow Overview』バージョン 8
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products_configuration_guide_chapter09186
a00800ca6cb.html
• 『Configuring NetFlow』
（バージョン 1 および 5）
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1826/products_configuration_guide_chapter09186
a00800880f9.html
• 『Configuring NetFlow』
（バージョン 8）
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products_configuration_guide_chapter09186
a00800ca6cc.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186
a00800ca7f8.html
• 『Cisco IOS NetFlow』ドキュメンテーション ホームページ
http://www.cisco.com/warp/public/732/Tech/nmp/netflow/netflow_documentation.shtml
• 『Cisco IOS NetFlow White Papers』
http://www.cisco.com/warp/public/732/Tech/nmp/netflow/netflow_techdoc.shtml
• 『Cisco IOS Software Home Page for NetFlow』
http://www.cisco.com/warp/public/732/Tech/nmp/netflow/index.shtml

IEEE 802.1Q による Cisco uBR10012 での TLS
Cisco IOS 12.3(9a)BC では、Cisco 10012 ルータでケーブルによる Trasparent LAN Service（TLS; 透過
型 LAN サービス）機能へのサポートを導入しています。この機能により、既存の Wide Area Network
（WAN; 広域通信網）サポートが拡張され、HFC ケーブル ネットワーク経由の複数の Internet Service
Provider（ISP; インターネット サービス プロバイダー）サポートに、より柔軟な管理アクセスが提
供されます。
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この機能により、サービス プロバイダーは、アップストリーム SID を IEEE 802.1Q VLAN にマッピ
ングすることで、レイヤ 2 トンネルを作成できます。
Cisco uBR10012 CMTS で TLS を設定する方法については、Cisco.com の次のマニュアルを参照して
ください。
• 『Transparent LAN Service over Cable』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/tls-cmts.htm
Cisco uBR10012 ルータの Cisco TLS では、Cisco IOS Release 12.3(9a)BC または Cisco IOS 12.3BC ト
レインの以降のリリースで PRE2 パフォーマンス ルーティング エンジン モジュールが必要です。

TLS およびレイヤ 2 VPN
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC では、レイヤ 2 VPN による TLS 機能における次の変更または要件が
導入されています。
•

TLS 機能をレイヤ 2 VPN と一緒に使用する場合、使用するケーブル モデムでは、BPI セキュリ
ティ機能がイネーブルになっている必要があります。イネーブルでない場合、Cisco CMTS は、
このようなレイヤ 2 トラフィックをアップストリームまたはダウンストリームに廃棄します。

•

CPE に関する情報は、show cable modem コマンドの出力では表示されません。

TLS の詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『TLS for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a0080159396.html
• 『TLS Over Cable』
（TAC ドキュメント #60027）
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_configuration_example09186a008029
160d.shtml
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2

CMTS の初回の設定
この章では、
Cisco uBR10000 シリーズ Cable Modem Termination System（CMTS; ケーブルモデム ター
ミネーション システム）の初回の起動および設定について説明します。この章の内容は、次のとお
りです。
セクション
「設定の準備」（p.2-2）

目的
電源を投入して Cisco uBR10012 ルータを設定する前に終え
るべき作業と分析について説明します。

「Cisco uBR10012 ルータの基本的な パスワード使用の基本原則、および利用できる初期ルータ
設定」（p.2-3）
設定ユーティリティについて概説します。ここでは、各ユー
ティリティの使用手順について説明します。
「AutoInstall に よ る Cisco uBR10012 AutoInstall プロセスの使用方法について説明します。この
ルータの設定」
（p.2-9）
プロセスは、WAN に接続した後、Cisco uBR10012 ルータ
を自動的に設定するように設計されています。
「Setup ファシリティによる Cisco
uBR10012 ルータの設定」（p.2-10）

AutoInstall の代替方法として、CMTS を設定するための
Setup ファシリティ（別名 System Configuration Dialog）の使
用方法について説明します。Setup ファシリティは、ケーブ
ル インターフェイスとケーブル インターフェイス ライン
カードを（初期設定後に）完全に運用できるように、いく
つかの機能をサポートしています。Setup ファシリティは、
ルータへの WAN/LAN 接続を完了する前に使用してくださ
い。

「コンフィギュレーション モードで Setup ファシリティまたは AutoInstall 機能を使用しない場
の Cisco uBR10012 ルータの手動設 合に、Cisco uBR10012 ルータを手動で設定する方法につい
定」（p.2-16）
て説明します。
「拡張 Setup ファシリティによるケー Setup ファシリティを使用して初期設定を作成する手順に
ブル
イ ン タ ー フ ェ イ ス の 設 定」 ついて説明します。拡張セットアップによって、システム
（p.2-18）
上の各インターフェイスを設定するよう求められます。
「設定値および設定の確認」（p.2-22） 設定値と設定の変更内容を確認する各種コマンドを紹介し
ます。
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設定の準備
Cisco uBR10012 ルータの電源を入れ、設定を開始する前に、次の準備作業を完了してください。
•

使用するネットワークでブロードバンドデータ伝送が確実にサポートされることを確認しま
す。National Television Standards Committee（NTSC; 全米テレビ放送規格委員会）または国際ケー
ブルプラント勧告に従って、プラントを点検し、バランスを調整し、認定を受ける必要があり
ます。プラントが Data-over-Cable Service Interface Specifications（DOCSIS）ダウンストリームお
よびアップストリーム Radio Frequency（RF; 高周波）要件を満たしていることを確認します。

•

Cisco uBR10012 ルータが、CMTS に付属のハードウェア インストレーション ガイドの指示に
従って設置されていることを確認します。

•

必要なヘッドエンドまたは分散ハブのルーティングおよびネットワーク インターフェイス機
器がすべて設置され、設定され、（サポートされているサービスに基づいて）運用できる状態
になっていることを確認します。次の機器を確認してください。
− すべてのルータ
− サーバ（Dynamic Host Configuration Protocol [DHCP] サーバ、Trivial File Transfer Protocol
［TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル］サーバ、Time-of-Day [ToD] サーバ）
− Network Management System（NMS; ネットワーク管理システム）
− 他の設定または課金システム

•

DHCP と DOCSIS のコンフィギュレーション ファイルが作成され、適切なサーバ上にプッシュ
されていることを確認します。各 Cable Modem（CM; ケーブルモデム）は、初期設定されると、
次の動作を実行できるようになります。
− DHCP 要求の送信
− IP アドレスの受信
− TFTP サーバと ToD サーバのアドレスの取得
− DOCSIS コンフィギュレーション ファイル（ネットワークで Cisco uBR924 ケーブルアクセ
スルータまたは Cisco uBR910 ケーブルデータサービス装置を使用する場合には、更新され
たソフトウェアイメージ）のダウンロード

•

Customer Premises Equipment（CPE; 顧客宅内装置）、つまり CM または Set-Top Box（STB; セッ
トトップボックス）、PC、電話、Fax がネットワークおよびサービス品目の要件を満たしてい
るかどうかを確認します。

•

適切な周波数を割り当てるために、チャネルプランについて理解しておいてください。ヘッド
エンドまたは分散ハブに適用する場合、バンドルのおおまかな設定プランを検討します。必要
に応じて、次の情報を入手します。
− パスワード
− IP アドレス
− サブネットマスク
− デバイス名

上記の準備作業を完了した後、Cisco uBR10012 ルータの設定を開始します。ここでは最低限次の作
業を伴います。

注意

•

Cisco uBR10012 ルータにホスト名およびパスワードを設定します。

•

ケーブルプラントおよびネットワーク バックボーンで IP をサポートするように CMTS を設定
します。

サービスクラスに基づくプロビジョニングを使用する場合は、CM が接続を試行する前にサービス
クラスを CMTS で設定する必要があります。
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Cisco uBR10012 ルータの基本的な設定
ここでは、パスワード使用の際の基本パラメータについて説明します。

（注）

ヒント

各項で説明するのは、最小限の設定手順です。追加の設定情報については、このマニュアルの次の
章を参照してください。Cisco uBR10000 シリーズ CMTS のコンフィギュレーション ファイルの例
については、「コンフィギュレーション ファイル例の表示」（p.2-22）を参照してください。

ルータの設定を開始する前に、必ず、ネットワークに基づいた適切なアドレスおよび値を用意して
おいてください。ルータの Cisco IOS ソフトウェアのリリースを表示するには、show version コマ
ンドを使用します。

イネーブル シークレット パスワードおよびイネーブルパスワード
Cisco uBR10012 ルータは、EXEC と呼ばれるシスコ コマンドインタープリタを使用して管理しま
す。EXEC コマンドを入力するには、ルータを起動し、ログインする必要があります。

ステップ 1

Cisco uBR10012 ルータの I/O コントローラ コンソール ポートに端末を接続し、端末セッションを
確立します。次の手順で、PC 上の Terminal アプリケーション（Hyper Terminal）をオープンします。
a. Direct to Com 1 を使用して接続します。
b. ビット / 秒を、9600 に設定します。
c. データビットを、8 に設定します。
d. パリティを [none]（なし）に設定します。
e. ストップビットを 1 に設定します。
f. フロー制御を [none]（なし）に設定します。

ステップ 2

Cisco uBR7200 シリーズの電源をオンにします。no を入力し、ルータの標準動作モードを選択しま
す。次のユーザ EXEC プロンプトが表示されます。
Would you like to enter the initial dialog?[yes]: no
Router>

パスワード保護の設定

（注）

ヒント

セキュリティの目的から、EXEC ではユーザ EXEC モードと特権 EXEC モードの 2 つのコマンドア
クセスレベルが設定されています。ユーザレベルで使用できるコマンドは、イネーブルレベルで使
用できるコマンドの一部です。

動作パラメータの設定には多数の特権レベル EXEC コマンドを使用するので、不正使用を防ぐため
に、これらのコマンドをパスワードによって保護します。
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EXEC プロンプトに、次のどちらかのコマンドを入力し、パスワード保護を設定します。
•

enable secret password（きわめて安全な暗号化パスワード）

•

enable password（やや安全性の低い非暗号化パスワード）

イネーブル レベル コマンドにアクセスするために、任意のパスワードを入力します。

（注）

イネーブル シークレット パスワードには、1 〜 25 文字の英数字（大文字および小文字）を使用で
きます。イネーブルパスワードには、任意の数の英数字（大文字および小文字）を使用できます。
数字を先頭文字にすることはできません。スペースは、パスワード文字として有効です。たとえ
ば、[two words] は有効なパスワードです。先行スペースは無視されます。後書きスペースは認識さ
れます。大文字と小文字の区別は認識されます。

最大限のセキュリティを確保するために、2 種類のパスワードは、それぞれ別のものにしてくださ
い。セットアップ スクリプト中、両方に同じパスワードを入力することもできますが、それぞれ異
なるパスワードの入力を指示する警告メッセージが表示されます。

パスワードを忘れた場合
ここでは、イネーブルパスワードまたはコンソール ログイン パスワードを忘れた場合の回復方法、
および Cisco uBR10012 ルータのイネーブル シークレット パスワードの変更方法について説明しま
す。

（注）

イネーブルパスワードまたはコンソール ログイン パスワードは回復可能です。ただし、イネーブ
ル シークレット パスワードは暗号化されているので、新しいイネーブル シークレット パスワード
に置き換える必要があります。

パスワード回復プロセスの概要
パスワード回復手順の概要は次のとおりです。

ステップ 1

ルータにログインできる場合、show version コマンドを入力して既存のコンフィギュレーション レ
ジスタ値を確認します。

ステップ 2

Break キーを押して、ブートストラップ プログラム プロンプト（ROM モニタ）を表示します。必
要ならば、ルータの電源をいったん切断してから再投入し、システムイメージを再ロードします。

ステップ 3

次の機能がイネーブルになるように、コンフィギュレーション レジスタ値を変更します。
•

ブレイク

•

スタートアップ コンフィギュレーションの無視

•

フラッシュメモリからの起動
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（注）

パスワードを回復するには、
（通常 NVRAM にある）スタートアップ コンフィギュレーショ
ンが無視されるように、コンフィギュレーション レジスタ ビット 6（0x0040）を設定する
必要があります。これにより、パスワードを使用せずにログインし、スタートアップ コン
フィギュレーション パスワードを表示することができます。コンフィギュレーション レジ
スタは、0x142 に設定することを推奨します。

ステップ 4

ルータの電源をいったんオフにし、再びオンにします。

ステップ 5

ルータにログインして、特権 EXEC モードを開始します。

ステップ 6

show startup-config コマンドを入力して、パスワードを表示します。

ステップ 7

表示されたパスワードを記録するか、パスワードを変更します。

ステップ 8

コンフィギュレーション レジスタ値を変更して、もとの設定に戻します。

（注）

ルータの Break がディセーブルに設定されている場合、パスワードを回復するには、ルータに物理
的にアクセスする必要があります。

パスワードの変更または回復
イネーブルパスワード、イネーブル シークレット パスワード、またはコンソール ログイン パス
ワードが不明になった場合、これらのパスワードを回復する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

Cisco uBR10012 ルータのコンソールポートに ASCII 端末を接続します。

ステップ 2

端末が 9600 ボー、8 データビット、パリティなし、1 ストップビットで動作するように設定します。

ステップ 3

ユーザモードでルータにログインできる場合は、show version コマンドを入力して既存のコンフィ
ギュレーション レジスタ値を表示します。表示されたレジスタ値を控えておいてください。ルータ
にログインできない場合は、次のステップに進みます。

ステップ 4

Break キーを押すか、またはコンソール端末から Break を送信します。

ステップ 5

•

Break がイネーブルに設定されていると、ルータの ROM モニタが起動し、ROM モニタプロン
プト（rommon n>）が表示されます。n は、コマンドラインの番号を示しています。ステップ 6
に進みます。

•

Break がディセーブルに設定されている場合には、ルータの電源をオフにするか、または電源
コードを抜いてから、もう一度電源を入れます。ステップ 5 に進みます。

ルータの電源を再投入してから 60 秒以内に、Break キーを押すか、または Break を送信します。
ルータの ROM モニタが起動し、ROM モニタプロンプト（rommon 1>）が表示されます。
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ステップ 6

Cisco uBR10012 ルータのコンフィギュレーション レジスタ値を設定するために、ROM モニタプロ
ンプトに confreg コマンドを入力して、コンフィギュレーション レジスタ ユーティリティを使用し
ます。
rommon 1> confreg

現在のコンフィギュレーショ
ignore system config info? のイネーブル プロンプトに yes と答え、
ン レジスタ設定値をメモしておきます。
ステップ 7

次のように reset コマンドを入力して、ルータを初期化します。
rommon 2> reset

ルータが初期化され、コンフィギュレーション レジスタが 0x142 に設定されます。ルータはフラッ
シュメモリからシステムイメージを起動して、次のように System Configuration Dialog（セットアッ
プ）を開始します。
--- System Configuration Dialog --

ステップ 8

次のようなメッセージが表示されるまで、System Configuration Dialog のプロンプトに対して no を
入力します。
Press RETURN to get started!

ステップ 9

Return を押します。次のようなユーザ EXEC プロンプトが表示されます。
Router>

ステップ 10 enable コマンドを入力して、特権 EXEC モードを開始します。
ステップ 11 さらに、次のように show startup-config コマンドを入力して、コンフィギュレーション ファイルに
保存されているパスワードを表示します。
Router# show startup-config

ステップ 12 コンフィギュレーション ファイルの表示を調べて、パスワードを確認します（イネーブルパスワー
ドは通常、ファイルの先頭付近にあります。コンソール ログイン パスワードまたはユーザ EXEC
パスワードは末尾付近にあります）
。各パスワードは、次のように表示されます。
enable secret 5 $1$ORPP$s9syZt4uKn3SnpuLDrhuei
enable password 23skiddoo
.
.
line con 0
password onramp

（注）

イネーブル シークレット パスワードは暗号化されているので回復できません。新しいパスワード
と置き換える必要があります。イネーブルパスワードおよびコンソールパスワードは、暗号化テキ
ストにすることも、クリアテキストにすることもできます。
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次のステップに進んで、イネーブル シークレット パスワード、コンソール ログイン パスワード、
またはイネーブルパスワードを置き換えます。イネーブル シークレット パスワードがない場合、イ
ネーブルパスワードおよびコンソール ログイン パスワードをメモし（暗号化されていない場合）、
ステップ 17 に進みます。

注意

イネーブルパスワード、イネーブル シークレット パスワード、またはコンソール ログイン パス
ワードを変更する必要がない場合には、次のステップを実行しないでください。この手順を実行す
ると、ルータのコンフィギュレーションが消去されることがあります。

ステップ 13 configure memory コマンドを入力して、スタートアップ コンフィギュレーション ファイルを実行
メモリにロードします。これにより、設定のパスワードを変更することができます。
Router# configure memory

ステップ 14 configure terminal コマンドを入力し、コンフィギュレーション モードを開始します。
Router# configure terminal

ステップ 15 3 つすべてのパスワードを変更するには、次のコマンドを入力します。
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#

enable secret newpassword1
enable password newpassword2
line con 0
password newpassword3

設定に応じて、必要なパスワードだけを変更します。前述のコマンドの no 形式を使用して、各パ
スワードを削除することができます。たとえば、no enable secret コマンドを入力すると、イネーブ
ル シークレット パスワードが削除されます。
ステップ 16 次のように、全インターフェイスに管理上のシャットダウン解除を設定する必要があります。
Router(config)# interface fast ethernet 0/0/0
Router(config)# no shutdown

適切なコマンドを使用して、全インターフェイスを元の設定に戻します。この作業を実行しないと、
すべてのインターフェイスが管理上のシャットダウン状態になり、ルータを再起動しても使用でき
ません。
ステップ 17 config-register コマンドを使用して、コンフィギュレーション レジスタ値を、ステップ 3 または ス
テップ 7 に示す元の設定値に戻します。
ステップ 18 Ctrl-z を押すか end を入力して、コンフィギュレーション モードを終了します。
Router(config)# end

注意

パスワードを変更または置換していない場合、次のステップは実行しないでください。ステップ
13 からステップ 16 の作業を実行しなかった場合には、ステップ 20 に進んでください。次のステッ
プを実行すると、システムからルータのコンフィギュレーション ファイルが消去されます。
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
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ステップ 19 copy running-config startup-config コマンドを入力して、新しい設定情報を不揮発性メモリに保存し
ます。
Router# copy running-config startup-config

ステップ 20 reload コマンドを入力し、ルータを再起動します。
Router# reload

ステップ 21 新しいパスワードまたは回復したパスワードで、ルータにログインします。
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AutoInstall による Cisco uBR10012 ルータの設定
AutoInstall プロセスを使用すると、WAN に接続した後、Cisco uBR10012 ルータを自動的に設定す
ることができます。
AutoInstall を適切に稼働させるには、必要なコンフィギュレーション ファイルが提供されるように
あらかじめネットワーク上の TCP/IP ホストを設定しておく必要があります。TCP/IP ホストは、次
の条件が満たされていれば、ネットワーク上の任意の場所に置くことができます。
•

ルータのラインカードを WAN に接続した場合、ホストが LAN または WAN 側にあること。

•

User Datagram Protocol（UDP）がルータからまたはルータへのブロードキャストを行うこと。

•

TCP/IP ホストがイネーブルになっていること。

この機能は、TCP/IP ホストが置かれているサイトのシステム管理者が調整します。TCP/IP ホスト
上に必要なファイルを用意するまでは、AutoInstall を実行しないでください。AutoInstall の詳細に
ついては、次のマニュアルを参照してください。
• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』Release 12.2
（http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_c/index.htm）
• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』Release 12.2
（http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_r/index.htm）

AutoInstall プロセスの準備
Cisco uBR10012 ルータで AutoInstall プロセスを実行するには、次の作業を行います。

ステップ 1

ルータの同期シリアル インターフェイス 0 に、適切な同期シリアルケーブルを接続します。

ステップ 2

各電源装置の電源スイッチをオン（|）の位置にします。これで、ルータの電源がオンになります。
ルータは、フラッシュメモリからオペレーティング システム イメージをロードします。この処理
には数分かかることがあります。WAN 接続のリモート側が接続され、適切に設定されていれば、
AutoInstall プロセスが開始されます。

ステップ 3

AutoInstall プロセスが完了したら、copy running-config startup-config コマンドを使用して、ルータ
の Nonvolatile Random-Access Memory（NVRAM; 不揮発性 RAM）にコンフィギュレーション デー
タを書き込みます。
Router# copy running-config startup-config

このステップを実行すると、AutoInstall プロセスで作成した設定値が NVRAM に保存されます。こ
のステップを実行しなかった場合、新しい設定情報は、ルータの次の再起動時に失われます。

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
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Setup ファシリティによる Cisco uBR10012 ルータの設定
CMTS を設定するには、Cisco uBR7200 シリーズの Setup ファシリティ（別名 System Configuration
Dialog）を使用すると便利です。Setup ファシリティは、ケーブル インターフェイスとケーブル イ
ンターフェイス ライン カードを（初期設定後に）完全に運用できるように、次の機能をサポート
しています。
•

ケーブル特定コマンド

•

アップストリーム周波数の定義

各ケーブル インターフェイスに、次の情報を必ず設定しなければなりません。
Per upstream:
cable upstream n frequency f
no cable upstream n shutdown

次の情報は、任意設定です。
•

DHCP サーバアドレス

•

各インターフェイスのアップコンバータ用のダウンストリーム周波数の設定

AutoInstall を使用しない場合には、ルータの WAN ケーブルおよび LAN ケーブルを、Channel Service
Unit（CSU; チャネル サービス ユニット）および Data Service Unit（DSU; データサービスユニット）
に接続しないでください。WAN ケーブルまたは LAN ケーブルを CSU および DSU に接続し、かつ
ルータの NVRAM に設定情報が保管されていない場合、ルータは起動時に AutoInstall の実行を試み
ます。

ヒント

（注）

AutoInstall がリモートの TCP/IP ホストに設定されていないことをルータが確認するまでに数分か
かることがあります。AutoInstall が設定されていないことが確認されると、デフォルトで Setup ファ
シリティが起動します。LAN または WAN ケーブルが接続されていないと、ルータはフラッシュメ
モリから起動し、自動的に Setup ファシリティが実行されます。

イネーブルプロンプト（#）が表示されている場合は、特権 EXEC モードで setup コマンドを入力
して Setup ファシリティを実行できます。

グローバルパラメータの設定
プログラムの初回起動時に、システム全体を制御するグローバルパラメータを設定します。

ステップ 1

I/O コントローラのコンソールポートにコンソール端末を接続して、ルータを起動します。
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ステップ 2

フラッシュメモリから起動すると、約 30 秒ほどで、次のような情報が表示されます。この情報が
表示されれば、ルータは正常に起動しています。
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 10000 Software (UBR10K-P6-M), Version 12.2(2)XF
TAC Support: http://www.cisco.com/cgi-bin/ibld/view.pl?i=support
Copyright (c) 1986-2001 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 20-Jul-01 16:15 by test
Image text-base: 0x60008960, data-base: 0x612E0000
cisco uBR10000 (PRE-RP) processor with 98304K/32768K bytes of memory.
Processor board ID TBA05080458
R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache
Backplane version 1.0, 8 slot
Last reset from unexpected value
Toaster processor tmc0 is running.
Toaster processor tmc1 is running.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
509K bytes of non-volatile configuration memory.
46976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256KB).
Press RETURN to get started!

（注）

コンフィギュレーション スクリプトの最初の 2 つのセクションであるバナーと搭載ハードウェア
情報が表示されるのは、システムの初回起動時だけです。以降の Setup ファシリティの実行時は、
スクリプトは次のようなプロンプトから始まります。

--- System Configuration Dialog --Continue with configuration dialog? [yes/no]: yes
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system
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ステップ 3

System Configuration ダイアログを続けて基本管理セットアップを開始する（現在のインターフェイ
スの要約を表示する）かどうかの質問が表示されたら、yes を入力するか、Return を押します。
Continue with configuration dialog? [yes/no]: yes
.
.
.
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes

インターフェイスの要約が表示され、設定済みおよび未設定のインターフェイスが表示されます。
ステップ 4

インターフェイスでサポートするプロトコルを選択します。IP だけのインストレーションの場合、
ほとんどの質問に対してデフォルト値を使用できます。以下、ステップ 7 まで、IP を使用した一般
的な設定を示します。
Configuring global parameters:
Enter host name [Router]: router

ステップ 5

イネーブル シークレット パスワード、イネーブルパスワード、および仮想端末パスワードを入力
します。
The enable secret password is a one-way cryptographic secret
password used instead of the enable password when it exists.
Enter enable secret: ******
The enable password is used when there is no enable secret
password and when using older software and some boot images.
Enter enable password: ******
Enter virtual terminal password: ******

ステップ 6

Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）は、最も一般的に
使用されているネットワーク管理用のオープン標準規格です。SNMP を使用すると、ルータおよび
通信サーバの実行時パラメータにアクセスし、設定することができます。また、SNMP により、ネッ
トワーク エレメントをモニタおよび制御するための一連の機能を定義できます。
yes を入力して SNMP 管理を設定するか、no を入力して SNMP 管理を拒否します。
Configure SNMP Network Management? [no]:
Community string [public]:

ステップ 7

いずれの場合も IP ルーティングを使用することになります。IP ルーティングを使用する場合は、
Interior Routing Protocol を選択します。セットアップ時には、Interior Gateway Routing Protocol（IGRP）
および Routing Information Protocol（RIP）の 2 つの Interior Routing Protocol のうちいずれか 1 つの運
用だけをシステムに指定することができます。
IP ルーティングを設定するには、yes（デフォルト）を入力するか、Return を押します。さらに、
Interior Routing Protocol を選択します。
Configure IP? [yes]:
Configure IGRP routing? [yes]:
Your IGRP autonomous system number [1]: 15
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ステップ 8

ライン カード インターフェイスのパラメータを設定します。ラインカードスロット 3 に搭載され
ている 8 ポート イーサネット ライン カードの例を次に示します。Setup ファシリティにより、全イ
ンターフェイスのステータスが決定されます。
各アクティブ インターフェイス ポートを IP に設定するには、yes（デフォルト）を入力するか、ま
たは Return を押します。非アクティブポートはすべて、デフォルトで no が設定されます。Return
を押すと、デフォルト値が採用されます。
Configuring interface Ethernet 1/0:
Is this interface in use? [yes]:
Configure IP on this interface? [yes]:
IP address for this interface [19.2.22.4]:
Number of bits in subnet field [8]:
Class A network is 19.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /16
Configuring interface Ethernet1/1:
Is this interface in use? [no]:
Configuring interface Ethernet1/2:
Is this interface in use? [no]:
Configuring interface Ethernet1/3:
Is this interface in use? [no]:
Configuring interface Ethernet1/4:
Is this interface in use? [no]:
Configuring interface Ethernet1/5:
Is this interface in use? [no]:
Configuring interface Ethernet1/6:
Is this interface in use? [no]:
Configuring interface Ethernet1/7:
Is this interface in use? [no]:

ステップ 9

ケーブル インターフェイスを設定します。Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェイスの
例を次に示します。Setup ファシリティにより、ほとんどの場合、全インターフェイスのステータ
スが決定されます。
各アクティブ インターフェイス ポートを設定するには、yes（デフォルト）を入力するか、または
Return を押します。非アクティブポートはすべて、デフォルトで no が設定されます。Return を押
すと、デフォルト値が採用されます。
Configuring interface cable 5/0/0:
Is this interface in use? [yes]:
Configure this interface? [yes]:
IP address for this interface [19.2.22.5]:
Number of bits in subnet field [8]:
Class A network is 19.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /16
Configuring interface cable 1/1:
Is this interface in use? [yes]:
Configure this interface? [yes]:
IP address for this interface [19.2.22.6]:
Number of bits in subnet field [8]:
Class A network is 19.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /16
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次のコンフィギュレーション プログラムは、新しく作成されたコマンド インターフェイス スクリ
プトを示しています。
The following command script was created:
hostname router
enable secret 5 $1$f0fc$A38P/KN/9yD3sEKSt6hKQ/
enable password betty
line vty 0 4
password wilma
snmp-server community public
!
ip routing
!
interface cable 5/0/0
ip address 19.2.22.5 255.255.0.0
router igrp 15
network 19.0.0.0
!
end

ステップ 10 この設定を使用するかどうかという質問が表示されたら、yes を入力するか、または Return を押し
ます。
Use this configuration? [yes/no]: yes

ステップ 11 設定値を NVRAM に保存します（「拡張 Setup ファシリティによるケーブル インターフェイスの設
定」[p.2-18] を参照）
。

（注）

設定値を変更した場合は、必ず手動で NVRAM に保存する必要があります。

アップストリーム周波数の設定
アップストリーム パラメータは手動で設定する必要があります。Setup ファシリティの実行後、アッ
プストリーム ポートはデフォルトで「シャットダウン」ステートになります。アップストリーム
チャネルの周波数は、次の 2 つの方法で設定することができます。
•

北米チャネルプラン用の 5 〜 42 MHz の固定周波数を設定し、アップストリーム ポートをイ
ネーブルにする。

•

グローバル スペクトル グループを作成し、それにインターフェイスを割り当て、アップスト
リーム ポートをイネーブルにします。

ケーブル インターフェイス カード レシーバは、DOCSIS 準拠のケーブル インターフェイス（また
は STB の CM）からの時分割多重バースト伝送を受信します。アップストリーム周波数を割り当て
るとアップストリーム ポートは [up] になり、管理上のアップステータスに設定されます。
アップストリーム ポートは、周波数により大きな影響を受けます。上記の例のようにスペクトルグ
ループを定義しておくと、インターフェイスをアップにし、トラフィックを伝送している状態でも、
周波数を変更できます。
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個々のアップストリーム変調プロファイルの設定
個々の変調プロファイルを定義できます。変調プロファイルは、初期メンテナンス、長期許可、要
求データ、要求、短期許可、およびステーション メンテナンスなど、各種アップストリーム バー
ストの物理レイヤ特性テーブルで構成されます。

（注）

アップストリーム変調プロファイルの定義は、必ず資格のある担当者が行ってください。

アップストリーム インターフェイスをアクティブにする手順は、次のとおりです。

ステップ 1

Setup ファシリティにより Cisco uBR10012 ルータの非ケーブル インターフェイスの初期設定を完了
したあと、enable コマンドおよびパスワード（特権 EXEC）を入力します。

ステップ 2

configure terminal コマンドを入力して、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

グローバル コンフィギュレーション モードで、Cisco uBR10012 ルータの変調プロファイルおよび
スペクトルグループを設定します。cable modulation-profile コマンドおよび cable spectrum-group
コマンドを使用します。

ステップ 4

cable upstream コマンドを使用して、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、該当インターフェイスの各種特性を設定します。

（注）

詳細については、第 3 章「Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェイス機能の設定」を参
照してください。
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コンフィギュレーション モードでの Cisco uBR10012 ルータの手動設
定
Setup ファシリティまたは AutoInstall 機能を使用しない場合には、Cisco uBR10012 ルータを手動で
設定できます。手動で設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

I/O コントローラのコンソールポートにコンソール端末を接続します。

ステップ 2

初期ダイアログを起動するかどうかを質問されたら、次のように no と応答して、ルータの標準動
作モードを開始します。
Would you like to enter the initial dialog? [yes]: no

ステップ 3

数秒後に、ユーザ EXEC プロンプト (Router>) が表示されます。enable を入力して、特権モードを
開始します（設定を変更するには特権モードでなければなりません）。
Router> enable

プロンプトが、特権モード（特権 EXEC）プロンプトに変わります。
Router#

ステップ 4

イネーブルプロンプトに configure terminal コマンドを入力し、端末からコンフィギュレーション
モードを開始します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

ヒント

ステップ 5

利用できるコンフィギュレーション コマンドのリストを表示するには、コンフィギュレーション
モードでプロンプトに ? または help を入力します。

Router(config)# プロンプトで、次のように interface type slot/port コマンドを入力して、インター

フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
Router(config)# interface cable slot/port
Router(config-if)#

ステップ 6

ダウンストリーム ポートに対応するダウンストリーム RF キャリア（チャネル）のデジタルキャリ
ア周波数に基づいて、ダウンストリーム中心周波数を設定します。
Router(config-int)# cable downstream frequency down-freq-hz

（注）

このコマンドは、単なる情報であり、外部アップコンバータには作用しません。
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ステップ 7

Hybrid Fiber Coaxial（HFC）ネットワーク上でデジタルデータを伝送できるように、ケーブル イン
ターフェイス ライン カード上のダウンストリーム ポートをアクティブにします。
Router(config-int)# no shutdown

ステップ 8

ダウンストリーム RF キャリアの固定中心周波数を Hz で入力し、さらにポート番号を入力します。
Router(config-int)# cable upstream port frequency up-freq-hz

（注）

ステップ 9

選択したアップストリーム周波数が、ケーブルプラントの他のアップストリーム
ケーションが使用している周波数に干渉しないかどうかを確認してください。

アプリ

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 ポートごとに、ステップ 8 を繰り返
します。

ステップ 10 アップストリーム ポートをアクティブにします。
Router(config-int)# no cable upstream port shutdown

ステップ 11 ステップ 10 を繰り返し、ケーブル インターフェイス ライン カード上で使用する各ポートをアク
ティブにします。
ステップ 12 exit を入力して、コンフィギュレーション モードに戻ります。
Router(config-if)# exit
Router(config)#

ステップ 13 設定する次のインターフェイスを入力し、ステップ 6 〜 12 を繰り返すか、または exit を入力して
イネーブルモードに戻ります。
Router(config)# exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console#

ステップ 14 設定を NVRAM に保存します。
Router# copy running-config startup-config
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拡張 Setup ファシリティによるケーブル インターフェイスの設定
Setup ファシリティを実行すると、初期設定が作成されます。基本的な管理セットアップでは、シ
ステム管理に必要な最低限の接続だけが設定されます。拡張 Setup ファシリティのプロンプトに
従って、各インターフェイスを設定することができます。
コンフィギュレーション ファシリティを起動するには、次のコマンドを使用します。
Router# setup

次の System Configuration dialog が表示されます。
Continue with configuration dialog? [yes/no]: yes

MAC レイヤアドレス
MAC レイヤアドレス、つまりハードウェアアドレスは、特定のネットワーク インターフェイス タ
イプに必要な標準データ リンク レイヤ アドレスです。ネットワーク上の他のデバイスは、これら
のアドレスを使用しません。これらは、各ポートに固有のアドレスです。Cisco uBR10012 ルータで
は独自の方式を使用して、ラインカードの MAC レイヤアドレスの割り当ておよび制御を行います。
すべての LAN インターフェイス（ポート）には、ハードウェアアドレスとも呼ばれる一意の Media
Access Contol（MAC; メディアアクセス制御）レイヤアドレスが必要です。通常、インターフェイ
スの MAC アドレスはインターフェイス回路に直接実装されているメモリコンポーネントに保管さ
れますが、Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワップ）をサポートするには異なる方式が必
要になります。OIR 機能を使用すると、ラインカードを取り外した後、まったく同じ設定の新しい
ラインカードを取り付けることができます。新しいラインカードのタイプが、取り外したライン
カードと同じであれば、ただちにオンラインになります。
OIR をサポートするために、Cisco uBR10012 ルータのミッドプレーン上の EEPROM には、アドレ
スアロケータと一意の MAC アドレスが保管されています。各アドレスは、スロットにラインカー
ドが搭載されているかどうかに関係なく、ルータの特定ポートおよびスロットに確保されていま
す。

注意

インターフェイス タイプの異なるラインカードを OIR で交換する場合には、インターフェイスの
再設定が必要になることがあります。OIR 機能の詳細については、CMTS に付属のハードウェア
インストレーション ガイドまたは対応する Field-Replaceable Unit（FRU）のマニュアルを参照して
ください。

MAC アドレスは、スロットへ順番に割り当てられます。このアドレス機構により、ラインカード
を取り外して他の Cisco uBR10012 ルータに取り付けた場合でも、ネットワーク上の MAC アドレス
が移動したり、複数のデバイスに同じアドレスが割り当てられることはありません。
全スロットの MAC アドレスが 1 つの場所に保管されます。アドレスは保管先のメモリデバイスに
常駐することになります。
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ケーブル インターフェイス ライン カードの識別
CM ラインカードの識別
Cisco CMTS には、次のシスコ ケーブル インターフェイスを搭載することができます。
•

Cisco uBR10012 ルータは、1 つのダウンストリーム モジュレータ、および 1 つのアップスト
リーム デモジュレータをサポートしています。
− Cisco uBR10012 ルータは、デフォルト設定である QAM-256（40 Mbps ダウンストリーム）
および QAM-16（5 Mbps アップストリーム）をサポートします。
− このカードは、200 kHz、400 kHz、800 kHz、1.6 MHz、および 3.2 MHz のアップストリー
ム チャネル幅をサポートしています。
− このカードの出力値は、+42 dBmV および +/–2 dBmV です。
− ダウンストリーム モジュレータは、内蔵アップコンバータで使用する RF 出力と、外部アッ
プコンバータに接続する必要がある Intermediate Frequency（IF; 中間周波数）出力の両方を
処理します。

CM ラインカードスロットの識別
Cisco uBR10012 ルータでは、ケーブル インターフェイス ライン カードは固定式で、常にスロット
1 になります。特定のケーブル インターフェイス スロットのダウンストリーム チャネル情報を表
示するには、show interfaces cable コマンドを使用し、CM カードのスロット番号とダウンストリー
ム ポート番号を次の形式で指定します。
show interfaces cable slot/downstream-port [downstream]

ダウンストリーム インターフェイスに関する情報を表示するには、スロット番号およびダウンスト
リーム ポート番号を使用します。コマンドの省略形は sh int c です。次の例は、Cisco uBR10012 ルー
タのアップストリーム チャネル ポート 0 の表示です。
Router# sh int c 5/0/0

特定のケーブル インターフェイス スロットのアップストリーム チャネル情報を表示するには、
show interfaces cable コマンドを使用します。次の CM カードパラメータを指定します。
•

スロット番号

•

ダウンストリーム ポート番号

•

アップストリーム ポート番号

構文は、次のとおりです。
show interfaces cable slot/downstream-port [upstream] upstream-port

アップストリーム インターフェイスに関する情報を表示するには、スロット番号、ダウンストリー
ム ポート番号、およびアップストリーム ポート番号を使用します。コマンドの省略形は sh int c で
す。
Cisco uBR10012 ルータ上でアップに設定されているケーブル インターフェイス スロット 3 のアッ
プストリーム チャネル ポート 0 に関する情報を表示する場合は、次の例のように入力します。
Router# sh int c3/0/0 upstream
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グローバルパラメータの設定
ステップ 1

次のプロンプトに応答してホストにアクセスします。Enter host name [cmts]:

ステップ 2

イネーブル シークレット パスワードを使用して、特権 EXEC モードとコンフィギュレーション
モードへのアクセスを保護します。このパスワードは、入力後、設定内で暗号化されます。
次のプロンプトに応答します。Enter enable secret [Use current secret]:aa
旧バージョンのソフトウェア、または一部のブートイメージを使用している場合、イネーブル シー
クレット パスワードが設定されていなければ、イネーブルパスワードを使用します。

ステップ 3

次のプロンプトに応答します。:Enter enable password [rHoz]:bb
次に、ネットワーク インターフェイス経由でのルータへのアクセス保護として設定されている仮想
端末パスワードを入力します。

ステップ 4

次のプロンプトに応答します。:Enter virtual terminal password [cc]:cc
次のようなシステム情報が表示されます。
Configure SNMP Network Management? [no]:
Configure IP? [yes]:
Configure IGRP routing? [yes]:
Your IGRP autonomous system number [1]:
Configure CLNS? [no]:
Configuring interface parameters:
Do you want to configure FastEthernet0/0 interface? [yes]:
Use the 100 Base-TX (RJ-45) connector? [yes]:
Operate in full-duplex mode? [no]:
Configure IP on this interface? [yes]: no
Do you want to configure Ethernet1/0 interface? [yes]: n
Do you want to configure Cable5/0/0 interface? [yes]:
Downstream setting frequency : 531000000
For cable upstream [0]
Shut down this upstream ? [yes/no]: no
Frequency : 33808000
Would you like to configure the DHCP server ? [yes/no]: yes
IP address for the DHCP server
[X.X.X.X]: 10.0.0.2
Configure IP on this interface? [no]: yes
IP address for this interface: 10.20.133.65
Subnet mask for this interface [255.0.0.0] : 255.255.255.248
Class A network is 10.0.0.0, 29 subnet bits; mask is /29

次のコンフィギュレーション コマンド スクリプトが作成されます。
interface cable5/0/0
ip address 10.20.133.65 255.255.255.248
no ip mroute-cache
no keepalive
cable insertion-interval 500
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream frequency 531000000
cable upstream 0 frequency 33808000
cable upstream 0 power-level 0
no cable upstream 0 shutdown
cable helper-address 10.0.0.2
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（注）

モデムで IP アドレスを取得するには、DHCP サーバ、TFTP サーバ、または ToD サーバに直接ア
クセスできるか、スタティックルートが設定されている必要があります。

設定値の保存
設定の変更を NVRAM のスタートアップ コンフィギュレーションとして保存するには、Router# プ
ロンプトに、copy running-config startup-config コマンドを入力します。
Router# copy running-config startup-config

このコマンドにより、コンフィギュレーション モード、Setup ファシリティ、または AutoInstall を
使用して設定した設定情報が保存されます。

ヒント

設定値を保存しなかった場合、次にルータを再起動した時点で、設定は失われます。
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設定値および設定の確認
さまざまなソフトウェアコマンドを使用して、設定値と設定の変更内容を確認できます。
•

Cisco uBR10012 ルータのハードウェアの特定情報およびケーブル インターフェイスの設定を
表示するには、show コマンドを使用します。
− ダウンストリーム中心周波数を確認する場合は、次のコマンドを使用します。
Router# show controllers cable slot/port downstream

− アップストリーム ポート周波数の現在値を確認する場合は、次のコマンドを使用します。
Router# show controllers cable slot/port upstream

− 入力した設定値を確認する場合は、次のコマンドを使用します。
Router# show running-config

•

設定の変更を確認するには、EXEC show startup-config コマンドを使用して、NVRAM に保存
されている情報を表示します。

コンフィギュレーション ファイル例の表示
こ こ で は、Cisco uBR10012 ル ー タ の コ ン フ ィ ギ ュ レ ー シ ョ ン フ ァ イ ル 例 を 示 し ま す。Cisco
uBR10012 ル ー タ の 現 在 の 設 定 を 表 示 す る に は、EXEC モ ー ド ま た は 特 権 EXEC モ ー ド で
Command-Liner Interface（CLI; コ マ ン ド ラ イ ン イ ン タ ー フ ェ イ ス）プ ロ ン プ ト に、show
running-config コマンドを入力します。

BPI コンフィギュレーション ファイル
Cisco uBR10000 シリーズ CMTS は、56 ビットおよび 40 ビットの暗号化 / 復号化をサポートしてい
ます。デフォルトは 56 ビットです。Baseline Privacy Interface（BPI; ベースライン プライバシ イン
ターフェイス）をサポートしている CMTS イメージを選択すると、Cisco uBR10000 シリーズ CMTS
の BPI がデフォルトでイネーブルに設定されます。Cisco uBR10012 ルータのコンフィギュレーショ
ン ファイルで、暗号化 / 復号化のサポートを示す主要コマンドは、次のとおりです。

（注）

•

int cable 5/0/0

•

cable privacy kek grace-time 800

•

cable privacy kek life-time 750000

•

cable privacy tek grace-time 800

•

cable privacy tek life-time 56000

•

cable privacy enable

•

cable privacy mandatory

ケーブル インターフェイスも、暗号化 / 復号化をサポートする必要があります。

ベースライン プライバシをイネーブルに設定すると、Cisco uBR10012 ルータは、ホストまたはピア
相互間の暗号化 / 復号化パケットをルーティングします。BPI は、Key Encription Key（KEK; 鍵暗号
化鍵）および Traffic Encription Key（TEK; トラフィック暗号化鍵）を指定して設定します。KEK は、
CM の Service IDentifier（SID; サービス識別子）に基づいて CM に割り当てられ、ベースライン プ
ライバシがアクティブの場合に、CM と Cisco uBR10012 ルータとの接続を許可します。TEK は、対
応する KEK が設定されているときに、CM に割り当てられます。TEK は、CM と Cisco uBR10012
ルータ間のデータトラフィックの暗号化に使用されます。
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KEK および TEK は、HFC ネットワーク上のベースライン プライバシに対して、grace-time（猶予
期間）または life-time（有効期間）の値（秒単位で定義）に基づいて満了するように設定できます。
grace-time 値は、ネットワークにアクセスする CM に一時的な鍵を割り当てます。life-time 値は、よ
り持続性のある鍵を CM に割り当てます。life-time 値が割り当てられた各 CM は、現在の鍵の有効
期間が終了する前に、Cisco uBR10012 ルータに新しい有効期間を持つ鍵を要求します。
KEK または TEK の grace-time または life-time を秒単位で設定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで次のコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、各コマンドの no 形式
を使用します。
cable privacy kek {grace-time [seconds] | life-time [seconds]}
no cable privacy kek {grace-time | life-time}
cable privacy tek {grace-time [seconds] | life-time [seconds]}
no cable privacy tek {grace-time | life-time}

シンタックスの説明

grace-time seconds

life-time seconds

ヒント

（任意）鍵暗号化猶予期間の長さ（秒単位）。有効値は、300 〜 1,800 秒
です。デフォルトの grace-time 値は、600 秒です。
（任意）鍵暗号化有効期間の長さ（秒単位）。有効値は、86,400 〜
604,800 秒です。デフォルトの life-time 値は、604,800 秒です。

show cable modem コマンドを使用すると、CM で暗号化 / 復号化がイネーブルかどうかを調べるこ
とができます。コマンド出力に online(pk) が表示されていれば、CM の BPI はイネーブルで、KEK
が割り当てられています。コマンド出力に online(pt) が表示されていれば、CM の BPI はイネーブル
で、TEK が割り当てられています。

Cisco uBR7200 シリーズのデフォルトの 56 ビット暗号化 / 復号化を 40 ビットに変更する場合には、
[40 bit DES] オプションを使用します。
Router(config-if)# cable privacy ?
40-bit-des
select 40 bit DES
^^^^^^^^^^
authenticate-modem
turn on BPI modem authentication
authorize-multicast turn on BPI multicast authorization
kek
KEK Key Parms
mandatory
force privacy be mandatory
tek
TEK Key Parms

この設定では、ソフトウェアにより 40 ビット Data Encryption Standard（DES; データ暗号化規格）鍵
が生成されます。生成されて戻された DES 鍵は、56 ビット鍵の最初の 16 ビットをマスクし、ソフ
トウェア内で 0 にします。40 ビットの設定を 56 ビット暗号化 / 復号化に戻すには、[40 bit des] オプ
ションの前に no コマンドを入力します。
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設定値および設定の確認
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3

Cisco uBR10012 ルータのケーブル
インターフェイス機能の設定
Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェイスは、ダウンストリーム信号およびアップスト
リーム信号をサポートするケーブル TV Radio Frequency（RF; 高周波）インターフェイスとして動
作します。ダウンストリ−ムは、外部アップコンバータでの使用に適した Intermediate-Frequency
（IF; 中間周波数）信号としての出力です。ケーブル プラントで、どの Cisco uBR10000 series ケーブ
ル インターフェイス、ネットワーク アップリンク ライン カード、および他のコンポーネントを使
用すべきかは、予定および既存の加入者ベース、提供サービス、外部ネットワーク接続に基づいて
決定する必要があります。
•

シャーシには、最大 8 つの Cisco ラインカード（ケーブル インターフェイス ライン カードと
Line Card Processor[LCP] の組み合わせ）を搭載できます。

•

ケーブル インターフェイス ライン カードは、ダウンストリームとアップストリームの様々な
ポートをサポートしています。概要は、
「Cisco vBR10012 ルータでサポートされるハードウェ
ア」（p.1-8）を参照してください。

Hybrid Fiber-Coaxial（HFC）ケーブルネットワークで適切な運用ができるようにシスコ ケーブル イ
ンターフェイス ライン カードを設定するには、Cisco IOS ソフトウェアの Command-Line Interface
（CLI; コマンドライン インターフェイス）を使用します。この章では、Cisco ケーブル インターフェ
イスの設定作業について説明します。
セクション

目的

「インターフェイスの管理上のシャッ シャットダウンが必要なインターフェイス設定とともに
トダウンと再起動」（p.3-2）
使用するインターフェイス シャットダウンと再起動につ
いて説明します。
「ダウンストリーム ケーブル インター 必須のアップストリーム設定作業の手順について説明し
フェイスの設定」（p.3-3）
ます。
「アップストリーム ケーブル インター オプションのケーブル インターフェイス設定手順につい
フェイスの設定」（p.3-13）
て説明します。
「オプションのケーブル インターフェ オプションのケーブル インターフェイス設定手順につい
イス機能の設定」（p.3-31）
て説明します。
「ケ ー ブ ル イ ン タ ー フ ェイ ス の 設 定 この章で前述した手順のケーブル インターフェイス 設
例」（p.3-35）
定例を示します。
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インターフェイスの管理上のシャットダウンと再起動

Cisco uBR10000 シリーズ Cable Modem Termination System（CMTS; ケーブル モデム ターミネーショ
ン システム）に関連したその他のインターフェイスおよびルータの設定については、
『Cisco Cable
Modem Termination System Feature Guide』
（http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/）を参照してください。

インターフェイスの管理上のシャットダウンと再起動
インターフェイスは、シャットダウンすることによりディセーブルにできます。インターフェイス
のシャットダウンにより、指定されたインターフェイスでのすべての機能がディセーブルになり、
そのインターフェイスは、すべてのモニタリング コマンドの表示で使用不可能としてマーク付けさ
れます。この情報は、すべてのダイナミック ルーティング プロトコルを通して、他のネットワー
ク サーバに伝えられます。そのインターフェイスは、ルーティング アップデートから外されます。
シリアル インターフェイスでは、インターフェイスのシャットダウンにより、Dedicated Token Ring
（DTR; 専用トークン リング）信号が廃棄されます。トークン リング インターフェイスでは、イン
ターフェイスのシャットダウンにより、インターフェイスがリングから外されます。
Fiber Distributed
Data Interface（FDDI; ファイバ分散データ インターフェイス）では、インターフェイスのシャット
ダウンにより、光バイパス スイッチ（ある場合）がバイパス モードになります。
インターフェイスをシャットダウンしてから再起動するには、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

shutdown

インターフェイスをシャットダウンします。

no shutdown

ディセーブルにされたインターフェイスをイネーブルにします。

イ ン タ ー フ ェ イ ス が デ ィ セ ー ブル か ど う か を チ ェ ッ ク す る に は、特 権 EXEC モ ー ド で show
interfaces コマンドを使用します。シャットダウンされたインターフェイスは、show interfaces コマ
ンド表示で管理上のダウンとして表示されます。
インターフェイスをシャットダウンする理由の 1 つとして、電気インターフェイスのタイプまたは
ポート オンラインのモードを変更する場合が挙げられます。たとえば、シリアル アダプタ ケーブ
ルを交換し、ソフトウェア コマンドを使用してインターフェイスを再起動し、必要に応じて、新し
いインターフェイスにポートを再設定します。
システムの起動または再起動時に、Fast Serial Interface Processor（FSIP; ファスト シリアル インター
フェイス プロセッサ）がインターフェイスをポーリングし、各ポートの電気インターフェイスのタ
イプを決定します（接続しているポート アダプタ ケーブルのタイプによる）。ただし、アダプタ ケー
ブルをオンラインで変更する場合、再びインターフェイスをポーリングする必要はありません。
システムで新しいインターフェイス タイプを認識させるには、shutdown コマンドを使用してイン
ターフェイスをシャットダウンし、ケーブルの変更後にインターフェイスをイネーブルにします。
詳細については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。

例

次の例では、ポート 4 のスロット 2 で、イーサネット インターフェイスをオフにします。
interface ethernet 2/4
shutdown

次の例では、インターフェイスを再起動します。
interface ethernet 2/4
no shutdown
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ダウンストリーム ケーブル インターフェイスの設定
以下の設定は必須です。シスコ ケーブル インターフェイス設定時の第一段階の手順は、ダウンス
トリーム ケーブル インターフェイスを設定することです。ダウンストリーム ケーブル インター
フェイス設定は、次の手順で構成されます。
作業
「ダウンストリーム ケーブル
ARP 要求のアクティブ化」
（p.3-4）

説明
ケーブル インターフェイス上で ARP 要求をアクティブにする
ことによって、Cisco uBR10000 シリーズ CMTS がダウンスト
リーム パス上で IP アドレス解決を実行できるようにする手順
について説明します。

「ダウンストリーム ポートのア HFC ネットワーク経由でのデジタル データ伝送用に、ケーブル
クティブ化」
（p.3-5）
インターフェイス カード上のダウンストリーム ポートをアク
ティブにして確認する手順について説明します。
「ダウンストリーム チャネル ID シスコ ケーブル インターフェイス ライン カード上のダウンス
の割り当て」
（p.3-6）
トリーム ポートに数値チャネル ID を割り当て、確認する手順
について説明します。
「ダウンストリーム ヘルパー ア UDP ブロードキャスト パケットの送信先となる DHCP サーバ
ドレスの設定」
（p.3-6）
の IP アドレスを指定する手順について説明します。
「ダ ウ ン ス ト リ ー ム イ ン タ ー シスコ ケーブル インターフェイス ライン カード上のダウンス
リーブ深度の設定」（p.3-8）
トリーム ポートに対してダウンストリーム インターリーブ深
度（ミリ秒単位）を設定する手順について説明します。
「ダウンストリーム変調方式の ダウンストリーム方向で加入者の CM にデータを送信するとき
設定」（p.3-9）
の速度（シンボル / 秒）を定義する手順について説明します。
「ダ ウ ン ス ト リ ー ム MPEG フ ダウンストリーム方向の MPEG フレーミング フォーマットを
レーミング フォーマットの設 設定して確認する手順について説明します。このフォーマット
定」（p.3-10）
は、DOCSIS 仕様に準拠し、ローカル ケーブル プラントの運用
に適合している必要があります。
「ダウンストリーム レート制限 トラフィック シェーピング オプションを指定したトークンバ
およびトラフィック シェーピ ケット ポリシング アルゴリズムまたは重み付き廃棄アルゴリ
ングの設定」
（p.3-10）
ズムを使用して、設定帯域幅を超過したパケットをバッファリ
ング、シェーピング、または廃棄する手順について説明します。

（注）

通常、これらの設定作業に使用するコマンドは、デフォルト値によって Cisco uBR10012 ルータを
適切に設定することができます。デフォルト値を変更する場合を除き、各パラメータを指定する必
要はありません。

その他の設定オプションについては、
『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
（http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/）および Documentation CD-ROM を参
照してください。
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ダウンストリーム ケーブル ARP 要求のアクティブ化
この設定は必須です。Address Resolution Protocol（ARP）は、ネットワークに組み込まれているコ
ンピュータまたは他の機器上の MAC アドレスに IP アドレスをマッピングする場合に使用する、イ
ンターネット プロトコルです。ケーブル インターフェイス上で ARP 要求をアクティブにすること
によって、Cisco uBR10000 シリーズ CMTS がダウンストリーム パス上で IP アドレス解決を実行で
きるようにする必要があります。

（注）

この設定手順で使用するコマンドは、通常、デフォルト値で Cisco uBR10000 シリーズ CMTS を最
適に設定できます。

ARP 要求をアクティブにするには、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
次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

Router(config-if)# cable arp

ARP をイネーブルにします。これがデフォルトの設定です。

ARP 要求の確認
ケーブル ARP がアクティブに設定されているかどうかを確認するには、more system:running-config
コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調べます。ARP がアクティブの場合、
出力には表示されません。ARP がアクティブではない場合は、次のように、出力に [no cable arp]
が表示されます。
Router# more system:running-config
Building configuration...
Current configuration:
!
interface cable5/0/0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
no keepalive
no cable arp
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream symbol-rate 5056941
cable upstream 0 frequency 15008000
no cable upstream 0 shutdown

ヒント

確認できない場合には、ARP をアクティブにしたとき、および show interface cable コマンドの入力
時に、正しいポートおよびケーブル インターフェイス ライン カード スロット番号を入力している
かどうかを確認してください。
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ダウンストリーム ポートのアクティブ化
HFC ネットワーク上でデジタル データ伝送を行うために、Cisco uBR7200 シリーズ ケーブル イン
ターフェイス カードのダウンストリーム ポートをアクティブにするには、次の作業を行います。

ステップ 1

コマンド

目的

Router> enable
Password: password
Router#

イネーブル（特権 EXEC）モードを開始します。
パスワードを入力します。
特権 EXEC モードになると、プロンプトに（#）記号
が表示されます。

ステップ 2

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#

ステップ 3

Router(config)# interface cable5/0/0
Router(config-if)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。グローバル コンフィギュレーション モード
になると、プロンプトに (config)# が表示されます。
このコマンドの省略形は、
config t または conf t です。
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。
この例では、Cisco uBR10000 シリーズ CMTS のス
ロット 1 に搭載されたケーブル インターフェイス
カードのダウンストリーム ポート 0 のインターフェ
イスを指定しています。

ステップ 4

Router(config-if)# cable downstream if-output

Router(config-if)# no cable downstream
if-output

デフォルトです。Cisco uBR10012 ルータからのダウ
ンストリーム デジタル データをアクティブにしま
す。
ダウンストリーム デジタル データを非アクティブ
にします。このコマンドは、ケーブル インターフェ
イス カードの IF 出力を表示せず、インターフェイ
スをシャットダウンします。

ステップ 5

Router(config-if)# no shutdown

ダウンストリーム ポートを [admin up] ステートにし
ます。

ステップ 6

Router(config-if)# end
Router#

特権 EXEC モードに戻ります。

%SYS-5-CONFIG_I:Configured from console by
console

このメッセージは正常であり、エラーを意味するも
のではありません。

ダウンストリーム ポートの確認
ダウンストリーム キャリアがアクティブ（アップ）に設定されているかを確認するには、show
controllers cable コマンドを使用し、設定したダウンストリーム ポートを指定します。次に、National
Television Standards Committee（NTSC; 全米テレビ放送規格委員会）6 MHz 動作の例を示します。
Router# show controllers cable5/0/0 downstream
Cable5/0/0 Downstream is up
Frequency=96000000, Channel Width 6 MHz, 64-QAM, Symbol Rate 5.056941 Msps
FEC ITU-T J.83 Annex B, R/S Interleave I=32, J=4
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ダウンストリーム チャネル ID の割り当て
シスコ ケーブル インターフェイス ライン カード上のダウンストリーム ポートに数字でチャネル
ID を割り当てるには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンド
を使用します。有効値は、0 〜 255 です。
Router(config-if)# cable downstream channel-id id

（注）

cable downstream channel-id コマンドは、次のコマンドと共に使用します。
cable downstream frequency 54000000-1000000000 broadcast frequency - h

これらのコマンドは、同じケーブル インターフェイス ラインカード上のアップストリーム ポート
だけに接続できる CM が設置された 1 つの領域に対し、複数のダウンストリーム周波数を送信する
場合に使用します。CM が受信する各ダウンストリームについて、固有のチャネル ID を設定する
必要があります。ダウンストリーム周波数の設定値は、アップコンバータ上の設定値と一致してい
なければなりません。

注意

固有のダウンストリーム ID を設定したら、CM が正しく動作するかをテストします。この機能を
使用する場合には、CM コードの各ソフトウェアリリースについて再テストを実施し、正しく動作
するかを確認し、新しいインストレーションのために十分な時間を確保することを推奨します。こ
れらのコマンドの併用や CM テストの実施を行わなかった場合は、長期にわたりカスタマーサービ
スが停止することがあります。

ダウンストリーム チャネル ID の確認
ダウンストリーム チャネル ID を確認するには、設定したダウンストリーム ポートに対して、show
controllers cable コマンドを入力します。次に例を示します。
Router# show controllers cable5/0/0 downstream
Cable5/0/0 Downstream is up
Frequency=96000000, Channel Width 6 MHz, 64-QAM, Symbol Rate 5.056941 Msps
FEC ITU-T J.83 Annex B, R/S Interleave I=32, J=4
Downstream channel ID: 1

ダウンストリーム ヘルパー アドレスの設定
User Datagram Protocol
（UDP）
ブロードキャスト パケットの送信先となる Dynamic Host Configuration
Protocol（DHCP）サーバの IP アドレスを指定します。ケーブル インターフェイスからの UDP ブ
ロードキャスト パケットに対応する DHCP サーバ、およびホストからの UDP ブロードキャスト パ
ケットに対応する DHCP サーバを指定できます。ダウンストリーム ヘルパー アドレスを設定する
には、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
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ステップ 1

コマンド

目的

Router(config-if)# cable helper-address
10.x.x.x cable-modem

ケーブル モデムからの UDP ブロードキャスト パケットに
対応するダウンストリーム ヘルパー アドレスを、IP アド
レス 10.x.x.x の DHCP サーバに設定します。

（注）

ステップ 2

Router(config-if)# cable helper-address
172.56.x.x host

DHCP サーバの IP アドレスを使用します。10.x.x.x
および 172.56.x.x は、どちらもプライベート範囲で
す。

ダウンストリームのヘルパーアドレスに、ホストからの
UDP ブロードキャスト パケットの送信先 DHCP サーバの
IP アドレス 172.56.x.x を設定します。

ダウンストリーム ヘルパー アドレスの確認
ダウンストリーム ヘルパー アドレスの設定を確認するには、show running-config コマンドを入力
し、ケーブル インターフェイスの設定情報で cable helper-address を調べます。
Router# show running-config
Building configuration...
Current configuration:
!
interface cable5/0/0
ip address 10.254.254.254 255.0.0.0
no ip directed-broadcast
cable helper-address 192.168.1.1
no keepalive

確認できない場合には、次の作業を行ってください。

ステップ 1

ケーブル インターフェイスがダウンストリーム信号を検出していない場合には、ケーブル、アップ
コンバータ、RF レベル、および周波数を確認します。

ステップ 2

ケーブル インターフェイスがダウンストリーム信号を検出し、アップストリーム信号を検出してい
ない場合には、ケーブル、RF レベル、およびアップストリーム周波数を確認し、no shut コマンド
を入力します。

ステップ 3

次の要領でプロビジョニング サーバを確認します。

ステップ 4

•

送信元 IP アドレスオプション（ケーブル インターフェイスのプライマリ IP アドレス）を使用
して DHCP サーバに対して ping を実行します。

•

ケーブル インターフェイスに RF アップストリーム / ダウンストリーム ロックがかかっていて
も持続しない場合は、IP ルーティングを確認します。

次の要領で DHCP オプションと Time-of-Day（ToD）サーバの IP アドレスを確認します。
•

送信元 IP アドレスオプションを使用して ToD サーバに対して ping を実行します。

•

IP ルーティングを確認します。

•

TFTP ファイル名が正しいかどうかを確認します。

•

TFTP ファイルが TFTP サーバの正しいディレクトリにあるかどうかを確認します。

•

TFTP ファイルに読み取り権限が設定されているかどうかを確認します。
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•

送信元 IP アドレスオプションを使用して TFTP サーバに ping を実行します。さらに、ケーブ
ル インターフェイスに RF と DHCP が適用されていても、ToD または TFTP で障害が発生する
場合は IP ルーティングを確認します。

ダウンストリーム インターリーブ深度の設定
シスコ ケーブル インターフェイス ラインカード上のダウンストリーム ポートに、インターリーブ
深度を設定します。インターリーブ深度を大きくするほど、HFC ネットワーク上のノイズ バース
トに対する保護力が高まりますが、ダウンストリーム遅延も大きくなります。

（注）

有効値は、8、16、32（デフォルト）、64、および 128 です。

ダウンストリーム インターリーブ深度をミリ秒単位で指定するには、ケーブル インターフェイス
コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
Router(config-if)# cable downstream interleave-depth {8|16|32 |64|128}

ダウンストリーム インターリーブ深度の確認
ダウンストリーム インターリーブ深度の設定を確認するには、設定したダウンストリーム ポート
に対して、show controllers cable コマンドを入力します。
Router# show controllers cable5/0/0 downstream
Cable5/0/0 Downstream is up
Frequency=96000000, Channel Width 6 MHz, 64-QAM, Symbol Rate 5.056941 Msps
FEC ITU-T J.83 Annex B, R/S Interleave I=32, J=

確認できない場合には、次の作業を行ってください。

ステップ 1

ケーブル接続がゆるんでいたり、切断されていないかどうかを確認します。

ステップ 2

ケーブル インターフェイス ライン カードがシャーシスロットに確実に装着されているかどうかを
確認します。

ステップ 3

非脱落型ネジが締まっているかどうかを確認します。

ステップ 4

正しいスロット番号およびポート番号を入力しているかどうかを確認します。

ステップ 5

cable downstream if-output コマンドを使用して、ダウンストリーム キャリアがアクティブになって
いるかどうかを確認します。
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ダウンストリーム変調方式の設定
ダウンストリーム変調方式を設定するには、ダウンストリーム方向で加入者の CM にデータを送信
するときの速度（シンボル / 秒）を指定します。シンボルは変調の基本単位です。Quadrature Phase
Shift Key
（QPSK;4 位相偏移変調）は 1 シンボルにつき 2 ビットを符号化します。
Quadrature Amplitude
Modulation（QAM; 直交振幅変調）16 は 1 シンボルにつき 4 ビット、QAM 64 は 1 シンボルにつき
6 ビット、QAM 256 は 1 シンボルにつき 8 ビットを符号化します。

（注）

ダウンストリーム変調レートを QAM 256 に設定する場合は、加入者のケーブル インターフェイス
で、QAM 64 よりも約 6 dB 高い Signal-to-Noise Ratio（SNR; 信号対雑音比）を設定する必要があり
ます。QAM 256 では信頼性がなくなる可能性のあるネットワークには、QAM 64 を適用してくださ
い。また、データの重要性を考慮してください。

ダウンストリーム変調方式を設定するには、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、次の作業を行います。DOCSIS の標準変調レート（およびシスコシステムズのデフォル
ト設定）は、QAM 64 です。
Router(config-if)# cable downstream modulation 64qam

ダウンストリーム変調方式の確認
ダウンストリーム変調の設定を確認するには、設定したダウンストリーム ポートに対して、show
controllers cable コマンドを入力します。次に例を示します。
Router# show controllers cable5/0/0 downstream
Cable5/0/0 Downstream is up
Frequency=96000000, Channel Width 6 MHz, 64-QAM, Symbol Rate 5.056941 Msps
FEC ITU-T J.83 Annex B, R/S Interleave I=32, J=4

確認できない場合には、次の作業を行ってください。

ステップ 1

ケーブル接続がゆるんでいたり、切断されていないかどうかを確認します。

ステップ 2

ケーブル インターフェイス ライン カードがシャーシスロットに確実に装着されているかどうかを
確認します。

ステップ 3

非脱落型ネジが締まっているかどうかを確認します。

ステップ 4

正しいスロット番号およびポート番号を入力しているかどうかを確認します。

ステップ 5

cable downstream if-output コマンドを使用して、ダウンストリーム キャリアがアクティブになって
いるかどうかを確認します。

ステップ 6

必要な変調方式が不明な場合、デフォルト値が選択されているかどうかを確認します。
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ダウンストリーム MPEG フレーミング フォーマットの設定
MPEG フレーミング フォーマットは、DOCSIS 仕様（http://www.cablemodem.com/specifications.html
を参照）に準拠し、ローカル ケーブル プラントの運用に適合している必要があります。

ヒント

（注）

Annex B は、北米用の DOCSIS MPEG フレーミング フォーマット規格です。

シスコ ケーブル インターフェイス ライン カードを設定すると、Annex B フレーミング フォーマッ
トが自動的に設定されます。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 ポート
とネットワーク上の接続先 CM には同じ MPEG フレーミング フォーマットを設定し、適切な
DOCSIS 動作をサポートする必要があります。

Cisco uBR10012 ルータのコンフィギュレーション ファイルで Annex B 動作を指定するには、次の
コマンドを使用します。このコマンドにより、ダウンストリーム MPEG フレーミング フォーマッ
トを設定します。
Router(config-if)# cable downstream annex {B}

ダウンストリーム MPEG フレーミング フォーマットの確認
ダウンストリーム MPEG フレーミング フォーマットの設定を確認するには、設定したダウンスト
リーム ポートに対して、show controllers cable コマンドを入力します。次に例を示します。
router# show controllers cable5/0/0 downstream
Cable5/0/0 Downstream is up
Frequency=96000000, Channel Width 6 MHz, 64-QAM, Symbol Rate 5.056941 Msps
FEC ITU-T J.83 Annex B, R/S Interleave I=32, J=4
Downstream channel ID: 0

ダウンストリーム レート制限およびトラフィック シェーピングの設定
ダウンストリーム トラフィック シェーピングにより、トラフィック シェーピング オプションを指
定したトークンバケット ポリシング アルゴリズムまたは重み付き廃棄アルゴリズムを使用して、
設定帯域幅を超過したパケットをバッファリング、シェーピング、または廃棄することができます。
ダウンストリーム トラフィック シェーピングは、デフォルトではディセーブルに設定されます。
シスコ ケーブル インターフェイス ライン カード上のダウンストリーム ポートに対して、ダウンス
トリーム トラフィック シェーピングをイネーブルにするには、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、次のいずれかのコマンドを使用します。
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ステップ 1

コマンド

目的

Router(config-if)# cable downstream
rate-limit token-bucket

トークンバケット ポリシング アルゴリズムによる
ダウンストリーム ポート上でのトラフィック
シェーピングをイネーブルにします。このコマンド
を使用すると、Cisco uBR10012 ルータは、許容帯域
幅を超えるパケットを自動的に廃棄します。

Router(config-if)# cable downstream
rate-limit token-bucket shaping

Router(config-if)# cable downstream
rate-limit token-bucket shaping granularity 8

Router(config-if)# cable downstream
rate-limit token-bucket shaping max-delay 256

トラフィック シェーピングを指定したトークンバ
ケット ポリシング アルゴリズムを使用して、ダウン
ストリーム ポート上でのトラフィック シェーピン
グをイネーブルにします。
特定のトラフィック シェーピング時間単位を指定
したトークンバケット ポリシング アルゴリズムを
使 用 し て、ダ ウ ン ス ト リ ー ム ポ ー ト 上 で の ト ラ
フィック シェーピングをイネーブルにします。有効
値は 1、2、4、8、または 16 ミリ秒です。
特定の最大トラフィック シェーピング バッファ遅
延を指定したトークンバケット ポリシング アルゴ
リズムを使用して、ダウンストリーム ポート上での
トラフィック シェーピングをイネーブルにします。
有効値は 128、256、512、または 1028 ミリ秒です。

ステップ 2

Router(config-if)# cable downstream
rate-limit weighted-discard 3

重み付きパケット廃棄アルゴリズムによるダウンス
トリーム ポート上でのトラフィック シェーピング
をイネーブルにして、平均損失率の指数変動を表す
ウエイトを割り当てます。有効値は、1 〜 4 です。

ステップ 3

Router(config-if)#
Router#

EXEC モードに戻り、手順を確認します。

^Z

ダウンストリーム トラフィック シェーピングの確認
ダウンストリーム トラフィック シェーピングが設定され、アクティブになっているかどうかを確
認するには、show running-config コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調べ
ます。ダウンストリーム トラフィック シェーピングが設定され、イネーブルになっている場合は、
出力にトラフィック シェーピングのエントリが含まれます。ダウンストリーム トラフィック
シェーピングがディセーブルの場合、トラフィック シェーピング エントリは表示されません。
Router# show running-config
Building configuration...
Current configuration:
!
interface cable5/0/0
ip address 10.254.254.254 255.0.0.0
no ip directed-broadcast
cable helper-address 192.168.1.1
no keepalive
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
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確認できない場合には、次の作業を行ってください。

ステップ 1

ケーブル接続がゆるんでいたり、切断されていないかどうかを確認します。

ステップ 2

ケーブル インターフェイス ライン カードがシャーシスロットに確実に装着されているかどうかを
確認します。

ステップ 3

非脱落型ネジが締まっているかどうかを確認します。

ステップ 4

正しいスロット番号およびポート番号を入力しているかどうかを確認します。

ステップ 5

必要な変調方式が不明な場合、デフォルト値が選択されているかどうかを確認します。

ステップ 6

cable downstream if-output コマンドを使用して、ダウンストリーム キャリアがアクティブになって
いることを確認します。
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アップストリーム ケーブル インターフェイスの設定
以下の設定は必須です。アップストリーム ケーブル インターフェイス コマンドで、アップストリー
ム信号の周波数および入力パワーレベル、さらにアップストリーム信号のエラー検知および訂正を
設定します。アップストリーム ケーブル インターフェイスの設定は、ケーブルプラントの特性に
よって異なります。
アップストリーム ケーブル インターフェイスを設定するには、次の作業を行います。

（注）

これらの作業には、デフォルト値によって適切に設定できるものもあります。

作業

説明

「ア ッ プ ス ト リ ー ム ア ド ミ ッ アップストリーム アドミッション制御機能について説明し、
シ ョ ン 制 御 の ア ク テ ィ ブ 化」 アップストリーム アドミッション制御をアップストリーム
（p.3-14）
チャネル容量のパーセンテージとして設定する手順を示しま
す。
「アップストリーム ディファレ アップストリーム上のディファレンシャル エンコーディングを
ンシャル エンコーディングの アクティブにする手順について簡単に説明します。ディファレ
アクティブ化」
（p.3-15）
ンシャル エンコーディングはデジタル エンコーディング技法
の 1 つで、バイナリ値が特定の信号レベルではなく信号変更に
よって示されます。
「アップストリーム FEC のアク FEC を ア ク テ ィ ブ に す る 手 順 に つ い て 説 明 し ま す。Cisco
ティブ化」（p.3-16）
uBR10000 シリーズ CMTS は、FEC を使用して、破損している
可能性のあるアップストリーム データの修復を試みます。
「アップストリーム ポートのア アップストリーム ポートをアクティブにする手順について説明
クティブ化」
（p.3-17）
します。HFC ネットワーク上の CM から Cisco uBR10000 シリー
ズ CMTS にアップストリームのデータ伝送を行うには、各アッ
プストリーム ポートをアクティブに設定する必要があります。
「アップストリーム電力調整の アップストリーム電力調整をイネーブルにする手順について説
アクティブ化」
（p.3-17）
明します。この機能は、レンジングステータスを継続できる最
小電力調整を dB 単位で設定します。
「アップストリーム スクランブ アップストリーム RF キャリア上のスクランブラをアクティブ
ラのアクティブ化」（p.3-18）
にする手順について説明します。このスクランブラにより、HFC
ネットワーク上の CM は内蔵スクランブラ回路を使用してアッ
プストリーム データ伝送を行うことができます。
「アップストリーム タイミング 特定のケーブル インターフェイス上でアップストリーム タイ
調整のアクティブ化」（p.3-19） ミング調整をアクティブにする手順について説明します。この
機能は、レンジングステータスを継続できる最小タイミング調
整を設定します。
「アップストリーム バックオフ アップストリーム チャネルでデータまたは要求を送信する CM
値の設定」（p.3-20）
間のコンテンション解消を定義する、DOCSIS 準拠の手順につ
いて説明します。コンテンション解消は、切り捨て型バイナリ
指数バックオフ値を使用して行います。
「アップストリーム チャネル幅 アップストリーム チャネル幅をヘルツ（Hz）単位で入力する手
の設定」（p.3-22）
順について説明します。また、NTSC スペクトル パラメータお
よびスペクトル管理プロセスについても説明します。
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作業

説明

「アップストリーム周波数の設 シスコ ケーブル インターフェイス ライン カードで予想される
定」（p.3-24）
入力周波数に合わせて、RF 出力のアップストリーム チャネル
周波数を設定する手順について説明します。
「アップストリーム入力パワー dBmV（デシベル / ミリボルト）でアップストリーム入力パワー
レベルの設定」
（p.3-25）
レ ベ ル を 設 定 す る 手 順 に つ い て 説 明 し ま す。ま た、Cisco
uBR10000 シリーズ CMTS の CM の出力パワーレベル制御の詳
細についても説明します。
「アップストリーム レート制限 アップストリーム上のトラフィック シェーピングをアクティブ
およびトラフィック シェーピ にする手順について説明します。DOCSIS アップストリーム
チャネルで使用可能なアップストリーム トラフィック シェー
ングの設定」
（p.3-28）
ピングは、アップストリーム パケットのスケジューリングを遅
らせ、これにより、パケットを廃棄するのではなくケーブル CPE
デバイス上のバッファに保管します。
「アップストリーム ミニスロッ 特定のアップストリーム ケーブル インターフェイスにミニス
ト サイズの指定」
（p.3-27）
ロットサイズ（チック単位）を指定する手順について説明しま
す。ミニスロットサイズとチャネル幅はある程度関連しますが、
強い結びつきはありません。

アップストリーム アドミッション制御のアクティブ化
アップストリーム アドミッション制御は、アップストリーム インターフェイス上の CM によって
予約された保証最小アップストリーム スループットの総量を計算します。合計が許容レベルを超え
ると、保証された最小アップストリーム レートを必要とする CM は、それ以上アップストリーム
ポートでオンラインでいることが許可されません。
Cisco CMTS アドミッション制御はデフォルト設定でオフになっており、アクティブにしなければ
なりません。アップストリーム アドミッション制御をアップストリーム チャネル容量のパーセン
テージとして設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコ
マンドを使用します。アドミッション制御は、指定されたアップストリーム チャネル容量のパーセ
ンテージとして設定します。指定できる範囲は、10 〜 1000% です。
Router(config-if)# cable upstream usport admission-control percentage

たとえば、次のように入力します。
7246VXR(config-if)# cable upstream 0 admission-control ?
Max Reservation Limit As Percentage of Raw Channel Capacity

シンタックスの説明

（注）

usport

アドミッション制御がイネーブルになっているアップストリーム ポート。

percentage

オプションの percentage パラメータは、保証可能な帯域幅を決定する際、使
用されるオーバーブッキング レートを指定します。

percentage パラメータを空白のままにするか、または 100% に設定すると、CMTS は、実際に利用
可能な帯域幅の合計まで保証できるようにします。パーセンテージを最大値の 1000 に設定すると、
実際のインターフェイス帯域幅の最大 10 倍まで「保証される」こともあります。
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アップストリーム アドミッション制御の確認
アップストリーム アドミッション制御が設定され、アクティブになっていることを確認するには、
特権 EXEC モードで show running-config コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情
報を調べます。アップストリーム アドミッション制御が設定され、イネーブルになっている場合
は、show running-config コマンドの出力にアドミッション制御エントリが表示され、ユーザが定義
したアップストリーム チャネル許容容量のパーセンテージが示されます。アップストリーム アド
ミッション制御がディセーブルの場合は、出力にアドミッション制御エントリは含まれません。
確認できない場合には、次の作業を行ってください。

ステップ 1

ケーブル接続がゆるんでいたり、切断されていないかどうかを確認します。

ステップ 2

ケーブル インターフェイス ライン カードがシャーシスロットに確実に装着されているかどうかを
確認します。

ステップ 3

非脱落型ネジが締まっているかどうかを確認します。

ステップ 4

正しいスロット番号およびポート番号を入力しているかどうかを確認します。

ステップ 5

ルータに有効な周波数が選択されていることを確認します。

アップストリーム ディファレンシャル エンコーディングのアクティブ化
アップストリーム上のディファレンシャル エンコーディングはデジタル エンコーディング技法の
1 つで、バイナリ値が特定の信号レベルではなく信号変更によって示されます。特定のケーブル イ
ンターフェイスに対するアップストリーム トラフィックのディファレンシャル エンコーディング
をイネーブルにするには、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、次のコ
マンドを使用します。アップストリーム ディファレンシャル エンコーディングは、デフォルトで
はイネーブルに設定されます。
Router(config-if)# cable upstream usport differential-encoding

アップストリーム ディファレンシャル エンコーディングの確認
アップストリーム ディファレンシャル エンコーディングがアクティブに設定されているかどうか
を確認するには、show running-config コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を
調べます。アップストリーム ディファレンシャル エンコーディングがイネーブルの場合は、show
running-config の出力にディファレンシャル エンコーディングのエントリが表示されます。アップ
ストリーム ディファレンシャル エンコーディングがディセーブルの場合は、出力にディファレン
シャル エンコーディングのエントリは含まれません。
確認できない場合には、次の作業を行ってください。

ステップ 1

ケーブル接続がゆるんでいたり、切断されていないかどうかを確認します。

ステップ 2

ケーブル インターフェイス ライン カードがシャーシスロットに確実に装着されているかどうかを
確認します。
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ステップ 3

非脱落型ネジが締まっているかどうかを確認します。

ステップ 4

正しいスロット番号およびポート番号を入力しているかどうかを確認します。

ステップ 5

ルータに有効な周波数が選択されていることを確認します。

アップストリーム FEC のアクティブ化
Cisco uBR10000 シリーズ CMTS は、Forward Error Correction（FEC; 前進型誤信号訂正）を使用して、
破損している可能性のあるアップストリーム データの修復を試みます。FEC がアクティブの場合、
ネットワーク上のすべての CM の FEC がアクティブに設定されます。

（注）

アップストリームの FEC は任意設定ですが、アップストリームの FEC もアクティブにすることを
推奨します。FEC はデフォルトでアクティブに設定されます。FEC はディセーブルにしないでくだ
さい。

アップストリームの FEC をアクティブにし、FEC をイネーブルに設定するには、ケーブル インター
フェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
Router(config-if)# cable upstream usport fec

アップストリーム FEC の確認
FEC がアクティブに設定されているかどうかを確認するには、more system:running-config コマン
ドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調べます。FEC がイネーブルに設定されてい
ると、show running-config コマンドの出力に FEC エントリが表示されます。FEC がディセーブル
の場合、出力に FEC エントリは表示されません。
確認できない場合には、次の作業を行ってください。

ステップ 1

ケーブル接続がゆるんでいたり、切断されていないかどうかを確認します。

ステップ 2

ケーブル インターフェイス ライン カードがシャーシスロットに確実に装着されているかどうかを
確認します。

ステップ 3

非脱落型ネジが締まっているかどうかを確認します。

ステップ 4

正しいスロット番号およびポート番号を入力しているかどうかを確認します。

ステップ 5

ルータに有効な周波数が選択されていることを確認します。
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アップストリーム ポートのアクティブ化
HFC ネットワーク上の CM から Cisco uBR10000 シリーズ CMTS にアップストリームのデータ伝送
を行うには、各アップストリーム ポートをアクティブに設定する必要があります。

（注）

アップストリーム ケーブル インターフェイスは、固定アップストリーム周波数を設定するか、ス
ペクトル グループを作成して設定するまで動作しません。
「アップストリーム周波数の設定」
（p.3-24）を参照してください。

アップストリーム ポート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

ステップ 1

Router(config)# interface cable slot/port

ケーブル インターフェイスを指定して、ケーブル イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 2

Router(config-if)# no cable upstream usport
shutdown

アップストリーム データ トラフィックをイネーブ
ルにします。

アップストリーム ポートの確認
アップストリーム ポートがアクティブかどうかを確認するには、設定したアップストリーム ポー
トを指定し、show interface cable コマンドを入力します。
Router# show interface cable5/0/0
Cable5/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is BCM3210 FPGA, address is 00e0.1e5f.7a60 (bia 00e0.1e5f.7a60)
Internet address is 1.1.1.3/24
MTU 1500 bytes, BW 27000 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation, loopback not set, keepalive not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:25, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of “show interface” counters never
Queuing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sea, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
10878 packets input, 853740 bytes, 0 no buffer
Received 3679 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
5401 packets output, 645885 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 9 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

アップストリーム電力調整のアクティブ化
特定のケーブル インターフェイスに対するアップストリーム電力調整をイネーブルにするには、
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドのいずれかを使用しま
す。
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コマンド

目的

Router(config-if)# cable upstream
usport power-adjust continue db

レンジングステータスを継続できる最小電力調整を
dB 単位で設定します。有効値は、2 〜 15 dB です。デ
フォルト値は、2 dB です。

Router(config-if)# cable upstream
usport power-adjust noise percentage

アップストリーム パワー レートを変更するために必
要な最小電力調整パケット数（%）を設定します。有
効値は、10 〜 100% です。デフォルト値は、30% です。

Router(config-if)# cable upstream 0
power-adjust threshold db

電力調整スレッシュホールドを dB 単位で設定しま
す。有効値は、0 〜 2 dB です。デフォルト値は、1 dB
です。

Router(config-if)# end
Router#

イネーブル（特権 EXEC）モードに戻ります。

アップストリーム パワー自動調整のレンジング値をデフォルトの 2 dB に戻すには、ケーブル イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力します。
Router(config-if)# no cable upstream usport power-adjust continue

アップストリーム電力調整のノイズ値をデフォルトの 30% に戻すには、ケーブル インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力します。
Router(config-if)# no cable upstream usport power-adjust noise

アップストリーム電力調整のスレッシュホールド値をデフォルトの 1 dB に戻すには、ケーブル イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力します。
Router(config-if)# no cable upstream usport power-adjust threshold

アップストリーム電力調整の確認
ア ッ プ ス ト リ ー ム 電 力 調 整 が 設 定 さ れ、ア ク テ ィ ブ に な っ て い る ど う か を 確 認 す る に は、
show running-config コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調べます。アップ
ストリーム電力調整がイネーブルの場合、continue、noise、および threshold という 3 つの電力調
整エントリのいずれか、または全部が show running-config コマンドの出力に表示されます。3 つの
アップストリーム電力調整がすべてディセーブルの場合、show running-config コマンドの出力に電
力調整エントリは表示されません。

アップストリーム スクランブラのアクティブ化
アップストリーム RF キャリア上のスクランブラにより、HFC ネットワーク上の CM は内蔵スクラ
ンブラ回路を使用してアップストリーム データ伝送を行うことができます。このスクランブラ回路
によって、ケーブル インターフェイス ライン カード上のアップストリーム レシーバの信頼性が向
上します。

注意

アップストリーム スクランブラは、デフォルトでアクティブに設定されます。通常の環境ではディ
セーブルにしないでください。ディセーブルにすると、パケットが壊れる可能性があります。ディ
セーブルにするのは、アップストリーム スクランブラをサポートしていないプロトタイプのモデ
ムの場合だけです。
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アップストリーム スクランブラをアクティブにするには、ケーブル インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードで次のコマンドを使用します。アップストリーム スクランブラは、デフォ
ルトではイネーブルに設定されます。
Router(config-if)# cable upstream usport scrambler

アップストリーム スクランブラの確認
ア ッ プ ス ト リ ー ム ス ク ラ ン ブ ラ が ア ク テ ィ ブ に 設 定 さ れ て い る か ど う か を 確 認 す る に は、
more system:running-config コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調べます。
確認できない場合には、次の作業を行ってください。

ステップ 1

ケーブル接続がゆるんでいたり、切断されていないかどうかを確認します。

ステップ 2

ケーブル インターフェイス ライン カードがシャーシスロットに確実に装着されているかどうかを
確認します。

ステップ 3

非脱落型ネジが締まっているかどうかを確認します。

ステップ 4

正しいスロット番号およびポート番号を入力しているかどうかを確認します。

ステップ 5

ルータに有効な周波数が選択されていることを確認します。

アップストリーム タイミング調整のアクティブ化
特定のケーブル インターフェイスに対するアップストリーム タイミング調整をイネーブルにする
には、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のいずれかのコマンドを使
用します。
コマンド

目的

Router(config-if)# cable upstream usport
time-adjust continue seconds

レンジングステータスを継続できる最小タイミ
ング調整を設定します。有効値は、2 〜 64 秒で
す。デフォルト値は、2 秒です。

Router(config-if)# cable upstream usport
time-adjust threshold seconds

タイミング調整スレッシュホールドを秒単位で
設定します。有効値は、1 〜 32 秒です。デフォ
ルト値は、1 秒です。

Router(config-if)# end
Router#

イネーブル（特権 EXEC）モードに戻ります。

アップストリーム タイム調整のレンジング値をデフォルトの 2 秒に戻すには、ケーブル インター
フェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力します。
Router(config-if)# no cable upstream usport time-adjust continue

アップストリーム タイミング調整のスレッシュホールド値をデフォルトの 1 秒に戻すには、ケーブ
ル インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力します。
Router(config-if)# no cable upstream usport time-adjust threshold
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アップストリーム タイミング調整の確認
アップストリーム タイミング調整が設定され、アクティブになっているかどうかを確認するには、
show running-config コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調べます。アップ
ストリーム タイミング調整がイネーブルの場合、continue および threshold というタイミング調整
エントリのいずれか、または両方が show running-config コマンドの出力に表示されます。continue
および threshold というアップスト リーム タイミング調 整が両方ともデ ィセーブルの場合、
show running-config コマンドの出力にタイミング調整エントリは表示されません。

ヒント

確認できない場合には、次の作業を行ってください。

ステップ 1

ケーブル接続がゆるんでいたり、切断されていないかどうかを確認します。

ステップ 2

ケーブル インターフェイス ライン カードがシャーシスロットに確実に装着されているかどうかを
確認します。

ステップ 3

非脱落型ネジが締まっているかどうかを確認します。

ステップ 4

正しいスロット番号およびポート番号を入力しているかどうかを確認します。

アップストリーム バックオフ値の設定
アップストリーム チャネルでデータまたは要求を送信する CM 間のコンテンションを解消する方
式として、DOCSIS で指定されているのは、切り捨て型バイナリ指数バックオフ値で、CMTS が初
期バックオフ ウィンドウおよび最大バックオフ ウィンドウを制御します。Cisco uBR10000 シリー
ズ CMTS では、データおよび初期レンジングの両方について、バックオフ ウィンドウ値を指定し、
それらの値を Bandwidth Allocation Map（MAP）MAC メッセージの一部に組み込んで、ダウンスト
リーム方向に送信します。
この値は 2 の累乗で、Cisco uBR7200 シリーズのソフトウェアで設定できます。たとえば、4 という
値は、0 〜 15 のウィンドウを意味し、10 という値は 0 〜 1023 を意味します。アップストリーム
ポート上のデータ バックオフについて、固定開始 / 終了値を設定したり、アップストリーム ポート
を自動データ バックオフとして設定することができます。レンジングバックオフについても同じで
す。どちらのバックオフ ウィンドウの場合も、デフォルトの開始値は 0、デフォルトの終了値は 4
です。有効値は 0 〜 15 です。

（注）

できるだけ、デフォルト値を調整せずに、自動ダイナミック バックオフ アルゴリズムをイネーブ
ルにしてください。
「ダイナミック コンテンション アルゴリズム（ケーブル挿入時間、レンジ、お
よびデータバックオフ）の設定」
（p.4-9）を参照してください。

アップストリーム ポートにデータまたはレンジングバックオフ値を設定するには、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、次のコマンドを使用します。
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ステップ 1

コマンド

目的

Router(config-if)# cable upstream usport
data-backoff start end

automatic 設定は、各アップストリーム ポートにつ
いて最大 250 のケーブル インターフェイスに対して
最適化されます。各アップストリーム ポートあたり
250 を超えるケーブル インターフェイスで動作する
場合に限って、データ バックオフ ウィンドウに対し
て手動で値を設定します。

または
Router(config-if)# cable upstream usport
data-backoff automatic

デフォルトのバックオフ ウィンドウ値の 0 および 4
を設定します。
ステップ 2

Router(config-if)# cable upstream usport range
start end

または
Router(config-if)# cable upstream usport range
automatic

automatic 設定は、各アップストリーム ポートにつ
いて最大 250 のケーブル インターフェイスに対して
最適化されます。各アップストリーム ポートあたり
250 を超えるケーブル インターフェイスで動作する
場合に限って、データ バックオフ ウィンドウに対し
て手動で値を設定します。
デフォルトのバックオフ ウィンドウ値の 0 および 4
を設定します。

バックオフ値の調整が必要かどうかを検討する場合は、下記を考慮してください。
•

電力停止後のケーブル インターフェイス再接続時間は、次の要因に関連します。
− DHCP、ToD、TFTP の各サーバは、通常の環境では 1% 未満の負荷で十分正常に動作しま
すが、電力停止後は 100% 以上に跳ね上がることがあります。
− バックオフを大きい値に調整すると、ケーブル インターフェイスの再接続を遅らせ、サー
バの負荷が軽減されます。
− バックオフが小さすぎると、ケーブル インターフェイスでアップストリーム RF のレベル
が正しく調整され、最大パワーにサイクリングするレンジに入るので、接続時間が長くな
り、ネットワーク パフォーマンスが低下します。
− バックオフが大きすぎると、大規模なサービスの停止後の復旧時間が長引きます。
− ケーブル インターフェイスの再起動時間に関して、ケーブル インターフェイスの性能には
（ブランド間で）かなり差があります。

•

すべてのケーブル インターフェイスは、すべてのサービスの復旧後（Cisco uBR10012 ルータ、
RF トランスポート、DHCP、TFTP、ToD サーバ）、0 〜 10 分で回復するはずです。10 分以上
かかる CM の場合、CM、CMTS の設定、または DOCSIS プロビジョニング サーバに問題があ
る可能性があります。

（注） 比較的多数（1600 以上など）のケーブル インターフェイスに対応しているアップスト
リーム セグメントは、回復に 10 分以上かかる場合があります。
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アップストリーム データ バックオフの確認
バックオフウィンドウの設定値を確認するには、設定したアップストリーム ポートに対して、show
controllers cable コマンドを入力します。
Router# show controllers cable5/0/0 u0
Cable5/0/0 Upstream 0 is up
Frequency 24.016 MHz, Channel Width 1.600 MHz, QPSK Symbol Rate 1.280 Msps
Spectrum Group is overridden
SNR 33.2560 dB
Nominal Input Power Level 0 dBmV, Tx Timing Offset 2288
Ranging Backoff automatic (Start 0, End 3)
Ranging Insertion Interval automatic (60 ms)
Tx Backoff Start 0, Tx Backoff End 4
Modulation Profile Group 1
part_id=0x3137, rev_id=0x03, rev2_id=0xFF
nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000
Range Load Reg Size=0x58
Request Load Reg Size=0x0E
Minislot Size in number of Timebase Ticks is = 8
Minislot Size in Symbols = 64
Bandwidth Requests = 0xFE
Piggyback Requests = 0xD
Invalid BW Requests= 0x2
Minislots Requested= 0x2963
Minislots Granted = 0x2963
Minislot Size in Bytes = 16
Map Advance = 4000 usecs
UCD Count = 32964
DES Ctrl Reg#0 = C000C043, Reg#1 = 0

アップストリーム チャネル幅の設定
アップストリーム チャネル幅をヘルツ（Hz）単位で入力するには下記のコマンドを使用します。
NTSC の場合、有効な値は 200,000 Hz（160 キロシンボル / 秒 [ksps]）、400,000 Hz（320 ksps）、800,000
Hz（640 ksps）、1,600,000 Hz（1,280 ksps）
、および 3,200,000 Hz（2,560 ksps）です。デフォルト値は
1,600,000 Hz です。
指定された幅で適切なチャネルがない場合、スペクトル管理カードは、次に利用できる大きいチャ
ネル幅を探して、アップストリーム スペクトルのスキャンを自動的に開始します。たとえば、スペ
クトル管理カードが 1.6 MHz で使用できるアップストリーム チャネルを見つけられなかった場合、
800 kHz で使用できるチャネルの検索を自動的に開始します。

注意

（注）

シンボルレートが高いほど、RF ノイズおよび干渉を受けやすくなります。HFC ネットワークの能
力を超えるようなシンボルレートまたは変調フォーマットを使用すると、パケットが失われたり、
ケーブル インターフェイスの接続能力が低下することがあります。

400 kHz（320 ksps）以上の QAM -16 チャネル幅の場合、ロング データおよびショート データに
QAM -16 変調を使用し、要求、初期、およびステーション通信に QPSK を使用することを推奨し
ます。200 kHz（160 ksps）の QAM -16 チャネル幅の場合、すべての通信で QAM -16 を使用できる
必要があります。160 ksps の QAM -16 では、アップストリーム チャネルに特別な Signal-to-noise
Ratio（SNR）が必要になるためです。400 kHz を超えるチャネル幅で、要求、初期、およびステー
ション メンテナンス メッセージに QAM -16 を使用する場合、QPSK フォーマットに比べて、QAM
-16 プリアンブルおよびメッセージ データの伝送に時間がかかります。
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（注）

アップストリーム チャネル幅を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードで次のコマンドを使用します。

コマンド

目的

ステップ 1

Router(config-if)# cable upstream usport
channel-width width

アップストリーム RF キャリアのチャネル幅を Hz
単位で入力します。

ステップ 2

Router(config-if)# no cable upstream usport
channel-width

チャネル幅をデフォルト値の 1,600,000 Hz に戻しま
す。

チ ャ ネ ル 幅 お よび ミ ニ ス ロ ッ ト サ イ ズ の詳 細 に つ い て は、『Cable Radio Frequency (RF) FAQs』
（http://www.cisco.com/warp/public/109/cable_faq_rf.html）を参照してください。

アップストリーム チャネル幅の確認
アップストリーム チャネル幅の現在値を確認するには、設定したアップストリーム ポートに対し
て、show controllers cable コマンドを入力します。次に例を示します。
Router# show controllers cable5/0/0 u0
Cable5/0/0 Upstream 0 is up
Frequency 24.016 MHz, Channel Width 0.800 MHz, QPSK Symbol Rate 0.640 Msps
Spectrum Group is overridden
SNR 33.2560 dB
Nominal Input Power Level 0 dBmV, Tx Timing Offset 2288
Ranging Backoff automatic (Start 0, End 3)
Ranging Insertion Interval automatic (60 ms)
Tx Backoff Start 0, Tx Backoff End 4
Modulation Profile Group 1

確認できない場合には、次の作業を行ってください。

ステップ 1

変調方式（QPSK/QAM -16）、ミニスロットサイズ、周波数の有効な組み合わせを使用し、no shutdown
コマンドを実行します。

ステップ 2

推奨する変調プロファイル、またはテスト済みの変調プロファイルを使用してください。ケーブル
インターフェイスとヘッドエンド間の通信が不可能な変調プロファイルが作成されることもあり
ます。各メッセージ タイプを個別に指定するので、一部のメッセージが無効になることがあります。

ステップ 3

長さの異なる（64 〜 1500 バイト）IP ping パケットを使用して確認します。ヘッドエンドからケー
ブル インターフェイスに ping を実行します。

ステップ 4

CM のソフトウェアが DOCSIS 1.0 および拡張に完全に準拠しているかどうかを、ケーブル インター
フェイスのベンダーに確認します。
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アップストリーム周波数の設定
シスコ ケーブル インターフェイス ラインカードで予想される入力周波数に合わせて、RF 出力の
アップストリーム チャネル周波数を設定する必要があります。アップストリーム チャネル周波数
を設定するには、次のいずれかの作業を行います。
•

NTSC 動作用の 5 〜 42 MHz の固定周波数を設定し、アップストリーム ポートをイネーブルに
します。

•

グローバル スペクトル グループを作成し、それにインターフェイスを割り当て、アップスト
リーム ポートをイネーブルにします。

（注）

特定の固定値を設定しないデフォルトを選択することもできます。

（注）

アップストリーム ポートは、周波数により大きな影響を受けます。スペクトル グループを定義し
ておくと、インターフェイスがアップに設定され、トラフィックが伝送されている状態でも、周波
数を変更できます。

変調プロファイルは、初期メンテナンス、長期許可、要求 / データ、要求、短期許可、およびステー
ション メンテナンスなど、各種アップストリーム バーストの物理レイヤ特性テーブルで構成され
ます。

（注）

アップストリーム ケーブル インターフェイスは、固定アップストリーム周波数を設定するか、ス
ペクトル グループを作成して設定するまで動作しません。
固定アップストリーム周波数を設定する場合、選択した周波数が、ケーブル プラントで稼働して
いる他のアップストリーム アプリケーションの周波数に干渉しないように注意してください。

固定アップストリーム周波数を設定するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

ステップ 1

Router(config-if)# cable upstream usport
frequency up-freq-hz

アップストリーム RF キャリアの固定中心周波数を
Hz 単位で入力します。

ステップ 2

Router(config-if)# no cable upstream usport
shutdown

アップストリーム ポートを [admin up] ステートにし
ます。

ヒント

NTSC 動作の場合、有効範囲は 5,000,000 〜 42,000,000 Hz です。

注意

一部のケーブルシステムでは、帯域境界に近い周波数を確実に伝送できません。アップストリーム
チャネル幅が広いほど（MHz 単位）、問題が起こりやすくなります。問題が起きた場合は、20 〜
38 MHz の中心周波数を入力してください。
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（注）

特定の固定値を設定しないデフォルトを選択することもできます。Cisco uBR7200 シリーズ ソフト
ウェアでは、ケーブル インターフェイスはこの周波数を中心周波数として使用します。

アップストリーム周波数の確認
アップストリーム周波数の現在値を確認するには、設定したアップストリーム ポートに対して、
show controllers cable コマンドを入力します。
Router# show controllers cable5/0/0 u0
Cable5/0/0 Upstream 0 is up
Frequency 24.016 MHz, Channel Width 1.600 MHz, QPSK Symbol Rate 1.280 Msps
Spectrum Group is overridden
SNR 33.2560 dB
Nominal Input Power Level 0 dBmV, Tx Timing Offset 2288
Ranging Backoff automatic (Start 0, End 3)
Ranging Insertion Interval automatic (60 ms)
Tx Backoff Start 0, Tx Backoff End 4
Modulation Profile Group 1

（注）

show controllers cable コマンド出力として表示されるアップストリーム周波数は、アップストリー
ム周波数の設定時に入力した周波数と一致しない場合があります。Cisco uBR10000 シリーズ CMTS
は、入力した周波数の近辺で、より優れたパフォーマンスが得られるアップストリーム周波数を選
択します。Cisco uBR10000 シリーズ CMTS は、使用可能な最も近い周波数を選択します。

確認できない場合には、次の作業を行ってください。

ステップ 1

ケーブル接続がゆるんでいたり、切断されていないかどうかを確認します。

ステップ 2

ケーブル インターフェイス ライン カードがシャーシスロットに確実に装着されているかどうかを
確認します。

ステップ 3

非脱落型ネジが締まっているかどうかを確認します。

ステップ 4

正しいスロット番号およびポート番号を入力しているかどうかを確認します。

ステップ 5

ルータに有効な周波数が選択されているかどうかを確認します。

アップストリーム入力パワーレベルの設定
Cisco uBR10012 ルータは、適切なアップストリーム入力パワーレベルに適合するように、CM の出
力パワーレベルを制御します。アップストリーム RF キャリアの公称入力パワーレベルは、dBmV
（デシベル / ミリボルト）単位で指定します。デフォルト値の 0 dBmV がアップストリーム パワー
レベルには最適です。
入力パワーレベルの有効範囲は、データレートによって異なります。1.6 MHz の場合、有効値は、
–10 〜 25 dBmV です。パワーレベルが有効な最大レベルより高い場合は、インラインの減衰器を使
用して、パワーレベルを有効範囲内に引き下げてください。
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注意

入力パワーレベルを引き上げると、HFC ネットワーク上の CM の送信パワーレベルが上がります。
その結果、ネットワーク上の Carrier-to-Noise ratio（C/N; 搬送波対雑音比）が上がりますが、同時
に、ひずみの値も大きくなります。C/N が 1 dB 上がるごとに、Composite Second Order Beat（CSO）
および Composite Triple Beat（CTB）の値が 2 dB ずつ悪化します。リターンパスのレーザー光がノ
ンリニアモードで侵入すると、クリッピングと呼ばれる状態になり、すべての通信の信頼性が失わ
れます。多数のリターン レーザー光がクリッピング スレッシュホールドより上のショート バース
トを送信し、長いバーストや連続バーストが送信されなくなります。
30 秒間に 5 dB 以上、入力パワーレベルを調整しないでください。30 秒以内に 5 dB 以上パワーレ
ベルを上げると、ネットワーク上のケーブル インターフェイス サービスが停止します。30 秒以内
に 5 dB 以上パワーレベルを下げると、ネットワーク上のケーブル インターフェイスが強制的にオ
フラインになります。

（注）

cable upstream 0 power-level コマンドを実行する場合、隣接チャネルに大きな変動を与えないよう
にしてください。最大入力パワー変動の推奨値は 5 〜 6 dBmV です。

アップストリーム入力パワーレベルを dBmV 単位で設定するには、ケーブル インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。デフォルト値は 0 dBmV です。
Router(config-if)# cable upstream usport power-level dbmv

アップストリーム入力パワーレベルの確認
アップストリーム入力パワーレベルの現在値を確認するには、設定したアップストリーム ポートに
対して、show controllers cable コマンドを入力します。
Router# show controllers cable5/0/0 u0
Cable5/0/0 Upstream 0 is up
Frequency 24.016 MHz, Channel Width 0.800 MHz, QPSK Symbol Rate 0.640 Msps
Spectrum Group is overridden
SNR 33.2560 dB
Nominal Input Power Level 0 dBmV, Tx Timing Offset 2288
Ranging Backoff automatic (Start 0, End 3)
Ranging Insertion Interval automatic (60 ms)
Tx Backoff Start 0, Tx Backoff End 4
Modulation Profile Group 1

確認できない場合には、次の作業を行ってください。
1. 光ファイバノードの基準入力ポイントに挿入された最適 RF キャリアのアップストリーム振幅
が、
（ノード間およびポート間で）一定レベルでケーブル インターフェイス ライン カードの入
力ポイントに到達しているかどうかを確認します。
2. 設置時の絶対レベルが、Cisco uBR10000 シリーズ CMTS の設計およびソフトウェア設定の両方
に適しているかどうかを確認します。

（注）

1 〜 3 dB のソフトウェア調整を使用すると、測定値の小さい変動を調整したり、ポート間の調整差
を設定したりすることができます。特に限界状況では、このような調整により、ケーブル インター
フェイスのパフォーマンスを大幅に改善できます。大幅な調整は、ヘッドエンドまたは分散ハブで
のスペクトル アナライザ サポートと組み合わせて行ってください。
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アップストリーム ミニスロット サイズの指定
特定のアップストリーム ケーブル インターフェイスにミニスロットサイズ（チック単位）を指定
するには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用しま
す。有効値は、2、4、8、16、32、64、および 128 です。デフォルト値は 8 です。
Router(config-if)# cable upstream usport minislot-size size

チ ャ ネ ル 幅 お よび ミ ニ ス ロ ッ ト サ イ ズ の詳 細 に つ い て は、『Cable Radio Frequency (RF) FAQs』
（http://www.cisco.com/warp/public/109/cable_faq_rf.html）を参照してください。

アップストリーム ミニスロット サイズの確認
アップストリーム ミニスロット サイズを確認するには、設定したアップストリーム ポートを指定
して、show controllers cable コマンドを入力します。
Router# show controllers cable5/0/0 u0
Cable5/0/0 Upstream 0 is up
Frequency 24.016 MHz, Channel Width 1.600 MHz, QPSK Symbol Rate 1.280 Msps
Spectrum Group is overridden
SNR 33.2560 dB
Nominal Input Power Level 0 dBmV, Tx Timing Offset 2288
Ranging Backoff automatic (Start 0, End 3)
Ranging Insertion Interval automatic (60 ms)
Tx Backoff Start 0, Tx Backoff End 4
Modulation Profile Group 1
part_id=0xFFFF, rev_id=0xFF, rev2_id=0xFF
nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000
Range Load Reg Size=0x58
Request Load Reg Size=0x0E
Minislot Size in number of Timebase Ticks is = 8
Minislot Size in Symbols = 64
Bandwidth Requests = 0xFE
Piggyback Requests = 0xD
Invalid BW Requests= 0x2
Minislots Requested= 0x2963
Minislots Granted = 0x2963
Minislot Size in Bytes = 16
Map Advance = 4000 usecs
UCD Count = 32964
DES Ctrl Reg#0 = C000C043, Reg#1 = 0

確認できない場合には、次の作業を行ってください。

ステップ 1

ケーブル接続がゆるんでいたり、切断されていないかどうかを確認します。

ステップ 2

ケーブル インターフェイス ライン カードがシャーシスロットに確実に装着されているかどうかを
確認します。

ステップ 3

非脱落型ネジが締まっているかどうかを確認します。

ステップ 4

正しいスロット番号およびポート番号を入力しているかどうかを確認します。

ステップ 5

ルータに有効な周波数が選択されていることを確認します。
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アップストリーム レート制限およびトラフィック シェーピングの設定
DOCSIS アップストリーム チャネルで使用可能なアップストリーム トラフィック シェーピングは、
アップストリーム パケットのスケジューリングを遅らせ、これにより、パケットを廃棄するのでは
なくケーブル CPE デバイス上のバッファに保管します。TCP/IP スタックは、アプリケーション ト
ラフィックと適切に速度を合わせ、加入者の定義済み Quality of Service（QoS; サービス品質）レベ
ルに相当するスループットを達成します。
CM は、TCP 関連のタイムアウトや再送信を招くことなくバッファリングされます。その結果、
CMTS は、加入者 CPE の全体的な TCP パフォーマンスを下げずに、各 CM のアップストリーム最
大レートを適用できます。アップストリーム認可シェーピングは、ケーブル インターフェイス
（Service ID[SID]）ごとに設定できます。
シェーピングを使用するトークンバケット ポリシングは、CMTS で設定するアップストリーム単位
のデフォルトレート制限です。シェーピングは、トークンバケット アルゴリズムでイネーブルまた
はディセーブルに設定できます。
シスコ ケーブル インターフェイス ライン カード上のアップストリーム ポートに対して、アップス
トリーム トラフィック シェーピングをイネーブルにするには、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、次のいずれかのコマンドを使用します。

ステップ 1

コマンド

目的

Router(config-if)# cable upstream usport
rate-limit

指定されたアップストリーム ケーブル インター
フェイスに対するトラフィック シェーピングをイ
ネーブルにします。

Router(config-if)# cable upstream usport
rate-limit token-bucket

ステップ 2

トークンバケット ポリシング アルゴリズムを採用
しているアップストリーム ケーブル インターフェ
イスに対して、トラフィック シェーピングをイネー
ブルにします。このコマンドを使用すると、Cisco
uBR10000 シリーズ CMTS は、許容アップストリー
ム帯域幅を超えるパケットを自動的に廃棄します。

Router(config-if)# cable upstream usport
rate-limit token-bucket shaping

デフォルト。トラフィック シェーピングを指定した
トークンバケット ポリシング アルゴリズムを採用
しているアップストリーム ケーブル インターフェ
イスに対して、トラフィック シェーピングをイネー
ブルにします。

Router(config-if)# ^Z
Router#

EXEC モードに戻り、アップストリーム トラフィッ
ク シェーピングを確認します。

アップストリーム ポートに対してアップストリーム トラフィック シェーピングをディセーブルにす
るには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力します。
Router(config-if)# no cable upstream usport rate-limit

ソフトウェアがサポートしている機能は、次のとおりです。
•

汎用カレンダ キューイング ルーチン

•

新しいトークンバケット ポリシング機能

•

カレンダ キューの認可シェーピング アプリケーション

•

token bucket キーワードに対するアップストリーム レートシェーピング オプション

•

1 秒のバーストポリシングからシェーピングを伴うトークンバケットへのデフォルトステート
の変化
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ヒント

（注）

アップストリーム認可シェーピングは、CM（SID）ごとに設定できます。シェーピングは、トーク
ンバケット アルゴリズムでイネーブルまたはディセーブルに設定できます。

この機能が追加されるまでは、設定されたアップストリーム最大レートを超えると、CMTS は CM
からの帯域要求を廃棄していました。このような要求の廃棄は、FTP、TCP、SNMP などの IP ベー
ス プロトコルのスループット パフォーマンスに影響します。この機能では、CMTS はアップスト
リーム最大レートを超えた CM の認可をシェーピング（バッファ）できるので、帯域要求を廃棄す
る必要がありません。

Router# show interface c5/0/0 sid 1 counters
00:02:23: %ENVM-3-LASTENV: Cannot save environmental data
Sid Req-polls BW-reqs
Grants
Packets
Frag
issued
received
issued
received
complete
1
0
22
22
22
0
2
0
3
3
2
0
3
0
0
0
0
0

Concatpkts
received
0
0
0

ダウンストリーム トラフィック シェーピングの確認
アップストリーム トラフィック シェーピングが設定され、アクティブになっているかどうかを確
認するには、show running-config コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調べ
ます。アップストリーム トラフィック シェーピングが設定され、イネーブルになっている場合は、
show running-config の出力にトラフィック シェーピングのエントリが表示されます。アップスト
リーム トラフィック シェーピングがディセーブルの場合は、出力に no cable upstream rate-limit が
表示されます。
また、次の作業によって、アップストリーム チャネル上でトラフィック シェーピングがイネーブ
ルになっているかを確認することができます。

ステップ 1

CM の QoS プロファイルで、その CM の上限と下限のアップストリーム レート制限を設定します。
CLI によるモデムの QoS プロファイル変更、またはモデムの TFTP コンフィギュレーション ファイ
ル の 編 集 に つ い て は、フ ィ ー チ ャ モ ジ ュ ー ル『DOCSIS 1.1 for Cisco uBR7200 Series Universal
Broadband Routers』
（http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_r_sw/docsis11.htm）を参
照してください。

ステップ 2

レートシェーピングを実行しない標準のレート制限アルゴリズムを使用し、その CM が最大アップ
ストリーム レートを超過したときに、CM からの余分な帯域要求が廃棄されることを確認します。
show interface cx/y sid counters verbose コマンドを使用して、帯域要求の廃棄を調べます。帯域要求
の廃棄によって発生したタイムアウトおよびバックオフが原因で、モデムに与えられたアップスト
リーム レートが設定ピークレートを実際に下回っているかどうかを確認します。
show interface cx/y service flow qos コマンドを入力して、CMTS の入力レート（bps）を調べます。

ステップ 3

token-bucket algorithm CLI コマンドの新しい shaping キーワード エクステンションを使用して、アッ
プストリーム チャネル上で認可シェーピングをイネーブルにします。
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ステップ 4

アップストリーム トラフィックを発生させることによって、CM が最大アップストリーム レートを
超過するようにして、CMTS での認可バッファリング（シェーピング）の作用を確認します。CM
と CMTS 間で ping を使用すると、ping の周波数が大幅に減少します。
CMTS で平均が落ち着くまで時間をかけて ping を実行し、そのモデムが受けるアップストリーム
レートをモニタします。show interface cx/y コマンドを使用して、入力レート（bps）を調べます。
この値は、モデムの最大アップストリーム レートに近くなるはずです。さらに、show interface sid
counters コマンドを使用することによって、モデムの SID に対応する廃棄カウントを調べ、CMTS
がその CM からの帯域要求を廃棄しなくなったことを確認します。
アップストリーム レート シェーピングを使用している場合、帯域要求廃棄カウントは、
（前回の非
シェーピングテストから）変化せず、CMTS で実際にそのモデムの認可をシェーピング（バッファ
リング）していることを示します。（レートを超過した 1 台の CM から）CMTS での入力レートが
128 Kbps という設定最大レート近くで安定しているかどうかを確認します。

トラブルシューティング用のヒント
確認できない場合には、次の作業を行ってください。

ステップ 1

ケーブル接続がゆるんでいたり、切断されていないかどうかを確認します。

ステップ 2

ケーブル インターフェイス ライン カードがシャーシスロットに確実に装着されているかどうかを
確認します。

ステップ 3

非脱落型ネジが締まっているかどうかを確認します。

ステップ 4

正しいスロット番号およびポート番号を入力しているかどうかを確認します。

ステップ 5

ルータに有効な周波数が選択されていることを確認します。
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オプションのケーブル インターフェイス機能の設定
このセクションは、この章で前述した必須ケーブル インターフェイス機能に基づいています。ここ
では、オプションのケーブル インターフェイスの設定手順について説明します。これらのインター
フェイスの機能は、パフォーマンスとセキュリティ手段を向上させるためのものです。

（注）

システムのオプション機能の設定には、通常、デフォルトの設定で十分です。デフォルト設定を変
更する場合には、あらかじめ十分に調べてください。

セクション

目的

「ホスト間通信（プロキシ ARP）のア Cisco uBR10012 ルータは、同じケーブル ネットワーク サ
クティブ化」
（p.3-31）
ブネット上の CM のために、ケーブル ARP 要求を発行で
きます。
「パケットインターセプト機能のアク インターセプト機能をアクティブにするケーブルネット
ティブ化」（p.3-32）
ワーク上の MAC アドレスを指定します。
「ペイロード ヘッダーの抑制および復 Payload Header Suppression（PHS; ペイロードヘッダー抑
元の設定」（p.3-32）
制）機能をセットアップするためのコマンドについて説
明します。この PHS 機能によって、DOCSIS リンクでの
伝送前に、パケットヘッダーの反復または冗長部分を抑
制します。
「オプションのブロードキャストおよ IP パラメータを追加設定することにより、アップスト
びケーブル IP マルチキャスト エコー リーム データのダウンストリーム エコーが可能になり
の設定」（p.3-33）
ます。

ホスト間通信（プロキシ ARP）のアクティブ化
ケーブルプロキシ ARP により、Cisco uBR10012 ルータは同じケーブル ネットワーク サブネット上
の CM のために、ケーブル ARP 要求を発行できます。

（注）

ダウンストリームとアップストリームは別々のインターフェイスなので、モデムはケーブルプラン
トの他のモデムに対して直接 ARP を実行することはできません。

（注）

この設定作業で使用するコマンドは、通常、デフォルト値で Cisco uBR10012 ルータを最適に設定
できます。

ケーブルプロキシ ARP 要求のアクティブ化
ホスト間通信用にケーブルプロキシ ARP をアクティブにするには、ケーブル インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

Router(config-if)# cable proxy-arp

ケーブル インターフェイス上でプロキシ ARP をイ
ネーブルにします。これがデフォルトの設定です。
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ケーブルプロキシ ARP 要求の確認
ケーブルプロキシ ARP がアクティブかどうかを確認するには、more system:running-config コマン
ドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調べます。ケーブルプロキシ ARP がアクティ
ブになっている場合は、出力に示されません。ケーブルプロキシ ARP が非アクティブの場合には、
コマンド出力に no cable proxy-arp が表示されます。
Router# more system:running-config
Building configuration...
Current configuration:
!
interface cable5/0/0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
no keepalive
no cable proxy-arp
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream symbol-rate 5056941
cable upstream 0 frequency 15008000
no cable upstream 0 shutdown

ヒント

確認できない場合には、ケーブルプロキシ ARP をアクティブにしたときに、有効なポートおよび
ケーブル インターフェイス ライン カードのスロット番号を指定したかどうかを確認してください。

パケットインターセプト機能のアクティブ化
パケットインターセプト機能をアクティブにするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュ
レーション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

Router(config-if)# cable intercept
xxxx.xxxx.xxxx

インターセプト機能をアクティブにするケーブル
ネ ッ ト ワ ー ク 上 の MAC ア ド レ ス を 指 定 し ま す。
MAC アドレスの上限は 10 です。

Router(config-if)# no cable intercept
xxxx.xxxx.xxxx

イネーブルになっているインターセプトをディセー
ブルにします。

ペイロード ヘッダーの抑制および復元の設定
PHS は、DOCSIS 1.1 MAC ドライバの新機能です。PHS 機能は、DOCSIS リンクを伝送する前にパ
ケットヘッダーの反復または冗長部分を抑制します。現在アップストリーム受信ドライバは CM に
よって抑止されたヘッダーを回復することができ、ダウンストリーム ドライバはパケットヘッダー
の特定フィールドを抑止してからフレームを CM に転送できます。
コマンド

目的

show interface cable x/0/0
service-flow [sfid] phs

ケーブル インターフェイス情報を表示します。

debug cable error

ケーブル MAC プロトコルで発生するエラーを表示しま
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。
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コマンド

目的

debug cable phs

PHS と復元ドライバのアクティビティを表示します。こ
のコマンドの no 形式を使用すると、デバッグ出力がディ
セーブルになります。

オプションのブロードキャストおよびケーブル IP マルチキャスト エコーの設定
IP パラメータを追加設定することにより、アップストリーム データのダウンストリーム エコーが
可能になります。ここでは、
このオプションの IP パラメータ設定の 2 つの手順について説明します。
• 「IP マルチキャスト エコーの設定」
（p.3-33）
• 「IP ブロードキャスト エコーの設定」（p.3-34）

（注）

この設定手順で使用するコマンドは、通常、デフォルト値で Cisco uBR10012 ルータを最適に設定
できます。

IP マルチキャスト エコーの設定
Cisco uBR10012 ルータは、デフォルトで IP マルチキャスト パケットをエコーします。すでにディ
セーブルに設定された IP マルチキャストをアクティブにするには、ケーブル インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

Router(config-if)# cable ip-multicast-echo

IP マルチキャストエコーをイネーブルに
します。これがデフォルトの設定です。

IP マルチキャストエコーをディセーブルにするには、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 no cable ip-multicast-echo コマンドを入力します。

IP マルチキャストエコーの確認
IP マルチキャストエコーがアクティブ、または非アクティブに設定されているかどうかを確認する
には、more system:running-config コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調
べます。IP マルチキャストエコーがアクティブになっている場合、デフォルトの設定なので、出力
には表示されません。IP マルチキャストエコーが非アクティブの場合は、出力に次のように表示さ
れます。
Router# more system:running-config
Building configuration...
Current configuration:
!
interface cable5/0/0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
no keepalive
no cable ip-multicast-echo
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable upstream 0 frequency 15008000
no cable upstream 0 shutdown
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ヒント

確認できない場合には、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、正しいス
ロット番号およびポート番号を入力したかどうかを確認してください。

アクセス リストおよび cable ip-multicast echo コマンド
cable ip-multicast-echo コマンドは、Cisco uBR10012 ルータではデフォルトでイネーブルになってい
ます。そのため、Cisco CMTS のアップストリームに到達するマルチキャスト IP パケットは、適切
なダウンストリーム ポートに転送され、ネットワークのそのセグメント上の他の CM および CPE
デバイスに送信されます。これにより、ケーブル ネットワークは、マルチキャスト IP トラフィッ
クの処理という点では、標準イーサネット ネットワークと同様に動作します。
ただし、Cisco uBR10012 ルータでは、入力アクセス リストは、各ダウンストリームでエコーされる
マルチキャスト トラフィックに適用されません。したがって、エコーされたマルチキャスト トラ
フィックを制御するには、出力アクセス リストを設定し、それを各ダウンストリーム インターフェ
イスに適用する必要があります。
アクセス リストおよびマルチキャスト エコーの詳細については、Cisco.com の『Cisco Broadband
Cable Command Reference Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/index.htm

IP ブロードキャスト エコーの設定
デフォルトの設定では、Cisco uBR10012 ルータは IP ブロードキャスト パケットをエコーしません。
IP ブロードキャストエコーをアクティブにするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュ
レーション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

Router(config-if)# cable ip-broadcast-echo

IP ブロードキャストエコーをイネーブルにし
ます。

イネーブルになっている IP ブロードキャストエコーをディセーブルにするには、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 no cable ip-broadcast-echo コマンドを入力します。

IP ブロードキャストエコーの確認
IP ブロードキャストエコーがアクティブまたは非アクティブになっているかどうかを確認するに
は、more system:running-config コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調べ
ます。
Router# more system:running-config
Building configuration...
Current configuration:
!
interface cable5/0/0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
no keepalive
cable ip-broadcast-echo
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable upstream 0 frequency 15008000
no cable upstream 0 shutdown
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ケーブル インターフェイスの設定例
ここでは、次の設定例を示します。
• 「サブインターフェイスの設定例」（p.3-35）
• 「ケーブル インターフェイス バンドル例」（p.3-35）
• 「ケーブル インターフェイス バンドル マスタの設定例」（p.3-36）
• 「PE ルータの設定例」（p.3-37）
• 「P ルータの設定例」
（p.3-41）
• 「BGP ルーティング セッションの設定例」
（p.3-42）
• 「PE 間ルーティング セッションの設定例」（p.3-42）
• 「BGP PE/CE ルーティング セッションの設定例」
（p.3-42）
• 「RIP PE/CE ルーティング セッションの設定例」（p.3-43）
• 「スタティックルート PE/CE ルーティング セッションの設定例」（p.3-43）
サブインターフェイスの設定例
次の例では、cable5/0/0 でのサブインターフェイスの定義方法を示します。
interface cable5/0/0
! No IP address
! MAC level configuration only
! first subinterface
interface cable5/0/0.1
description Management Subinterface
ip address 10.255.1.1 255.255.255.0
cable helper-address 10.151.129.2
! second subinterface
interface cable5/0/0.2
ip address 10.279.4.2 255.255.255.0
cable helper-address 10.151.129.2
! third subinterface
interface cable5/0/0.3
ip address 10.254.5.2 255.255.255.0
cable helper-address 10.151.129.2

ケーブル インターフェイス バンドル例
次の例では、物理インターフェイス グループのバンドル方法を示します。次の例では、インター
フェイス int c5/0/0 および int c4/0/0 がバンドルされます。
int c5/0/0
ip address 209.165.200.225 255.255.255.0
ip address 209.165.201.1 255.255.255.0 secondary
cable helper-address 10.5.1.5
! MAC level configuration
cable bundle 1 master
int c4/0/0
! No IP address
! MAC layer configuration only
cable bundle 1
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バンドル マスタでのサブインターフェイスの定義例
次の例では、バンドル マスタでのサブインターフェイスの定義方法と各サブインターフェイスのレ
イヤ 3 設定の定義方法を示します。例では、インターフェイス int c5/0/0 および int c4/0/0 がバ
ンドルされます。
int c5/0/0
! No IP address
! MAC level configuration only
cable bundle 1 master
int c4/0/0
! No IP address
! MAC layer configuration
cable bundle 1
! first subinterface
int c5/0/0.1
ip address 10.22.64.0 255.255.255.0
cable helper-address 10.4.1.2
! second subinterface
int c5/0/0.2
ip address 10.12.39.0 255.255.255.0
cable helper-address 10.4.1.2
! third subinterface
int c5/0/0.3
ip address 10.96.3.0 255.255.255.0
cable helper-address 10.4.1.2

ケーブル インターフェイス バンドル マスタの設定例
次の例では、ケーブル インターフェイス バンドルの設定方法を示します。
Displaying the contents of the bundle
Router(config-if)# cable bundle ?
<1-255> Bundle number
Router(config-if)# cable bundle 25 ?
master Bundle master
<cr>
Router(config-if)# cable bundle 25 master ?
<cr>
Router(config-if)# cable bundle 25 master
Router(config-if)#
07:28:17: %uBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/0/0 Port U0, changed state to down
07:28:18: %uBR10000-5-UPDOWN: Interface Cable5/0/0 Port U0, changed state to up
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PE ルータの設定例
この例（システム情報表示）では、インストールされている Cisco IOS ソフトウェアのバージョン
を識別し、PE 設定を表示します。
! Defines the hostname of the Cisco uBR10012
hostname region-1-ubr
!
! Describes where the system is getting the software image it is running. In
! this configuration example, the system is loading a Cisco uBR10012 image named
! AdamSpecial from slot 0.
boot system flash slot0:uBR10000-p-mz.AdamSpecial
!
! Creates the enable secret password.
enable secret xxxx
enable password xxxx
!
! Sets QoS per modem for the cable plant.
no cable qos permission create
no cable qos permission update
cable qos permission modems
!
! Allows the system to use a full range of IP addresses, including subnet zero, for
! interface addresses and routing updates.
ip subnet-zero
!
! Enables Cisco Express Forwarding.
ip cef
!
! Configures a Cisco IOS Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server to insert
the
! DHCP relay agent information option in forwarded BOOTREQUEST messages.
ip dhcp relay information option
!
! Enters the virtual routing forwarding (VRF) configuration mode and maps a VRF table
to
! the virtual private network (VPN) called MGMT-VPN. The VRF table contains the set of
! routes that points to or gives routes to the CNR device, which provisions the cable
! modem devices. Each VRF table defines a path through the MPLS cloud.
ip vrf MGMT-VPN
!
! Creates the route distinguisher and creates the routing and forwarding table of the
! router itself.
rd 100:1
!
! Creates a list of import and/or export route target communities for the VPN.
route-target export 100:2
route-target export 100:3
!
! Maps a VRF table to the VPN called ISP1-VPN.
ip vrf ISP1-VPN
!
! Creates the route distinguisher and creates the routing and forwarding table of the
! router itself.
rd 100:2
!
! Creates a list of import and/or export route target communities for the VPN.
route-target import 100:1
!
! Maps a VRF table to the VPN called ISP2-VPN.
ip vrf ISP2-VPN
!
! Creates the route distinguisher and creates the routing and forwarding table of the
! router itself.
rd 100:3
!
! Creates a list of import and/or export route target communities for the VPN.
route-target import 100:1
!
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! Maps a VRF table to the VPN called MSO-isp. Note: MSO-isp could be considered ISP-3;
in
! this case, the MSO is competing with other ISPs for other ISP services.
ip vrf MSO-isp
!
! Creates the route distinguisher and creates the routing and forwarding table of the
! router itself.
rd 100:4
!
! Creates a list of import and/or export route target communities for the VPN.
route-target import 100:1
!
! Builds a loopback interface to be used with MPLS and BGP; creating a loopback
interface ! eliminates unnecessary updates (caused by physical interfaces going up and
down) from
! flooding the network.
interface Loopback0
ip address 10.0.0.0 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
! Assigns an IP address to this Fast Ethernet interface. MPLS tag-switching must be
! enabled on this interface.
interface FastEthernet0/0/0
description Connection to MSO core.
ip address 10.0.0.0 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
full-duplex
tag-switching ip
!
! Enters cable interface configuration mode and configures the physical aspects of the
! 5/0/0 cable interface. Please note that no IP addresses are assigned to this
interface;
! they will be assigned instead to the logical subinterfaces. All other commands for
! this cable interface should be configured to meet the specific needs of your cable
RF
! plant and cable network.
interface Cable5/0/0
no ip address
ip directed-broadcast
no ip mroute-cache
load-interval 30
no keepalive
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream frequency 855000000
cable upstream 0 frequency 30000000
cable upstream 0 power-level 0
no cable upstream 0 shutdown
cable upstream 1 shutdown
cable upstream 2 shutdown
cable upstream 3 shutdown
cable upstream 4 shutdown
cable upstream 5 shutdown
!
! Configures the physical aspects of the 5/0/0.1 cable subinterface. If cable modems
have
! not been assigned IP addresses, they will automatically come on-line using the
settings
! for subinterface X.1.
interface Cable5/0/0.1
description Cable Administration Network
!
! Associates this interface with the VRF and MPLS VPNs that connect to the MSO cable
! network registrar (CNR). The CNR provides cable modems with IP addresses and other
! initialization parameters.
ip vrf forwarding MSO
!
! Defines a range of IP addresses and masks to be assigned to cable modems not yet
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associated with an ISP.
ip address 10.0.0.0 255.255.255.0
!
! Disables the translation of directed broadcasts to physical broadcasts.
no ip directed-broadcast
!
! Defines the DHCP server for cable modems whether they are associated with an ISP or
! with the MSO acting as ISP.
cable helper-address 10.4.1.2 cable-modem
!
! Defines the DHCP server for PCs that are not yet associated with an ISP.
cable helper-address 10.4.1.2 host
!
! Disables cable proxy Address Resolution Protocol (ARP) and IP multicast echo on this
! cable interface.
no cable proxy-arp
no cable ip-multicast-echo
!
! Configures the physical aspects of the 5/0/0.2 cable subinterface.
interface Cable5/0/0.2
description MSO as ISP Network
!
! Assigns this subinterface to the MPLS VPN used by the MSO to supply service to
! customers 擁 n this case, MSO-isp.
ip vrf forwarding MSO-isp
!
! Defines a range of IP addresses and masks to be assigned to cable modems associated
! with the MSO as ISP network.
ip address 10.1.0.0 255.255.255.0 secondary
!
! Defines a range of IP addresses and masks to be assigned to host devices associated
! with the MSO as ISP network.
ip address 10.1.0.0 255.255.255.0
!
! Disables the translation of directed broadcasts to physical broadcasts.
no ip directed-broadcast
!
! Defines the DHCP server for cable modems whether they are associated with an ISP or
! with the MSO acting as ISP.
cable helper-address 10.4.1.2 cable-modem
!
! Defines the DHCP server for PC host devices.
cable helper-address 10.4.1.2 host
!
! Disables cable proxy Address Resolution Protocol (ARP) and IP multicast echo on this
! cable interface.
no cable proxy-arp
no cable ip-multicast-echo
!
! Configures the physical aspects of the 5/0.3 cable subinterface
interface Cable5/0/0.3
description ISP1's Network
!
! Makes this subinterface a member of the MPLS VPN.
ip vrf forwarding isp1
!
! Defines a range of IP addresses and masks to be assigned to cable modems associated
! with the MSO as ISP network.
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 secondary
!
! Defines a range of IP addresses and masks to be assigned to host devices associated
! with the MSO as ISP network.
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
!
! Disables the translation of directed broadcasts to physical broadcasts.
no ip directed-broadcast
!
! Disables cable proxy Address Resolution Protocol (ARP) and IP multicast echo on this
! cable interface.
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no cable proxy-arp
no cable ip-multicast-echo
!
! Defines the DHCP server for cable modems whether they are associated with an ISP or
! with the MSO acting as ISP.
cable helper-address 10.4.1.2 cable-modem
!
! Defines the DHCP server for PC host devices.
cable helper-address 10.4.1.2 host
!
! Configures the physical aspects of the 5/0/0.4 cable subinterface
interface Cable5/0/0.4
description ISP2's Network
!
! Makes this subinterface a member of the MPLS VPN.
ip vrf forwarding isp2
!
! Defines a range of IP addresses and masks to be assigned to cable modems associated
! with the MSO as ISP network.
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0 secondary
!
! Defines a range of IP addresses and masks to be assigned to host devices associated
! with the MSO as ISP network.
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
!
! Disables the translation of directed broadcasts to physical broadcasts.
no ip directed-broadcast
!
! Disables cable proxy Address Resolution Protocol (ARP) and IP multicast echo on this
! cable interface.
no cable proxy-arp
no cable ip-multicast-echo
!
!
cable dhcp-giaddr policy
!
!! Defines the DHCP server for cable modems whether they are associated with an ISP or
! with the MSO acting as ISP.
cable helper-address 10.4.1.2 cable-modem
!
! Defines the DHCP server for PC host devices.
cable helper-address 10.4.1.2 host
!
!
end

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

3-40

OL-1520-05-J

第3章

Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェイス機能の設定

ケーブル インターフェイスの設定例

P ルータの設定例
この例（システム情報表示）では、インストールされている Cisco IOS ソフトウェアのバージョン
を識別し、PE 設定を表示します。
Building configuration...
Current configuration:
!
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname R7460-7206-02
!
enable password xxxx
!
ip subnet-zero
ip cef
ip host brios 223.255.254.253
!
interface Loopback0
ip address 10.2.1.3 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
interface Loopback1
no ip address
no ip directed-broadcast
no ip mroute-cache
!
interface FastEthernet0/0/0
ip address 1.7.108.2 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
no ip mroute-cache
shutdown
full-duplex
no cdp enable
!
router ospf 222
network 10.0.1.0 255.255.255.0 area 0
network 10.0.2.0 255.255.255.0 area 0
network 10.0.3.0 255.255.255.0 area 0
network 10.0.4.0 255.255.255.0 area 0
network 20.2.1.3 255.255.255.0 area 0
!
ip classless
no ip http server
!
!
map-list test-b
no cdp run
!
tftp-server slot0:master/120/ubr10k-p6-mz.122-2.XF
!
line con 0
exec-timeout 0 0
password xxxx
login
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
password xxxx
login
!
no scheduler max-task-time
end
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BGP ルーティング セッションの設定例
プロバイダー ネットワークに BGP ルーティング セッションを設定するには、PE ルータに対して
ルータ コンフィギュレーション モードで次の作業を行います。

ステップ 1

自律システム番号を指定し、BGP ルーティングプロセスを設定します。
Router(config)# router bgp 42

ステップ 2

近接の IP アドレスまたは BGP ピアグループを指定し、ローカルの自律システムに対して明確にし
ます。
Router(config-router)# neighbor 200.28.28.40
Activate the advertisement of the IPv4address family.
Router(config-router)# neighbor 200.28.28.40 activate

PE 間ルーティング セッションの設定例
プロバイダー ネットワークに PE 間ルーティング セッションを設定するには、PE ルータに対して
ルータ コンフィギュレーション モードで次の作業を行います。

ステップ 1

VPNv4 Network-Layer Reachability Information（NLRI; ネットワーク レイヤ到着可能性情報）交換用
internal Border Gateway Protocol（iBGP; 内部 Border Gateway Protocol）パラメータを定義します。
Router(config-router)# address-family vpnv4 unicast

ステップ 2

VPNv4 NLRI の交換を行う IBGP セッションを定義します。
Router(config-router-af)# neighbor 200.28.28.45 remote-as 48
Router(config-router-af)# exit

ステップ 3

IPv4 アドレス ファミリーのアドバタイズをアクティブにします。
Router(config-router)# neighbor 200.28.28.45 activate

BGP PE/CE ルーティング セッションの設定例
BGP PE/CE ルーティング セッションを設定するには、PE ルータに対してルータ コンフィギュレー
ション モードで次の作業を行います。

ステップ 1

PE/CE ルーティング セッションの external Border Gateway Protocol（eBGP; 外部 Border Gateway
Protocol）パラメータを定義します。
Router(config-router)# address-family ipv4 unicast vrf
go_fast_internet_company
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ステップ 2

PE ルータと CE ルータの間に eBGP セッションを定義し、IPv4 アドレス ファミリーのアドバタイ
ズをアクティブにします。
Router(config-router-af)# neighbor 200.28.28.46 remote-as 49
Router(config-router-af)# neighbor 200.28.28.46 activate

RIP PE/CE ルーティング セッションの設定例
RIP PE/CE ルーティング セッションを設定するには、PE ルータに対してルータ コンフィギュレー
ション モードで次の作業を行います。

ステップ 1

RIP をイネーブルにし、PE/CE ルーティング セッションに RIP パラメータを定義して、PE/CE リン
クで RIP をイネーブルにします。
Router(config)# router rip
Router(config-router)# address-family ipv4 unicast vrf
go_fast_internet_company
Router(config-router-af)# network 200.28.28.47

スタティックルート PE/CE ルーティング セッションの設定例
スタティックルート PE/CE ルーティング セッションを設定するには、PE ルータに対してルータ コ
ンフィギュレーション モードで次の作業を行います。

ステップ 1

各 PE/CE セッションと各 BGP PE/CE ルーティング セッションのスタティック ルート パラメータ
を定義します。
Router(config)# ip route vrf go_fast_internet_company 200.28.28.46
255.255.255.0 200.28.28.50
Router(config-router)# address-family ipv4 unicast vrf
go_fast_internet_company

ステップ 2

VRF スタティックルートと直接接続ネットワークを VRF BGP テーブルに再配信します。
Router(config-router-af)# redistribute static
Router(config-router-af)# redistribute static connected
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4

HFC ネットワーク上のケーブルモデム
の管理

（注）

筆者注：uBR10K SCG で削除されたすべてのトピックおよび手順を再掲します。最初の送信元とし
て、以前の uBR7200 SCG を使用します。インターフェイスの例が uMR10K ではなく uBR7200 から
取られていることを確認します。この章はアップデートの準備が整っており、この保留中の版のた
めに確認されています。

第 3 章「Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェイス機能の設定」に記載のアップストリー
ムおよびダウンストリーム設定を終えたあと、Hybrid Fiber Coaxial（HFC）ネットワークでの Cable
Modem（CM; ケーブルモデム）の動作状態を管理するため、さらにオプション設定を行うことがで
きます。次の CM 管理機能を設定できます。
セクション

目的

「CM 認証のアクティブ化」
（p.4-5）

すべての CM が Cable Modem Termination System（CMTS; ケーブ
ル モデム ターミネーション システム）に登録され、ネットワー
クにアクセスできるようにするには、CM から既知のテキスト
ストリングの返信が必要となるように、Cisco uBR7200 シリーズ
を設定します。

「CM 認証のアクティブ化」
（p.4-3）

すべての CM が CMTS に登録され、ネットワークにアクセスで
きるようにするには、CM から既知のテキスト ストリングの返
信が必要となるように、Cisco uBR10000 シリーズ CMTS を設定
します。

「CM 挿入時間のアクティブ化」 CM が、初めて Cisco uBR10012 ルータにチャネルを要求する時
（p.4-4）
間の長さを制限します（CM の初回チャネル要求を挿入といい
ます）。
「CM アップストリーム アドレ Cisco uBR10000 シリーズ CMTS から DHCP リースを受けている
ス検証のアクティブ化」（p.4-6） CM だけが、HFC ネットワークにアクセスできるようにします。
「CM カウンタのクリア」
（p.4-7） ステーション メンテナンス リスト内の CM のカウンタをクリ
アします。
「CM の 削 除 お よ び リ セ ッ ト」 1 つまたは複数の CM をステーション メンテナンス リストから
（p.4-8）
削除し、ネットワーク上の CM（1 つまたは全部）をリセットし
ます。
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目的

「CM レジストレーション タイ Cisco uBR10012 ルータに接続した CM のレジストレーション タ
ムアウトの設定」（p.4-8）
イムアウト時間を指定します。
「ダイナミック コンテンション コンテンション サブチャネルの容量を制御すると同時に、所定
アルゴリズム（ケーブル挿入時 のコンテンション サブチャネル容量を効率的に利用できるよう
間、レンジ、およびデータバッ に制御するアルゴリズムを設定します。
クオフ）の設定」（p.4-9）
「ダイナミック マップ アドバン Cisco uBR10000 シリーズ CMTS に接続された CM からのアップ
ス アルゴリズムの設定」
ストリーム スループットを向上させます。システムは、対応す
（p.4-11）
るアップストリーム チャネルに関するいくつかの入力パラメー
タに基づいて、MAP（MAC 割り当ておよび管理メッセージ）の
先読み（ルックアヘッド）時間を自動的に調整するアルゴリズ
ムを採用しています。
「CM に接続する最大ホスト数 加入者の CM に接続できる最大ホスト数を指定します。
の設定」（p.4-11）
「モデム単位のフィルタの設定」 送信元 MAC アドレスまたは IP アドレスに基づいて、個々のホ
（p.4-12）
ストまたはケーブル インターフェイスからの着信パケットを
フィルタリングするように、Cisco uBR10012 ルータを設定する
手順について説明します。
「Sync メッセージ インターバル Cisco uBR10000 シリーズ CMTS から連続して送信される Sync
の設定」（p.4-14）
メッセージのインターバルを指定します。

（注）

ほとんどのコマンドでデフォルト値を使用することを推奨します。この設定手順で使用するコマン
ドは、通常、デフォルト値で Cisco uBR10012 ルータを適切に設定できます。

（注）

CM のレート制限の設定については、第 3 章の次のセクションを参照してください。

• 「ダウンストリーム レート制限およびトラフィック シェーピングの設定」
（p.3-10）
• 「アップストリーム レート制限およびトラフィック シェーピングの設定」
（p.3-28）
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第4章

HFC ネットワーク上のケーブルモデムの管理
CM 認証のアクティブ化

CM 認証のアクティブ化
CMTS に登録し、ネットワークにアクセスできるようにするために、すべての CM に対して既知の
テキスト ストリングの返信を求めるように Cisco uBR10012 ルータを設定できます。テキスト スト
リングには 1 〜 80 文字使用できます。CM 認証をアクティブにするには、ケーブル インターフェ
イス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
認証とデータ プライバシ パラメータを設定するには、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 shared-secret コマンドを使用します。CM レジストレーション フェーズ
の間、認証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 shared-secret [0 | 7] authentication-key
no cable shared-secret

シンタックスの説明

0

（任意）暗号化されていないメッセージがあとに続くことを指定します。

7

（任意）暗号化されたメッセージがあとに続くことを指定します。

authentication-key

例

テキスト ストリングは共有秘密ストリングです。サービスパスワード暗号化
オプションをイネーブルにすると、パスワードは暗号化された形式で保管さ
れます。テキスト ストリングは 64 文字認証鍵です。

次の例は、共有秘密鍵として 3344912349988...sf を使用して CM 認証をアクティブにし、暗号化さ
れたメッセージが後に続くことを指定する方法を示します。
Router(config-if)# cable shared-secret 7
3344912349988cisco@xapowenaspasdpuy230jhm...sf

CM 認証の確認
CM 認証がアクティブまたは非アクティブのどちらに設定されているかを確認するには、more
system:running-config コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調べます。CM
認証が非アクティブの場合は、出力に [no cable secret-shared] が表示されます。
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HFC ネットワーク上のケーブルモデムの管理

CM 挿入時間のアクティブ化

CM 挿入時間のアクティブ化
CM は、データ送信の用意ができると、Cisco uBR10012 ルータにチャネルを要求します。CM が、
初めて Cisco uBR10012 ルータにチャネルを要求する時間の長さを制限できます。CM の初回チャネ
ル要求を挿入といいます。有効範囲は 100 〜 2000 ミリ秒です。
CM 挿入時間をアクティブにするには、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
ドで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

cable insertion-interval milliseconds

挿入時間をミリ秒単位で設定します。

CM 挿入時間の確認
CM 挿入時間が設定されているかどうかを確認するには、more system:running-config コマンドを入
力し、次のコマンド出力の抜粋と同様のケーブル インターフェイス設定情報を調べます。
Router# more system:running-config
Building configuration...
Current configuration:
!
interface Cable5/0/0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
no keepalive
cable insertion-interval 2000
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream symbol-rate 5056941
cable upstream 0 frequency 15008000
cable upstream 0 fec
cable upstream 0 scrambler
no cable upstream 0 shutdown
!

CM 挿入時間のトラブルシューティング
確認できない場合には、コマンド入力時に正しいスロット番号およびポート番号を入力したかどう
かを確認してください。
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HFC ネットワーク上のケーブルモデムの管理
CM 認証のアクティブ化

CM 認証のアクティブ化
Cisco uBR7200 シリーズの CMTS を設定することにより、CMTS に登録されて、ネットワークへの
アクセス権を得るには既知のテキスト ストリングを返すように、すべての CM に求めることができ
ます。テキスト ストリングには 1 〜 80 文字使用できます。デフォルトの設定は「オン」
（CM 認証
がアクティブ）です。
CM 認証をアクティブにするには、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
次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

cable shared-secret [0|7] authorization-key

CM 認証をイネーブルにします。

no cable shared-secret

ヒント

•

0 は、認証鍵の非暗号化を指定します。

•

7 は、認証鍵の暗号化を指定します。

CM 認証をディセーブルにします。

ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで正しいスロット番号およびポート番
号を入力する必要があります。CM がベースライン プライバシ インターフェイス（BPI）を使用し
ていて、プライバシをアクティブにして QoS が指定されていることを確認してください。また、
ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション ファイルに、一致する鍵が指定されているこ
とも確認してください。

CM 認証の確認
CM 認証がアクティブまたは非アクティブのどちらに設定されているかを確認するには、more
system:running-config コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調べます。CM
認証がアクティブになっている場合は、次のように出力されます。CM 認証がアクティブになって
いない場合は、次のコマンド出力の抜粋のように、[ no cable secret-shared] が表示されます。
Router# more system:running-config
Building configuration...
Current configuration:
!
interface Cable5/0/0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
no keepalive
no cable secret-shared
cable insertion-interval 150000
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream symbol-rate 5056941
cable upstream 0 frequency 15008000
cable upstream 0 fec
cable upstream 0 scrambler
no cable upstream 0 shutdown
!

CM 認証のトラブルシューティング
問題が生じた場合は、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、正しいスロッ
ト番号およびポート番号を入力したかどうかを確認してください。トラブルシューティングについ
ての詳細は、第 6 章「システムのトラブルシューティング」を参照してください。
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HFC ネットワーク上のケーブルモデムの管理

CM アップストリーム アドレス検証のアクティブ化

CM アップストリーム アドレス検証のアクティブ化
CM アップストリーム アドレス検証により、Cisco uBR10012 ルータから Dynamic Host Configuration
Protocol（DHCP）リースを受けている CM だけが、HFC ネットワークへアクセスできるようになり
ます。Cisco uBR10012 ルータは、DHCP が割り当てられたアドレスを受け取っていないホストとの
間の送受信パケットをすべて廃棄します。デフォルト設定は「オフ」（CM アップストリーム アド
レス検証が非アクティブ）です。
CM アップストリーム検証をアクティブまたは非アクティブにするには、ケーブル インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

cable source-verify [dhcp]

CM アップストリーム検証をアクティブにします。dhcp オプ
ションで、アップストリーム データ パケットに含まれている未
知の IP アドレスを検証するために、クエリを送信することを指
定します。

no cable source-verify

デフォルトのアップストリーム検証ステートに戻ります。

CM アップストリーム アドレス検証の確認
CM アップストリーム検証がアクティブまたは非アクティブのどちらに設定されているかを確認す
るには、more system:running-config コマンドを入力し、ケーブル インターフェイス設定情報に [no
cable source-verify] が表示されているかどうかを調べます。CM アップストリーム検証が非ア
クティブになっている場合は、出力に表示されません。CM アップストリーム検証がアクティブに
なっている場合は、次のコマンド出力の抜粋に示すように、[cable source-verify] が表示されま
す。
Router# more system:running-config
Building configuration...
Current configuration:
!
interface Cable5/0/0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
no keepalive
cable source-verify
cable insertion-interval 2000
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream symbol-rate 5056941
cable upstream 0 frequency 15008000
cable upstream 0 fec
cable upstream 0 scrambler
no cable upstream 0 shutdown
!

ヒント

（注）

ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始するときは、必ず正しいスロッ
ト番号およびポート番号を入力してください。

Cisco uBR10012 ルータを再ロードしたり、Address Resolution Protocol（ARP）テーブルを削除した
りすると、ネットワーク上のすべてのホストが強制的に自己の IP アドレスを解除または更新しま
す。ブロードキャスト IP アドレスを使用して IP プロトコルスタックを更新できない場合、システ
ムを再起動しなければならないことがあります。
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HFC ネットワーク上のケーブルモデムの管理
CM カウンタのクリア

CM カウンタのクリア
ステーション メンテナンス リスト内の CM のカウンタをクリアするには、ケーブル インターフェ
イス コンフィギュレーション モードで次のいずれかのコマンドを使用します。
コマンド

目的

clear cable modem mac-addr counters

ステーション メンテナンス リストの、特定の MAC アド
レスを持つ CM に対応するカウンタをクリアします。

clear cable modem ip-addr
counters

ステーション メンテナンス リストの、特定の IP アドレ
スを持つ CM に対応するカウンタをクリアします。

clear cable modem all counters

ステーション メンテナンス リストの全 CM のカウンタ
をクリアします。

CM カウンタのクリアの確認
ステーション メンテナンス リストのカウンタがクリアされているかどうかを確認するには、次の
いずれかのコマンドを使用します。ステーション メンテナンス リストのカウンタは、クリアされ
ていると 0 になります。
コマンド

目的

show cable modem ip-address

IP アドレスで指定した CM のステータスを表示し
ます。

show cable modem mac-address

MAC アドレスで指定した CM のステータスを表
示します。

show cable modem interface-address

特定のアップストリーム上の全 CM のステータス
を表示します。
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HFC ネットワーク上のケーブルモデムの管理

CM の削除およびリセット

CM の削除およびリセット
ステーション メンテナンス リストから 1 つまたは複数の CM を削除し、ネットワーク上の 1 つ（ま
たはすべて）の CM をリセットするには、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
ドで次のいずれかのコマンドを使用します。
コマンド

目的

clear cable modem mac-addr reset

ステーション メンテナンス リストから特定の MAC アド
レスを持つ CM を削除してリセットします。

clear cable modem ip-addr reset

ステーション メンテナンス リストから特定の IP アドレ
スを持つ CM を削除してリセットします。

clear cable modem all reset

ステーション メンテナンス リストの全 CM を削除して
リセットします。

CM の削除およびリセットの確認
clear cable modem reset コマンドにより CM がステーション メンテナンス リストから削除されてい
るか確認し、その CM のリセットシーケンスを強制的に開始するには、show cable modem コマンド
を入力します。

ヒント

（注）

clear cable modem reset コマンドの入力時に、CM の IP アドレスまたは MAC アドレスを正しく指定
したかどうかを確認してください。CM がリセットシーケンスを開始するまで、30 秒程かかること
があります。

Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）マネージャを利用
できない場合、または CM が IP アドレスを取得できないか SNMP メッセージに応答できない場合
には、clear cable modem reset コマンドを使用すると便利です。

CM レジストレーション タイムアウトの設定
デフォルトでは、3 分以上アップストリーム伝送がなかった登録済み CM はタイムアウトとなり、
Cisco uBR10012 ルータから切断されます。このタイムアウト時間は 2 分まで短縮できます。最長時
間は 60 分です。
Cisco uBR10012 ルータに接続している CM のレジストレーション タイムアウト時間を指定するに
は、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

cable registration-timeout n

アップストリームの伝送が検出されなくなってから接続
が切断されるまでの最長時間（分単位）を指定します。
有効値は 2 〜 60 分です。デフォルト値は 3 分です。
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HFC ネットワーク上のケーブルモデムの管理
ダイナミック コンテンション アルゴリズム（ケーブル挿入時間、レンジ、およびデータバックオフ）の設定

ダイナミック コンテンション アルゴリズム（ケーブル挿入時間、レン
ジ、およびデータバックオフ）の設定
Cisco uBR7200 シリーズ ソフトウェアには次のアルゴリズムが設定されており、コンテンション サ
ブチャネルの容量を制御すると同時に、所定のコンテンション サブチャネル容量を効率的に利用で
きるように制御します。
•

アップストリーム コンテンション スロットのレートをダイナミックに制御するアルゴリズム
（初期レンジングおよび帯域要求）

•

CM が使用するバックオフパラメータを変更するアルゴリズム。バックオフの変更は、初期レ
ンジングおよび帯域要求アップストリームの各コンテンション サブチャネルの範囲内で行わ
れます。

ハイ コンテンション モードでは、Cisco uBR7200 シリーズ MAC スケジューラがコリジョン統計情
報を利用し、安定したレンジングステートが得られるまで、高周波数の初期レンジングスロットを
維持します。CMTS は、アップストリーム チャネル上でのデータ認可利用率を使用して、初期レン
ジングスロットの周波数を動的に変更します。CMTS は、データ認可と初期レンジング スロットの
間でアップストリーム帯域幅の取引を行います。CMTS はハイ コリジョン ステートを自動検出し、
コリジョンの発生がほとんどない安定した状態（ステディステート）になってから、挿入時間を低
い値に切り替えます。
CMTS は、レンジングチャネルをステディステートに戻せる状態かどうかを慎重にモニタします。
ステディ ステート モードでは、データ認可（認可利用率）が初期レンジングスロットより優先さ
れます。
バイナリ指数バックオフ アルゴリズムは、各種の CM にわたる分散方式で動作しますが、CMTS が
このバックオフ アルゴリズムを集中制御します。そのために、CMTS はトラフィックの負荷（コン
テンション チャネルで発生しているバックログ）をリモートモニタし、そのアップストリーム チャ
ネルの MAP で指定されているバックオフの開始および終了を変更します。これにより、競合する
CM が適切にランダム化されます。
ダイナミック コンテンション アルゴリズムの設定には、次のケーブル インターフェイス コマンド
を使用します。
[no] cable insertion-interval [automatic [Imin [Imax]]] | [msecs]
[no] cable upstream port num range-backoff [automatic] | [start end]
[no] cable upstream port num data-backoff [automatic] | [start end]

cable insertion-interval コマンド例
ダイナミック コンテンション アルゴリズムの変更時にシステムのデフォルト以外の値を設定する
には、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション モードで次のいずれかのコマンドを使
用します。
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HFC ネットワーク上のケーブルモデムの管理
ダイナミック コンテンション アルゴリズム（ケーブル挿入時間、レンジ、およびデータバックオフ）の設定

コマンド

目的

[no] cable insertion-interval
[automatic [Imin [Imax]]] |
[msecs]

ダイナミック レンジング インターバル アルゴリズムを
イネーブルまたはディセーブルにします。下限および上
限を指定してレンジング時間を変更しない場合、初期レ
ンジング アップストリーム スロットのデフォルト値（50
ミリ秒〜 2 秒）がそれぞれ使用されます。

cable insertion-interval
automatic min 25-2000

自動レンジング アルゴリズム用の初期レンジング時間の
下限を設定します。

cable insertion-interval max
500-2000

ヒント

自動レンジング アルゴリズム用の初期レンジング時間の
上限を設定します。

no cable insertion-interval

固定の初期レンジング時間をデフォルト値の 500 ミリ秒
にリセットします。また、固定初期レンジング アルゴリ
ズムを起動します。

cable insertion-interval 100-2000

指定された固定時間（ミリ秒）で固定初期レンジング時
間アルゴリズムをイネーブルにします。

システムのデフォルトでは、ケーブル インターフェイスの各アップストリームで、ダイナミック
レンジング インターバルがイネーブル、ダイナミック レンジング バックオフがイネーブルに設定
され、さらに固定データバックオフが設定されます。

デフォルトの挿入時間設定である automatic により、シスコの自動初期レンジング時間アルゴリズ
ムがイネーブルになります。この場合、上限および下限のデフォルト値として、50 ミリ秒と 2 秒が
使用されます。デフォルトの automatic range-backoff 設定により、ダイナミック バックオフ アル
ゴリズムがイネーブルになります。
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ダイナミック マップ アドバンス アルゴリズムの設定
CMTS の管理者は、Cisco uBR10000 シリーズ CMTS に接続された CM からのアップストリーム ス
ループットを向上させることができます。システムは、対応するアップストリーム チャネルに関す
るいくつかの入力パラメータに基づいて、MAP の先読み（ルックアヘッド）時間を自動的に調整
する新しいアルゴリズムを採用しています。MAP でダイナミックかつ最適先読み時間を使用する
ことにより、モデム単位のアップストリーム スループットが大幅に向上します。

注意

これらの値の調整は、訓練を受けた CMTS 管理者だけが行ってください。

ダイナミック マップ アドバンス アルゴリズムを設定するには、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、次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

cable map-advance
dynamic [n]|static

Cisco uBR10012 ルータに接続されている CM からのアップストリーム
スループットを向上するための値を指定します。n 引数は、ダイナミッ
ク マップ アドバンス アルゴリズムの安定係数です。この引数はマイ
クロ秒単位で指定し、測定システムの誤差およびソフトウェアの待ち
時間を考慮して、MAP に追加する先読み時間を設定します。デフォル
ト値は、1000 マイクロ秒です。
この値は 500 〜 1500 マイクロ秒の範囲で指定できます。この引数は、
アルゴリズムが計算するダイナミック map-advance 設定値に付加され
るデルタ値です。安全係数を大きくするほど、MAP の実行時の先読み
時間が増えますが、アップストリームのパフォーマンスは低下します。
cable map-advance コマンドには static キーワードを使用します。Cisco
uBR10012 ルータは、ネットワーク上の最遠端 CM で実際に生じる伝播
遅延に関係なく、MAP には固定の先読み時間を使用します。この固定
先読み時間は、CM の最遠端 DOCSIS 伝播遅延など、ワーストケース
のパラメータに基づいて計算されます。

注意

ダイナミック マップ アドバンス アルゴリズムを調整する場合、実ネットワークでは、安全係数を
下げても運用に影響しないことが確実になるまで、安全係数をデフォルト値の 1000 マイクロ秒よ
り下げないでください。デフォルトでは、このアルゴリズムが問題なく動作する値が設定されてい
ます。

CM に接続する最大ホスト数の設定
加入者の CM に接続できる最大ホスト数を指定するには、
ケーブル インターフェイス コンフィギュ
レーション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

cable max-hosts n

インターフェイス上の CM に接続できる最大ホスト数を指定します。
有効範囲は、0 〜 255 です。デフォルト値は 0 です。

no cable max-hosts

CM に接続できるホスト数を、デフォルト値の 0 に戻します。
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モデム単位のフィルタの設定
送信元 Media Access Control（MAC; メディア アクセス制御）アドレスまたは Internet Protocol（IP）
アドレスに基づいて、個々のホストまたはケーブル インターフェイスからの着信パケットをフィル
タリングするように、Cisco uBR10012 ルータを設定できます。フィルタの定義は、アクセスリスト
およびグループに対する Cisco IOS 標準設定方式に従います。

（注）

モデムまたはホスト単位のフィルタの設定は、Cisco IOS Release 12.0(6)SC 以上および Cisco IOS
Release 12.0(5)T1 以上でサポートされています。

モデム単位でフィルタを設定にするには、ケーブル インターフェイス コンフィギュレーション
モードで次のコマンドを使用します。
コマンド
ステップ 1

目的

Router(config-if)# cable {modem | host | device} インターフェイス単位または方向単位で指定するアクセス
{<macaddr><ipaddr> | } access group <acl>
リストを設定します。ケーブル インターフェイスまたは
個々のホストから受信するパケットは、パケットの送信元
であるケーブル インターフェイスまたはホストに基づい
てフィルタリングされます。装置が CM である場合は、
modem を使用します。CM に接続された CPE 装置である場
合は、host を使用します。
装置および指定のアドレスに適用するフィルタを定義しま
す。macaddr には、CM または CPE 装置の一意の MAC ア
ドレスを指定します。
CM または CPE 装置の現在の IP アドレスを指定するには、
ipaddr オプションを使用します。
CM または CPE 装置をアクセスリストに指定する場合は、
acl オプションを使用します。これにより、CM ではなく
CMTS で実行される CM 単位またはホスト単位のフィルタ
要件が定義されます。アクセスリストの番号は、高速 IP ア
クセスリストの場合は 1 〜 99、拡張 IP アクセスリストの
場合は 100 〜 199 です。

（注）

注意

アクセスリスト番号の 700 〜 799 は適用できませ
ん。

CM が CMTS に登録されると、システムによりフィルタが適用されます。フィルタ定義はシステム
を再起動すると失われるので、CM が登録されるたびに適用する必要があります。

ソフトウェアにより、CMTS 管理者に CM のオフライン化またはオンライン復旧に関する警告を発
するトラップがサポートされます。一般的な登録およびログイン手順は、次のとおりです。
1. CM が Cisco uBR7200 シリーズに登録されます。
2. Cisco uBR7200 シリーズは、ネットワークで使用中の管理システムにトラップを送信します。
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
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3. 管理システムは、SNMP または rsh を使用してモデム単位のフィルタを設定します。
4. ユーザがサーバにログインします。
5. ログインサーバは、Cisco uBR7200 シリーズから要求されたモデムおよび CPE 情報を取得しま
す。
6. ログインサーバは、Cisco uBR7200 シリーズに CPE 単位のフィルタを設定します。CPE 単位の
フィルタは、モデム単位フィルタ設定に上書きされます。
7. CM が短時間オフラインになる場合でも、Cisco uBR7200 シリーズによって定義されたフィルタ
はアクティブなままです。CM が 24 時間を超えてオフラインのままの場合は、フィルタ設定が
リセットされます。
8. ユーザがログアウトするか、ユーザがオンラインでないことをログインサーバが検出した場合
は、ログインサーバは、CM または CPE 装置に対してデフォルトのフィルタを設定します。
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Sync メッセージ インターバルの設定
Cisco uBR10012 ルータから連続して送信される Sync メッセージのインターバルを指定するには、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

cable sync-interval msec

Cisco uBR10000 シリーズ CMTS から連続して送信される Sync
メッセージの送信インターバルをミリ秒で指定します。有効値
は、1 〜 200 ミリ秒です。デフォルト値は 10 ミリ秒です。

no cable sync-interval

Sync メッセージの送信インターバルをデフォルトの 10 ミリ秒
に戻します。

Sync メッセージ インターバルの確認
Sync メッセージの送信インターバルが設定されているかどうかを確認するには、
show running-config コマンドを入力し、ケーブル インターフェイスの設定情報を調べます。Sync
メッセージ インターバルが設定されていない場合、またはデフォルト値にリセットされている場
合、コマンド出力に [no sync interval] と表示されます。
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5

基本的なブロードバンド インターネッ
ト アクセスの設定
この章では、基本的なブロードバンド インターネット アクセスの設定およびメンテナンスのパラ
メータについて説明します。この章の内容は、次のとおりです。
• 「基本的なブロードバンド インターネット アクセスの概要」
（p.5-2）
• 「推奨する高速インターネット アクセス用の基本設定」（p.5-3）
• 「基本的なインターネット アクセスのコンフィギュレーション ファイル例」
（p.5-4）
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基本的なブロードバンド インターネット アクセスの概要
Cisco uBR10012 ルータおよび Intermediate Frequency（IF; 中間周波数）/Radio Frequency（RF; 高周波
数）アップコンバータは、デジタル データを伝送するため、ヘッドエンドまたは分散ハブに設置し
ます。Cisco uBR10012 ルータのダウンストリーム ポートからアップコンバータに IF 信号が送信さ
れ、アップコンバータにより、ダウンストリーム信号がブロードキャスト用の RF 信号に変換され
ます。
さらに、ブロードキャストの必要性に応じて、レシーバ、スクランブラ、およびデスクランブラに
より、TV 信号がエンコードまたはデコードされます。モジュレータは、アナログ TV 信号および
デジタル信号をフォーマットします。
アナログおよびデジタル信号はさらに、RF コンバイナを通過します。信号は光トランスミッタを
経由して、ヘッドエンドからファイバノードにブロードキャストされます。
さらに、増幅器、同軸ケーブル、およびタップにより、信号が加入者宅まで伝送されます。信号は、
次のように処理されます。
•

Set-Top Box（STB; セットトップボックス）、TV、VCR に内蔵されている MPEG ビデオ、オー
ディオ、およびブロードキャスト サービス用のチューナが単方向アナログ信号を受信します。

•

Cable Modem（CM; ケーブルモデム）は、デジタル データ信号を受信します。
− RF 信号は、双方向 CM から増幅器を経由して、ヘッドエンドの光ファイバ レシーバに戻
されます。アップストリーム信号は、これらのレシーバから Cisco uBR10012 ルータ上の
アップストリーム ポートに渡され、処理されます。

図 5-1 に、CMTS での一般的な信号フローおよび関連プロセスを示します。

図 5-1

双方向インターネット アクセス ネットワークの例

10BASE-T
AM &

RF

RF

RF

RF

RF
RF

RF
RF

Cisco uBR10000

56453

IF

（注）

図 5-1 に示した外部アップコンバータは、
ルータの内蔵アップコンバータを使用しない場合に限り、
必要になります。
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推奨する高速インターネット アクセス用の基本設定
Cisco uBR10012 ルータは、接続先のすべての CM およびホストを完全にセルフプロビジョニングで
きる機能を備えています。このルータは、ホストおよび CM の異なるサブネットを含め、複数の IP
サブネットをサポートします。設定オプションでは、使用できるコンフィギュレーション ファイル
の長さだけが制限されます。
Cisco uBR10012 ルータは、DOCSIS 準拠 CM とホストを自動的に接続します。出荷時の設定では、
ダウンストリーム RF の中心周波数は 851 MHz、アップストリームは 37 MHz で稼働します。

ステップ 1

（注）

ステップ 2

デュプレックス フィルタに 1 つのアップストリームおよびダウンストリーム ポートを接続します。

すべて同じ周波数に設定されるので、複数のポートを結合しないでください。

最初のモデムを接続する前に最低 40 dB の減衰を適用します。モデムは 5 分以内に接続されます。
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基本的なインターネット アクセスのコンフィギュレーション ファイル
例
次に示す Cisco uBR10012 ルータのコンフィギュレーション ファイル例には、以下の機能が設定さ
れています。
•

基本的な DOCSIS インターネット アクセス

•

DHCP アドレスプール ― Cisco uBR10012 ルータは Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）
サーバとして動作し、CM のサービスレベルに基づいて異なるアドレススペースを提供します。
これには、ユーザがサービスを解約したためにネットワークアクセスが拒否される状況も含ま
れます。CM および対応 IP ホストには、異なるデフォルトプールを適用することができます。
クライアントの MAC アドレスに基づいて、特定のクライアントに対し、スタティックな IP ア
ドレスを割り当てることもできます。

•

DOCSIS CM コンフィギュレーション ファイル ― これらのコンフィギュレーション ファイル
によって、各種のサービスレベル オプションを設定します。
− platinum.cm ― ユーザに提供されるアップストリーム最大帯域幅は 128 kbps、最小保証帯域
幅は 10 kbps です。ダウンストリームの最大帯域幅は 10 Mbps です。この接続では、8 台ま
での PC がサポートされます。
− gold.cm ― ユーザに提供されるアップストリーム最大帯域幅は 64 kbps、ダウンストリーム
最大帯域幅は 5 Mbps です。この接続では、3 台までの PC がサポートされます。
− silver.cm ― ユーザに提供されるアップストリーム最大帯域幅は 64 kbps、ダウンストリー
ム最大帯域幅は 1 Mbps です。この接続でサポートされる PC は、1 台だけです。
− disable.cm ― ユーザのケーブルネットワークへのアクセスは拒否されます。このコンフィ
ギュレーション ファイルは、サービスを解約したユーザ、または料金を支払っていない
ユーザに対して使用します。

!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service compress-config
service udp-small-servers max-servers 500
!
hostname uBR10000
!
boot system slot0:
!
no cable qos permission create
no cable qos permission update
cable qos permission modems
cable time-server
!
cable config-file platinum.cm
service-class 1 max-upstream 128
service-class 1 guaranteed-upstream 10
service-class 1 max-downstream 10000
service-class 1 max-burst 1600
cpe max 8
timestamp
!
cable config-file gold.cm
service-class 1 max-upstream 64
service-class 1 max-downstream 5000
service-class 1 max-burst 1600
cpe max 3
timestamp
!
cable config-file silver.cm
service-class 1 max-upstream 64
service-class 1 max-downstream 1000
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service-class 1 max-burst 1600
cpe max 1
timestamp
!
cable config-file disable.cm
access-denied
service-class 1 max-upstream 1
service-class 1 max-downstream 1
service-class 1 max-burst 1600
cpe max 1
timestamp
!
ip subnet-zero
ip cef
no ip domain-lookup
ip dhcp excluded-address 10.128.1.1 10.128.1.15
ip dhcp excluded-address 10.254.1.1 10.254.1.15
ip dhcp ping packets 1
!
ip dhcp pool CableModems
network 10.128.1.0 255.255.255.0
bootfile platinum.cm
next-server 10.128.1.1
default-router 10.128.1.1
option 128 ip 10.128.1.1
option 4 ip 10.128.1.1
option 2 hex ffff.8f80
option 11 ip 10.128.1.1
option 10 ip 10.128.1.1
lease 1 0 10
!
ip dhcp pool hosts
network 10.254.1.0 255.255.255.0
next-server 10.254.1.1
default-router 10.254.1.1
dns-server 10.254.1.1 10.128.1.1
domain-name ExamplesDomainName.com
lease 1 0 10
!
ip dhcp pool staticPC(012)
host 10.254.1.12 255.255.255.0
client-identifier 0108.0009.af34.e2
client-name staticPC(012)
lease infinite
!
ip dhcp pool goldmodem
host 10.128.1.129 255.255.255.0
client-identifier 0100.1095.817f.66
bootfile gold.cm
!
ip dhcp pool DisabledModem(0010.aaaa.0001)
host 10.128.1.9 255.255.255.0
client-identifier 0100.1095.817f.66
bootfile disable.cm
!
ip dhcp pool DisabledModem(0000.bbbb.0000)
client-identifier 0100.00bb.bb00.00
host 10.128.1.10 255.255.255.0
bootfile disable.cm
!
interface Cable5/0/0
description Cable Downstream Interface
ip address 10.254.1.1 255.255.255.0 secondary
ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
no keepalive
cable downstream annex B
cable downstream modulation 64qam
cable downstream interleave-depth 32
cable downstream frequency 851000000
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cable down rf-power 55
cable upstream 0 description Cable upstream
cable upstream 0 frequency 37008000
cable upstream 0 power-level 0
cable upstream 0 admission-control 150
no cable upstream 0 shutdown
cable upstream 1 description Cable upstream
cable upstream 1 frequency 37008000
cable upstream 1 power-level 0
cable upstream 1 admission-control 150
no cable upstream 1 shutdown
cable upstream 2 description Cable upstream
cable upstream 2 frequency 37008000
cable upstream 2 power-level 0
cable upstream 2 admission-control 150
no cable upstream 2 shutdown
cable upstream 3 description Cable upstream
cable upstream 3 frequency 37008000
cable upstream 3 power-level 0
cable upstream 3 admission-control 150
no cable upstream 3 shutdown
no cable arp
cable source-verify dhcp
cable dhcp-giaddr policy

interface, North

interface, South

interface, East

interface, West

!
ip classless
no ip forward-protocol udp netbios-ns
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0
ip http server
!
!
alias exec scm show cable modem
alias exec scf show cable flap
alias exec scp show cable qos profile
!
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
login
!
end

設定としてスペクトル管理を含める場合には、次のコマンドを使用して主要な設定を行います。
cable spectrum-group 1 frequency 40000000
cable spectrum-group 1 frequency 20000000 2

この例では、アップストリーム チャネルに使用するスペクトル管理グループ番号 [1] を設定してい
ます。前述の 2 つのコマンドラインで定義しているように、アップストリームの「推奨」オプショ
ンは 40 MHz チャネルです。40 MHz チャネルが不適切な環境では、アップストリーム伝送は自動的
に 20 MHz に移行し、受信パワーレートが 2 dB 増加されます。
コンフィギュレーション ファイル例の cable modulation-profile で始まるコマンドラインには、コン
フィギュレーション全体に対して変調プロファイルを設定するために必要な要素が含まれていま
す。
cable
cable
uw16
cable
uw16
cable
cable

modulation-profile 3 request 0 16 1 8 16qam scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16
modulation-profile 3 initial 5 34 0 48 16qam scrambler 152 no-diff 256 fixed
modulation-profile 3 station 5 34 0 48 16qam scrambler 152 no-diff 256 fixed
modulation-profile 3 short 5 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144 fixed uw8
modulation-profile 3 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160 fixed uw8
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基本的なブロードバンド インターネット アクセスの設定
基本的なインターネット アクセスのコンフィギュレーション ファイル例

この例では、アップストリーム チャネル用の変調プロファイル番号 [3] が、対応する設定のもとで
使用できるように設定されています。この変調プロファイルは、QAM 16 変調方式を使用するよう
に設定されていることに注意してください。
（QAM 16 が設定されていない場合）アップストリーム
プロファイルのデフォルトの変調方式は、QPSK です。
コンフィギュレーション ファイル例の後半で、スロット 5 に搭載されているケーブル インターフェ
イス カード上のアップストリーム ポート 0 が、この例で設定されているスペクトル管理と変調プ
ロファイルの両方を使用しています。
cable upstream 0 spectrum-group 1
cable upstream 0 modulation-profile 3
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基本的なブロードバンド インターネット アクセスの設定

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

5-8

OL-1520-05-J

C H A P T E R

6

システムのトラブルシューティング
この章では、Cisco uBR7200 シリーズ Cable Modem Termination System（CMTS; ケーブルモデム ター
ミネーション システム）の各種機能のトラブルシューティング情報について説明します。内容は次
のとおりです。
セクション

目的

「show コマンドの応答」（p.6-2） システム情報を取得するための show コマンドオプションにつ
いて説明します。
「ヘッドエンド CM によるダウ
ンストリーム信号の確認」
（p.6-13）
「振幅の平均化」（p.6-14）

Cisco uBR924 cable access modem を使用して、Cisco uBR10012
ルータから発信されたダウンストリーム信号を確認します。
システムでは、平均化アルゴリズムを使用して、Carrier-to-Noise
Ratio（CNR; 搬送波対雑音比）が小さいために過度の電力調整
（フラッピング）が行われている Cable Modem（CM; ケーブルモ
デム）について、最適なパワーレベルを決定します。ここでは、
このような電力調整が、不安定なリターンパス接続を示してい
ると解釈できることについて説明します。

「ダウンストリーム テスト信号 ダウンストリーム テスト信号を生成できるコンフィギュレー
の設定」（p.6-17）
ション コマンドについて説明します。
「応答のない CM への ping の実 ケーブルシステム管理者は、Cisco uBR7200 シリーズ ケーブル
行」（p.6-18）
インターフェイスと CM 間のチャネルの状態を迅速に診断でき
ます。
「ケーブル インターフェイスの ケーブル インターフェイス ライン カードのトラブルシュー
debug コマンド」
（p.6-19）
ティング手順について説明します。

（注）

ケーブル フラップリストによる CMTS プラットフォームのトラブルシューティングの詳細につい
ては、Cisco.com 上の『Cisco Cable Modem Termination Feature Guide』の「Flap List Troubleshooting
for the Cisco CMTS」の章を参照してください。

（注）

トラブルシューティングに関するその他のオンライン資料については、TAC の Troubleshooting
Assistant Web ページ（http://te.cisco.com/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE?New,KB=Cable）を参照して
ください。
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show コマンドの応答

show コマンドの応答
ここでは、ケーブル関連の show コマンドの概要を説明します。このコマンドおよびその他の CMTS
コマンドの詳細については、Cisco.com 上の次の資料を参照してください。
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』
• 『Cisco Cable Modem Termination System Feature Guide』

show cable flap-list
Cisco uBR10012 ルータのケーブル フラップリストを表示するには、特権 EXEC モードで show cable
flap-list コマンドを使用します。
show cable flap-list
show cable flap-list cable slot/port [upstream port] [sort-flap | sort-time]
show cable flap-list sort-interface [sort-flap | sort-time]

シンタックスの説明

cable slot/port

（任意）特定のケーブル インターフェイスのフラップリストを表示します。

upstream port

（任意）選択されたケーブル インターフェイス上の特定アップストリームの
フラップリストを表示します。

sort-interface

（任意）全ケーブル インターフェイスの、インターフェイス別にソートされ
たフラップリストを表示します。

sort-flap

（任意）CM がフラップした回数別にリストをソートします。

sort-time

（任意）CM がフラップしたことが検出された最新時刻別にリストをソートし
ます。

Cisco uBR10012 ルータでは、sort オプションは一度に 1 つのラインカードに適用され、その後リス
トが統合されます。たとえば、フラップリストはケーブル 7/0/0 に対してソートされ、コンソール
上に表示されたあと、ケーブル 7/0/1 に対してソートされ、コンソール上に表示される（以下同様）
といった処理が行われます。
show cable flap-list コマンドおよび show cable modem コマンドでは、Cisco uBR10012 ルータが特定
のモデムの不安定なリターンパスを検出し、電力調整を行った日時が表示されます。電力調整が行
われたモデムは、P-Adj（電力調整）フィールドにアスタリスク（*）が表示されます。モデムの送
信パワーが最大値に達し、それ以上パワーレベルを上げることができない場合には、感嘆符（！）
が表示されます。

例

show cable flap-list コマンドの出力例を示します。
Router# show cable flap-list
MAC Address
Upstream
Ins
0010.7bb3.fd19 Cable5/0/U1 0
0010.7bb3.fcfc Cable5/0/U1 0
0010.7bb3.fcdd Cable5/0/U1 0

Hit
Miss
2792 281
19
4
19
4

CRC
0
0
0

P-Adj Flap
*45
58
!43
43
*3
3

Time
Jul 27 16:54:50
Jul 27 16:55:01
Jul 27 16:55:01
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show cable flap-list

（注）

電力調整が行われた場合は、CM に対応する P-Adj フィールドにアスタリスク（*）が表示されま
す。CM の送信パワーレベルが最大値に達して、それ以上パワーレベルを上げることができない場
合は、感嘆符（!）が表示されます。

次の例は、MAC アドレス別および時刻別にソートされたフラップリスト テーブルの応答出力を示
します。
Router# show cable flap-list sort-flap
Mac Addr
CableIF
Ins
Hit
Miss
.1eab.2c0b
C6/0/0 U0
108
318
27
.1eb2.bb07
C6/0/0 U0
0
293
31
.7b6b.71cd
C6/0/0 U0
1
288
32
.1eb2.bb8f
C6/0/0 U0
1
295
30
Router# show cable flap-list sort-time
Mac Addr
CableIF
Ins
Hit
Miss
00e0.2222.2202 C4/0/0 U0
464
2069
242
0010.7b6b.57e1 C4/0/0 U0
0
2475
43

CRC

P-Adj
0
1
0
0

CRC
0
0

0
1
0
0

Flap
108
1
1
1

Time
Sep 10
Sep 10
Sep 10
Sep 10

15:26:56
15:15:49
15:12:13
15:11:44

P-Adj
Flap
Time
421
885 Oct 16 22:47:23
1041
1041 Oct 16 22:47:04

ケーブル フラップリストの詳細については、Cisco.com 上の『Cisco Cable Modem Termination System
Feature Guide』の「Flap List Troubleshooting for the Cisco CMTS」の章を参照してください。
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show cable modem

show cable modem
登録済み CM および未登録 CM の情報を表示するには、特権 EXEC モードで show cable modem コ
マンドを使用します。
show cable modem [ip-address | interface | mac-address] [options]
コマンドオプションには、Cisco uBR10012 ルータ（Cisco IOS Release 12.2 XF）と Cisco uBR7200 シ
リーズ ルータ（Cisco IOS 12.1 EC）とで異なるものがあります。

（注）

シンタックスの説明

Cisco IOS Release 12.0(7)XR および 12.1(1a)T1 より、
このコマンドの出力は拡張され、
Cisco CMTS
が特定 CM の不安定なリターンパスを検出して電力調整を行ったことを表示するようになって
います。
•

電力調整が行われたときは、モデムに対応する P-Adj フィールドにアスタリスク（*）が表示
されます。

•

モデムの送信パワーレベルが最大値に達して、それ以上パワーレベルを上げることができない
場合は、感嘆符（!）が表示されます。

ip-address

表示する特定モデムの IP アドレスを特定します。

interface

特定の CMTS ケーブル インターフェイス上の CM をすべて表示します。

mac-address

表示する特定 CM の IP アドレスを特定します。

ケーブル インターフェイスまたは単一の CM の情報を表示する場合に利用できるオプション
access-group

アクセスグループを表示します。

connectivity

接続内容を表示します。

counters

ケーブルカウンタを表示します。

errors

1 つまたはすべての CM のエラー詳細情報を表示します。

flap

フラップ内容を表示します。

mac

DOCSIS MAC のバージョンと機能を表示します。

maintenance

ステーション メンテナンス エラー統計情報を表示します。

offline

オフラインになっている CM を表示します。

phy

物理レイヤの内容を表示します。

registered

CMTS に登録している CM の情報を表示します。

remote-query

CMTS が CM のポーリングで取得した Signal-Noise Ratio
（SNR; 信号対雑音比）
および電力の統計情報を表示します。注 : Cisco 12.1 CX 以上では、remote-query
オプションではなく phy オプションを使用してください。

summary

インターフェイス単位で、モデムの総数、アクティブなモデムの数、および
登録済みモデムの数を表示します。このオプションは、total および upstream
オプションと共に使用して、特定のラインカードおよびポートの詳細情報を
表示できます。

unregistered

CMTS に登録していない CM の情報を表示します。
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show cable modem

詳細情報を表示します。以前の detail オプションに代わるもので、次のよう
な情報を表示します。

verbose

•

各インターフェイス上の各 CM の SNR 情報

•

各アップストリーム チャネルに接続されているモデム総数のサマリ情報

•

指定したインターフェイスまたはアップストリームの登録済みモデムお
よび未登録モデムの総数

指定したインターフェイスまたはアップストリームのオフラインモデム総
数、およびオフラインになる前の各モデムのステータス
単一 CM の情報を表示する場合に利用できるオプション
classifiers

モデムのクラシファイアを表示します。

classifiers cache

各 CM 用に維持されているキャッシュ内のクラシファイアを表示します（こ
のキャッシュは、IP ヘッダーフィールド値に基づき、クラシファイアの検索
を高速化し、パケット処理のオーバーヘッドを緩和します）
。

classifiers verbose

モデムのクラシファイアについて詳細情報を表示します。

cpe

CM を介してケーブル インターフェイスにアクセスする CPE 装置を表示しま
す。

cnr

例

（Cisco uBR-MC16S の場合のみ）指定した CM のアップストリーム
Carrier-to-Noise Ratio（CNR; 搬送波対雑音費）を表示します（dB 単位）
。

次の出力例は、show cable modem コマンドにより、個々の CM のデフォルトを表示しています。
Router# show cable modem
MAC Address

IP Address

0010.7b6b.58c1
0010.7bed.9dc9
0010.7bed.9dbb
0010.7b6b.58bb
0010.7bb3.fcd1
0010.7bb3.fcdd
0010.7b43.aa7f

0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
10.20.113.2
0.0.0.0
0.0.0.0

I/F

MAC
State
C4/0/0/U5 offline
C4/0/0/U5 offline
C4/0/0/U5 offline
C4/0/0/U5 offline
C5/0/0/U5 online
C5/0/0/U5 init(r1)
C5/0/0/U5 init(r2)

Router# show cable modem 0010.7bb3.fcd1
MAC Address
IP Address
I/F
MAC
State
0010.7bb3.fcd1 10.20.113.2
C5/0/0/U5 online

Prim RxPwr Timing Num BPI
Sid (db) Offset CPEs Enbld
5
-0.25 2285
0
yes
6
-0.75 2290
0
yes
7
0.50 2289
0
yes
8
0.00 2290
0
yes
1
0.00 1624
0
yes
2
-20.00 1624
0
no
3
7.25 1623
0
no

Prim RxPwr Timing Num BPI
Sid (db) Offset CPEs Enbld
1
0.00 1624
0
yes
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show cable modem

次の例は、特定の CM に対する verbose オプションの出力を示しています。
Router# show cable modem 0010.7bb3.fcd1 verbose
MAC Address
: 0010.7bb3.fcd1
IP Address
: 10.20.113.2
Prim Sid
: 1
Interface
: C5/0/0/U5
Upstream Power
: 0 dBmV (SNR = 33.25 dBmV)
Downstream Power
: 0 dBmV (SNR = ----- dBmV)
Timing Offset
: 1624
Received Power
:
0.25
MAC Version
: DOC1.0
Capabilities
: {Frag=N, Concat=N, PHS=N, Priv=BPI}
Sid/Said Limit
: {Max Us Sids=0, Max Ds Saids=0}
Optional Filtering Support
: {802.1P=N, 802.1Q=N}
Transmit Equalizer Support
: {Taps/Symbol= 0, Num of Taps= 0}
Number of CPEs
: 0(Max CPEs = 0)
Flaps
: 373(Jun 1 13:11:01)
Errors
: 0 CRCs, 0 HCSes
Stn Mtn Failures
: 0 aborts, 3 exhausted
Total US Flows
: 1(1 active)
Total DS Flows
: 1(1 active)
Total US Data
: 1452082 packets, 171344434 bytes
Total US Throughput
: 0 bits/sec, 0 packets/sec
Total DS Data
: 1452073 packets, 171343858 bytes
Total DS Throughput
: 0 bits/sec, 0 packets/sec

詳しい説明、例、コマンド履歴、および関連コマンドについては、Cisco.com の『Cisco Broadband
Cable Command Reference Guide』を参照してください。
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show cable modem maintenance

show cable modem maintenance
ステーション メンテナンス エラー統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで
show cable modem maintenance コマンドを使用します。
show cable modem maintenance

シンタックスの説明

ステーション メンテナンス エラー統計情報を表示します。

maintenance

CMTS によって CM がオフラインになっていることが検出されると（ステーション メンテナンス要
求を 16 回試行しても応答がない場合）、CM にはオフラインマークが付けられます。CM がその後
24 時間以内にオンラインにならなかった場合は、CM および Service IDentifier（SID; サービス識別
子）ステートがオフラインとしてマークされるだけではなく、CMTS レンジングリストから SID が
ただちに削除され、SID を完全に削除するためにエージングタイマーが起動します。
次に、出力フィールドについて説明します。

例

•

SM Exhausted Count 値は、ステーション メンテナンス要求に応答しなかったことが原因で、CM
が削除された回数を表します。16 回にわたる周期的なレンジングの機会に、CM が RNG_REQ
を返さなかった場合、そのモデムはステーション メンテナンス リストから削除されます。

•

SM Aborted Count 値は、無効な動作パラメータが原因で CM が削除された回数を表します。パ
ワーレベルが許容範囲外である、またはタイミングオフセットが変化し続けているといった原
因が考えられます。コマンド出力内の個々の時間は、発生時刻を示しています。

次の例は、特定の CM に対する maintenance オプションの出力を示しています。
Router# show cable modem 0010.7bb3.fcd1 maintenance
MAC Address

I/F

0010.7bb3.fcd1 C5/0/0/U5

Prim
Sid
1

SM Exhausted
Count Time
3
Jun 1

SM Aborted
Count Time
10:24:52 0
Jan 1

00:00:00
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show cable modulation-profile

show cable modulation-profile
Cisco CMTS の 変 調 プ ロ フ ァ イ ル グ ル ー プ 情 報 を 表 示 す る に は、特 権
show cable modulation-profile コマンドを使用します。

EXEC

モードで

show cable modulation-profile [profile] [iuc-code]

（注）

シンタックスの説明

例

Cisco IOS Release 12.1(2)EC から、show cable burst-profile コマンドの代わりに、このコマンドが導
入されています。Cisco IOS Release 12.1(3a)EC から、reqdata type オプションが追加されました。

profile

（任意）プロファイル番号。有効値は 1 〜 8 です。

iuc-code

（任意）内部使用コード。有効オプションは次のとおりです。
•

initial ― 初期レンジングバースト

•

long ― 長期許可バースト

•

reqdata ― 要求 / データバースト

•

request ― 要求バースト

•

short ― 短期許可バースト

•

station ― ステーション レンジング バースト

show cable modulation-profile コマンドの出力例を示します。
CMTS01# show cable modulation-profile 1
Mo IUC

Type

Preamb Diff FEC
length enco T

FEC
CW
bytes

1
1
1
1

request
initial
station
short

qpsk
qpsk
qpsk
qpsk

64
128
128
72

no
no
no
no

0x0
0x5
0x5
0x5

0x10
0x22
0x22
0x4B

Scrambl Max
seed
B
size
0x152
0x152
0x152
0x152

1
0
0
0

Guard Last Scrambl Preamb
time CW
offset
size size short
8
48
48
8

no
no
no
no

yes
yes
yes
yes

56
0
0
48

詳しい説明、例、コマンド履歴、および関連コマンドについては、Cisco.com の『Cisco Broadband
Cable Command Reference Guide』を参照してください。
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show cable qos profile

show cable qos profile
Cisco CMTS の Quality-of-Service（QoS; サービス品質）プロファイルを表示するには、特権 EXEC
モードで show cable qos profile コマンドを使用します。
show cable qos profile profile-index [verbose]

（注）

シンタックスの説明

例

Cisco IOS Release 12.0(7)XR より、verbose オプションが追加されています。Cisco IOS Release
12.1(4)CX より、このコマンドの DOCSIS 1.1 での使用は廃止されています。DOCSIS 1.1 では、QoS
プロファイルモデルをサービスフローモデルに置き換えているためです。DOCSIS 1.1 では、show
interface cable qos paramset コマンドを使用します。

profile-index

ケーブル QoS テーブルを表示します。有効値は、1 〜 255 です。

verbose

QoS プロファイルの詳細情報を表示します。

次の例は、プロファイル 1、2、3、4 の QoS テーブルを表示しています。
Router# show cable qos profile
Service Prio Max
class
upstream
bandwidth
1
0
0
2
0
64000
3
0
1000
4
7
2000000

Guarantee
upstream
bandwidth
0
0
0
100000

Max
downstream
bandwidth
0
1000000
1000
4000000

Max tx TOS TOS
Create
burst mask value by
0
0
0
0

0x0
0x0
0x0
0x0

0x0
0x0
0x0
0x0

cmts
cmts
cmts
cm

B
priv
enab
no
no
no
yes

次の例は、プロファイル 1 の verbose の出力を示しています。
Router# show cable qos profile verbose
hccp-server# show cable qos profile verbose
Profile Index
1
Name
Default
Upstream Traffic Priority
0
Upstream Maximum Rate (bps)
0
Upstream Guaranteed Rate (bps)
0
Unsolicited Grant Size (bytes)
0
Unsolicited Grant Interval (usecs)
0
Upstream Maximum Transmit Burst (bytes) 0
IP Type of Service Overwrite Mask
0x0
IP Type of Service Overwrite Value
0x0
Downstream Maximum Rate (bps)
0
Created By
cmts(r)
Baseline Privacy Enabled
no

詳しい説明、例、コマンド履歴、および関連コマンドについては、Cisco.com の『Cisco Broadband
Cable Command Reference Guide』を参照してください。
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show interface cable

show interface cable
ケーブル インターフェイスの現在の設定およびステータスを表示するには、特権 EXEC モードで
show interface cable コマンドを使用します。
show interface cable slot/port [options]

シンタックスの説明

例

slot/port

Cisco CMTS シャーシのスロット番号およびダウンストリーム ポート番号を
特定します。

options

ケーブル固有のオプションについては、Cisco.com の『Cisco Broadband Cable
Command Reference Guide』の該当するコマンド リファレンス ページを参照し
てください。

次の例は、スロット 1/ ポート 0 に搭載されている CM を指定した場合の show interface cable コマ
ンドの出力を示します。
Router# show interface cable 5/0/0
Cable5/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is BCM3210 FPGA, address is 00e0.1e5f.7a60 (bia 00e0.1e5f.7a60)
Internet address is 1.1.1.3/24
MTU 1500 bytes, BW 27000 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation, loopback not set, keepalive not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 4d07h, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of “show interface” counters never
Queuing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
10908 packets input, 855000 bytes, 0 no buffer
Received 3699 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
3 input errors, 3 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
5412 packets output, 646488 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 13082 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
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show interface cable sid

show interface cable sid
CM の SID を表示するには、特権 EXEC モードで show interface cable sid コマンドを使用します。
show interface cable x/y sid [counters | qos] [verbose]

シンタックスの説明

例

x/y

slot/port 形式で、Cisco CMTS シャーシのスロット番号およびダウンストリー
ム ポート番号を特定します。有効値は 3 〜 6 です。

sid

サービス ID 番号です。

counters

SID ごとの使用カウンタの値を表示します。11.3(6)NA リリースより前の stats
キーワードと同じです。

qos

各 SID が受信した QoS 特性を表示します。

verbose

詳細情報を表示します。

次の出力例は、show interface cable sid コマンドのコマンド形式の 1 つを示しています。
Router# show int c4/0/0 sid
Sid
5
6
7
8
9

Prim

MAC Address IP Address Type Age

0010.7b6b.58c1
0010.7bed.9dc9
0010.7bed.9dbb
0010.7b6b.58bb
0010.7b6b.58bb

10.20.114.34
10.20.114.37
10.20.114.38
10.20.114.112
10.20.114.112

stat
stat
stat
stat
dyna

Admin

2d1h36menable
2d1h36menable
2d1h36menable
2d1h34menable
2d1h34menable

Sched Sfid
State
Type
BE
1
BE
13
BE
15
BE
17
BE
19

詳しい説明、例、コマンド履歴、および関連コマンドについては、Cisco.com の『Cisco Broadband
Cable Command Reference Guide』を参照してください。
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show cable modulation-profile

show cable modulation-profile
Cisco CMTS の変調プロファイルグループ情報を表示するには、特権 EXEC モードで show cable
modulation-profile コマンドを使用します。
show cable modulation-profile [profile] [iuc-code]

（注）

シンタックスの説明

show cable modulation-profile コマンドは、以前の show cable burst-profile コマンドに代わるもので
す。

profile

（任意）プロファイル番号。有効値は 1 〜 8 です。

iuc-code

（任意）内部使用コード。有効オプションは次のとおりです。
initial ― 初期レンジングバースト
long ― 長期許可バースト
reqdata ― 要求 / データバースト
request ― 要求バースト
short ― 短期許可バースト
station ― ステーション レンジング バースト

例

show cable modulation-profile コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modulation-profile 1
Mo IUC

Type

Preamb Diff FEC
length enco T

FEC
CW
bytes

1
1
1
1

request
initial
station
short

qpsk
qpsk
qpsk
qpsk

64
128
128
72

no
no
no
no

0x0
0x5
0x5
0x5

0x10
0x22
0x22
0x4B

Scrambl Max
seed
B
size
0x152
0x152
0x152
0x152

1
0
0
0

Guard Last Scrambl Preamb
time CW
offset
size size short
8
48
48
8

no
no
no
no

yes
yes
yes
yes

56
0
0
48

詳しい説明、例、コマンド履歴、および関連コマンドについては、Cisco.com の『Cisco Broadband
Cable Command Reference Guide』を参照してください。
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ヘッドエンド CM によるダウンストリーム信号の確認
Cisco uBR924 cable access modem を使用して、Cisco uBR10012 ルータから発信されたダウンストリー
ム信号を確認することができます。Cisco uBR924 が、DOCSIS CM 仕様に従って設定されているこ
とを確認してください。
Cisco uBR924 を使用して、Cisco uBR10012 ルータから発信されたダウンストリーム信号を確認する
には、次の作業を行います。

ステップ 1

Cisco uBR924 を稼働し、0 〜 +5 dBmV の入力信号を受信している状態で、show controller c0 tuner
コマンドを使用します。

ステップ 2

出力を調べ、SNR 推定値変数に対応する値を確認します。この値が 35 dB 以上であれば、信号は最
適化されています。値が 35 dB 未満の場合には、ケーブルヘッドエンドのアップコンバータを調整
してください。

ヒント

ヘッドエンドに設置された CM の SNR 推定値は、35 〜 39 dB でなければなりません。表示される
実値は CM によって異なりますが、同じ CM で測定される値は常に一定になります。SNR を最大値
にすることによって、CM の信頼性とサービス品質が最適化されます。
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振幅の平均化

振幅の平均化
Cisco uBR10012 ルータでは、平均化アルゴリズムを使用して、CNR が小さいために過度の電力調
整（フラッピング）が行われている CM について、最適なパワーレベルを決定します。フラッピン
グ CM が削除されるのを防ぐため、Cisco uBR10012 ルータは、設定可能な RNG-REQ メッセージ数
を平均化してから、電力調整を行います。潜在的に不安定なリターンパスを補正することによって、
Cisco uBR10012 ルータは、対象となる CM との接続を維持します。ただし、このような電力調整
は、不安定なリターンパス接続を示していると解釈できます。
show cable flap-list コマンドおよび show cable modem コマンドが拡張され、Cisco uBR10012 ルータ
が電力調整を行っているパス、および送信パワーが最大値に達しているモデムを判別できるように
なりました。このような状況は不安定なパスを示しているので、補正する必要があります。
show cable flap-list コマンドの出力例を示します。
Router# show cable flap-list
MAC Address
Upstream
Ins
0010.7bb3.fd19 Cable5/0/0/U1 0
0010.7bb3.fcfc Cable5/0/0/U1 0
0010.7bb3.fcdd Cable5/0/0/U1 0

Hit

Miss CRC
2792 281
0
19
4
0
19
4
0

P-Adj Flap Time
*45
58
Jul 27 16:54:50
!43
43
Jul 27 16:55:01
*3
3
Jul 27 16:55:01

アスタリスク（*）は、CMTS がこのモデムに電力調整を適用していることを示しています。感嘆
符（!）は、モデムの送信パワーが最大値に達していることを示しています。
次に、show cable modem コマンドの出力例を示します。
Router# show cable modem
MAC Address
IP Address

I/F

0050.04f9.edf6
0050.04f9.efa0
0030.d002.41f5
0030.d002.4177
0030.d002.3f03
0050.04f9.ee24
0030.d002.3efd
0030.d002.41f7
0050.04f9.eb82
0050.f112.3327
0030.d002.3f8f
0001.64f9.1fb9
0030.d002.417b
0090.9600.6f7d
0010.9501.ccbb

C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0
C7/1/0/U0

10.44.51.49
10.44.51.48
10.44.51.147
10.44.51.106
10.44.51.145
10.44.51.45
10.44.51.143
10.44.51.140
10.44.51.53
10.44.51.154
10.44.51.141
10.44.51.55
10.44.51.146
10.44.51.73
10.44.51.123

MAC
State
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online

Prim RxPwr
Sid (db)
1
-0.50
2
-0.50
3
-0.25
4
-0.50
5
0.25
6
-1.00
7
-0.25
8
0.00
9
-0.50
10 0.25
11 0.00
12 0.00
13 0.50
14 0.00
15 0.25

Timing
Offset
3757
3757
3829
3798
3827
3757
3827
3814
3756
3792
3806
4483
3812
4071
3691

Num
CPEs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BPI
Enbld
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

show cable modem コマンドの出力にあるアスタリスク（*）は、CMTS がこの CM に電力調整を適
用していることを示しています。感嘆符（!）は、CM の送信パワーが最大値に達していることを示
しています。
ここでは、振幅の平均化に関するコマンドについて説明します。
•

cable upstream power-adjust noise

•

cable upstream frequency-adjust averaging
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電力調整のイネーブル化およびディセーブル化
電力調整機能をイネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで cable
upstream power-adjust コマンドを使用します。電力調整機能をディセーブルにするには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
cable upstream n power-adjust {threshold [threshold #] | continue [tolerable value] | noise [% of power
adjustment]}
no cable upstream power-adjust

シンタックスの説明

（注）

注意

（注）

構文

説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。

threshold #

電力調整スレッシュホールドを指定します。スレッシュホールドの範
囲は 0 〜 10 dB です。デフォルト値は 1 dB です。

tolerable value

RNG-RSP のステータスを CONTINUE または SUCCESS に設定すると
きの基準値を指定します。有効範囲は 2 〜 15 dB です。デフォルト値
は 2 dB です。

% of power adjustment

標準電力調整方式からノイズ電力調整方式へ切り替えるために必要
な、電力調整パケットの割合を指定します。有効範囲は 10 〜 100% で
す。デフォルト値は 30% です。

スレッシュホールドのデフォルト値は、1 dB です。許容値のデフォルトは、2 dB です。電力調整
は 30% です。

システム動作にはデフォルトの設定値が適しています。振幅の平均化は自動的に行われます。一般
的に、値を調整することは推奨できません。ただし、CM のフラッピングが発生した場合は、ケー
ブルプラントの整備を推奨します。

状況に応じて、一部の値を調整する必要があります。
最大パワーレベルに達したことが原因で、CM がレンジングを完了できない場合、tolerable value の
CONTINUE フィールドをデフォルトの 2 dB より大きい値に設定してください。[C] バージョンの
ケーブル インターフェイス ラインカードでは 10 dB より大きい値、FPGA バージョンでは 5 dB よ
り大きい値は推奨できません。
フラップリスト表示で電力調整の回数が多い CM でも、[noisy] として検出されていない場合は、
[noisy] の割合を引き下げてください。また、不必要に [noisy] とみなされる CM が多すぎる場合は、
[noisy] の割合を引き上げてください。

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
OL-1520-05-J

6-15

第6章

システムのトラブルシューティング

振幅の平均化

電力調整に影響する周波数スレッシュホールドの設定
周波数スレッシュホールドの設定によって電力調整方式を制御するには、インターフェイス コン
フィギュレーション モードで cable upstream freq-adj averaging コマンドを使用します。電力調整
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 upstream n freq-adj averaging % of frequency adjustment
no cable upstream freq-adj averaging

シンタックスの説明

構文

説明

n

アップストリーム ポート番号を指定します。

averaging

調整方式を標準電力調整方式からノイズ電力調整方式へ切り替えるに
は、一定の割合の周波数調整パケットが必要であることを指定します。

% of frequency adjustment

標準電力調整方式からノイズ電力調整方式へ切り替えるために必要
な、周波数調整パケットの割合を指定します。有効範囲は 10 〜 100%
です。

周波数調整パケットカウントが 50% に達したときに、電力調整方式を切り替える例を示します。
Router(config-if)# cable upstream 0 freq-adj averaging 50
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ダウンストリーム テスト信号の設定
この機能に備わっているコンフィギュレーション コマンドを使用することにより、ダウンストリー
ム テスト信号を生成できます。現在、Pseudo Random Bit Stream（PRBS; 擬似ランダム ビット スト
リーム）テスト信号と無変調搬送波テスト信号の両方がサポートされています。
PRBS テスト信号は、実際のデータストリームのように認識される、変調されたランダム データ パ
ターンです。無変調テスト信号は、ダウンストリーム伝送上で搬送波のように認識される、連続す
る正弦波です。
PRBS および無変調搬送波テスト信号を生成するには、次の作業が必要です。
• 「無変調テスト信号の設定」
（p.6-17）
• 「PRBS テスト信号の設定」（p.6-17）
• 「テスト信号出力の確認」（p.6-17）

無変調テスト信号の設定
コマンド

目的

ステップ 1

Router(config-if# cable downstream if-output
continuous-wave

ダウンストリーム チャネル上で無変調連続波信号
を生成します。インターフェイスはシャットダウン
されます。

ステップ 2

Router(config-if# no cable downstream
if-output

テスト信号の送信を中止します。
（注）

通常の動作が再開されるように、インター
フェイスを再びイネーブルにすることを忘
れないでください。

PRBS テスト信号の設定
コマンド

目的

ステップ 1

Router(config-if# cable downstream if-output
prbs

ダウンストリーム チャネル上で、PRBS テスト信号
を生成します。インターフェイスはシャットダウン
されます。

ステップ 2

Router(config-if# no cable downstream
if-output

テスト信号の送信を中止します。
（注）

通常の動作が再開されるように、インター
フェイスを再びイネーブルにすることを忘
れないでください。

テスト信号出力の確認
連続波テスト信号の出力または PRBS テスト信号の出力を確認するには、ダウンストリーム チャネル
上でスペクトルアナライザを使用します。ダウンストリーム搬送波はデフォルトでイネーブルです。
標準動作モードは、変調された信号出力で、インターフェイスはアクティブです。PRBS および連
続波出力の場合は、選択したインターフェイスがシャットダウンされます。
no cable downstream if-output コマンドの機能は変更されていません。インターフェイスはシャット
ダウンされます。
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応答のない CM への ping の実行
CM への ping の実行
Ping DOCSIS は、シスコの特許申請中の機能です。この機能により、ケーブルシステム管理者は、
Cisco uBR10012 ルータとケーブル インターフェイス間のチャネルの状態を素早く診断することが
できます。1/64（IP ping の帯域）を使用し、IP アドレスを持たない CM にも適用できます。そのた
め、登録に失敗したり、内部バグがあったり、クラッシュのため応答できなかったりする CM に対
して、ping を実行できます。
Ping DOCSIS 情報には、要求した電力調整のリアルタイム情報とプロット、および最適なヘッドエ
ンド受信パワーの測定値が含まれています。これにより、ケーブル事業者は、ケーブル インター
フェイスに対して、定期的なレンジング要求を決まった回数（ユーザ側で設定可能）だけ送るよう
に要請できます。
特定のケーブル インターフェイスに ping を実行して、その CM がオンラインかどうかを調べるに
は、EXEC モードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

Router# ping docsis addr

特定の MAC アドレスまたは IP アドレスを持つ CM に ping を送
信し、その CM がオンラインかどうかを調べます。

ping の確認
ping docsis コマンドを実行すると、ping の宛先の CM から確認が返されます。
Queuing 5 MAC-layer station maintenance intervals, timeout is 25 msec:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)

ヒント

問題がある場合は、ping の宛先ケーブル インターフェイスの MAC アドレスまたは IP アドレスを
正しく指定しているかどうかを確認してください。
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ケーブル インターフェイスの debug コマンド
ケーブル インターフェイスのトラブルシューティングを実行するには、イネーブル（特権 EXEC）
モードで次の debug コマンドを使用します。
コマンド

目的

debug cable ?

使用できるすべての debug cable コマンドを表示します。

undebug all

コンソールへのデバッグ情報の出力をすべて停止し、特定の debug コマンド
を選択します。
（注）

注意

以降の debug コマンドを参照してください。

次に紹介するコマンドは、CM 数が増加するにしたがって、大量の出力を生成する可能性がありま
す。数千個の CM で構成される負荷の大きいシステムの場合、これらの debug コマンドによって
ルータのパフォーマンスが大きく低下することがあります。

debug cable arp
ケーブル インターフェイスでの Address Resolution Protocol（ARP）要求のデバッグをアクティブに
するには、特権 EXEC モードで debug cable arp コマンドを使用します。ARP 要求のデバッグを非
アクティブにするには、このコマンドの no 形式を使用します。
debug cable arp
このコマンドをアクティブにすると、
すべてのケーブル ARP 要求メッセージがCisco uBR10012 ルー
タのコンソールに表示されます。

debug cable error（MAC プロトコルエラー用）
ケーブル MAC プロトコル内で発生するエラーを表示するには、特権 EXEC モードで debug cable
error 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 error
no debug cable error
このコマンドをアクティブにすると、
すべてのケーブル ARP 要求メッセージがCisco uBR10012 ルー
タのコンソールに表示されます。このコマンドをアクティブにすると、Cisco uBR10012 ルータのコ
ンソールに、ケーブル MAC プロトコルに関するエラーが表示されます。

debug cable keyman（ベースライン プライバシ アクティビティ用）
Key Encryption Key（KEK; 鍵暗号化鍵）および Traffic Encryption Key（TEK; トラフィック暗号化鍵）
BPI 鍵管理のデバッグをアクティブにするには、特権 EXEC モードで debug cable keyman 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 keyman
no debug cable keyman
このコマンドをアクティブにすると、
KEK 鍵および TEK 鍵に関するすべての動作がCisco uBR10012
ルータのコンソールに表示されます。
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debug cable mac-messages
ダウンストリーム RF 信号を生成して暗号化するケーブル MAC で生成されるメッセージのデバッ
グをアクティブにするには、特権 EXEC モードで debug cable mac-messages コマンドを使用します。
ケーブル MAC メッセージのデバッグを非アクティブにするには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
debug cable mac-messages
no debug cable mac-messages
このコマンドをアクティブにすると、Cisco uBR7200 シリーズのコンソールに、ケーブル MAC で
生成されるメッセージが表示されます。

debug cable map
マップ デバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで debug cable map 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 map sid [sid-num]
no debug cable map

debug cable phy
ケーブル PHY で生成されるメッセージのデバッグをアクティブにするには、特権 EXEC モードで
debug cable phy コマンドを使用します。ケーブル PHY のデバッグを非アクティブにするには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
debug cable phy
no debug cable phy
ケーブル PHY は、Cisco uBR10012 ルータと HFC ネットワークの間のアップストリーム / ダウンス
トリーム アクティビティを制御する物理レイヤです。このコマンドをアクティブにすると、Cisco
uBR10012 ルータのコンソールに、ケーブル PHY で生成されるメッセージが表示されます。

debug cable privacy（ベースライン プライバシ用）
ベースライン プライバシのデバッグをアクティブにするには、特権 EXEC モードで debug cable
privacy 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 privacy
no debug cable privacy

debug cable qos
QoS のデバッグをアクティブにするには、特権 EXEC モードで debug cable qos コマンドを使用し
ます。QoS のデバッグを非アクティブにするには、このコマンドの no 形式を使用します。
debug cable qos
no debug cable qos
このコマンドをアクティブにすると、Cisco uBR10012 ルータのコンソールに、QoS パラメータ関連
メッセージが表示されます。
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debug cable range（レンジングメッセージ用）
HFC ネットワーク上のケーブル インターフェイスからのレンジングメッセージのデバッグをアク
ティブにするには、特権 EXEC モードで debug cable range コマンドを使用します。ケーブル イン
ターフェイス レンジングのデバッグを非アクティブにするには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
debug cable range
no debug cable range
このコマンドをアクティブにすると、ケーブル インターフェイスがアップストリーム周波数を要求
または変更したときに生成されるレンジングメッセージが、Cisco uBR10012 ルータのコンソールに
表示されます。

debug cable receive（アップストリーム メッセージ用）
ケーブル インターフェイスからのアップストリーム メッセージのデバッグをアクティブにするに
は、特権 EXEC モードで debug cable receive コマンドを使用します。アップストリーム メッセージ
のデバッグを非アクティブにするには、このコマンドの no 形式を使用します。
debug cable receive
no debug cable receive
こ の コマ ン ド を アク テ ィ ブに す る と、ケ ー ブル イ ン ター フ ェ イス に よ っ て生 成 さ れ、Cisco
uBR10012 ルータに送信されるメッセージがすべて、このルータのコンソールに表示されます。

debug cable reg（モデム登録要求用）
HFC ネットワーク上のケーブル インターフェイスからの登録要求のデバッグをアクティブにする
には、特権 EXEC モードで debug cable reg コマンドを使用します。ケーブル登録のデバッグを非ア
クティブにするには、このコマンドの no 形式を使用します。
debug cable reg
no debug cable reg
このコマンドをアクティブにすると、ケーブル インターフェイスがネットワークへの接続要求時に
生成するメッセージが Cisco uBR10012 ルータのコンソールに表示されます。

debug cable reset（リセットメッセージ用）
HFC ネットワーク上のケーブル インターフェイスからのリセットメッセージのデバッグをアク
ティブにするには、特権 EXEC モードで debug cable reset コマンドを使用します。ケーブル リセッ
ト メッセージのデバッグを非アクティブにするには、このコマンドの no 形式を使用します。
debug cable reset
no debug cable reset
このコマンドをアクティブにすると、ケーブル インターフェイスによって生成されるリセットメッ
セージが Cisco uBR10012 ルータのコンソールに表示されます。
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debug cable specmgmt（スペクトル管理用）
HFC ネットワーク上のスペクトル管理（周波数アジリティ）のデバッグをアクティブにするには、
特権 EXEC モードで debug cable specmgmt コマンドを使用します。ケーブルスペクトル管理のデ
バッグを非アクティブにするには、このコマンドの no 形式を使用します。
debug cable specmgmt
no debug cable specmgmt
このコマンドをアクティブにすると、Cisco uBR10012 ルータのコンソールに、スペクトルグループ
の動作に関するメッセージが表示されます。スペクトル グループ アクティビティは、スペクトル
グループに対する追加または変更の場合もあれば、スペクトルグループによって制御される周波数
またはパワーレベルの変更の場合もあります。

debug cable startalloc（チャネル割り当て用）
HFC ネットワーク上のチャネル割り当てのデバッグをアクティブにするには、特権 EXEC モードで
debug cable startalloc コマンドを使用します。ケーブル チャネル割り当てのデバッグを非アクティ
ブにするには、このコマンドの no 形式を使用します。
debug cable startalloc
no debug cable startalloc
このコマンドをアクティブにすると、HFC ネットワーク上のケーブル インターフェイスに対して
チャネルが割り当てられた時に生成されるメッセージが、Cisco uBR10012 ルータのコンソールに表
示されます。

debug cable transmit（CMTS 伝送用）
HFC ネットワークでの Cisco uBR10012 ルータからの伝送のデバッグをアクティブにするには、特
権 EXEC モードで debug cable transmit コマンドを使用します。ケーブル伝送のデバッグを非アク
ティブにするには、このコマンドの no 形式を使用します。
debug cable transmit
no debug cable transmit
このコマンドをアクティブにすると、ヘッドエンドで生成されるメッセージが、Cisco uBR10012
ルータのコンソールに表示されます。

debug cable ucc（アップストリーム チャネル変更メッセージ用）
ケーブル インターフェイスが新しいチャネルを要求したとき、またはケーブル インターフェイス
に新しいチャネルが割り当てられたときに生成される、Upstream Channel Change（UCC; アップスト
リーム チャネル変更）メッセージのデバッグをアクティブにするには、特権 EXEC モードで debug
cable ucc コマンドを使用します。ケーブル UCC のデバッグを非アクティブにするには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
debug cable ucc
no debug cable ucc
このコマンドをアクティブにすると、Cisco uBR10012 ルータのコンソールに、UCC に関するメッ
セージが表示されます。
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debug cable ucd（アップストリーム チャネル ディスクリプタ メッセージ用）
Upstream Channel Descriptor（UCD; アップストリーム チャネル ディスクリプタ）メッセージのデ
バッグをアクティブにするには、特権 EXEC モードで debug cable ucd コマンドを使用します。ケー
ブル UCD のデバッグを非アクティブにするには、このコマンドの no 形式を使用します。
debug cable ucd
no debug cable ucd
UCD メッセージには、アップストリーム チャネル特性に関する情報が含まれ、HFC ネットワーク
上の CM に送信されます。拡張アップストリーム チャネルを使用するように設定された CM は、こ
の UCD メッセージに基づいて、使用すべき拡張アップストリーム チャネルを識別して選択します。
このコマンドをアクティブにすると、Cisco uBR10012 ルータのコンソールに UCD に関するメッ
セージが表示されます。
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A

DOCSIS および CMTS のアーキテク
チャの概要
この付録では、Cisco uBR10000 シリーズ Cable Modem Termination System（CMTS; ケーブル モデム
ターミネーション システム）の機能およびパフォーマンスに重点をおいて、DOCSIS の全般的な
アーキテクチャと拡張機能の概要を説明します。
• 「DOCSIS 仕様の要約」
（p.A-2）
• 「CMTS トラフィック処理」（p.A-7）
DOCSIS の概要および機能についての包括的な説明は、Cisco.com の次のマニュアルを参照してくだ
さい。
• 『DOCSIS 1.1 for Cisco uBR7200 Series Universal Broadband Routers』
• 『Cable FAQs』

（注）

このマニュアルの発行時には、DOCSIS 1.1 仕様の作業はまだ完了していませんでした。この資料
では、http://www.cablemodem.com/specifications.html にある DOCSIS 1.0 および 1.1 仕様を引用して
います。

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
OL-1520-05-J

A-1

付録 A

DOCSIS および CMTS のアーキテクチャの概要

DOCSIS 仕様の要約

DOCSIS 仕様の要約
データは北米 DOCSIS 仕様に基づいて変調および復調されます。この仕様では、ダウンストリーム
6 MHz チャネルの範囲は 54 〜 860 MHz、アップストリームの範囲は 5 〜 42 MHz です。ケーブル
インターフェイスは、EIA-S542 準拠の STD（標準）、Harmonic Related Carrier（HRC）、または
Incremental Related Carrier（IRC）の各周波数プランを使用する NTSC チャネル運用をサポートしま
す。
NTSC では、6 MHz 幅の変調信号を 25 フレーム / 秒および 525 本 / フレームのインターレース フォー
マットで使用します。NTSC は、ドイツ、英国、オランダ、オーストラリア、その他で使用する
Consultive Committee for International Radio（CCIR）標準 M. PAL と互換性があります。

（注）

Cisco 6 MHz 製品は、Cisco 8 MHz ケーブルプラントで使用できます。ただし、27 Mbps の最大ダウ
ンストリーム帯域幅で動作し、利用できるチャネル幅のうちの 2 MHz は無視されます。また、アッ
プストリームのチャネル選択は、42 MHz 未満の範囲に限定されます。

DOCSIS RF 仕様では、CMTS と CM（または STB 内蔵 CM）間の RF 通信経路が定義されています。
DOCSIS RF 仕様では、物理レイヤ、リンクレイヤ、およびネットワークレイヤの観点から、通信イ
ンターフェイスが定義されています。この仕様には、出力レベル、周波数、変調、符号化、多重化、
およびコンテンション制御に関する仕様が含まれています。シスコシステムズは、すべての DOCSIS
エラー訂正符号化、変調タイプ、フォーマットをサポートし、DOCSIS Annex B 動作をサポートす
る製品を提供しています。

DOCSIS NTSC ケーブルプラントの概要
北米のチャネルプランをサポートする DOCSIS 準拠のケーブルプラントでは、ITU J.83 Annex B RF
を使用します。図 A-1 に、DOCSIS 双方向アーキテクチャを示します。
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図 A-1

DOCSIS 双方向アーキテクチャ

RF
1
2

Telco
PSTN

CMTS
Cable Modem
Termination System
50

860 MHz
NTSC
5 42MHz
NTSC

Tx
Rx

WAN
RF

WAN

DOCSIS
Data Over
Cable Service
Specification

Telco

Telco

34972

RF

大規模なケーブル会社は通常、次のケーブル会社機構間でインターネットデータ、音声、ビデオを
伝送する高速光ファイババックボーンを導入しています。
•

地域の処理センター

•

ヘッドエンド

•

ハブ

光ファイババックボーンは、OC-3 〜 OC-48（155 〜 2488 Mbps）Synchronous Optical Network（SONET;
光同期伝送網）または Asynchronous Transfer Mode（ATM; 非同期転送モード）リングで構成できま
す。バックボーン ネットワークは、Public Switched Telephone Network（PSTN; 公衆交換電話網）を
含めた他のネットワーク、他のケーブル システム バックボーン、または複数の ISP が使用するパ
ブリックなインターネット インターコネクト ポイントに接続できます。
CMTS MAC ドメインには、通常、1 つまたは複数のダウンストリームパスおよび 1 つまたは複数の
アップストリームパスが含まれます。CMTS の構成に応じて、1 つのケーブル インターフェイス ラ
イン カードにダウンストリームを設定し、別のカードにアップストリームを設定するように CMTS
MAC ドメインを定義することができます。また、各ケーブル インターフェイス ライン カードに 1
つまたは複数の CMTS MAC ドメインを定義できます。
シスコシステムズでは、ヘッドエンドの内部ネットワーク内のバックボーンとイーサネット間で、
対話型トラフィックをルーティングする高速ルータを提供しています。シグナリング プロトコルに
より、トラフィックを転送するためのルーティングテーブルを自動生成して保守し、障害を通知し
てネットワーク内で再ルーティングを行うなど、トラフィックを最適にルーティングするために必
要なネットワーク インテリジェンスが提供されます。
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BGP での QoS ポリシー伝達
Border Gateway Protocol（BGP）は通常、ケーブル事業者の地域ネットワークと外部ネットワーク間
で動作し、異なるネットワーク間でルーティング情報を交換できるようにします。Open Shortest Path
First（OSPF）プロトコルは通常、地域ネットワークで使用されます。DOCSIS NTSP ケーブルプラ
ントの場合の BGP の詳細については、
「DOCSIS NTSC ケーブルプラントの概要」
（p.A-2）を参照し
てください。
ポリシー伝達（Policy Propagation）機能は BGP 属性を利用するパケット分類機能で、BGP ルーティ
ング アップデートにより宛先ベースのパケット分類ポリシーを大規模ネットワーク全体に伝達す
る、優れた適応性のある手段です。
IP 優先順位クラスまたは QoS グループ ID を BGP の community 値と対応づけ、次に顧客がネット
ワーク管理者から購入したサービスクラスに基づく、該当する community 値で顧客のプレフィクス
にタグを付けます。
次に、標準の BGP プロトコル動作ではパスが選択され、community 値が対応する IP 優先順位クラ
スにマップされ、対応するルーティング プレフィクスと共に高速転送テーブルに組み込まれます。
それ以降、選択された宛先プレフィクスに高速転送されたパケットには、該当する IP 優先順位値
でタグが付けられます。このように、パケット分類ポリシーは、多数のルータごとに複雑なアクセ
スリストを作成および配置することなく、BGP を介して段階別に伝達されます。これによって重要
な顧客へのリターン トラフィックがネットワークによって重要トラフィックとして処理されます。

DOCSIS 対応ダウンストリーム信号の概要
ダウンストリーム信号は、使用する cable interface カード、ケーブルプラント、およびデータの重要
性に基づいて、QAM 64 または QAM 256 の QAM で変調されます。DOCSIS では、CMTS と CM（ま
たは STB 内蔵 CM）間の通信について、メッセージタイプとデータタイプを定義しています。CM
はすべて、自身が登録されているダウンストリーム チャネル上で伝送される全フレームを待ち受
け、宛先が装置または CM のサポートデバイスと一致するフレームを受け付けます。
Cisco uBR10000 シリーズ CMTS は、Protocol Independent Multicast（PIM）、Distance Vector Multicast
Routing Protocol（DVMRP）、Internet Group Management Protocol（IGMP）などの標準プロトコルを
使用するマルチキャストグループをサポートし、マルチキャスト ストリームを指定されたダウンス
トリーム CM または STB に転送するのか、またはマルチキャスト ルーティング ピアに転送するの
かを判別します。
Cisco uBR10000 シリーズのソフトウェアは、ネットワーク上のすべての CM に対して、MAC 割り
当ておよび管理メッセージ（別名 MAP）を定期的に送信し、特定時間内のチャネル伝送のアベイ
ラビリティを定義します。MAP は固定レートです（2 ミリ秒間隔で送信されます）。
SID に関連して、それぞれ異なる伝送インターバルが定義されます。SID は、伝送デバイスを定義
し、デバイス ID およびサービス管理クラスを設定します。インターバルの間に許可される伝送タ
イプは、ソフトウェアによって定義されます。
CMTS のシステム管理者は通常、CM が必要とするサービスクラスに応じて、1 つの CM に 1 つま
たは複数の SID を割り当てます。各 MAP は、特定のアップストリーム チャネルに関連づけられま
す。SID の構想では、複数のデータフローがサポートされ、IP バックボーンの QoS 機能を CMTS
まで拡張するプロトコルを使用できます。CMTS は、パケットの送受信に与えられる時間をスケ
ジューリングし、定義されている場合は、QoS に合わせて IP パケットヘッダーの ToS フィールド
を操作します。
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（注）

Cisco IOS Release 12.2XF のソフトウェアは DOCSIS 1.0 拡張をサポートしているので、同様に
DOCSIS 1.0 拡張をサポートしている DOCSIS 1.0 準拠の CM またはケーブル RF CPE デバイス
（Cisco uBR924 ケーブル アクセス ルータまたは Cisco uBR910 ケーブル データ サービス ユニットな
ど）と相互運用できます。

DOCSIS 1.0 拡張は、CMTS が音声対応 CM に送信する MAP ファイルにインテリジェンスを組み込
み、ジッタおよび遅延に対処します。拡張仕様では、CMTS と CM の間の固定ビットレート形式の
ストリームの作成に使用される非送信請求の許可をサポートします。これは、アップストリームを
伝送するには、先に CM の要求が CMTS から許可される一般のデータ アプリケーションとは対照
的です。

DOCSIS 準拠アップストリーム信号の概要
アップストリーム チャネルの特性は、CMTS に対して送信する多数の CM（または STB 内蔵 CM）
によって決まります。これらの信号は通常、バーストモードで伝送されます。アップストリーム
チャネルにはタイムスロット（時間枠）が設定されます。
CMTS はタイムスロットを提供し、各アップストリーム時間の運用を制御します。CMTS は、ダウ
ンストリームのブロードキャスト MAP メッセージでミニスロット構造の標準マッピングを送信し
ます。CMTS は、すべての CM が使用できるコンテンション ブロードキャスト スロットを割り当
て、さらに、特定の CM からのユニキャストまたは非コンテンション データ用にアップストリーム
ミニスロットを割り当てます。
CMTS は、アップストリーム上に 2 つの基本タイプのコンテンション スロットを割り当てます。
•

CM がネットワークに加入するために初期化フェーズで使用する初期レンジング スロット。
CMTS はこのタイプのスロットを使用する CM から初期レンジング要求を受け取ると、以後、
稼働している他の CM と共に、この CM をユニキャストの非コンテンション ステーション メ
ンテナンス スロットでポーリングします。

•

非コンテンション モードでアップストリーム データを送信するときに、CMTS にデータ認可
を要求する目的で CM が使用する帯域要求ミニスロット。すべての CM はこのタイプのミニス
ロットを使用することによって、CMTS にデータ認可を要求できます。

初期レンジングスロットのストリームと帯域要求ミニスロットのストリームは、アップストリーム
で 2 つの独立したコンテンション サブチャネルを形成します。Cisco IOS Release 12.2XF のソフト
ウェアは、
「MAP 単位のダイナミック帯域要求ミニスロット」アルゴリズムを使用して、初期レン
ジングおよび帯域要求に対応するコンテンション スロットのレートを動的に制御します。CMTS は
共通アルゴリズムを使用して、2 つのアップストリーム コンテンション サブチャネル内で CM が使
用するバックオフ パラメータを変更します。CMTS はこれらのアルゴリズムにより、スロット式
アップストリームに割り当てる初期レンジングスロットおよび帯域要求ミニスロットを動的に決
定します。
重大な電源障害後に電源が復旧すると、多数の CM が同時にネットワークに加入しようとします。
その結果、初期レンジング サブチャネル上でインパルスロードが発生します。この状況になると、
CM が迅速にネットワークに加入できるように、CMTS は初期レンジングスロットの周波数を増加
します。
アップストリームのデータの負荷が大きい場合、CMTS は不十分なアップストリーム チャネルの帯
域リソースを節約し、アップストリームの初期レンジングスロットの導入を控えます。CMTS は、
アクセス遅延を少なくするために、負荷が少ない状態で帯域要求ミニスロットをスケジューリング
します。アップストリームの負荷が大きくなると、CMTS はデータ許可を優先させるためにコンテ
ンションベースの要求ミニスロット数を減らし、要求スロット数を最小限に抑えます。
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（注）

システムはデフォルトで、自動ダイナミック レンジング インターバル アルゴリズムおよび自動ダ
イナミック レンジング バックオフがイネーブルに設定され、ケーブル インターフェイスの各アッ
プストリームにデータバックオフが設定されます。ダイナミック コンテンション アルゴリズムを
設定するコマンドは、次のとおりです。
[no] cable insertion-interval [automatic [Imin [Imax]] in msecs
[no] cable upstream port number range backoff [automatic] | [start | end]
[no] cable upstream port number data-backoff [automatic] | [start | end]

注意

一般的に、デフォルト値を変更することは推奨できません。どうしても変更しなければならない場
合は、必ず、訓練を受けた担当者が行ってください。

Cisco uBR10000 シリーズは、すべての CM に対して、定期的に Upstream Channel Descriptor（UCD）
メッセージをブロードキャストします。これらのメッセージには、アップストリーム周波数、シン
ボルレートおよび変調方式、FEC パラメータ、他の物理レイヤ値などのアップストリーム チャネル
特性が定義されています。
アップストリーム信号は、QPSK または QAM を使用して復調されます。QPSK では、信号搬送波
の位相で情報が伝達されるのに対して、QAM では位相と振幅の両方を使用して情報が伝達されま
す。

ヒント

ケーブルプラントがイングレスまたはノイズの影響を受けやすい場合は、データの重要性に基づい
て、QPSK を使用することを推奨します。20 MH ｚ 未満の周波数はノイズが発生しやすいので、シ
ンボルレートを低くしなければならないことがあります。周波数が高いほどサポートされるレート
も高くなるので、この場合には、QAM 変調を使用します。

DOCSIS 双方向サーバ要件の概要
ネットワーク上で DOCSIS 1.0 準拠の CM をサポートするには、TFTP サーバ、DHCP サーバ、およ
び ToD サーバが必要です。DOCSIS 1.0 準拠の CM は、これらのサーバが利用できない場合は起動
しません。
ログサーバおよびセキュリティサーバは、CM の設定および運用には必要ではありません。ログサー
バまたはセキュリティサーバが存在しない場合、CM は警告メッセージを生成しますが、起動が停
止することはなく、正常に動作します。
ToD サーバおよび TFTP サーバは、RFC 868 および RFC 1350 の標準インターネット実装仕様です。
UNIX ベースのオペレーティング システムを実行しているコンピュータの多くは、標準ソフトウェ
ア機能として、ToD サーバと TFTP サーバを装備しています。通常、ToD サーバは UNIX inetd に組
み込まれているので、追加設定は不要です。TFTP サーバは、標準ソフトウェアでは通常ディセー
ブルになっていますが、inetd.conf ファイルを書き換えることによってイネーブルに設定できます。
Microsoft NT サーバソフトウェアには、サービス コントロール パネルでイネーブルに設定できる
TFTP サーバが含まれています。Microsoft NT には、ToD サーバは含まれていません。いくつかの
サイトから、Microsoft NT 対応 ToD サーバのパブリック ドメイン バージョンをダウンロードする
ことができます。設定については、第 3 章「Cisco uBR10012 ルータのケーブル インターフェイス機
能の設定」を参照してください。
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CMTS トラフィック処理
アップストリーム データを確実に送信することは、重要な問題です。しっかりしたアップストリー
ム アーキテクチャを設計するには、システムパラメータのバランスをとり、加入者データ要件を設
定し、その要件をサポートするようにネットワークを設定する必要があります。
アップストリーム スペクトルは、ケーブルプラント間で大幅に変化します。安定したリターンパス
の維持方法もまた、イングレスノイズおよびインターフェイスのパターンやレベルの変更に応じて
異なります。ケーブルプラントの一般的な問題には、次のものが挙げられます。
•

EMI

•

サーマルノイズ

•

Carrier to Noise（C/N; 搬送波対雑音比）不均衡

•

漏洩信号の干渉

•

所定のチャネル周波数で発生するその他のチャネルによるイングレス

•

ケーブル装置の非直線性によるひずみ

•

混変調 ― 搬送波対周波数ひずみ

•

ハムおよび低周波数ひずみ

•

不適切な RF 増幅器チューニング

•

減衰器の誤った使用による非単位利得

•

低品質の加入者機器

•

CMTS から CM への範囲外信号出力

システムを設定する場合は、使用するファイバノード、CM または STB がサポートする必須サービ
ス、データの重要性、必要なパフォーマンス機能に基づいて、ダウンストリームおよびアップスト
リーム パラメータを設定します。
ケーブルプラントによってデータパフォーマンスが決まります。最小のコストでパフォーマンスお
よび機能を最大化するようにネットワークを設計し、加入者のデータ要件を満たします。システム
を熟知し、ネットワークの特性を決定したら、帯域幅の効率とアップストリーム チャネルの耐性と
の間のトレードオフを最大化するようにアップストリーム プロファイルを選択またはカスタマイ
ズします。たとえば、QAM 16 で QPSK と同じ Bit Error Rate（BER; ビットエラーレート）を達成す
るには、C/N 比を約 7 dB 高くする必要がありますが、QPSK の 2 倍の速度で情報を伝送できます。

（注）

ヒント

古いプラントおよび増幅器カスケード接続の長いプラントは、新しいプラントよりイングレスの影
響を受けやすくなります。このようなプラントではノイズや信号レベルの変動が大きくなります。

アップストリーム方向ではすべての増幅器に対する入力を同じパワーレベルに保ち、ダウンスト
リーム方向ではすべての増幅器の出力を同じパワーレベルに保つことを推奨します。これを単位利
得と呼びます。増幅器およびその他の機器を適切な周波数に調整してください。ケーブルプラント
の安定性の特性を評価して向上させるには、Cisco.com の
『Cisco uBR10000 Series Universal Broadband
Router Hardware Installation Guide』に記載されている手順に従ってください。

DOCSIS ケーブルプラントには、現在のサービスに基づいてサイズを調整する次のトラフィックグ
ループがあります。
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•

基本インターネット アクセス データ。非対称形です。非対称トラフィックは、一方向（ダウ
ンストリーム）で、他方向よりも高いデータレートをサポートします。

•

VoIP トラフィック。固定帯域幅を必要とし、レイテンシやジッタに対する許容値が低く、一般
的に対称形、つまり、ダウンストリームおよびアップストリームの両方向で同じデータレート
をサポートします。VoIP は、通常、位相同期とジッタ減衰を必要とします。

•

VPN トラフィック。安全な伝送を必要とします。在宅勤務者が個人インターネット アクセス
カスタマーより多くアップストリームデータを交換するので、トラフィックは一般的に対称形
です。

•

ビデオ。ネットワークのサービスに基づいてデジタル ビデオ チャネルを組み入れることがで
きます。

•

シグナリングおよびメンテナンス ― DOCSIS MAC レイヤのサポートには、DOCSIS カプセル
化、初期メンテナンス、ステーション メンテナンス、登録、周波数ホップ、およびアップスト
リーム チャネル変更が含まれます。

ネットワーク設計には広範なオプションがあります。ケーブルファシリティ（ヘッドエンドまたは
分散ハブ）と予想されるサービス、加入契約、および必要なサービスレベルに基づいてネットワー
クを定義します。また、サポートする加入者数および加入者の利用形態に基づいてデータ要件を定
義します。データ要件およびリターンパス特性に基づいてアップストリーム シンボル レート、変
調方式、およびその他のパラメータを選択します。
サービスが非対称形の場合は、ダウンストリーム対アップストリームのデータレート比を決定しま
す。トラフィックの大部分が加入者に送信され、加入者が少量のアップストリームデータしか送信
しない基本インターネットアクセスでは、5:1 〜 10:1 の比率を使用します。
サービスがどのデータレートをサポートするかを決定します。次の質問に答えながら、最大および
最小のデータレートを定義します。最大値を基準にして最小のデータレートを定義しますか。最小
のデータレートを最大のレートと同じにしますか。最大値の百分率にしますか。最小のデータレー
トをゼロにしますか。

（注）

最小データレートは、ネットワークに対して最も大きな影響を与えます。ネットワークは、このレ
ベルのトラフィックに対応するようにサイズを調整し、定義されたサービスデータ要件を満たす必
要があります。加入者グループが利用できる帯域幅によって、定義された最大および最小データ
レート内でグループ内の 1 人の加入者が運用できる領域が設定されます。

ビデオトラフィックのプランニングの用途では、一般的なビットレートを使用してチャネル内のビ
デオストリームの密度を計算します。QoS 計算の場合は、チャネル単位のビデオストリームの数を
制限し、パケットの廃棄を防止します。重要なトラフィック パラメータは、いくつの IP ビデオス
トリームが RF チャネルに収まるかを決定するものです。
最大のデータレートで同時にアクティブな、すべての加入者をサポートするようにネットワークの
サイズを調整するのが理想的です。この結果、ネットワークが高価になりますが、このようなネッ
トワークでは、特に個人加入者に対して最大容量までフルに使用されることはほとんどありませ
ん。一定レベルの加入契約超過をサポートするようにネットワークを設計することを推奨します。

（注）

一定のデータレートで全加入者のある割合をサポートするようにネットワークを設定します。この
レベルでは、ネットワークはすべてのアクティブユーザの帯域幅要求をサポートします。加入契約
超過比率が十分に低い場合は、サービス定義に合致するので、すべての加入者は契約したサービス
を受けます。
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注意

加入契約超過の場合は、ネットワークは、最大のデータレートで同時にアクティブな、すべての加
入者をサポートすることができません。加入契約の超過が深刻な場合は、加入者はサービスを拒否
されることもあります。

加入契約超過レベルを決定するパラメータには、次のものがあります。

（注）

•

同時ユーザのピーク比率 ― 必ずしもすべての加入者が同時にネットワークにアクセスするわ
けではありません。加入者のアクセス形態は、プロファイル、つまり、勤務時間、家族デモグ
ラフィックス、ユーザタイプ（在宅勤務者または個人のインターネット アクセス カスタマー）
に応じて異なっています。所定の時間にアクティブなのは加入者の一部だけです。この数値が
「同時ユーザパラメータのピーク比率」（混雑時の加入者数）となります。

•

加入者あたりの平均データレート ― すべての加入者が同時にアクティブではないだけでなく、
ピークレートが継続するわけでもありません。アプリケーションとして基本インターネットア
クセスを使用すると、加入者が要求してダウンストリーム / アップストリームで送信するデー
タは、バーストされることがあります。したがって、加入者のグループは、サービスによって
定義された最大レートに満たない平均データレートになっています。

一部のサービスでは、平均値が最大レートである場合もあります。VoIP はそのような応用例です。

どのように帯域幅のコンテンションが処理されるかは、定義されたサービスと個々のサービス定義
の混合によって異なります。
サービス加入予約を行った家庭の比率も考慮すべき別の要因です。このパラメータをかなり控えめ
に設定した場合は、ネットワークは設計不十分となり、サービスが増大するように変更する必要が
あります。設定が大胆すぎる場合は、設計過剰となり、サービスコストが本来のものより高くなり
ます。
サービスレベルをフルに取り入れるには、スケジューリング、キューイング プライオリティ、帯域
幅割り当てなどのさらに高度なレイヤの項目が必要になります。このような項目は DOCSIS 1.0 拡
張で扱われています。詳細は、このマニュアルの「Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド
ルータ ソフトウェアの概要」（p.1-1）および関連する章を参照してください。
設計計算の詳細については、CIsco.com の『Multimedia Traffic Engineering for HFC Networks』（PDF
フォーマット）を参照してください。
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DOCSIS および CMTS のアーキテクチャの概要

CMTS トラフィック処理
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B

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロー
ドバンド ルータのコンフィギュレー
ション レジスタ情報
この付録では、次の情報を提供します。
•

コンフィギュレーション ビットの意味（p.B-2）

•

Cisco IOS 動作時のコンフィギュレーション レジスタの表示（p.B-7）

•

ROM モニタ動作時のコンフィギュレーション レジスタの表示（p.B-8）

•

Cisco IOS 動作時のコンフィギュレーション レジスタの設定（p.B-8）

•

ROM モニタ動作時のコンフィギュレーション レジスタの設定（p.B-9）
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Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのコンフィギュレーション レジスタ情報
コンフィギュレーション ビットの意味

コンフィギュレーション ビットの意味
この付録に含まれているプロセッサ コンフィギュレーション レジスタ情報を使用して、次の作業
を行います。
•

コンフィギュレーション レジスタの値を設定して表示する。

•

システムをブートストラップ プログラムに入れる。

•

ブート ソースおよびデフォルトのブート ファイル名を選択する。

•

ブレーク機能をイネーブルまたはディセーブルにする。

•

ブロードキャスト アドレスを制御する。

•

コンソール端末ボー レートを設定する。

•

操作ソフトウェアを ROM からロードする。

•

Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）サーバからの起動をイネー
ブルにする。

表 B-1 に、各コンフィギュレーション メモリ ビットの意味を示します。表に続いて、各設定のよ
り詳細な説明を示します。
表 B-1

コンフィギュレーション レジスタ ビットの設定

ビット No.

Hex

意味

00 〜 03

0x0000 〜 0x000F

ブート フィールド

06

0x0040

こ れ に よ り、シ ス テ ム
ソ フ ト ウ ェ ア は、Nonvolatile
Random-Access Memory（NVRAM; 不揮発性メモリ）の内容
を無視します。

07

0x0080

Original Equipment Manufacturer（OEM）ビットがイネーブル
です。

08

0x0100

ブレークがディセーブルです。

10

0x0400

IP ブロードキャストがオール 0 です。

11 〜 12

0x800 〜 0x1000

コンソール回線速度

13

0x2000

初期ブートが失敗した場合、デフォルトの ROM ソフトウェ
アを起動します。

14

0x4000

IP ブロードキャストには、ネットワーク番号がありません。

15

0x8000

診断メッセージをイネーブルにし、NVRAM の内容を無視し
ます。
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Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのコンフィギュレーション レジスタ情報
コンフィギュレーション ビットの意味

ビット 0 〜 3
プロセッサ コンフィギュレーション レジスタの最下位 4 ビット（ビット 3、2、1、および 0）が
ブート フィールドを形成します。表 B-2 に、ビットの設定についての情報を示します。
表 B-2

ブート
フィールド

ビット 0 〜 3 の設定

意味

0

リロードまたは電源の再投入時にシステム ブートストラップ プロンプト（ROM
モニタ）にあります。

1

ブート ヘルパ イメージをシステム イメージとして起動します。

2

フル ブート プロセス（Cisco IOS イメージをフラッシュ メモリにロードする）

2〜F

TFTP サーバからのネットワークによる起動のために、デフォルトのファイル名
を指定します。

ブート フィールドは、番号を 2 進数で指定します。ブート フィールドの値を 0 に設定する場合、コ
ンソール ポート アクセスにより、オペレーティング システムを手動で起動する必要があります。
次に示すように、ブートストラップ プロンプトで b コマンドを入力することにより、オペレーティ
ング システムを起動します。
> b [tftp] flash filename

各種コマンド オプションの定義は、次のとおりです。
b ― デフォルト システム ソフトウェアを ROM から起動します。
b flash ― フラッシュ メモリ内の最初のファイルを起動します。
b filename [host] ― TFTP を使用してネットワーク上で起動します。
b flash filename ― フラッシュ メモリからファイル（filename）を起動します。
ブート フィールドの値を 2 〜 F に設定し、コンフィギュレーション ファイルに保存された有効な
システム ブート コマンドがある場合、ルータは、その値の指示どおりにシステムを起動します（表
B-3 を参照）
。ブート フィールドをほかのビット パターンに設定する場合、ルータは結果として得
られた番号を使用して、ネットブートのためのデフォルト ブート ファイル名を形成します。
コンフィギュレーション ファイルに boot コマンドがない場合、ルータは、システム フラッシュ メ
モリ内の最初のファイルを起動しようとします。システム フラッシュ メモリにファイルがない場
合、ルータは、ブート フィールドの値から得られた名前（たとえば、cisco2-7200）を持つデフォル
ト ファイルをネットブートしようとします。ネットブートの試みが失敗した場合、ブート フラッ
シュ メモリ内のブート ヘルパ イメージが起動します。
boot コマンドがコンフィギュレーション ファイル内にある場合、ルータ ソフトウェアは、処理が
成功するかリストの終わりに達するまで、各 boot コマンドを順番に処理します。ファイルが正常
に起動しないでリストの終わりに達した場合、ルータは最大 6 回まで netboot コマンドを再試行す
るか（コンフィギュレーション レジスタのビット 13 が設定されている場合）
、または ROMmon で
使用できるオペレーティング システム ソフトウェアをロードします。ビット 13 が設定されていな
い場合、ルータは無制限にイメージをネットブートし続けます。ビット 13 のデフォルト設定は 0
です。ビット 13 が設定されている場合、システムは、再試行なしにブート フラッシュ メモリにあ
るブート ヘルパ イメージを起動します。
サーバは、自動コンフィギュレーション プロセスの一部として、デフォルトのファイル名を作成し
ます。ブート ファイル名を形成するため、サーバは、Cisco から開始してブート フィールド番号、
ダッシュ、およびイメージ名に相当する 8 進数をリンクします。表 B-3 に、デフォルトのファイル
名または処理を示します。
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Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのコンフィギュレーション レジスタ情報
コンフィギュレーション ビットの意味

（注）

NVRAM でのルータ コンフィギュレーションによる boot system configuration コマンドは、デフォ
ルトのネットブート ファイル名を上書きします。

表 B-3

デフォルトのブート ファイル名

処理またはファイル名

ビット 3

ビット 2

ビット 1

ビット 0

ブートストラップ モード

0

0

0

0

ROM ソフトウェア

0

0

0

1

フラッシュ ソフトウェア

0

0

1

0

cisco3-< image-name1>

0

0

1

1

cisco4-<image-name2>

0

1

0

0

cisco5-<image-name3>

0

1

0

1

cisco6-<image-name4>

0

1

1

0

cisco7-<image-name5>

0

1

1

1

cisco10-<image-name6>

1

0

0

0

cisco11-<image-name7>

1

0

0

1

cisco12-<image-name8>

1

0

1

0

cisco13-<image-name9>

1

0

1

1

cisco14-<image-name10>

1

1

0

0

cisco15-<image-name11>

1

1

0

1

cisco16-<image-name12>

1

1

1

0

cisco17-<image-name13>

1

1

1

1

ビット 6
ビット 6 により、システム ソフトウェアは、NVRAM の内容を無視します。

ビット 7
ビット 7 は OEM ビットをイネーブルにします。また、起動時にブートストラップ メッセージを
ディセーブルにします。

ビット 8
ビット 8 は、コンソール ブレーク キーを制御します。ビット 8（出荷時の設定）を設定することに
より、プロセッサはコンソール ブレーク キーを無視します。ビット 8 を消去すると、プロセッサ
はブレークをコマンドとして解釈し、システムをブートストラップ モニタに入れて通常の動作を停
止させます。ブレークは、コンフィギュレーション設定に関係なく、システムの再起動中の最初の
60 秒間に送信できます。
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Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのコンフィギュレーション レジスタ情報
コンフィギュレーション ビットの意味

ビット 10 およびビット 14
ビット 10 は、インターネット IP ブロードキャスト アドレスのホスト部分を制御します。ビット 10
を設定すると、プロセッサはオール 0 を使用します。ビット 10 を消去すると（出荷時の設定）、プ
ロセッサはオール 1 を使用します。ビット 10 はビット 14 と連動し、IP ブロードキャスト アドレ
スのネットワークおよびサブネット部分を制御します。表 B-4 に、ビット 10 とビット 14 を組み合
わせた効果を示します。
表 B-4

（注）

ビット 10 およびビット 14 の設定

ビット 14

ビット 10

IP アドレス（<net> <host>）

オフ

オフ

<ones><ones>

オフ

オン

<zeros><zeros>

オン

オン

<net><zeros>

オン

オフ

<net><ones>

Cisco ユニバーサル ブロードバンド ルータでのコンソール ラインレートは 9600 で固定されてい
て、変更できません。ボー レートを設定する方法については、Cisco.com にある次のマニュアルを
参照してください。
• 『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Troubleshooting Guide』の「Replacing or Recovering
Passwords」
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_maintenance_guide_chapter09186a00
80206653.html

ビット 11 およびビット 12
コンフィギュレーション レジスタのビット 11 およびビット 12 は、コンソール端末のボー レート
を決定します。表 B-5 に、使用可能な 4 つのボー レートのビット設定を示します（出荷時設定の
ボー レートは 9600 です）。
表 B-5

（注）

ビット 11 およびビット 12 の設定

ボー

ビット 12

ビット 11

9600

0

0

4800

0

1

2400

1

1

1200

1

0

Cisco ユニバーサル ブロードバンド ルータでのコンソール ラインレートは 9600 で固定されてい
て、変更できません。ボー レートを設定する方法については、Cisco.com にある次のマニュアルを
参照してください。
• 『Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Troubleshooting Guide』の「Replacing or Recovering
Passwords」
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_maintenance_guide_chapter09186a00
80206653.html
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Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのコンフィギュレーション レジスタ情報
コンフィギュレーション ビットの意味

ビット 13
ビット 13 は、ブートロードの失敗に対するサーバの応答を決定します。boot コマンドがコンフィ
ギュレーション ファイル内にある場合、ルータ ソフトウェアは、処理が成功するかリストの終わ
りに達するまで、各 boot コマンドを順番に処理します。ファイルが正常に起動しないでリストの
終わりに達した場合、ルータは最大 6 回まで netboot コマンドを再試行するか（コンフィギュレー
ション レジスタのビット 13 が設定されている場合）
、または ROMmon で使用できるオペレーティ
ング システム ソフトウェアをロードします。ビット 13 が設定されていない場合、ルータは無制限
にイメージをネットブートし続けます。ビット 13 のデフォルト設定は 0 です。ビット 13 が設定さ
れている場合、システムは、再試行なしにブート フラッシュ メモリにあるブート ヘルパ イメージ
を起動します。

ビット 15
ビット 15 は診断メッセージをイネーブルにし、NVRAM の内容を無視します。
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Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのコンフィギュレーション レジスタ情報
Cisco IOS 動作時のコンフィギュレーション レジスタの表示

Cisco IOS 動作時のコンフィギュレーション レジスタの表示
コンフィギュレーション レジスタは、show version コマンドまたは show hardware コマンドを使用
して表示できます。
次の例は、Cisco OC-48 DPT/POS インターフェイス モジュールが POS モードになっている Cisco
uBR10012 ルータ上の show version コマンドの出力例です。
Router# show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 10000 Software (UBR10K-K8P6-M), Experimental Version 12.2(20021115:194156)
[REL-ftp_p2_clip
per_srp.ios-weekly 103]
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 15-Nov-02 18:05 by richv
Image text-base: 0x60008940, data-base: 0x61A80000
ROM: System Bootstrap, Version 12.0(9r)SL2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
R7582-ubr10k-UUT uptime is 10 hours, 14 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "bootflash:ubr10k-k8p6-mz.oc48.15Nov02"
cisco uBR10012 (PRE1-RP) processor with 393215K/131072K bytes of memory.
Processor board ID TBA05080267
R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache
Backplane version 1.0, 8 slot
Last reset from power-on
Toaster processor tmc0 is running.
Toaster processor tmc1 is running.
1 OC12 POS controller (1 POS)
1 TCCplus card(s)
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
3 Packet over SONET network interface(s)
2 Cable Modem network interface(s)
509K bytes of non-volatile configuration memory.
46976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256KB).
Configuration register is 0x0
Router#
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Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのコンフィギュレーション レジスタ情報
ROM モニタ動作時のコンフィギュレーション レジスタの表示

ROM モニタ動作時のコンフィギュレーション レジスタの表示
ブートストラップ プロンプトが [>] の場合、o コマンドにより、現在有効な仮想コンフィギュレー
ション レジスタが表示されます。表示にはビットの説明が含まれています。次に出力例を示します。
>o
Configuration register + 02x100 at last boot
Bit#
Configuration register option settings:
15
Diagnostic mode disabled
14
IP broadcasts do not have network numbers
13
Boot default ROM software if network boot fails
12-11
Console speed is 9600 baud
10
IP broadcasts with ones
09
Do not use secondary bootstrap
08
Break disabled
07
OEM disabled
06
Ignore configuration disabled
05
Fast boot disabled
04
Fan boot disabled
03-00
Boot to ROM monitor

プロンプトが [rommon1] の場合、confreg コマンドにより、現在有効な仮想コンフィギュレーショ
ン レジスタが表示されます。表示にはビットの説明が含まれています。次に出力例を示します。
rommon 1 > confreg
Configuration Summary
enabled are:
load rom after netboot fails
console baud: 9600
boot: the ROM Monitor
Do you wish to change the configuration? y/n

[n]

Cisco IOS 動作時のコンフィギュレーション レジスタの設定
コンフィギュレーション レジスタは、コンフィギュレーション モードで config-register 0x<value>
コマンドを使用して設定できます。次に出力例を示します。
Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTRL/Z.
Router(config)#config-register 0x2142
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
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Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータのコンフィギュレーション レジスタ情報
ROM モニタ動作時のコンフィギュレーション レジスタの設定

ROM モニタ動作時のコンフィギュレーション レジスタの設定
プロンプトが [>] の場合、or0x<value> コマンドにより、コンフィギュレーション レジスタが設定
されます。次に出力例を示します。
>o/r 0x2102
>

プロンプトが [rommon1] の場合、confreg コマンドにより、コンフィギュレーション レジスタが設
定されます。ユーザは各ビットについて促されます。次に出力例を示します。
rommon 1 > confreg
Confiuration Summary
enabled are:
load rom after netboot fails
console baud: 9600
boot: the ROM Monitor
do you wish to change the configuration y/n
[n]: y
enable “diagnostic mode”? y/n
[n]:
n
enable
“use net in IP bcast address”? y/n [n]:
n
disable “use rom after netboot fails”? y/n [n]: n
enable
“use all zero broadcast”? y/n [n]: n
enable
“break/abort has effect”? y/n [n]: n
enable
“ignore system config info”? y/n
[n]: n
change console baud rate? y/n [n]: n
change the boot characteristics? y/n
[n]:y
enter to boot:
0 = ROM Monitor
1 = the boot helper image
2 - 15 = boot system
[0]: 2
Configuration Summary:
enabled are:
load rom after netboot fails
console baud: 9600
boot: image sepcified by the boot system commands or default to: cisco2-c7200
do you wish to change the configuration? y/n

[n]

n

You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2 >
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1-16

cable upstream channel-width コマンド
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6-19
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1-19

コンフィギュレーション ファイル例
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cable コマンド
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show interface cable コマンド

3-10
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3-19
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1-63
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Cisco IOS
12.2 BC リリース トレインおよびイメージ
1-4

1-3,

12.2 XF リリース トレインおよびイメージ

1-5

BGP（Border Gateway Protocol）
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Cisco IOS ソフトウェア リリースの判別
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