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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

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。

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。

セクション 目的

Cisco uBR10012 ルータ用の Cisco IOS

リリースおよびイメージ（p.1-2）

サポート対象の Cisco IOS リリース トレイン、関連機能、

各サポート トレイン用の 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

ているソフトウェア機能（p.1-10）

Cisco uBR10012 ルータ で使用できる機能および設定につ

いて説明します。
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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 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、 近のリリースで、機能が 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 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。

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 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

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
RP

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1

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

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

DOCSIS Base 3 DES PRE1 ubr10k-k9p6-mz 48 MB 512 MB RAM

PRE2 ubr10k2-k9p6-mz 48 MB 1.0 GB RAM

http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/iosw/prodlit/957_pp.htm
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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。

（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。

• Cisco uBR10012 に対する PBR サポート

• Cisco uBR10012 に対する VLAN サポート

（注） 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。

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

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。

40 MB フラッシュ 128 MB DRAM RAM
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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 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。

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

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
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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

ス ライン カード

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

ル インターフェイス ライン カードを 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

ク ライン カード

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

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, 

and Control Plus（TCC+）

カード

TCC+ カードは、Stratum 1 ソースを追跡できる外部参照 Stratum 3 ク

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

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 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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Performance Routing 

Engine（PRE1 または 

PRE2）

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。

AC 入力 PEM 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 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。

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 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

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。

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）
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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
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 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

レス除外リスト

Cisco IOS Release 12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

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

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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DOCSIS 1.0 のSID 単位の帯域要求および認可カウン

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

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

DOCSIS 1.0 連結の変更 も参照してください。

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 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

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 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

ンブリ

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

ピング

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 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

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

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
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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

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 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

ド

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

帰機能

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

HCCP 4+1 および 7+1 冗長

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

Cisco CMTS の DOCSIS 1.1 をサポートする HCCP

N+1 冗長

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

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

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

12.3(17a)BC 以降の 12.3 BC リリース

ケーブル インターフェイスの shutdown および no

shutdown の拡張

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

するケーブル モニタのサポート

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

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



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

1-13
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

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

ポート

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

拡張モード DOCSIS Set-Top Gateway Issue 1.1

拡張モード DOCSIS Set-Top Gateway Issue 1.2

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

ンストリーム ロード バランシングの分散

12.3(17b)BC 以降の 12.3 BC リリース

表 1-5 Cisco uBR10012 ルータ の機能と Cisco IOS リリース（続き）
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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

タでの EtherChannel のサポート

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

アップデート

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

バンドリングの SFID サポート

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

Cisco uBR10012 CMTS での拡張スペクトル管理サ

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

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

マンド）

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

ス ラインカードの優先順位付け

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

履歴

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

表 1-5 Cisco uBR10012 ルータ の機能と Cisco IOS リリース（続き）
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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

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

トル管理サポート

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

タの OOD サポート

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

仮想インターフェイス

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

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

HCCP N+1 冗長への仮想インターフェイスのサポー

ト

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

Cisco uBR10-MC5X20S/U BPE での仮想インター

フェイス バンドル

12.3(13a)BC 以降の 12.3 BC リリース

VLAN 機能 12.2(11) CY 以降の 12.2 CY リリース

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

ト

12.3(9a)BC 以降の 12.3 BC リリース

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

表 1-5 Cisco uBR10012 ルータ の機能と Cisco IOS リリース（続き）
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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 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。

http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cabregst/6126inst.htm#34896
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/pcat/csrc.htm#BABFCFBG
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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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/index.htm
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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

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。

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。

mac-address 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

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1830/products_feature_guide09186a0080087b55.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a008021b8fb.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a0080108e88.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk86/tk803/technologies_tech_note09186a00800a7828.shtml
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
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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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121limit/121cx/docsis11.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121limit/121cx/docsis11.htm
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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

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

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。

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。

n 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 初のアップストリーム ポートを表す 0 で始まります。

http://www.cisco.com/warp/public/109/bpi_changes_23895.html
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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、 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、 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 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 大バースト 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a0080108e88.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121limit/121cx/docsis11.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121limit/121cx/docsis11.htm
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• アップストリーム 小予約レート（bps） 

• ダウンストリーム 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 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 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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121limit/121cx/docsis11.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fqos_c/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fqos_r/
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• 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。

（注） 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。

• 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 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。

（注） ベストエフォート型サービスは、チャネル上で 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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
Cisco Broadband Cable Command Reference Guide
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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 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 も高いプライオリティ

• アップストリーム 大および保証伝送レート（bps）

• アップストリーム 大チャネル バースト（ミニスロット）

• アップストリーム 小レート（bps）

• ダウンストリーム 大レート（bps）

• 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 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 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 大データ レートを指定すると、

共通のダウンストリーム 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 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 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

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、 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 qos pro
ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec.
         upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate
         bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab
1   0    0         0         0          0     0xFF 0x0   cmts(r) no    no
2   0    64000     0         1000000    0     0xFF 0x0   cmts(r) no    no
3   7    31200     31200     0          0     0xFF 0x0   cmts    yes   no
4   7    87200     87200     0          0     0xFF 0x0   cmts    yes   no
6   1    90000     0         90000      1522  0xFF 0x0   mgmt    yes   no
10  1    90000     0         90000      1522  0x1  0xA0  mgmt    no    no
50  0    0         0         96000      0     0xFF 0x0   mgmt    no    no
51  0    0         0         97000      0     0xFF 0x0   mgmt    no    no
  

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）



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

1-28
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

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 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 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

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、 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。

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。

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

大ダウンストリーム伝送バースト（バイト） max-burst 4000  max-burst 4000

大ダウンストリーム バースト（bps） max-ds-burst 20000  max-ds-burst 5000

大ダウンストリーム帯域幅 max-downstream 100  max-downstream 100
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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。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a0080108e88.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b57f.html
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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 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

http://www.cablelabs.com
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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。

• 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

• 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

（注） 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 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。

http://www.cablemodem.com/BPI+_I06-001215.pdf
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121limit/121cx/docsis11.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121limit/121cx/docsis11.htm
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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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121cgcr/secur_c/scprt3/index.htm 
http://www.cisco.com
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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

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。

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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
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例 Router# show cable modem
MAC Address    IP Address      I/F       MAC         Prim RxPwr Timing Num  BPI
                                         State       Sid  (db)  Offset CPEs Enbld
0050.04f9.edf6 10.44.51.49     C7/1/0/U0 online      1   -0.50  3757   0    no
0050.04f9.efa0 10.44.51.48     C7/1/0/U0 online      2   -0.50  3757   0    no
0030.d002.41f5 10.44.51.147    C7/1/0/U0 online      3   -0.25  3829   0    no
0030.d002.4177 10.44.51.106    C7/1/0/U0 online      4   -0.50  3798   0    no
0030.d002.3f03 10.44.51.145    C7/1/0/U0 online      5   0.25   3827   0    no
0050.04f9.ee24 10.44.51.45     C7/1/0/U0 online      6   -1.00  3757   0    no
0030.d002.3efd 10.44.51.143    C7/1/0/U0 online      7   -0.25  3827   0    no
0030.d002.41f7 10.44.51.140    C7/1/0/U0 online      8   0.00   3814   0    no
0050.04f9.eb82 10.44.51.53     C7/1/0/U0 online      9   -0.50  3756   0    no
0050.f112.3327 10.44.51.154    C7/1/0/U0 online      10  0.25   3792   0    no
0030.d002.3f8f 10.44.51.141    C7/1/0/U0 online      11  0.00   3806   0    no
0001.64f9.1fb9 10.44.51.55     C7/1/0/U0 online      12  0.00   4483   0    no
0030.d002.417b 10.44.51.146    C7/1/0/U0 online      13  0.50   3812   0    no
0090.9600.6f7d 10.44.51.73     C7/1/0/U0 online      14  0.00   4071   0    no
0010.9501.ccbb 10.44.51.123    C7/1/0/U0 online      15  0.25   3691   0    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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121limit/121cx/docsis11.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121limit/121cx/docsis11.htm
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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

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/pcat/docsys.htm
http://www.cablemodem.com/specifications.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
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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; 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 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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
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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 小および 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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
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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 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 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 MAC レイヤ内の分類

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 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（ 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

CMTS CM

MAC 

 SID

SID 2

SID n

MAC 

 DSFID

DSFID 2

DSFID n

35
76

7
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• フローのトークン バケット 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 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 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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121limit/121cx/docsis11.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121limit/121cx/docsis11.htm
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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

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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
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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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10012/frus/ub10tcc.htm
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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

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008015096c.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008015096c.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_book09186a008019b6bd.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b57f.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a0080108e88.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a0080108e88.html


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

1-47
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

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。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008015096c.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a0080108e88.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008015096c.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_feature_guide09186a00801a24e0.html
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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

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008015096c.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a0080108e88.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008015096c.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008015096c.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 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

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/ufgnpls1.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008015096c.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a0080108e88.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_technical_reference_chapter09186a00805fd8fb.html
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。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk828/technologies_case_study0900aecd802e2ce2.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008015096c.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_feature_guide09186a00801a24e0.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008015096c.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a0080108e88.html
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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

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。

acl-num 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。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186a00800b75c9.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b571.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b576.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns121/ns342/ns343/networking_solutions_white_paper09186a0080179138.shtml
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
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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      Flow  Packet MAC   MACEncap
DS  Stmp Interface Type     Identifier     Extn. Type   Extn. TypeType
all  no    Gi0/1   mac-addr 000e.5cc8.fa5f yes   data   no     -ethernet
all  no    Gi0/1   mac-addr 000e.5cac.59f8 yes   data   no     -ethernet

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b571.html
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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      Flow  Packet MAC   MACEncap
DS  Stmp Interface Type     Identifier     Extn. Type   Extn. TypeType
all  no    Gi0/1   mac-addr 000e.5cc8.fa5f yes   data   no     -ethernet
all  no    Gi0/1   mac-addr 000e.5cac.59f8 yes   data   no     -ethernet

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

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b571.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a0080108e88.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a0080108e88.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 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

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
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シンタックスの説明

デフォルト • 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。

使用上のガイドライン • 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。

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
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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 1] 
 cs2      Use CS2  dscp (010000) [precedence 2] 
 cs3      Use CS3  dscp (011000) [precedence 3] 
 cs4      Use CS4  dscp (100000) [precedence 4] 
 cs5      Use CS5  dscp (101000) [precedence 5] 
 cs6      Use CS6  dscp (110000) [precedence 6] 
 cs7      Use CS7  dscp (111000) [precedence 7] 
 default  Use default dscp (000000) 
 ef       Use EF   dscp (101110) 

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

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。

bytes 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。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b571.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186a00800b75c9.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186a00800b679d.html#53452
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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

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。

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。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b571.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186a00800b75c9.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186a00800b679d.html#53452
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
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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。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801eefa9.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801eefa9.html
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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。

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。

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 ～
65535

任意の 1 つのポートまたは 0 ～
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

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186a00800b75c9.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b571.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b576.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns121/ns342/ns343/networking_solutions_white_paper09186a0080179138.shtml
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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、 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

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk364/tsd_technology_support_protocol_home.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123newft/123t/123t_2/gtssmma.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcprt2/
http://www.cisco.com/warp/public/105/index.shtml
http://www.cisco.com/public/technotes/tech_protocol.shtml
http://www.cisco.com/warp/public/105/top_issues/iprouting/top_issues_rp.shtml
http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/PSP/index.pl?i=Technologies#IP-Routing_Protocols
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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

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

reply-accept 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）。

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 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）。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/cblarpfl.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/cblarpfl.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 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。

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。

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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
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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 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。

• 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

（注） 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

小限となる時期に行ってください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fqos_c/fqcprt1/qcfpbr.htm 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/np1_r/1rprt1/1rrip.htm#xtocid15
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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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcprt2/
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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 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。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a00804d2537.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
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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、 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 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

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 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。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_technical_reference_book09186a00801e8b9c.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
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 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 大となります。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/ubrdsg.htm
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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

DSG 1.1 の前提条件

• 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。

－ 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 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、 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。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00802065c8.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_white_paper09186a00801b3f0f.shtml
http://www.cablemodem.com/downloads/specs/CM-SP-DSG-I03-041124.pdf
http://www.cablelabs.com/specifications/archives/CM-SP-DSG-I05-050812-Superseded.pdf 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_mib_quick_reference_chapter09186a00806f06e5.html#wp2098579
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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）。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/ub7200sw/index.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801b17f2html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a0080108e88.html 
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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 終コード ワード

• 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。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801b17f2.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801b17f2.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/ufg_spec.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/ufg_spec.htm
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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、 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

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/ethrchan.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/ufg_spec.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/ufg_spec.htm
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• 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 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

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/cmtsmbpf.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/ubrsamis.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/ubrsamis.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。

• 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

（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-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 大数は、ルータ全体で 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 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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
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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。

• 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

（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。

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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
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（注） DSG-IF-MIB の MODULE-IDENTITY は dsgIfMib で、その 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 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。

（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。

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

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cmtsmib/
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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

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#

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。
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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

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_reference_book09186a0080108e88.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b57f.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b57f.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

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801ef1d7.html
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。

http://www.cisco.com/warp/public/109/remote_query.shtml
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
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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。

• 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

（注） 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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/ufg_spec.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b586.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5013/products_feature_guide09186a00801999b2.html
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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 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

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

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/ubsubmon.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/stat_cpe.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/finter_r/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/trblshtr/cbt32/cbt32rn.htm
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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

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/ubrsamis.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b576.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b576.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

• 近の Emergency 911 コール

• 標準の音声コール

• 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

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b576.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns121/ns342/ns343/networking_solutions_white_paper09186a0080179138.shtml
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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   ActiveHiPriCalls  ActiveAllCalls  PostHiPriCallCMs  RecentHiPriCMs
Cable5/0/0  0                 0               0                 0              
Cable5/0/1  0                 0               0                 0              
Cable5/1/0  0                 0               0                 0              
Cable5/1/1  0                 0               0                 0              
Cable5/1/2  0                 0               0                 0              
Cable5/1/3  0                 0               0                 0              
Cable5/1/4  0                 0               0                 0              
Cable6/0/0  0                 0               0                 0              
Cable6/0/1  0                 0               0                 0              
Cable7/0/0  0                 0               0                 0              
Cable7/0/1  0                 0               0                 0              
Cable8/1/0  0                 0               0                 0              
Cable8/1/1  1                 1               0                 0              
Cable8/1/2  0                 0               0                 0              
Cable8/1/3  0                 0               0                 0              
Cable8/1/4  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   ActiveHiPriCalls  ActiveAllCalls  PostHiPriCallCMs  RecentHiPriCMs
Cable5/0/0  0                 0               0                 0              
Cable5/0/1  0                 0               0                 0              
Cable5/1/0  0                 0               0                 0              
Cable5/1/1  0                 0               0                 0              
Cable5/1/2  0                 0               0                 0              
Cable5/1/3  0                 0               0                 0              
Cable5/1/4  0                 0               0                 0              
Cable6/0/0  0                 0               0                 0              
Cable6/0/1  0                 0               0                 0              
Cable7/0/0  0                 0               0                 0              
Cable7/0/1  0                 0               0                 0              
Cable8/1/0  0                 0               0                 0              
Cable8/1/1  0                 0               0                 1              
Cable8/1/2  0                 0               0                 0              
Cable8/1/3  0                 0               0                 0              
Cable8/1/4  0                 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   ActiveHiPriCalls  ActiveAllCalls  PostHiPriCallCMs  RecentHiPriCMs
Cable5/0/0  0                 0               0                 0              
Cable5/0/1  0                 0               0                 0              
Cable5/1/0  0                 0               0                 0              
Cable5/1/1  0                 0               0                 0              
Cable5/1/2  0                 0               0                 0              
Cable5/1/3  0                 0               0                 0              
Cable5/1/4  0                 0               0                 0              
Cable6/0/0  0                 0               0                 0              
Cable6/0/1  0                 0               0                 0              
Cable7/0/0  0                 0               0                 0              
Cable7/0/1  0                 0               0                 0              
Cable8/1/0  0                 0               0                 0              
Cable8/1/1  0                 2               1                 1              
Cable8/1/2  0                 0               0                 0              
Cable8/1/3  0                 0               0                 0              
Cable8/1/4  0                 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   ActiveHiPriCalls  ActiveAllCalls  PostHiPriCallCMs  RecentHiPriCMs
Cable5/0/0  0                 0               0                 0              
Cable5/0/1  0                 0               0                 0              
Cable5/1/0  0                 0               0                 0              
Cable5/1/1  0                 0               0                 0              
Cable5/1/2  0                 0               0                 0              
Cable5/1/3  0                 0               0                 0              
Cable5/1/4  0                 0               0                 0              
Cable6/0/0  0                 0               0                 0              
Cable6/0/1  0                 0               0                 0              
Cable7/0/0  0                 0               0                 0              
Cable7/0/1  0                 0               0                 0              
Cable8/1/0  0                 0               0                 0              
Cable8/1/1  0                 0               0                 1              
Cable8/1/2  0                 0               0                 0              
Cable8/1/3  0                 0               0                 0              
Cable8/1/4  0                 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      I/F       Prim  CMCallStatus  LatestHiPriCall
                                         Sid                    (min:sec)
0000.cab7.7b04 10.10.155.38    C8/1/1/U0 18    R                   0:39
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      I/F       Prim  CMCallStatus  LatestHiPriCall
                                         Sid                    (min:sec)
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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      I/F       Prim  CMCallStatus  LatestHiPriCall
                                         Sid                    (min:sec)
0000.cab7.7b04 10.10.155.38    C8/1/1/U0 18    HV                  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      I/F       Prim  CMCallStatus  LatestHiPriCall
                                         Sid                    (min:sec)
0000.cab7.7b04 10.10.155.38    C8/1/1/U0 18    R                   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      I/F       Prim  CMCallStatus  LatestHiPriCall
                                         Sid                    (min:sec)
0000.ca36.f97d 10.10.155.25    C8/1/1/U0 5     V                    -
0000.cab7.7b04 10.10.155.38    C8/1/1/U0 18    RV                  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      I/F       Prim  CMCallStatus  LatestHiPriCall
                                         Sid                    (min:sec)
0000.cab7.7b04 10.10.155.38    C8/1/1/U0 18    R                   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

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b576.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns121/ns342/ns343/networking_solutions_white_paper09186a0080179138.shtml
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns121/ns342/ns343/networking_solutions_white_paper09186a0080179138.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

http://www.packetcable.com/specifications/multimedia.html
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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

• PacketCable MultiMedia の仕様

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008019b576.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns121/ns342/ns343/networking_solutions_white_paper09186a0080179138.shtml
http://www.packetcable.com
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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 大 2000 バイトの 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。

http://www.packetcable.com/specifications/multimedia.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_r_sw/spec_mgt.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_r_sw/spec_mgt.htm
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（注） 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、 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

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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/bbccmref/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/ubrdmic.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 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）

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/trblshtr/cbt32/cbt32rn.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/ufg_spec.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/ubsubmon.htm
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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 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 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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/trblshtr/cbt32/cbt32rn.htm
http://www.cisco.com
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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 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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cmtsfg/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/ubr10k/ubr10kts/index.htm
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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（ 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。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk86/tk804/technologies_white_paper09186a0080232b49.shtml
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/mc5x2vif.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008015096c.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps4969/products_feature_guide09186a00801b17cd.html
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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

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a008022eba7.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk86/tk804/technologies_white_paper09186a0080232b49.shtml 
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 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。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_book09186a008019b6bd.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120t/120t1/8021q.htm#xtocid1 367322
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120t/120t1/8021q.htm#xtocid1 367322
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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 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 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

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk872/tsd_technology_support_protocol_home.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fswtch_c/
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fswtch_c/swprt3/index.htm
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リケーションは、いずれかの形式からの 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。 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 1-9 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 1-8 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

ケット内にエクスポートされたフローの数（1 ～ 30）1

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。

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

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 初 フロー開始時での SysUptime

28 ～ 31 後 フローの 後のパケットが受信された時点での SysUptime
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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

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、

および tos

未使用（ゼロ）バイト、TCP フラグの累積 OR、IP プロトコ

ル（たとえば、6 = TCP、17 = UDP）、および IP ToS

40 ～ 43 src_as および dst_as 送信元および宛先の AS（起点またはピア）

44 ～ 47 src_mask、dst_mask、

および pad2

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、

pad2 は未使用（ゼロ）バイト

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

 ID

UNIX 

UNIX 
26

46
7
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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。

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。

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 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。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1828/products_configuration_guide_chapter09186a00800ca62d.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products_configuration_guide_chapter09186a00800ca6cb.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1826/products_configuration_guide_chapter09186a00800880f9.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products_configuration_guide_chapter09186a00800ca6cc.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186a00800ca7f8.html
http://www.cisco.com/warp/public/732/Tech/nmp/netflow/netflow_documentation.shtml
http://www.cisco.com/warp/public/732/Tech/nmp/netflow/netflow_techdoc.shtml
http://www.cisco.com/warp/public/732/Tech/nmp/netflow/index.shtml
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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

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/tls-cmts.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a0080159396.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_configuration_example09186a008029160d.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_configuration_example09186a008029160d.shtml


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

1-104
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


	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
	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

	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 のスロット番号
	Cisco vBR10012 ルータでサポートされるハードウェア

	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
	Cisco uBR10012 ルータのコンフィギュレーション ツール
	AutoInstall
	ケーブル インターフェイス Setup ファシリティ
	コンフィギュレーション モード（CLI による設定）
	Cisco ネットワーク レジストラ
	拡張 Setup ファシリティ

	Cisco IOS Release 12.3 BC コマンドラインの拡張
	Cisco IOS Release 12.3(13a)BC CLI の拡張
	Cisco IOS Release 12.3(9a)BC CLI の拡張

	DHCP サーバと機能サポート
	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

	DOCSIS 1.0 機能のサポート
	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 ToS の変更
	DOCSIS 1.0 ケーブル モデム用 ERBA のサポート

	DOCSIS 1.0+ 機能のサポート
	DOCSIS 1.1 機能のサポート
	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 1.1 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

	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

	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
	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

	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
	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 ルーティング機能
	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

	管理機能
	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
	拡張モード DOCSIS Set-Top Gateway Issue 1.2
	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
	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
	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）

	PacketCable および音声のサポート機能
	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

	セキュリティ機能
	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）

	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
	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

	仮想インターフェイス
	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

	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
	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



