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Cisco CMTS のサービス フロー アド
ミッション制御
改訂： February 5, 2007, OL-1467-08-J

Cisco IOS Release 12.3(21)BC は、Cable Modem Termination System（CMTS; ケーブル モデム終端シス
テム）上でサービス フロー アドミッション制御を導入しました。サービス フロー アドミッション
制御は、Performance Routing Engine 1 および 2（PRE1 および PRE2）を搭載した Cisco uBR10012 ルー
タ、および Cisco uBR7246VXR ルータでサポートされます。このマニュアルでは、Cisco CMTS で
のサービス フロー アドミッション制御の概念、利点、設定およびモニタ機能について説明します。

（注）

アドミッション制御は幅広く使用されている用語で、他のシスコ製品や技術の同じような名前の機
能に該当します。
1 つ前のバージョンのアドミッション制御が Cisco IOS Release 12.3(13a)BC に導入されており、次の
マニュアルに説明されています。
• 『Admission Control for the Cisco CMTS』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a00804d2
537.html
アドミッション制御の特長の 1 つは、Cisco IOS 12.1 EC ソフトウェアで Cisco uBR7114 ユニバーサ
ル ブロードバンド ルータをサポートしていることです。この旧バージョンのアドミッション制御
機能では、アップストリーム チャネル容量の割合を所定のアップストリームで使用できるように設
定します。次のマニュアルを参照してください。
• 『Cisco uBR7100 Series Software Configuration Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2211/products_configuration_guide_book09186a008
007ca9a.html

このモジュールの機能についての情報
お使いの Cisco IOS ソフトウェア リリースで、このモジュールで説明するすべての機能がサポート
されていない可能性があります。このモジュールの特定機能の説明へのリンクについて、および各
機能が対応しているリリースのリストについては、「参考資料」
（p.16-43）を参照してください。
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内容

プラットフォームおよび Cisco IOS ソフトウェア イメージのサポート情報
プラットフォームおよび Cisco IOS ソフトウェア イメージのサポート情報を調べるには、Cisco
Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator は、http://www.cisco.com/go/fn からアクセス
できます。Feature Navigator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント
を登録していない場合、またはユーザ名とパスワードを忘れた場合には、ログイン ダイアログ ボッ
クスで Cancel をクリックして表示される手順に従います。

内容
•

サービス フロー アドミッション制御の前提条件

•

サービス フロー アドミッション制御の制限事項

•

サービス フロー アドミッション制御についての情報

•

サービス フロー アドミッション制御を設定、モニタ、およびトラブルシューティングする方法

•

サービス フロー アドミッション制御の設定例

•

参考資料

サービス フロー アドミッション制御の前提条件
サービス フロー アドミッション制御では、以下が必要となります。
•

Cisco IOS Release 12.3(21)BC またはこれ以降のリリース

•

PRE1 または PRE2 を搭載した Cisco uBR10012 ルータ、または Cisco uBR7246VXR ルータ

サービス フロー アドミッション制御の制限事項
Cisco IOS Release 12.3(21)BC の SFAC（サービス フロー アドミッション制御）を Cisco CMTS に導
入する際には、次の一般的な制限事項に従います。
•

SFAC を設定してから、静的または動的サービス フローを許可します。最良のオプションは、
スタートアップ時またはインターフェイスがアップする前に所定の設定を行うことです。

•

Cisco IOS Release 12.3(21)BC の SFAC は Cisco CMTS で次のリソース モニタリングをサポート
します。
－ Cisco CMTS のアップストリームおよびダウンストリーム帯域
－ Cisco uBR10012 および Cisco uBR7246VXR ルータ シャーシ（Cisco uBR10-MC5X20U BPE
および Cisco uBR-MC28U BPE）の CPU 利用率とメモリ リソース

•

Cisco uBR10012 ルータのアドミッション制御では、WAN 帯域モニタリングはサポートされま
せん。
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サービス フロー アドミッション制御についての情報
ここでは、Cisco CMTS サービス フロー アドミッション制御でサポートされている DOCSIS 1.1 の
概念および設定オプションについて説明します。
•

Cisco CMTS サービス フロー アドミッション制御の概要（p.16-3）

•

サービス フロー アドミッション制御と Cisco ユニバーサル ブロードバンド ルータ（p.16-4）

•

サービス フロー アドミッション制御と Cisco CMTS リソース（p.16-5）

•

サービス フロー アドミッション制御と CPU 利用率（p.16-6）

•

サービス フロー アドミッション制御とメモリ利用率（p.16-6）

•

サービス フロー アドミッション制御とアップストリームまたはダウンストリーム帯域利用率
（p.16-6）

•

サービス フロー アドミッション制御と旧バージョンのアドミッション制御との比較（p.16-7）

Cisco CMTS サービス フロー アドミッション制御の概要
Cisco CMTS の SFAC は、着信サービス要求の処理やサポートを 1 つまたは複数のリソースで使用
できない場合にサービス フロー アドミッション要求を適切に管理するメカニズムです。このよう
なメカニズムがなければ、新しい要求が予想外の動作でエラーになるだけではなく、処理中のフ
ローにも品質上の問題を引き起こす可能性があります。SFAC はそのようなリソースを常にモニタ
し、リソースの利用状態に応じて要求を受け入れたり廃棄したりします。
SFAC により、コール アドミッション時に加入者に適切な QoS を保証したり、リソース消費がクリ
ティカルなレベルに達した場合にサービスを適切に低下させることができます。SFAC は、通常で
あれば加入者の QoS が低下するような状況でも、予測不能なトラフィック需要による影響を軽減し
ます。
SFAC は、ケーブル モデムの登録と動的サービス（音声通話）要求の 2 つのイベント タイプを使っ
てリソースのモニタリングと管理を行います。Cisco CMTS でどちらかのイベントが発生すると、
SFAC は、関連付けられたリソースが設定された制限に当てはまることを確認してからサービス
コール要求を許可し、サポートします。
SFAC 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 を実装するメカニズムの一部です。QoS はパケット ベースで適用されます。
SFAC チェックは、フローが許可される前に実施されます。
Cisco IOS Release 12.3(21)BC の SFAC は Cisco CMTS で次のリソースをモニタします。
•

CPU 利用率 ― Cisco CMTS の CPU 利用率をモニタし、新しいトラフィックによって Cisco
CMTS の CPU リソースが損なわれる場合は、現在のサービス フローの QoS を保護します。

•

メモリ リソースの利用率（I/O、プロセッサ、両者の合計）― I/O とプロセッサの両方またはど
ちらか一方のメモリ リソースと消費をモニタし、CPU 利用率と同じ方法で QoS を保護します。

•

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 ― アップストリームおよびダウンス
トリームの帯域利用率およびこれらに関連するサービス クラスを、データ トラフィックであ
るか動的サービス トラフィックであるかを問わず、モニタします。

（注） 「サービス フロー アドミッション制御と Cisco CMTS リソース」（p.16-5）も参照してください。

（注）

SFAC は、モニタ対象のリソースに応じて、クリティカルなしきい値を超えた場合または Cisco
CMTS の帯域がほとんど消費された場合にサービスを適切に低下させます。
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SFAC により、Cisco CMTS のリソースごとにメジャーおよびマイナーしきい値を作成できます。こ
れらのしきい値は、最大許容リソース利用率をパーセントで表します。マイナーまたはメジャーし
きい値が指定したリソースを超えるたびに、アラーム トラップが送信されます。
CPU やメモリ利用率などのシステムレベル リソースでは、メジャーおよびマイナーしきい値に加
えてクリティカルしきい値も設定できます。クリティカルしきい値を超えると、関連するリソース
のしきい値レベルが低くなるまで新しいサービス要求が受け入れられなくなります。
アップストリームおよびダウンストリーム チャネルに、排他的および包括的しきい値を持つ帯域を
割り当てることができます。この場合、特定の DOCSIS トラフィック タイプのしきい値を指定でき
ます。
•

排他的帯域とは、指定したトラフィック タイプを排他的に割り当てた帯域をパーセントで表し
たものです。この帯域は他のトラフィック タイプと共用することができません。

•

包括的帯域とは、排他的帯域に追加して設定した帯域をパーセントで表したものです。包括的
帯域にも特定の DOCSIS トラフィック タイプが指定できます。包括的帯域は保証された帯域で
はなく、他のトラフィック タイプと共用できます。

•

排他的しきい値と包括的しきい値の合計が、指定したトラフィック タイプで利用できる最大帯
域となります。

ここでは、その他の SFAC の情報を説明します。具体的な項目は次のとおりです。
•

サービス フロー アドミッション制御と Cisco ユニバーサル ブロードバンド ルータ（p.16-4）

•

サービス フロー アドミッション制御と Cisco CMTS リソース（p.16-5）

•

サービス フロー アドミッション制御と CPU 利用率（p.16-6）

•

サービス フロー アドミッション制御とメモリ利用率（p.16-6）

•

サービス フロー アドミッション制御とアップストリームまたはダウンストリーム帯域利用率
（p.16-6）

サービス フロー アドミッション制御と Cisco 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 ルータのサービス フロー アドミッション制御
Cisco IOS Release 12.3(21)BC は Cisco uBR10012 ルータおよびすべての BPE でサービス フロー アド
ミッション制御をサポートします。

Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータのサービス フロー アドミッション制御
Cisco IOS release 12.3(21)BC は Cisco uBR7246VXR ルータのサービス フロー アドミッション制御を
サポートします。

Cisco CMTS のサービス フロー アドミッション制御およびメモリ要件
Cisco CMTS のサービス フロー アドミッション制御は、Cisco CMTS の QoS を維持し、消費量がリ
ソース利用率を超えようとしたとき、サービスを適切に低下させる強力な機能です。
各種のスケジューリング タイプ情報、アップストリームまたはダウンストリーム トラフィックの
配分、および関連するリソース チェック プロセスの情報を管理し保存するには、Cisco uBR にメモ
リを追加する必要があります。メモリ要件および Cisco IOS Release 12.3(21)BC の詳細については、
ご使用の製品に対応する以下のリリース ノートを参照してください。
• 『Release Notes for Cisco uBR10012 Universal Broadband Router for Cisco IOS Release 12.3 BC』
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5413/prod_release_note09186a0080326360.html
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• 『Release Notes for Cisco uBR7200 Series for Cisco IOS Release 12.3 BC』
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5413/prod_release_note09186a00803265f8.html

サービス フロー アドミッション制御と Cisco CMTS リソース
Cisco IOS Release 12.3(21)BC が稼働するサービス フロー アドミッション制御は、Cisco CMTS の次
のリソースで適切な QoS ポリシーを実行します。
システムレベル リソース ― すべての Cisco CMTS 機能に影響
•

Route Processor（RP; ルート プロセッサ）および BPE モジュールの CPU 利用率

•

RP または BPE モジュールの I/O メモリ

•

プロセッサ メモリ

帯域レベルのリソース ― インターフェイスごとまたはポートごとのトラフィックに影響
•

Cisco ケーブル インターフェイス ライン カードまたは BPE の ダウンストリーム DOCSIS 1.1 帯
域および QoS サポート

•

Cisco ケーブル インターフェイス ライン カードまたは BPE の アップストリーム DOCSIS 1.1 帯
域および QoS サポート

Cisco IOS release 12.3(21)BC は、次の Cisco CMTS ルータのリソースをサポートします。
Cisco uBR10012 ルータ リソース
• Cisco uBR RP
－ CPU 利用率
－ プロセッサ メモリ
－ I/O メモリ
•

Cisco uBR ケーブル インターフェイス ライン カード
－ ダウンストリーム帯域
－ アップストリーム帯域

Cisco MC28U を搭載した Cisco uBR7246VXR ルータ リソース
•

Cisco uBR RP
－ CPU 利用率
－ プロセッサ メモリ
－ I/O メモリ

•

Cisco uBR ケーブル インターフェイス ライン カード
－ ダウンストリーム帯域
－ アップストリーム帯域

Cisco MC28U を搭載していない Cisco uBR7246VXR ルータ リソース
•

Network Processing Engine（NPE; ネットワーク処理エンジン）
－ CPU 利用率
－ プロセッサ メモリ
－ I/O メモリ
－ ダウンストリーム帯域
－ アップストリーム帯域
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詳細については、
「サービス フロー アドミッション制御を設定、モニタ、およびトラブルシュー
ティングする方法」（p.16-9）を参照してください。

サービス フロー アドミッション制御と CPU 利用率
CPU 利用率は 5 秒間または 1 分間の平均として定義し、モニタされます。どのリソースの場合も、
両方の平均を同時に設定することはできません。CPU 利用率には、マイナー、メジャー、およびク
リティカルしきい値レベルを設定できます。
詳細については、「CPU 利用率ベースのサービス フロー アドミッション制御を設定」（p.16-11）を
参照してください。

サービス フロー アドミッション制御とメモリ利用率
Cisco CMTS のサービス フロー アドミッション制御には、最大 3 つのメモリ オプションが定義でき
ます。
•

I/O メモリ：現在利用可能な（空いている）I/O メモリ

•

プロセッサ メモリ：現在利用可能なプロセッサ メモリ

•

両方：ルータで利用可能な I/O メモリとプロセッサ メモリの組み合わせ

CPU 利用率と同じく、メモリ リソースにもマイナー、メジャー、およびクリティカルしきい値レ
ベルを設定できます。メモリベースのサービス フロー アドミッション制御では Cisco IOS Release
12.3(21)BC が稼働するメイン CPU のメモリはサポートされますが、BPE ライン カード メモリはサ
ポートしません。
詳細については、
「メモリ リソース ベースのサービス フロー アドミッション制御を設定」
（p.16-13）
を参照してください。

サービス フロー アドミッション制御とアップストリームまたはダウンストリーム帯域
利用率
サービス フロー アドミッション制御を利用すると、さまざまな DOCSIS トラフィック タイプまた
はアプリケーション タイプの帯域使用量を管理できます。アプリケーション タイプは、CLI を使
用してサービス フローを分類して定義します。

サービス フローの分類
SFAC 機能では、アプリケーション タイプに基づいて帯域を割り当てることができます。フローを
分類することで、帯域を最大 8 つのアプリケーション タイプまたはバケットに分割できます。バ
ケットの構成は、サービス フローを 8 つのアプリケーション バケットの 1 つに分類するルールの
定義と同様に、CLI（コマンドライン インターフェイス）によって定義されます。ルールの定義に
は、サービス フローのさまざまなアトリビュートを使用できます。
PacketCable によって作成されるフローでは、次のアトリビュートを使用できます。
•

フローに関連付けられている PacketCable ゲートのプライオリティ（高または標準）

PacketCable MultiMedia（PCMM）によって作成されるフローでは、次のアトリビュートを使用でき
ます。
•

ゲートのプライオリティ（0 ～ 7）

•

アプリケーション タイプ（0 ～ 65535）
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アップストリーム フローのスケジューリング タイプは、次のアトリビュート タイプを使用します。
•

サービス クラス名

サービス フローが許可される前に、分類ルーチンを介して渡されます。サービス フローのさまざ
まなアトリビュートは、ユーザが設定したルールと比較されます。一致に基づいて、サービス フ
ローは 1 ～ 8 までのアプリケーション タイプの名前が付けられます。その後、アプリケーション
タイプごとに帯域割り当てが行われます。
サービス フローが許可される前に、アトリビュートに基づいて分類されます。フローのアトリ
ビュートは、1 度に 1 つのバケットずつ、CLI によって設定されたルールと比較されます。いずれ
かのルールと一致した場合、サービス フローはそのバケットの名前が付けられ、それ以上のチェッ
クが行われません。
最初にバケット 1 ルールが調べられ、最後にバケット 8 ルールが調べられます。1 つのサービス フ
ローで 2 つの異なるルールが 2 つの異なるバケットと一致した場合、このフローは最初の一致に基
づいて分類されます。どのルールとも一致しない場合、フローはベスト エフォート（BE）として
分類され、ベスト エフォート ルールのバケットの名前が付けられます。デフォルトでは、BE バ
ケットはバケット 8 です。

アップストリームまたはダウンストリーム帯域のしきい値
SFAC は、アップストリームまたはダウンストリーム帯域の消費を、マイナー、メジャー、および
クリティカルしきい値についてモニタします。帯域消費がマイナーおよびメジャーしきい値を超え
ると、アラーム トラップが生成されます。詳細については、
「サービス フロー アドミッション制御
を設定、モニタ、およびトラブルシューティングする方法」（p.16-9）を参照してください。

排他的および包括的帯域しきい値
マイナーおよびメジャーしきい値以外にも、排他的または包括的しきい値を設定できます。
•

アップストリームまたはダウンストリーム帯域の排他的 帯域しきい値は全帯域のパーセント
で表し、特定のトラフィック タイプ専用です。

•

包括的帯域しきい値は、複数のトラフィック タイプで共用できます。通常、包括的帯域はベス
トエフォート型（BE）トラフィックが使用しますが、必要に応じて他のトラフィック タイプ
も利用できます。

トラフィックが排他的しきい値を超えると、SFAC は包括的帯域が空いていないかどうかを調べま
す。新しいサービス要求は、包括的帯域に充分な空きがある場合にだけ許可されます。

サービス フロー アドミッション制御と旧バージョンのアドミッション制御との比較
Cisco IOS Release 12.3(13a)BC には、旧バージョンの Cisco CMTS アドミッション制御機能が導入さ
れていました。旧バージョンのアドミッション制御では、マイナー、メジャー、排他的および包括
的しきい値を設定できます。ここでは、Cisco IOS Release 12.3(21)BC の SFAC で変更された点を列
挙し、機能のどの部分が変更され、どの部分がそのままかを説明します。

（注）

元のアドミッション制御機能で使用されていた設定、モニタリング、デバッグ コマンドは、サー
ビス フロー アドミッション制御スキームではサポートされません。
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•

SFAC は、旧バージョンのアドミッション制御のしきい値の概念を保持しています。SFAC で
は、メジャー、マイナー、排他的および包括的しきい値を設定できます。ただし、SFAC では、
しきい値が 1 ～ 8 までの番号が付けられたアプリケーション バケットごとに適用されるという
点に固有の特質があります。

•

旧バージョンのアドミッション制御機能は、ダウンストリーム サービス フローに対して、デー
タおよび音声トラフィックにのみ帯域割り当てを許可しており、PacketCable 音声のみを認識し
ていました。SFAC は、アプリケーション バケットごとの一意な帯域割り当てを許可します。
ただし、アドミッション制御と同様、SFAC はアプリケーション バケットに適用する適切な
ルールを設定して PacketCable 音声の帯域を割り当てます。

•

SFAC のアップストリーム帯域割り当ては、UGS、RTPS などのスケジューリング タイプをベー
スにしていません。SFAC では、新しく、ダウンストリーム チャネルと同様の形式でアップス
トリーム チャネルを扱います。すなわち、アップストリーム チャネルでも 8 つのアプリケー
ション タイプをサポートします。SFAC 帯域割り当てを、スケジューリング タイプをベースに
して設定してもかまいません。同じ結果が得られます。ただし、各スケジューリング タイプを
8 つのバケットの 1 つにマッピングする適切なルールを定義する必要があります。

•

SFAC では、サービス フローの分類に従って Cisco CMTS リソースをモニタおよび管理します。
サービス フローのポリシー、状態およびリソース管理が、より明確な形式で設定および処理さ
れ、PacketCable および PacketCable マルチメディア音声トラフィックの両方がサポートされま
す。

•

SFAC では、新しく、アップストリーム トラフィックとダウンストリーム トラフィックを同じ
方法で処理します。しかも、旧バージョンのアドミッション制御機能よりもより統一された形
式で処理します。

•

排他的および包括的しきい値は、SFAC 機能のリソース管理プロセスを定義します。

•

サービス フロー アドミッション制御では、CISCO-CABLE-ADMISSION-CTRL-MIB に対するサ
ポートが拡張されています。
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サービス フロー アドミッション制御を設定、モニタ、およびトラブル
シューティングする方法
ここでは、サービス フロー アドミッション制御（SFAC）機能の設定、モニタ、トラブルシュー
ティング手順について説明します。設定手順は任意であり、Cisco IOS Release 12.3(21)BC ではデフォ
ルトの設定がイネーブルになっています。ここでは、サービス フロー アドミッション制御のデフォ
ルト操作およびデフォルト以外の操作に適用するデフォルト以外の設定、モニタ、およびデバッグ
手順の実行順序を示します。
サービス フロー アドミッション制御の以前の設定
•

サービス フロー アドミッション制御をイベント タイプに対してイネーブルにする（p.16-10）
Cisco CMTS でアドミッション制御チェックを開始するイベントを設定します。

•

CPU 利用率ベースのサービス フロー アドミッション制御を設定（p.16-11）
CPU 利用率のしきい値レベルを設定します。アドミッション制御チェック時にしきい値レベル
を超えると、レベルに応じて、アラームが生成されるかサービスが適切に拒否されます。

•

メモリ リソース ベースのサービス フロー アドミッション制御を設定（p.16-13）
メモリ リソース タイプと関連するしきい値レベルを設定します。

•

サービス フロー分類のルール定義（p.16-14）
ここでは、Cisco CMTS でサービス フロー ルールを設定する方法について説明します。この手
順により、デフォルトのグローバル サービス フロー ルールが変更されます。デフォルトでは、
Cisco IOS Release 12.3(21)BC は、サービス フロー アプリケーションの標準セットに対するバ
ケット割り当てとともに、アプリケーション タイプまたはトラフィック タイプに従ってサー
ビス フローの定義をイネーブルにします。

•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの命名（p.16-19）
この手順では、サービス フロー アドミッション制御でサポートされる 8 つのアプリケーショ
ン バケットのうち 6 つに英数字の名前を割り当てることができます。

•

ダウンストリームおよびアップストリーム アプリケーションしきい値の設定（p.16-21）
ここでは、Cisco CMTS サービス フロー アドミッション制御のダウンストリームおよびアップ
ストリーム アプリケーションしきい値を設定します。

•

ハイ プライオリティの緊急通報の優先（p.16-25）
ここでは、
「サービス フロー アドミッション制御と旧バージョンのアドミッション制御との比
較」（p.16-7）に説明されているデフォルトの緊急通報優先機能を上書きできます。

•

アップストリームおよびダウンストリーム帯域利用率の計算（p.16-27）
サービス フロー アドミッション制御および関連するしきい値および設定の、要件および設定
可能性を計算するガイドラインを提供します。

サービス フロー アドミッション制御のモニタおよびトラブルシューティング コマンド
•

サービス フロー アドミッション制御の帯域妥当性検査（p.16-28）
設定および操作の妥当性検査を実行する上でのガイドラインを提供します。

•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示（p.16-29）
設定されたアプリケーション タイプおよびアクティブなアプリケーション タイプを表示する
方法を説明します。

•

サービス フロー予約レベルの表示（p.16-30）
設定された予約レベルおよびアクティブな予約レベルを表示する方法を説明します。

•

SFAC の設定および状態の表示（p.16-31）
サービス フロー、アプリケーションの分類、および帯域幅の使用状態を表示する方法を説明し
ます。
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•

異なるイベント タイプに対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ（p.16-33）
イベント タイプ分類をデバッグする方法を説明します。

•

CPU リソースに対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ（p.16-34）
CPU リソース設定をデバッグする方法を説明します。

•

ダウンストリーム帯域に対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ（p.16-36）
ダウンストリーム帯域設定および動作をデバッグする方法を説明します。

•

アップストリーム スループットに対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ
（p.16-37）
アップストリーム スループット設定および動作をデバッグする方法を説明します。

•

サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ（p.16-38）
debug および show コマンドをサービス フロー分類設定に対してイネーブルにして使用する方
法を説明します。

サービス フロー アドミッション制御をイベント タイプに対してイネーブルにする
サービス フロー アドミッション制御は、次の 1 つまたは複数のイベントに対してイネーブルにで
きます。Cisco CMTS で他の設定を行う前に、次のいずれかのイベントをサービス フロー アドミッ
ション制御に設定します。
•

ケーブル モデムの登録

•

PacketCable または PCMM 音声通話などの動的なサービス要求

次の手順を実行し、一方または両方のイベント タイプを設定します。

前提条件
イベント タイプ、トラフィック タイプ、CMTS リソースしきい値が Cisco CMTS に設定され、イ
ネーブルであること。
「サービス フロー アドミッション制御の前提条件」
（p.16-2）も参照してくだ
さい。

ステップの概略
1. enable
2. configure terminal
3. cable admission-control event { cm-registration | dynamic-service }
4. Ctrl-Z
ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router# configure terminal
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コマンドまたは処理

目的

cable admission-control event
{ cm-registration | dynamic-service }

サービス フロー アドミッション制御でリソース モニタ
リングと管理を行う Cisco CMTS にイベント タイプを設
定します。次のいずれかのキーワードを指定します。両
方を指定することもできます。

Router(config)# cable admission-control
event cm-registration
Router(config)# cable admission-control
event dynamic-service

ステップ 4

•

cm-registration ― ケーブル モデム登録時にサービ
ス フロー アドミッション制御チェックを実行しま
す。登録時にリソースが不十分な場合、ケーブル モ
デムはオンラインになることを許可されます。

•

dynamic-service ― 音声通話などの動的なサービス
の要求時にサービス フロー アドミッション制御
チェックを実行します。

特権 EXEC モードに戻ります。

Ctrl-Z

Router(config-if)# Ctrl^Z

例
次に、Cisco CMTS のグローバル コンフィギュレーション モードで両方のイベント タイプをイネー
ブルにする例を示します。
Router(config)# cable admission-control event cm-registration
Router(config)# cable admission-control event dynamic-service

次に行う作業
設定後は、次の 2 つのコマンドを使用して、イベント タイプと Cisco CMTS でのサービス フロー
アドミッション制御トラフィック イベントの活動状況を確認できます。
•

debug cable admission-control オプション

•

show cable admission-control

サービス フロー アドミッション制御でモニタして管理するリソースが Cisco CMTS で設定されて
いない場合、このあとの手順を参照して設定します。

CPU 利用率ベースのサービス フロー アドミッション制御を設定
サービス フロー アドミッション制御では、CPU 利用率にマイナー、メジャー、およびクリティカ
ルしきい値を設定できます。しきい値は CPU 利用率をパーセントで指定します。ケーブル モデム
登録や動的サービスなどのイベントが発生したとき、CPU 利用率がメジャーまたはマイナーしきい
値よりも大きい場合はアラームが生成されます。クリティカルしきい値よりも大きい場合、その新
しいサービスは適切に拒否されます。
サービス フロー アドミッション制御のしきい値レベルは、次のいずれかの方法で有効にできます。
Cisco CMTS はどちらの方法もサポートしますが、同時に指定することはできません。
•

cpu-5sec ― 詳細レベルを設定します。cpu-5sec が設定されているクリティカルしきい値よりも
大きくなると、Cisco CMTS は新しい要求を拒否します。これは、時間的な要求が厳しいアク
ティビティを保護する設定です。新しい要求がルータに設定した CPU しきい値レベルを超える
と、サービス フロー アドミッション制御が動作します。
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•

cpu-avg ― CPU 利用率平均で、通常レベルの設定です。低い周波数の CPU 利用率を抜き出し
て指数関数的な加重平均を計算したものです。新しいサービス要求がルータに設定した CPU
ピークしきい値レベルを超えると、サービス フロー アドミッション制御が動作します。

前提条件
「サービス フロー アドミッション制御の前提条件」（p.16-2）を参照してください。

ステップの概略
1. enable
2. configure terminal
3. cable admission-control {cpu-5sec | cpu-avg } minor num1 major num2 critical num3
4. Ctrl-Z
ステップの詳細
ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router# configure terminal

ステップ 3

[no] cable admission-control {cpu-5sec |
cpu-avg } minor num1 major num2 critical
num3

CPU メモリしきい値を設定します。

Router# cable admission-control cpu-avg
minor 60 major 70 critical 80

•

cpu-5sec ― 5 秒間の平均 CPU 利用率

•

cpu-avg ― 1 分間の平均 CPU 利用率

•

minor num1 ― マイナーしきい値レベルを指定しま
す。num1 はパーセントで、1 ～ 100 の整数です。

•

major num2 ― メジャーしきい値レベルを指定しま
す。num2 はパーセントで、1 ～ 100 の整数です。

•

critical num3 ― クリティカルしきい値レベルを指定
します。num3 はパーセントで、1 ～ 100 の整数です。

このコマンドのデフォルト値はありません。

（注）
ステップ 4

cpu-5sec と cpu-avg を同時に設定することはでき
ません。

特権 EXEC モードに戻ります。

Ctrl-Z

Router(config-if)# Ctrl^Z

（注）

マイナー値（num1）を超えると、アラーム（トラップ）が送信されます。メジャー値（num2）を
超えると、別のアラーム（トラップ）が送信されます。クリティカル値（num3）を超えると、そ
の要求は適切に拒否されます。
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（注）

リソースが再設定されると、しきい値カウンタは 0 に設定されます。

（注）

マイナーしきい値はメジャーしきい値よりも小さく、メジャーしきい値はクリティカルしきい値よ
りも小さい値であることが必要です。

メモリ リソース ベースのサービス フロー アドミッション制御を設定
Cisco CMTS には次の 3 つのメモリ リソースを設定できます。
•

I/O メモリ：現在利用可能な（空いている）I/O メモリ

•

プロセッサ メモリ：現在利用可能なプロセッサ メモリ

•

両方：ルータで利用可能な I/O メモリとプロセッサ メモリの組み合わせ

メモリベースのサービス フロー アドミッション制御では Cisco IOS Release 12.3(21)BC が稼働する
メイン CPU のメモリはサポートされますが、BPE ライン カード メモリはサポートしません。CPU
利用率と同様、マイナー、メジャー、およびクリティカルしきい値レベルを設定できます。

前提条件
「サービス フロー アドミッション制御の前提条件」（p.16-2）を参照してください。

ステップの概略
1. enable
2. configure terminal
3. cable admission-control { io-mem | proc-mem | total-memory } minor num1 major num2 critical
num3
4. Ctrl-Z
ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたは処理

目的

[no] cable admission-control { io-mem |
proc-mem | total-memory } minor num1 major
num2 critical num3

Cisco ルータに CPU メモリしきい値を設定します。
•

Router# need two new examples

io-mem ― I/O メモリを設定します。

•

proc-mem ― プロセッサ メモリを設定します。

•

total-memory ― I/O メモリとプロセッサ メモリを組
み合わせて設定します。

•

minor num1 ― マイナーしきい値レベルを指定しま
す。num1 はパーセントで、1 ～ 100 の整数です。

•

major num2 ― メジャーしきい値レベルを指定しま
す。num2 はパーセントで、1 ～ 100 の整数です。

•

critical num3 ― クリティカルしきい値レベルを指定
します。num3 はパーセントで、1 ～ 100 の整数です。

このコマンドのデフォルト値はありません。

（注）
ステップ 4

以上の 3 つのメモリしきい値レベルをすべて設定
する必要があります。

特権 EXEC モードに戻ります。

Ctrl-Z

Router(config-if)# Ctrl^Z

（注）

マイナー値（num1）を超えると、アラーム（トラップ）が送信されます。メジャー値（num2）を
超えると、別のアラーム（トラップ）が送信されます。クリティカル値（num3）を超えると、そ
の要求は適切に拒否されます。

（注）

リソースが再設定されると、しきい値カウンタは 0 に設定されます。

サービス フロー分類のルール定義
ここでは、Cisco CMTS でサービス フロー分類ルールを設定する方法について説明します。この柔
軟な手順により、デフォルトのグローバル サービス フロー ルールがさまざまな cable application
type include コマンドによって変更されます。
デフォルトでは、Cisco IOS Release 12.3(21)BC は、サービス フロー アプリケーションの標準セット
に対するバケット割り当てとともに、アプリケーション タイプまたはトラフィック タイプに従っ
てサービス フローの定義をイネーブルにします。
これらのステップまたはコマンドを単独または複数（任意の組み合わせ）で使用して、Cisco CMTS
上の SFAC を設定または再設定できます。

（注）

サービス フロー アドミッション制御の適用ルールはグローバル コンフィギュレーションで、アッ
プストリームおよびダウンストリームの帯域リソースは同じサービス フロー ルールのセットを使
用します。
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ステップの概略
1. enable
2. configure terminal
3. cable application-type n include packetcable { normal | priority }
4. cable application-type n include pcmm { priority gate-priority | app-id gate-app-id }
5. cable application-type n include scheduling-type type
6. cable application-type n include service-class service-class-name
7. cable application-type n include BE
8. Ctrl-Z
ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

configure terminal

Router# configure terminal
Router(config)#

ステップ 3

cable application-type n include
packetcable { normal | priority }

Router(config)# cable application-type 5
include packetcable priority

PacketCable の場合、このコマンドは PacketCable サービ
ス フロー アトリビュートを指定したバケットにマップ
します。PacketCable サービス フロー は PacketCable ゲー
トに関連付けられています。このゲートのプライオリ
ティは標準または高に設定できます。
•

n ― アプリケーションを関連付けるバケット番号を
指定します。範囲は 1 ～ 8 で、1 が最初です。

•

packetcable ― 追加キーワードで設定された関連プ
ラ イ オ リ テ ィ と と も に、指 定 し た バ ケ ッ ト の
PacketCable を示します。

•

normal ― 標準 PacketCable サービス フローを、指定
したアプリケーション バケットにマップします。

•

priority ― ハイ プライオリティの PacketCable サー
ビス フローを、指定したアプリケーション バケット
にマップします。
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ステップ 4

コマンドまたは処理

目的

cable application-type n include pcmm
priority gate-priority | app-id
gate-app-id }

PCMM の場合、このコマンドは PCMM サービス フロー
プライオリティまたはアプリケーションを指定したバ
ケットにマップします。PCMM ゲートの特性は、プライ
オリティ レベルおよびアプリケーション識別子によっ
て決定付けられます。

Router(config)# cable application-type 2
include pcmm priority 7
Router(config)# cable application-type 2
include pcmm app-id 152

ステップ 5

cable application-type n include
scheduling-type type

Router(config)# cable application-type 1
include scheduling-type ugs

•

n ― アプリケーションを関連付けるバケット番号を
指定します。範囲は 1 ～ 8 で、1 が最初です。

•

pcmm ― 追加キーワードで設定された関連プライオ
リティおよびアプリケーションとともに、指定した
バケットの PCMM を示します。

•

priority gate-priority ― このバケットの PCMM のプ
ライオリティ レベルを指定します。プライオリティ
レベルの範囲には 0 ～ 7 を設定できます。

•

app-id gate-app-id ― このバケットの PCMM のアプ
リケーション識別子を指定します。アプリケーショ
ン識別子は 0 ～ 65535 を指定できます。バケットご
とに、最大 10 個のアプリケーション タイプ ルール
を定義できます。

DOCSIS スケジューリング タイプの場合、このコマンド
は DOCSIS スケジューリング タイプを指定したアプリ
ケーション バケットに結合します。DOCSIS 1.1 は、QoS
パラメータをアップストリーム トラフィックのサービ
ス フローに結合するスケジューリング タイプを指定し
ます。

Router(config)# cable application-type 1
include scheduling-type ugs-ad

•

n ― アプリケーションを関連付けるバケット番号を
指定します。範囲は 1 ～ 8 で、1 が最初です。

•

scheduling-type スケジューリング タイプ ― キー
ワードを指定すると、このコマンドがアップスト
リーム スケジューリング タイプに適用されます。以
下のいずれかの追加キーワードで詳細が定義されま
す。

•

type ― DOCSIS スケジューリング タイプの 1 つを選
択します。
－ UGS ― 非送信請求認可サービス
－ UGS-AD ― UGS-AD サービス
－ RTPS リアルタイム ポーリング サービス
－ nRTPS 非リアルタイム ポーリング サービス
－ BE ― ベスト エフォート
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コマンドまたは処理

目的

cable application-type n include
service-class service-class-name

サービス クラス パラメータの場合、このコマンドはサー
ビス クラス名をサービス フローに適用し、関連する QoS
パラメータを適用します。

Router(config)# cable application-type 1
include service-class upstream1

•

n ― アプリケーションを関連付けるバケット番号を
指定します。範囲は 1 ～ 8 で、1 が最初です。

•

service-class ― キーワードを指定すると、このコマ
ンドが、指定したバケットに割り当てられるサービ
ス クラスに適用されます。

•

service-class-name ― 英数字のサービス クラス名

DOCSIS 1.1 ではサービス クラスの概念が導入されまし
た。サービス クラスはサービス クラス名によって識別さ
れます。サービス クラス名は、CMTS を QoS パラメータ
セットと関連付ける文字列です。サービス クラスを使用
する目的の 1 つは、高位プロトコルで指定 QoS パラメー
タを使用してサービス フローを作成できるようにする
ことです。サービス クラスを使用すると、アプリケー
ションとサービス フローを容易に結合できます。これら
の結合を導入するメカニズムが、ルールにより提供され
ます。
このステップでコマンドを使用する際は、次の事項に注
意してください。
•

サービス クラスは、cable service class コマンドを使
用して別個に設定され、サービス フロー b が定義さ
れます。

•

名前が付けられたサービス クラスを、任意のアプリ
ケーション タイプに分類できます。

•

アプリケーション タイプごとに、最大 10 個のサー
ビス クラス名を設定できます。10 個を超えるサービ
ス クラスを設定しようとすると、エラー メッセージ
が表示されます。

•

no cable traffic-type コマンドを使用して、新しいク
ラスを追加する前に、サービス クラス名の 1 つを設
定から削除します。
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ステップ 7

コマンドまたは処理

目的

Router(config)# cable application-type n
include BE

ベスト エフォート サービス フローの場合、このコマン
ドについてはステップ 3 で説明されており、ベスト エ
フォート サービス フローのデフォルト バケット 8 をゼ
ロ以外の Committed Information Rate
（CIR; 認定情報速度）
で変更します。BE サービス フローは、一般にケーブル
モデム登録時に作成されます。

Router# cable application-type 3 include
BE

•

n ― アプリケーションを関連付けるバケット番号を
指定します。範囲は 1 ～ 8 で、1 が最初です。

•

BE ― キーワードを指定すると、ベスト エフォート
CIR が指定したバケットに適用されます。

ベスト エフォート スケジューリング タイプに適用され
る代替ルールがあります。このルールは、この手順の前
の方のステップで説明したように、アップストリーム
サービス フローに対してのみ適用可能です。
BE CIR サービス フロー ルールは、アップストリームお
よびダウンストリーム両方に適用可能です。ただし、アッ
プストリーム サービス フローでは、多くの場合、同じ
サービス フローが両方のルールにマッピングされます。
ステップ 8

特権 EXEC モードに戻ります。

Ctrl-Z

Router(config)# Ctrl^Z
Router#

例
次に、ハイ プライオリティの PacketCable サービス フローをアプリケーション バケット 5 にマッピ
ングする例を示します。
Router(config)# cable application-type 5 include packetcable priority

次に、標準 PacketCable サービス フローをアプリケーション バケット 1 にマッピングする例を示し
ます。
Router(config)# cable application-type 1 include packetcable normal

次に、プライオリティ 7 の PCMM サービス フローの指定したバケット番号をマッピングしたあと、
同じバケット番号に対してアプリケーション識別子 152 をマッピングする例を示します。
Router(config)# cable application-type 2 include pcmm priority 7
Router(config)# cable application-type 2 include pcmm app-id 152

次に、UGS および UGS-AD の両方をバケット番号 1 にマッピングする例を示します。
Router(config)# cable application-type 1 include scheduling-type ugs
Router(config)# cable application-type 1 include scheduling-type ugs-ad

次に、ベスト エフォート CIR フローをバケット番号 3 にマッピングする例を示します。
Router(config)# cable application-type 3 include BE
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トラブルシューティングのヒント
サービス フロー アドミッション制御では、Cisco CMTS のモニタおよびトラブルシューティング機
能に対して debug および show コマンドがサポートされています。次の手順を参照してください。
•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示

•

サービス フロー予約レベルの表示

•

サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ

次に行う作業
サービス フロー アドミッション制御のルールが Cisco CMTS でイネーブルになっている場合（デ
フォルトではイネーブルです）、これらのルールをこの手順のステップで上書きまたは再設定でき
ます。ルールがイネーブルになっている場合、
「サービス フロー アドミッション制御のアプリケー
ション バケットの命名」
（p.16-19）の手順に従って、アプリケーション バケットに名前を付けたり、
名前を変更したりできます。
それ以外の場合は、このマニュアルに説明されている追加のデフォルト以外の手順、または Cisco
CMTS でサービス フロー アドミッション制御をモニタまたはトラブルシューティングする以下の
手順を参照してください。
•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示

•

サービス フロー予約レベルの表示

•

サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの命名
この手順では、サービス フロー アドミッション制御でサポートされる 8 つのアプリケーション バ
ケットのうち 6 つに英数字の名前を割り当てることができます。バケット識別子のデフォルトの範
囲は 1 ～ 8 です。
ステップの概略
1. enable
2. configure terminal
3. cable application-type n name bucket-name
4. Ctrl-Z
ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router# configure terminal
Router(config)#
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ステップ 3

コマンドまたは処理

目的

cable application-type n name bucket-name

指定したバケットに英数字の名前を割り当てます。

Router(config)# cable application-type 7
name besteffort

ステップ 4

（注）

このバケット名は、サポートする show および
debug コマンドにデフォルトのバケット番号と
ともに表示されます。

•

n ― 名前を適用するバケット番号を指定します。デ
フォルトのバケット番号またはカスタマイズされた
英数字名のどちらが使用されているかに関わらず、
元の数値 1 ～ 8 に基づくバケットのプライオリティ
が適用されます。

•

name ― キーワードを指定すると、バケット名を指
定した値に改名できます。

•

bucket-name ― デフォルトのバケット番号を強化し
て show コマンドに表示する、英数字のバケット名。

特権 EXEC モードに戻ります。

Ctrl-Z

Router(config)# Ctrl^Z

例
次に、関連するバケットに計数ではなく、バケットについて簡単に説明した名前を使用する例を示
します。
Router(config)# cable application-type 2 name video
Router(config)# cable application-type 3 name gaming

この手順で行った変更は、show application-buckets コマンドで表示されます。

トラブルシューティングのヒント
サービス フロー アドミッション制御では、Cisco CMTS のモニタおよびトラブルシューティング機
能に対して debug および show コマンドがサポートされています。次の手順を参照してください。
•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示

•

サービス フロー予約レベルの表示

•

サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ

次に行う作業
この手順で行った変更は、show application-buckets コマンドで表示されます。
このマニュアルに説明されている追加のデフォルト以外の手順、または Cisco CMTS でサービス フ
ロー アドミッション制御をモニタまたはトラブルシューティングする以下の手順を参照してくだ
さい。
•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示

•

サービス フロー予約レベルの表示

•

サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ
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ダウンストリームおよびアップストリーム アプリケーションしきい値の設定
ここでは、Cisco CMTS サービス フロー アドミッション制御のダウンストリームおよびアップスト
リーム アプリケーションしきい値を設定します。この手順では、Cisco IOS 旧リリースの旧バージョ
ンのアドミッション制御コマンドを拡張して、サービス フロー アドミッション制御の追加アプリ
ケーションをサポートします。この手順の設定は、ダウンストリームおよびアップストリーム アプ
リケーションのグローバル モードまたはインターフェイス ごとモードに適用可能で、必要に応じ
てアップストリームごとの形式にも適用可能です。

これらのコンフィギュレーション コマンドの優先順
帯域ベースのサービス フローアドミッション制御は、インターフェイス レベルまたはグローバル
レベルで設定できます。アップストリーム帯域の場合、アップストリームごとレベルでも SFAC を
設定できます。
ダウンストリーム チャネルでは、インターフェイス レベルしきい値の優先順は設定済みのグロー
バルしきい値よりも高位です。アップストリーム ポートでは、ポートレベルしきい値の優先順はイ
ンターフェイス レベルしきい値よりも高位で、インターフェイス レベルしきい値の優先順はグ
ローバルしきい値よりも高位です。
このように、グローバルおよびインターフェイス レベル両方のダウンストリームしきい値を設定す
る場合、そのインターフェイスでインターフェイス レベルしきい値が有効になります。同様に、
ポートレベル設定およびインターフェイス レベル アップストリームしきい値を設定する場合、そ
のポートでポートレベルしきい値が有効になります。ポートレベルしきい値がない残りのポートで
は、インターフェイス レベル アップストリームしきい値を使用します。
ステップの概略
1. enable
2. configure terminal
3. (Optional) interface cable { slot/port | slot/subslot/port }
4. cable admission-control ds-bandwidth bucket-no n minor minor-threshold major major-threshold
exclusive exclusive-percentage [ non-exclusive non-exclusive-percentage ]
5. (Optional) interface cable {slot/port | slot/subslot/port}
6. cable admission-control us-bandwidth bucket-no n minor minor-threshold major major-threshold
exclusive exclusive-percentage [ non-exclusive non-exclusive-percentage ]
7. (Optional) interface cable {slot/port | slot/subslot/port}
8. cable upstream n admission-control us-bandwidth bucket-no n minor minor-threshold major
major-threshold exclusive exclusive-percentage [ non-exclusive non-exclusive-percentage ]
9. Ctrl-Z
ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router# configure terminal
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コマンドまたは処理
ステップ 3

interface cable {slot/port |
slot/subslot/port}

Router(config)# interface c5/0/1
Router(config-if)#

目的
（任意）この機能は、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで、指定したインターフェイスにだけ実装
します。ステップ 4 のグローバル コンフィギュレーショ
ンではグローバル コンフィギュレーション モードを使用
します。
インターフェイスにダウンストリームしきい値を設定す
ると、そのコンフィギュレーションはグローバル コン
フィギュレーションよりも優先されます。

ステップ 4

•

slot/port ― Cisco uBR7246VXR ルータのケーブル イン
ターフェイスを指定します。

•

slot/subslot/port ― Cisco uBR10012 ルータのケーブル
インターフェイスを指定します。

cable admission-control ds-bandwidth
bucket-no n minor minor-threshold major
major-threshold exclusive
exclusive-percentage [ non-exclusive
non-exclusive-percentage ]

Cisco CMTS のすべてのインターフェイスのダウンスト
リーム音声またはデータ帯域に、マイナー、メジャー、お
よび排他的しきい値が設定されます。複数のバケットに
帯域を設定する場合は、このステップを繰り返します。

Router(config)# cable admission-control
ds-bandwidth bucket-no 1 minor 15 major 25
exclusive 30 non-exclusive 15

この機能は、グローバル コンフィギュレーション モード
で、Cisco CMTS 全体にわたって実装されます。それ以外
の場合は、ステップ 3 のように、インターフェイス コン
フィギュレーション モードでこのコマンドを使用しま
す。帯域の値は次のとおりです。
•

ds-bandwidth ― ダウンストリーム スループットしき
い値を設定します。

•

bucket-no n ― キーワードと変数を指定すると、この
設定を適用するバケット番号が選択されます。

•

n ― この設定を適用するアプリケーション バケット
番号を選択します。

•

minor minor-threshold ― マイナー アラームしきい値
を設定します。minor-threshold はパーセントで、1 ～
100 です。

•

major major-threshold ― メジャー アラームしきい値
を設定します。major-threshold はパーセントで、1 ～
100 です。

•

exclusive exclusive-percentage ― このクラスに排他的
に予約したスループットをパーセントで指定します
（音声またはデータ）。exclusive-percentage は 1 ～ 100
の整数です。このスループットは、他のバケットでは
使用できません。

•

non-exclusive non-exclusive-percentage ― （任意）排他
的な部分に加えてこのクラスで使用できるスルー
プットをパーセントで設定します。
non-exclusive-percentage は 1 ～ 100 の整数です。包括
的スループットなので、他のバケットを指定して使用
することもできます。

Cisco CMTS からダウンストリーム帯域を削除するには、
このコマンドの no 形式を使用します
•

no cable admission-control ds-bandwidth
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コマンドまたは処理
ステップ 5

目的
（任意）この機能は、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで、指定したインターフェイスにだけ実装
します。グローバル コンフィギュレーションにはグロー
バル コンフィギュレーション モードを使用します。

interface cable {slot/port |
slot/subslot/port}

Router(config)# interface c5/0/1
Router(config-if)#

ステップ 6

cable admission-control us-bandwidth
bucket-no n minor minor-threshold major
major-threshold exclusive
exclusive-percentage [ non-exclusive
non-exclusive-percentage ]

Router(config)# cable admission-control
us-bandwidth bucket-no 1 minor 10 major 20
exclusive 30 non-exclusive 10

ステップ 7

interface cable {slot | subslot}
{slot/subslot/port}

Router(config)# interface c5/0/1
Router(config-if)#

•

slot/port ― Cisco uBR7246VXR ルータのケーブル イン
ターフェイスを指定します。

•

slot/subslot/port ― Cisco uBR10012 ルータのケーブル
インターフェイスを指定します。

Cisco CMTS に、グローバルまたはインターフェイス レベ
ルのアップストリーム帯域しきい値および排他的または
包括的帯域しきい値を設定します。インターフェイスに
アップストリームしきい値を設定すると、そのコンフィ
ギュレーションはグローバル コンフィギュレーションよ
りも優先されます。
•

us-bandwidth ― アップストリーム帯域しきい値を設
定するコマンドであることを示します。

•

bucket-no n ― この設定を適用するアプリケーション
バケットを選択します。

•

minor minor-threshold ― マイナー アラームしきい値
を設定します。minor-threshold はパーセントで、1 ～
100 です。

•

major major-threshold ― メジャー アラームしきい値
を設定します。major-threshold はパーセントで、1 ～
100 です。

•

exclusive exclusive-percentage ― アップストリーム ス
ループット リソースのクリティカルしきい値。この
クラスに排他的に予約されているスループットを
パーセントで指定します。exclusive-percentage は 1 ～
100 の範囲の値です。この帯域は、他のクラスには使
用できません。

•

non-exclusive non-exclusive-percentage ― （任意）排他
的な部分に加えてこのクラスで使用できる帯域を
パーセントで設定します。non-exclusive-percentage は
1 ～ 100 の整数です。包括的な帯域なので、他のクラ
スを指定して使用することもできます。

（任意）この機能は、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで、指定したインターフェイスにだけ実装
します。グローバル コンフィギュレーションにはグロー
バル コンフィギュレーション モードを使用します。
インターフェイスにダウンストリームしきい値を設定す
ると、そのコンフィギュレーションはグローバル コン
フィギュレーションよりも優先されます。
•

slot/port ― Cisco uBR7246VXR ルータのケーブル イン
ターフェイスを指定します。

•

slot/subslot/port ― Cisco uBR10012 ルータのケーブル
インターフェイスを指定します。
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ステップ 8

コマンドまたは処理

目的

cable upstream n admission-control
us-bandwidth bucket-no n minor
minor-threshold major major-threshold
exclusive exclusive-percentage
[ non-exclusive non-exclusive-percentage ]

Cisco CMTS に、グローバルまたはインターフェイス レベ
ルのアップストリーム帯域しきい値および排他的または
包括的帯域しきい値を設定します。インターフェイスに
アップストリームしきい値を設定すると、そのコンフィ
ギュレーションはグローバル コンフィギュレーションよ
りも優先されます。

Router(config)# cable upstream 1
admission-control us-bandwidth bucket-no 1
minor 10 major 20 exclusive 30
non-exclusive 10

ステップ 9

•

upstream ― このコマンドをアップストリーム チャ
ネルごとに適用することを指定します。

•

n ― アップストリーム チャネル番号を指定します。
トラフィック タイプは、ダウンストリーム コマンド
と同じ値をとります。

•

us-bandwidth ― アップストリーム帯域しきい値を設
定するコマンドであることを示します。

•

bucket-no n ― この設定を適用するアプリケーション
バケットを選択します。

•

minor minor-threshold ― マイナー アラームしきい値
を設定します。minor-threshold はパーセントで、1 ～
100 です。

•

major major-threshold ― メジャー アラームしきい値
を設定します。major-threshold はパーセントで、1 ～
100 です。

•

exclusive exclusive-percentage ― アップストリーム ス
ループット リソースのクリティカルしきい値。この
クラスに排他的に予約されているスループットを
パーセントで指定します。exclusive-percentage は 1 ～
100 の範囲の値です。この帯域は、他のクラスには使
用できません。

•

non-exclusive non-exclusive-percentage ― （任意）排他
的な部分に加えてこのクラスで使用できる帯域を
パーセントで設定します。non-exclusive-percentage は
1 ～ 100 の整数です。包括的な帯域なので、他のクラ
スを指定して使用することもできます。

特権 EXEC モードに戻ります。

Ctrl-Z

Router(config)# Ctrl^Z

例
次に、指定したバケットにグローバル コンフィギュレーション モードでダウンストリームおよび
アップストリーム アプリケーションしきい値を設定するステップの順序を例示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# cable admission-control ds-bandwidth bucket-no 1 minor 15 major 25
exclusive 30 non-exclusive 15
Router(config)# cable admission-control us-bandwidth bucket-no 1 minor 10 major 20
exclusive 30 non-exclusive 10
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トラブルシューティングのヒント
サービス フロー アドミッション制御では、Cisco CMTS のモニタおよびトラブルシューティング機
能に対して debug および show コマンドがサポートされています。次の手順を参照してください。
•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示

•

サービス フロー予約レベルの表示

•

サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ

次に行う作業
このマニュアルに説明されている追加のデフォルト以外の手順、または Cisco CMTS でサービス フ
ロー アドミッション制御をモニタまたはトラブルシューティングする以下の手順を参照してくだ
さい。
•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示

•

サービス フロー予約レベルの表示

•

サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ

ハイ プライオリティの緊急通報の優先
ハイ プライオリティの緊急通報トラフィックが帯域の専用部分を使用するように、SFAC ールとし
きい値を設定できます。緊急通報トラフィックの平均通話量はそれほど大きくないため、緊急通報
に予約する帯域の端数は小さくてすみます。地域災害が発生した場合、緊急通報の通話量は急増し
ます。この場合、急増する緊急通話を優先するために、標準音声トラフィックの一部を空けなけれ
ばならないことがあります。
Cisco CMTS ソフトウェアは、ハイ プライオリティの音声フローを、1 つまたは複数のプライオリ
ティが標準の音声フローに優先させます。SFAC には、このプリエンプション機能をイネーブルま
たはディセーブルにする CLI が用意されています。
SFAC のプリエンプション ロジックは、次の手順に従います。
1. アドミッション制御の最初のパスで、ハイ プライオリティ PacketCable フローを許可できな
かった場合、標準 PacketCable 通話に設定された別のバケットでそのフローを許可できるかど
うかがチェックされます（PacketCable の標準およびハイ プライオリティ ルールが、別個のバ
ケットに設定されている場合のみ該当します）。帯域を使用できる場合、通話はプライオリティ
が標準のバケットで許可されます。
2. プライオリティが標準のバケットに空きがない場合、プライオリティが標準の PacketCable フ
ローが優先され、プライオリティの低いフローが優先されたバケット内でハイ プライオリティ
フローが許可されます。
3. 優先できるプライオリティが標準のフローがない場合、ハイ プライオリティ フローの許可は
却下されます。これは、主に、プライオリティが標準およびハイ プライオリティのバケットの
両方が緊急通話で一杯になっている場合に起こります。
このプリエンプションは、ハイ プライオリティ PacketCable フローに対してのみ有効です。
アップストリームまたはダウンストリームのプライオリティの低いサービス フローがプリエンプ
ションに選択された場合、反対方向の同じ音声通話の対応するサービス フローも優先されます。
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ステップの概略
1. enable
2. configure terminal
3. [no] cable admission-control preempt priority-voice
4. Ctrl-Z
ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router# configure terminal

ステップ 3

ステップ 4

[ no ] cable admission-control preempt
priority-voice

Cisco CMTS のデフォルトの緊急通話優先機能を変更し
て、Cisco CMTS の他のすべてのバケット上の緊急通話の
スループットおよび帯域要件をサポートします。

Router(config)# no cable admission-control
preempt priority-voice

このコマンドの no 形式は、
このプリエンプションをディ
セーブルにして、緊急通話をサポートするバケットを
CIsco CMTS のデフォルト設定および標準機能に戻しま
す。

Ctrl-Z

特権 EXEC モードに戻ります。

Router(config)# Ctrl^Z
Router#

例
次に、Cisco CMTS の緊急通話プリエンプションをディセーブルにしてから元に戻す例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# cable admission-control preempt priority-voice
Router(config)# no cable admission-control preempt priority-voice
Router(config)# Ctrl^Z
Router#

トラブルシューティングのヒント
サービス フロー アドミッション制御では、Cisco CMTS のモニタおよびトラブルシューティング機
能に対して debug および show コマンドがサポートされています。次の手順を参照してください。
•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示

•

サービス フロー予約レベルの表示

•

サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ
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次に行う作業
このマニュアルに説明されている追加のデフォルト以外の手順、または Cisco CMTS でサービス フ
ロー アドミッション制御をモニタまたはトラブルシューティングする以下の手順を参照してくだ
さい。
•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示

•

サービス フロー予約レベルの表示

•

サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ

アップストリームおよびダウンストリーム帯域利用率の計算
サービス フロー アドミッション制御機能は US および DS チャネルごとにカウンタを管理します。
このカウンタには現在の帯域予約が保存されます。サービス要求により新しいサービス フローが作
成されると、サービス フロー アドミッション制御は新しいフローに必要な帯域を見積もり、ルー
タに追加します。帯域は以下のように計算して見積もります。
•

DS サービス フローに必要な帯域は最小予約レートで、DOCSIS サービス フロー QoS パラメー
タで指定されています。

•

US フローの必要帯域は次のように算出します。
－ BE フローに必要な帯域は最小予約レートで、DOCSIS サービス フロー QoS パラメータで
指定されています。
－ UGS フローに必要な帯域は認可サイズ × 毎秒の認可数で、DOCSIS で指定されています。
－ RTP および RTPS フローに必要な帯域は、DOCSIS サービス フロー QoS パラメータで指定
されている最小予約レートと、スロット要求のスケジュール指定に必要な帯域の合計です。
－ UGSAD フローに必要な帯域は、ペイロードに必要な帯域（UGS フローと同じ）とスロッ
ト要求のスケジュール指定に必要な帯域の合計です。

以上の計算では、サービス フロー アドミッション制御の PHY オーバーヘッドが明確になっていま
せん。DOCSIS オーバーヘッドは UGS および UGS-AD フローでのみ計算されます。利用可能な帯
域の端数を見積もるには、PHY および DOCSIS オーバーヘッドを明らかにし、DOCSIS 保守メッ
セージのスケジュールによって発生するオーバーヘッドも明確にして計算する必要があります。
サービス フロー アドミッション制御は、生データ レートに 80% の補正率を適用して利用可能な帯
域合計を算出します。

例
次に、US 音声通話の帯域を計算する例を示します。
G711 コーデックで生成した音声通話を持つ UC チャネルを例に取ります。
•

チャネル幅は 3.2 MHz で、16 QAM、生データ レートは 10.24 MHz です。

•

G711 コーデックは 64 Kbps の音声トラフィックを生成します。このときのサンプリング レー
トは 20 ミリ秒です。

•

つまり、それぞれのサンプル ペイロードは 160 バイトです。RTP、UDP および IP、イーサネッ
トおよび DOCSIS オーバーヘッドを含めたパケット サイズは 232 バイトになります。毎秒 50
サンプルとすれば 92.8 Kbps となります。

•

つまり、新しい通話ごとにサービス フロー アドミッション制御は現在の予約に 92.8 Kbps を追
加します。利用可能な帯域合計は生データの 80% なので 8.192 Mbps となります。

このチャネルにしきい値が 70% の UGS トラフィックを設定すると、音声に割り当てた帯域は 8.192
× 0.7 = 5.7344 Mbps となります。これは、1 通話が 92.8 Kbps なので 62 通話となります。しきい値
が 99% であれば、許容通話数は 87 になります。
補正率 80% は全オーバーヘッドの概算です。正確な補正率は、生データ、PHS オプション、FEC
オプションなどの複数の要因によって変わります。
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UGS パケットは固定サイズなので、UGS データ レートはそのまま算出できます。他のタイプのパ
ケット サイズは一定ではないので、正確なチャネル利用は予測できません。この例では、しきい値
は 99% で、チャネルは音声通話だけを送信する場合、スケジューラ制限はサービス フロー アドミッ
ション制御しきい値よりも先に設定され、85 通話以後の通話は予定されません。
結果として、サービス フロー アドミッション制御機能による正確な帯域推計は保証されません。

サービス フロー アドミッション制御の帯域妥当性検査
サービス フローアドミッション制御は Cisco CMTS の複数のリソースに基づいており、これらのリ
ソースをモニタします。それぞれのトラフィック タイプに、メジャー、マイナー、排他的および包
括的しきい値を設定できます。サービス フロー アドミッション制御の設定が矛盾しないように、最
初に設定が検証されます。エラーが検出されるとエラー メッセージが表示され、設定は行われませ
ん。
指定したリソースにしきい値を設定する前に、サービス フロー アドミッション制御は以下のガイ
ドラインに従って設定の有効性を確認します。
1. 指定したリソースのマイナーしきい値はメジャーしきい値よりも小さく、メジャーしきい値は
排他的またはクリティカルしきい値よりも小さい値であること。たとえば、マイナーしきい値
が 45%、メジャーしきい値が 65%、クリティカルしきい値が 85% に設定されている必要があ
ります。
2. ダウンストリームおよびアップストリーム帯域では、排他的しきい値と最大に設定された包括
的しきい値の合計が 100% よりも小さいこと。たとえば、各種バケットのアップストリーム帯
域では、バケット 1 ～ 4 の排他的しきい値がそれぞれ 15% に設定されていれば、これら 4 つの
バケットには合計で 60% の排他的予約が設定されていることになります。つまり、包括的帯域
は 40% となります。その結果、バケットは最大包括的しきい値は 40%（100% – 60%）となり、
40% 未満に設定する必要があります。

暗黙的な帯域
特定のバケットに排他的しきい値を割り当てないように選択できます。この場合、これらのバケッ
トには暗黙的なしきい値設定されているとみなされます。前の例で、バケット 5 ～ 8 にしきい値を
設定しない場合、これらのバケットには暗黙的なしきい値設定されているとみなされます。60% の
帯域はすでにバケット 1 ～ 4 によって予約されているため、バケット 5 ～ 8 は残りの 40% の帯域を
共有します。この 40% の帯域は包括的な方法で処理されます。この情報は、show コマンドのサポー
トに表示されます。

加入過多
Cisco CMTS のリソースの加入過多は、次のいずれかの場合に発生します。
•

音声およびデータの両方に 50% の排他的帯域が割り当てられている状況を考えてみます。多数
のケーブル モデムがゼロ以外の CIR サービス フローで登録されると、帯域の端数が多量に消
費されます。ケーブル モデム登録時にサービス フローは拒否されないため、データ使用量が
割り当てられた 50% のしきい値を超える可能性があります。このような状況を加入過多と呼び
ます。

•

CIR フローを持つ CM コンフィギュレーション ファイルでケーブル モデム登録を行うと、加
入過多になることがあります。上述のように、アドミッション制御ポリシーに違反する場合で
あっても、CIR フローのアドミッションによって加入過多になることがあります。

•

サービス フローの許可後に SFAC イベントをイネーブルにすると、加入過多になることがあり
ます。ケーブルアドミッション制御の動的なサービス コマンドを使用して、SFAC チェックが
イネーブルになっていない場合、サービス フローが許可されることがあります。しきい値が設
定されている場合、帯域使用量が割り当て量を超えることがあります。
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•

しきい値を動的に変更すると、加入過多になることがあります。フローがすでに許可されてい
る限り、しきい値レベルに動的な方法で変更を加えることができます。新規しきい値が任意の
バケットの現在の予約よりも低い場合、そのバケットは新規および低いしきい値のもとで加入
過多になります。

•

サービス フロー処理方法によって加入過多になることがあります。割り当てられた帯域を越え
る 帯 域 量 は、" 加 入 過 多 帯 域 "
と し て 測 定 さ れ ま す。加 入 過 多 帯 域 は、"show
cable
admission-control.." コマンドで表示されます。残りのバケットの使用可能帯域を計算する際、加
入過多帯域は考慮されません。有効な帯域は次のように計算します。
有効な帯域 = 現在の予約 – 加入過多帯域
たとえば、音声およびデータの両方に 50% の帯域が割り当てられている最初のシナリオの場
合、データ使用量が 70% に達すると、データ バケットの加入過多は合計 20% になります。す
なわち、データ バケットの有効な帯域は 70 – 20 = 50% になります。
したがって、音声の使用可能帯域を計算する際は、50% の帯域すべてが使用可能とみなされま
す。この例で、音声使用量が 50% に達することを許可すると、予約合計は 120% になる点に注
意してください。現在のところ、Cisco CMTS プラットフォームでは、予約合計がダウンスト
リーム チャネルの使用可能帯域の 100% を超えることは許可されていません。アップストリー
ム チャネルのみが予約 100% を超えることができます。

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示
Cisco IOS Release 12.3(21)BC では、デフォルトまたはカスタマイズされたサービス フロー アドミッ
ション制御の設定および状態を Cisco CMTS に表示する show application-buckets コマンドが導入さ
れました。このコマンドでは、バケット番号とバケット名が表示されます。後者が設定されている
場合、各バケットの関連ルールも表示されます。1 つのバケットに複数のルールが適用されている
場合、ルールはそのバケットのプライオリティ順に表示されます。

前提条件
この手順では、Cisco CMTS で SFAC が設定され、動作していることを前提としています。
ステップの概略
1. enable
2. show cable application-type [ bucket-no n ]
ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

bucket-no n ] Cisco CMTS でサービス フロー アドミッション制御を
サポートする、任意またはすべてのバケットのルールを
表示します。任意のバケットに設定されたルールは、
Router# show application-buckets 5
ルール フィールドの優先順位に従って表示されます。
show cable application-type [

•

bucket-no n ― Cisco CMTS の特定バケット番号を指
定し、そのバケットのパラメータのみを表示できま
す。有効な範囲は 1 ～ 8（特定バケットが指定され
ていない場合はすべてのバケット）です。
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例
次に、show cable application-type コマンドの出力例を示します。
Router# show cable application-type
For bucket 1, Name PktCable
Packetcable normal priority gates
Packetcable high priority gates
For bucket 2, Name PCMM-Vid
PCMM gate app-id = 30
For bucket 3, Name Gaming
PCMM gate app-id = 40
For bucket 4, Name
For bucket 5, Name
For bucket 6, Name
For bucket 7, Name
For bucket 8, Name HSD
Best-effort (CIR) flows

トラブルシューティングのヒント
サービス フロー アドミッション制御では、Cisco CMTS のトラブルシューティング機能に対して
show および debug コマンドがサポートされています。次の手順を参照してください。
•

サービス フロー予約レベルの表示

•

サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ

次に行う作業
このマニュアルに説明されている追加のデフォルト以外の手順、または Cisco CMTS でサービス フ
ロー アドミッション制御をモニタまたはトラブルシューティングする以下の手順を参照してくだ
さい。
•

サービス フロー予約レベルの表示

•

サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ

サービス フロー予約レベルの表示
Cisco IOS Release 12.3(21)BC では、Cisco CMTS のサービス フロー、アプリケーション分類、帯域
の消費を表示する新規コマンドが導入されました。

前提条件
この手順では、Cisco CMTS で SFAC が設定され、動作しているとみなします。
ステップの概略
1. enable
2. show interface cable { slot/port | slot/subslot/port } admission-control reservation { downstream |
upstream } port-no
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

指定したインターフェイスおよび指定したサービス フ
ローの方向についての、Cisco CMTS のサービス フロー、
分類、帯域の消費を表示します。

show interface cable { slot/port |
slot/subslot/port } admission-control
reservation { downstream | upstream
port-no }

Router# show interface cable 5/1/1
admission-control reservation downstream

•

slot/port ― Cisco uBR7246VXR ルータのケーブル イ
ンターフェイスを指定します。

•

slot/subslot/port ― Cisco uBR10012 ルータのケーブル
インターフェイスを指定します。

•

downstream ― 指定したケーブル インターフェイス
のダウンストリーム サービス フロー情報を表示し
ます。

•

upstream ― 指定したケーブル インターフェイスの
アップストリーム サービス フロー情報を表示しま
す。ここでポート番号を指定して、表示を絞り込む
ことができます。

•

port-no ― この指定を適用するポート番号。SFAC 用
に設定されたアップストリーム ポートに適用可能。

例
次に、サービス フロー アドミッション制御および show interface cable admission-control reservation
{ downstream | upstream } port-no コマンドの出力例および状態を示します。
Router# show interface cable 5/1/1 admission-control reservation downstream.
SfId
Mac Address
Bucket
Bucket Name
State
Current Reserv
4
0000.cad6.f052
8
act
0
88
0000.cad6.f052
8
act
2000
6
0000.cad6.eece
8
act
0
21
0000.cad6.eece
8
act
2000
8
0000.cad6.eebe
8
act
0
24
0000.cad6.eebe
8
act
2000
10
0000.cadb.30a6
8
act
0
27
0000.cadb.30a6
8
act
2000

SFAC の設定および状態の表示
Cisco IOS Release 12.3(21)BC では、Cisco CMTS のサービス フロー、アプリケーション分類、帯域
の消費状態を表示する拡張コマンドがサポートされています。

前提条件
この手順では、Cisco CMTS で SFAC が設定され、動作しているとみなします。
ステップの概略
1. enable
2. show cable admission-control [global] [interface slot/port | slot/subslot/port] [all]
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

show cable admission-control [global]
[interface slot/port | slot/subslot/port]
[all]

Cisco CMTS、または指定したインターフェイスでの現在
の SFAC の設定および状態を表示します。
•

Router#

global ― オプションのキーワードを指定すると、次
の情報が表示されます。
－ アドミッション制御に設定したパラメータ
－ 各リソースで、マイナー、メジャー、およびク
リティカル レベルを超えた要求の数

•

interface slot/port | slot/subslot/port ― このオプション
を指定すると、指定したインターフェイスまたは
ポートの SFAC 情報を表示できます。具体的な内容
は次のとおりです。
－ アップストリーム スループット リソースの値
－ ダウンストリーム スループット リソースの値
－ slot/port ― Cisco uBR7246VXR ルータのケーブ
ル インターフェイスを指定します。
－ slot/subslot/port ― Cisco uBR10012 ルータのケー
ブル インターフェイスを指定します。

•

all ― Cisco CMTS で SFAC に設定されたすべてのイ
ンターフェイスの情報を表示します。

例
次に、サービス フロー アドミッション制御機能の詳細情報の例を示します。この例では、しきい
値レベルおよびバケットごとの現在の予約、およびバケットごとの加入過多帯域バケットを示しま
す。Cisco IOS では、暗黙的に計算されたしきい値をアスタリスクで示します。
Router# show cable admission-control interface cable 5/1/1 upstream 0
Interface Cable5/1/1
Upstream Bit Rate (bits per second) = 4096000
Resource - Upstream Bandwidth
----------------------------Bucket Names Minor # of Major # of Excls # of Non-Ex Curr. Curr. Conf # of
No
Level Times Level Times Level Times Level Resv Ovrsb Level Rejec
1
5
1312 7
1262 45
0
0
31
0
I
36
2
0
0
0
0
0
0
6*
0
0
I
0
3
0
0
0
0
0
0
6*
0
0
I
0
4
0
0
0
0
0
0
6*
0
0
I
0
5
0
0
0
0
0
0
6*
0
0
I
0
6
0
0
0
0
0
0
6*
0
0
I
0
7
0
0
0
0
0
0
6*
0
0
I
0
8
5
31
7
29
49
11
5
79
25
I
0

トラブルシューティングのヒント
サービス フロー アドミッション制御では、Cisco CMTS のモニタおよびトラブルシューティング機
能に対して debug および show コマンドがサポートされています。次の手順を参照してください。
•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示

•

サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ

Cisco Cable Modem Termination System（CMTS）の概要

16-32

OL-1467-08-J

第 16 章

Cisco CMTS のサービス フロー アドミッション制御
サービス フロー アドミッション制御を設定、モニタ、およびトラブルシューティングする方法

次に行う作業
このマニュアルに説明されている追加のデフォルト以外の手順、または Cisco CMTS でサービス フ
ロー アドミッション制御をモニタまたはトラブルシューティングする以下の手順を参照してくだ
さい。
•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示

•

サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ

•

異なるイベント タイプに対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ（p.16-33）

•

CPU リソースに対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ（p.16-34）

•

メモリ リソースに対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ（p.16-35）

•

ダウンストリーム帯域に対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ（p.16-36）

•

アップストリーム スループットに対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ
（p.16-37）

異なるイベント タイプに対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ
Cisco IOS Release 12.3(21)BC では、Cisco CMTS での SFAC のサービス フロー イベントのデバッグ
をサポートしています。

前提条件
この debug コマンドを使用するためには、要件に応じたその他の SFAC 設定のほかに、次の手順が
デフォルトで設定されているか、またはマニュアル設定する必要があります。
• 「サービス フロー アドミッション制御をイベント タイプに対してイネーブルにする」
（p.16-10）
ステップの概略
1. enable
2. debug cable admission-control event
ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

debug cable admission-control event

Router# debug cable admission-control
event

サービス フロー アドミッション制御のイベント志向型
トラブルシューティングをイネーブルにします。このデ
バッグをディセーブルにするには、このコマンドの no 形
式を使用します。

例
次に、debug cable admission-control event コマンドをイネーブルにする例を示します。
Router# debug cable admission-control event
*Sep 12 23:15:22.867: Entering admission control check on PRE and it's a
cm-registration
*Sep 12 23:15:22.867: Admission control event check is TRUE
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次に行う作業
イベント タイプのサービス フロー アドミッション制御チェックを行ってエラーが生じた場合は、
次のセクションでイベントと設定に関する詳細を参照してください。
•

debug cable admission-control

•

show cable admission-control

• 「サービス フロー アドミッション制御を設定、モニタ、およびトラブルシューティングする方
法」（p.16-9）

CPU リソースに対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ
Cisco IOS Release 12.3(21)BC では、Cisco CMTS で SFAC に設定された CPU リソースのデバッグを
サポートしています。

前提条件
この debug コマンドを使用するためには、要件に応じたその他の SFAC 設定のほかに、次の手順が
デフォルトで設定されているか、またはマニュアル設定する必要があります。
• 「CPU 利用率ベースのサービス フロー アドミッション制御を設定」（p.16-11）
ステップの概略
1. enable
2. debug cable admission-control cpu
ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

サービス フロー アドミッション制御の CPU トラブル
シューティングをイネーブルにします。このデバッグを
ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使
Router# debug cable admission-control cpu
用します。
debug cable admission-control cpu

例
次に、debug cable admission-control cpu コマンドをイネーブルにして表示する例を示します。
Router#
*Sep 12
*Sep 12
*Sep 12
*Sep 12

debug cable admission-control cpu
23:08:53.255: CPU admission control check succeeded
23:08:53.255: System admission control check succeeded
23:08:53.255: CPU admission control check succeeded
23:08:53.255: System admission control check succeeded
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次に行う作業
CPU リソースのサービス フロー アドミッション制御チェックを行ってエラーが生じた場合、次の
セクションで CPU 利用率しきい値、イベント、および設定に関する詳細を参照してください。
•

debug cable admission-control

•

show cable admission-control

• 「サービス フロー アドミッション制御を設定、モニタ、およびトラブルシューティングする方
法」（p.16-9）

メモリ リソースに対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ
Cisco IOS Release 12.3(21)BC では、Cisco CMTS で SFAC に設定されたメモリ リソースのデバッグ
をサポートしています。

前提条件
この debug コマンドを使用するためには、要件に応じたその他の SFAC 設定のほかに、次の手順が
デフォルトで設定されているか、またはマニュアル設定する必要があります。
• 「メモリ リソース ベースのサービス フロー アドミッション制御を設定」（p.16-13）
ステップの概略
1. enable
2. debug cable admission-control cpu
ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

debug cable admission-control cpu

Router# debug cable admission-control
memory

サービス フロー アドミッション制御のメモリ トラブル
シューティングをイネーブルにします。このデバッグを
ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使
用します。

例
次に、debug cable admission-control memory コマンドをイネーブルにして表示する例を示します。
Router#
*Sep 12
*Sep 12
*Sep 12
*Sep 12

debug cable admission-control memory
23:08:53.255: CPU admission control check succeeded
23:08:53.255: System admission control check succeeded
23:08:53.255: CPU admission control check succeeded
23:08:53.255: System admission control check succeeded

次に行う作業
メモリ リソースのサービス フロー アドミッション制御チェックを行ってエラーが生じた場合、次
のセクションで メモリしきい値、イベント、および設定に関する詳細を参照してください。
•

debug cable admission-control

•

show cable admission-control
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• 「サービス フロー アドミッション制御を設定、モニタ、およびトラブルシューティングする方
法」（p.16-9）

ダウンストリーム帯域に対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ
Cisco IOS Release 12.3(21)BC では、Cisco CMTS で SFAC に設定されたダウンストリーム帯域のデ
バッグをサポートしています。

前提条件
この debug コマンドを使用するためには、要件に応じたその他の SFAC 設定のほかに、次の手順が
デフォルトで設定されているか、またはマニュアル設定する必要があります。
• 「ダウンストリームおよびアップストリーム アプリケーションしきい値の設定」（p.16-21）
ステップの概略
1. enable
2. debug cable admission-control ds-bandwidth
ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

debug cable admission-control ds-bandwidth

Router# debug cable admission-control
ds-bandwidth

サービス フロー アドミッション制御のダウンストリー
ム スループット トラブルシューティングをイネーブル
にします。このデバッグをディセーブルにするには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。

例
次に、debug cable admission-control ds-bandwidth コマンドをイネーブルにして表示する例を示し
ます。
Router# debug cable admission-control ds-bandwidth
Oct 8 23:29:11: Failed to allocate DS bandwidth for
CM 0007.0e01.1db5 in adding a new service entry

次に行う作業
debug コマンドがダウンストリームのサービス フロー アドミッション制御設定で実行されること
がわかった場合は、スループットしきい値、イベントおよび設定の詳細について、以下のセクショ
ンを参照してください。
•

debug cable admission-control

•

show cable admission-control

• 「サービス フロー アドミッション制御を設定、モニタ、およびトラブルシューティングする方
法」（p.16-9）
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アップストリーム スループットに対するサービス フロー アドミッション制御のデバッグ
Cisco IOS Release 12.3(21)BC では、Cisco CMTS で SFAC に設定されたアップストリーム帯域のデ
バッグをサポートしています。

前提条件
この debug コマンドを使用するためには、要件に応じたその他の SFAC 設定のほかに、次の手順が
デフォルトで設定されているか、またはマニュアル設定する必要があります。
• 「ダウンストリームおよびアップストリーム アプリケーションしきい値の設定」（p.16-21）
ステップの概略
1. enable
2. debug cable admission-control us-bandwidth
ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

debug cable admission-control us-bandwidth

Router# debug cable admission-control
us-bandwidth

サービス フロー アドミッション制御のアップストリー
ム スループット トラブルシューティングをイネーブル
にします。このデバッグをディセーブルにするには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。

例
次に、debug cable admission-control us-bandwidth コマンドをイネーブルにして表示する例を示し
ます。
Router# debug cable admission-control us-bandwidth
Router#
Oct 8 23:29:11: Failed to allocate US bandwidth for
CM 0007.0e01.9b45 in adding a new service entry

次に行う作業
debug コマンドがアップストリームのサービス フロー アドミッション制御チェックで実行される
ことがわかった場合は、スループットしきい値、イベントおよび設定の詳細について、以下のセク
ションを参照してください。
•

debug cable admission-control

•

show cable admission-control

• 「サービス フロー アドミッション制御を設定、モニタ、およびトラブルシューティングする方
法」（p.16-9）
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サービス フロー アドミッション制御のフロー分類のデバッグ
Cisco IOS Release 12.3(21)BC では、サービス フロー アドミッション制御のバケットフロー スキー
ムを行う、新しい debug コマンドが導入されました。debug コマンドは、サービス フロー分類結果
を表示します。サービス フローが分類されている場合、debug コマンドは分類の基準となったアプ
リケーション、および一致したルールを表示します。

前提条件
この debug コマンドを使用するためには、要件に応じたその他の SFAC 設定のほかに、次の手順が
デフォルトで設定されているか、またはマニュアル設定する必要があります。
• 「サービス フロー分類のルール定義」（p.16-14）
ステップの概略
1. enable
2. debug cable admission-control flow-categorization
ステップの詳細

ステップ 1

コマンドまたは処理

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。
•

必要な場合は、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

debug cable admission-control
flow-categorization

Router# debug cable admission-control
flow-categorization

サービス フロー アドミッション制御のサービス フロー
分類プロセスのデバッグをイネーブルにします。このコ
マンドは、Cisco CMTS で現在イネーブルになっている
サービス フロー分類を表示します。このデバッグをディ
セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

例
以下に、Cisco CMTS で debug cable admission-control flow-categorization コマンドがイネーブルに
なっている場合に表示される情報の例を示します。このコマンドはインターフェイスレベルの情報
を表示します。
Router# debug cable admission-control flow-categorization
int ca 5/1/1 sfid 55 identified as video pcmm priority 6 matched.

トラブルシューティングのヒント
サービス フロー アドミッション制御では、Cisco CMTS のモニタおよびトラブルシューティング機
能に対して debug および show コマンドがサポートされています。次の手順を参照してください。
•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示

•

サービス フロー予約レベルの表示
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次に行う作業
このマニュアルに説明されている追加のデフォルト以外の手順、または Cisco CMTS でサービス フ
ロー アドミッション制御をモニタまたはトラブルシューティングする以下の手順を参照してくだ
さい。
•

サービス フロー アドミッション制御のアプリケーション バケットの表示

•

サービス フロー予約レベルの表示

• 「サービス フロー アドミッション制御を設定、モニタ、およびトラブルシューティングする方
法」（p.16-9）
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サービス フロー アドミッション制御の設定例
ここでは、Cisco CMTS のサービス フロー アドミッション制御機能のソリューションレベルの例に
ついて説明します。サービス フロー アドミッション制御のデフォルトの動作、またはデフォルト
以外ではあるが適切な動作コンフィギュレーションを示します。ここでは、このマニュアルに説明
されているコンフィギュレーション、モニタ手順およびコマンドが適切に使用されていることを前
提としています。
ここでは、次の例によって、サービス フロー アドミッション制御を説明します。
•

SFAC コンフィギュレーション コマンドの例（p.16-40）

•

ダウンストリーム トラフィックのサービス フロー アドミッション制御の例（p.16-41）

•

ハイ プライオリティの緊急通報の優先（p.16-25）

SFAC コンフィギュレーション コマンドの例
このセクションのコンフィギュレーション例では、Cisco CMTS に次の SFAC パラメータが設定さ
れています。
•

すべての packetcable フローはバケット 1 にマッピングされています。

•

BE サービス フローはバケット 8 にマッピングされています。

次に、各設定をイネーブルにするコンフィギュレーション コマンドを示します。
•

Packetcable 音声フローをマッピングするには、以下のコマンドを使用します。
cable application-type 1 include packetcable normal
cable application-type 1 include packetcable priority
cable application-type 1 name PktCable

•

BE フローをバケット 8 にマッピングするには、以下のコマンドを使用します。
cable application-type 8 name HSD
cable application-type 8 include best-effort

•

上記のコンフィギュレーションが設定されている場合、PCMM ストリーミング ビデオ アプリ
ケーションへの帯域割り当ても制御できます。ストリーミング ビデオ アプリケーションは
PCMM アプリケーション ID 35 で識別されます。次のコマンドによって、このコンフィギュ
レーションを導入します。
cable application-type 2 name PCMM-Vid
cable application-type 2 include pcmm app-id 35

•

以下の show コマンドを使用して、Cisco CMTS でこれらのコンフィギュレーションを確認でき
ます。
Router# show cable application-type
For bucket 1, Name PktCable
Packetcable normal priority gates
Packetcable high priority gates
For bucket 2, Name PCMM-Vid
PCMM gate app-id = 30
For bucket 3, Name Gaming
PCMM gate app-id = 40
For bucket 4, Name
For bucket 5, Name
For bucket 6, Name
For bucket 7, Name
For bucket 8, Name HSD
Best-effort (CIR) flows

上記のコンフィギュレーション例を省略または変更することは可能ですが、このセクションの残り
の例は、上記のコンフィギュレーションが設定されていることを前提としています。
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ダウンストリーム トラフィックのサービス フロー アドミッション制御の例
この例では、このセクションの冒頭で説明したコマンドに従ってルールが設定されていることを前
提としています。すべての音声フローはバケット 1 に入っており、すべての CIR データ フローは
バケット 8 に分類されています。
ここでは、ダウンストリーム トラフィックを使用するサービス フロー アドミッション制御の設定
例を示します。この例では、音声トラフィックの帯域消費が 30% を超えると、新しい音声フローが
拒否されます。
•

30% ダウンストリーム スループットは音声トラフィックに排他的に予約されています。

•

音声トラフィックに生成されるマイナーおよびメジャー アラームはそれぞれ 15% と 25% で
す。

次の Cisco IOS コマンドを使用すると、この設定が実装されます。
Router(config)# cable admission-control ds-bandwidth bucket-no 1 minor 15 major 25
exclusive 30

この例では、フローの帯域使用量が 30% を超えると、音声フローは拒否されます。
さらに、フローが排他的部分を越えてダウンストリーム スループット合計の 50% まで消費するこ
とを許可して（30% + 20%）、ある程度の柔軟性を許容することができます。その場合のコマンドは
次のとおりです。
Router(config)# cable admission control downstream bucket-no 1 minor 15 major 25
exclusive 30 non-exclusive 20

このコマンドを使用すると、音声利用が 50%（30% + 20%）を超えるとバケット 1 のフローは拒否
されます。
同様に、次のようなデータしきい値が設定できます。
Router(config)# cable admission control bucket-no 8 minor 15 major 25 exclusive 50
non-exclusive 10

次に、上のコンフィギュレーション コマンドを使用してマルチ トラフィック クラスでスループッ
トの種類を移行させるを説明します。
ステージ 1 ― 初期スループットの割り当て
ダウンストリーム スループットの分散状況は次のとおりであるとします。
•

音声しきい値：30% が設定されており、現在は 20% を消費

•

データしきい値：50% が設定されており、現在は 40% を消費

表 16-1 にスループットの分散状況を示します。
表 16-1

ステージ 1 におけるスループットの割り当てと消費

スループットのタイプ 排他的しきい値

包括的しきい値

消費（%） 残量（%）

バケット 1（音声）

30%

20%

20%

30%

バケット 8（データ）

50%

10%

40%

20%

0%

40%
(100% -20% - 40%)

未分類トラフィック
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ステージ 2 ― 音声トラフィックが排他的スループットである 30% を超過
状態が次のように変化したとします。
•

音声スループットが 40% になり、包括的スループットから 10% を取得

•

データ（ベストエフォート CIR）スループットが 50% になり、すべての排他的データ スルー
プットを消費

•

未分類トラフィックに使用できる帯域は 30% に縮小

表 16-2 にスループットの分散状況を示します。
表 16-2

ステージ 1 におけるスループットの割り当てと消費

スループットのタイプ 排他的しきい値

包括的しきい値

消費（%）

残量（%）

音声

30%

20%

40%
(30% + 10%)

10%

データ

50%

10%

50%

10%

0%

10%
(100% - 40% - 50%)

未分類トラフィック

ステージ 3 ― 帯域の消費が 10% 増加
このステージでは、データ スループットの消費が 10% 増えて 60% になり、音声スループットはそ
のままであるとします。この場合、残っていたベストエフォート包括的帯域がすべて消費されます。
表 16-3 にスループットの分散状況を示します。
表 16-3

ステージ 1 におけるスループットの割り当てと消費

スループットのタイプ 排他的しきい値

消費（%）

残量（%）

音声

30%

20%

40%
(30% + 10%)

0%

データ

50%

10%

60%
(50% + 10%)

0%

未分類トラフィック

（注）

包括的しきい値

0%
(100%-40%-60%)

この例で初めて Cisco CMTS の帯域消費が 100% になり、ステージ 3 以降で発生する未分類フロー
に使用できる帯域がなくなりました。
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参考資料
ここでは、Cisco IOS Release 2.3(21a)BC 以降のリリースでの Cisco CMTS のサービス フロー アド
ミッション制御に関連する資料を紹介します。

関連資料
関連項目

資料名

Cisco CMTS の Cisco IOS コマンド

『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』次の URL でアクセスできま
す。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_command_referenc
e_book09186a0080108e88.html

Cisco CMTS の DOCSIS 1.1 動作

『DOCSIS 1.1 for the Cisco CMTS』
。次の URL でアクセスできます。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chap
ter09186a008019b57f.html

Cisco CMTS の
『Cisco CMTS Universal Broadband Router MIB Specifications Guide』次の URL で
CISCO-CABLE-ADMISSION-CTRL-MIB アクセスできます。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_technical_reference
_book09186a00806f05ab.html

標準規格
標準規格

タイトル

CableLabs™ DOCSIS 1.1 規格

http://www.cablemodem.com

CableLabs™ PacketCable 規格

http://www.packetcable.com

CableLabs™ PacketCable MultiMedia 規格

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

MIB
MIB
•

MIB リンク
Cisco CMTS の MIB

『Cisco CMTS Universal Broadband Router MIB Specifications Guide』次の URL でア

クセスできます。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_technical_reference_
book09186a00806f05ab.html
•

Cisco IOS をサポートする MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、およびフィーチャ セットの
MIB を検索してダウンロードするには、次の URL にある Cisco MIB Locator を
使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

テクニカル サポート
説明

リンク

Cisco テクニカル サポートおよびマニュアルの Web サイトでは数 http://www.cisco.com/techsupport
千ページの技術コンテンツが検索可能で、製品、技術、ソリュー
シ ョ ン、技 術 ヒ ン ト、ツ ー ル へ の リ ン ク が 含 ま れ て い ま す。
Cisco.com 登録ユーザは、このページからログインしてさらに豊富
なコンテンツにアクセスできます。
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