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概要

回線エミュレーション サービス （CES）は透過的に固定ビット レート （CBR） ATM 相手先固
定接続（PVC）またはソフト PVC を使用して ATMネットワークを渡って伸びるべき DS-n およ
び E-n 回線を可能にします。 CES は ATMフォーラム規格 af-vtoa-0078.0000 （PDF）に基づい
ています。 この規格は非ATM CBR 回線（T1、E1、E3 および T3 のような）および ATM UNI イ
ンターフェイス間の通信を可能にする CES インターネットワーキング機能（CES-IWF）を定義
します。 CES は ATM スイッチで一般的に設定されます、ATM エッジ デバイスで（ルータのよ
うな）同様に設定することができます。 CES は非ATM テレフォニーデバイス（PBX、TDM およ
びチャンネルバンクのように）またはビデオデバイス（CODEC のような）および ATM デバイス
間の（Cisco LS1010 および Catalyst 8540-MSR ATM スイッチのような）、または ATM アップ
リンク（そのような asd Cisco 7200 ルータの PA-A2）による通信のために大抵使用されます。

はじめに

表記法

https://www.broadband-forum.org/ftp/pub/approved-specs/af-vtoa-0078.000.pdf


ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 こ
のドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動してい
ます。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的
な影響について確実に理解しておく必要があります。

CES 概念

このセクションは基本 CES 用語をもたらします。 このセクション内の小項目を詳細については
参照して下さい。

注: この資料は T1 例に多くを焦点を合わせます、E1 に理論を同様に適用できます。

CES が一般的に ATMネットワークを渡る音声またはビデオトラフィックを転送するのに使用さ
れています。 音声およびビデオは、データトラフィックとは違って遅れるために、非常に敏感お
よび遅延変数です。 CES は許容可能な遅延および遅延変動許容量を保証する CBR ATM サービ
ス カテゴリの virtual circuits （VCs）を使用します。 従って、それは音声およびビデオトラフィ
ック両方必要条件を満たします。 ITU-T.I.363.1 が指定する ATM adaptation layer one（AAL1;
ATM アダプテーション層 1）は、CES-IWF で使用されます。

CES の代表的なアプリケーションを次に示します。

後で説明される複数のキャンパスを渡る私設電話網の拡張。 たとえば、Private Branch
Exchange（PBX; 構内交換機）を使用しているキャンパスが 2 つあるとします。 PBX の
ATM 機能自体があることなしで 2 を PBX 接続するのに ATMネットワークを使用できます。
そうすることにより、2 つのキャンパス間の音声トラフィックは音声およびデータ必要のた
めに同じ ATMネットワークを使用して専用回線の代りに私用 ATMバックボーンを、それに
より使用します。

●

後で説明される複数のサイト間のビデオ会議、
:

●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


ATM フォーラムは Telco回路の多くの型のための CES-IWF を（DS-1、DS-3、E-1、E-3、J-1 お
よび J-3 のような）定義しましたが、CES-IWF のために、もっとも一般的な型は DS-1 サービス
および E-1 サービスです。 エンタープライズ競技場では、Cisco は 8510 MSR、Catalyst 8540-
MSR および 7200 シリーズ ルータに PA-A2 ポートアダプタで T-1 および E-1 CES を提供します
。 Cisco はまたいくつかの MGX 8220 のようなサービス プロバイダー 製品の CES をサポートし
ます。 ただし、この資料はエンタープライズ製品に集中します。

CES-IWF は AAL1 ATM セルに Customer Premises Equipment （CPE）から着く全体の DS-n ま
たは E-n フレームを（PBX のような）変換し、ATMネットワークを渡って単一 VC を使用してそ
れらを送信します。 リモート エンドの ATM スイッチかルータは Ds-n または E-n CPEデバイス
に送信される E-n フレームに AAL1 ATM セルを変換します、または DS-n。 CES のこの型は
ATMネットワークを渡るクリアチャネル T1 （すべての 24 のチャネル）を拡張する非構造化
CES と呼ばれます、（単一 VC で）。

この基本的な機能性に加えて、CES は複数の Nx64k 回線に T1 を分割し、1 つの異なる ATM VC
か複数のデスティネーションを渡るそれらのチャネル化T1 回線を送信することによってチャネル
化T1 サービスをサポートします。 これは、たとえば、ハブ PBX の単一 T1 ポートを使用して複
数の遠隔 PBX と通信する単一 PBX を可能にします。 構造化 CES として知られているハブ・ア
ンド・スポーク例のこの型は下記に示されています。

シグナリングのタイプ

T1 および T1 回線エミュレーションと関連付けられる信号を送ることには 2 つの型があります:
チャネル連携信号 （CAS）および共通チャネル信号（CCS）。 CAS は、インバンド シグナリン
グで、CCS はアウトバンド シグナリングです。



一般的に透過的に T1 フレームの ABCD ビットを使用する独自のシグナリング プロトコルを送信
するのに CAS を使用できます。 on Cisco ATMネットワークを渡る独自のシグナリングの拡張を
提供する CAS のために設定された ATM スイッチは ABCD ビット変更されませんし、機能され
ません。

注: CAS を提供する場合構造化 CES を使用する必要があります。

またのために企業 ATM スイッチ CAS をオンフック検知 on Cisco 使用できます。 オンフック検
知を用いる CAS は（56k/64k） DS0 回線だけのためにサポートされます。 音声 回路のために帯
域幅を送信 されるべきユーザトラフィック（音声）がない時でさえ予約するために ATM スイッ
チを強制する CES-IWF は音声が CBR ATM トラフィックとして送信されることを、方式統治を
委任します。 従って音声通信がないとき、AAL1 セルはまだ「NULL」データを送信 する ATMリ
ンクの帯域幅を使っています。 ATM リンクの「NULL」セルを最小に するためのソリューション
は音声通信がない場合「NULL」セルを送信しないことです。

次の通り 8510 MSR 実装オンフック検知:

オンフック/オフフック 検出。 これは ABCDパターンが CPE は使用しているというオンフッ
ク シグナルを示す方法で設定されるように要求します。 すなわち、CPE はこれが 8510
MSR でどのように設定する必要があるか定めます; CPE および 8510 MSR は同じ設定する必
要があります。

●

オンフック場合の検出する AAL1 セルを送信 することを止めて下さい。●

ATM スイッチに示して下さいオンフック モードにあること宛先 CBR 回線がある。 これはセ
ルが（データか「NULL」）受信されない場合リモートスイッチがセル損失通知表示
（LCD）を宣言することを防ぎます。

●

CPE装置から来る ABCDパターンがもはや設定されたパターンと一致しないとき）オンフッ
ク場合のもはや検出する AAL1 セルを送信 し始めないで下さい（すなわち。

●

注: 8510 MSR のオンフック検知を用いる CAS はときだけ CPE装置サポート CAS 使用し、オン
フック状態を検出することができます。

損失ビット シグナリング on Cisco エンタープライズ版スイッチおよびルータは ces dsx1
signalmode robbedbit コマンドを使用して設定されます。 CAS およびオンフック検知は ces
circuit コマンドを使用して設定されます。

CES ポート on Cisco エンタープライズ版スイッチは 1 ビットをシグナルメッセージを送信する
ために「奪う T1 第 6 フレームの各チャネルから」CAS をサポートします。 CAS はまた「損失
ビット シグナリング」として参照されます; robbedビットは AB （SF で）または ABCD （ESF
で）ビットと言われます。 CAS はよりよいネットワークリソースの使用を時々可能にするオン
フック検知にユーザトラフィックがないとき使用することができます。

CCS は信号を送ることのために T1 各々の基本的なフレームの全体のチャネルを使用します。
CCS の例は信号を送ることのために全体 64k Dチャネル ISDN PRI 使用されますです。 CCS は
on Cisco 元々サポートされなかった LightStream および Catalyst ATM スイッチではないです; た
だし、Cisco VSC2700 Signaling Controller とともに 8510 MSR （か 8540 MSR、LS1010）簡易
ゲートウェイ コントロール プロトコル（SGCP）を使用して同じような機能を提供できます。
このソリューションは複数のシグナリング プロトコルを理解することおよび 8510 MSR に戻って
64k ソフトPVC が設定される必要がある ATMアドレスに信号を送ることができる VSC2700 ゲー
トウェイへの信号を送る DS0 チャネルを伝搬させる 8510 MSR によって実装されています。 エ
ンド ツー エンド回路が接続されれば、8510 MSR はユーザトラフィックの転送に責任があります
。 そのような方法で bandwidth-on-demand をすることによって、必要なインターフェイスの総
数は減り、タンデム PBX のための必要は省くことができます。
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CES は、PVC またはソフト PVC を使用して実装できます。 PVC は ATMクラウドの各 ATM ス
イッチのマニュアル設定を必要とします; ソフトPVC は ATM シグナリングに VC を確立するため
に頼り 1 ATM スイッチだけで VC 設定が必要となります。 ソフト PVC のもう 1 つの長所は、リ
ンク障害の発生時に VC を再ルーティングできることです。

一方では、PVC はあらゆるダイナミック コンポーネントに左右されないので ATM シグナリング
のようにより安定 して います。 ATMネットワークに ATM スイッチがあれば ATM シグナリング
をサポートしない、PVC は唯一のオプションです。 時間を記録することが CES にかなりの重要
性をもつことに注意することは非常に重要です。 リモート CPE の T1 受信ストリームは T1 送信
ストリームと同じクロック特性がなければなりません。 これを確認するために、ATMネットワー
クはかなりクロック特性を変更してはなりません。 これを実現させるために、回線エミュレーシ
ョンでクロッキングで説明されている複数のクロッキング方式の 1 つを使用できます。

フレームおよびセルの処理

以前に述べられるように、CES-IWF は AAL1 ATM セルに T1 帯を変換します。 CES-IWF 機能は
、ATM スイッチの CES Port Adapter Module（PAM; ポート アダプタ モジュール）に実装されて
います。 より簡単な用語では、T1 フレームは 47 バイト セルにバッファリングされ、セグメン
ト化した CES PAM 入って来ます。 AAL1 ヘッダーの 1 バイトが 47 バイトの各セルに追加され
て 48 バイトのセルになります。 5 バイトの ATM セル ヘッダーは追加され、53 バイト セルは発
信 ATMインターフェイスに切り替えられます。 CES サービスの種類によって、追加手順はまた
行われるかもしれません。 受電端で、プロセスは反転します。

CES の型

CES サービスは 2 つの方法で分類することができます: 同期と非同期の比較、および非構造化 vs
構成されて。

同期と非同期の比較

同期サービスは同期クロックが各端で利用できると仮定します。 従って、クロッキング情報
は ATMセルで転送されません。 ネットワーク全体のクロック ソースの伝搬が必要となりま
す。

●

非同期サービスは回線のリモート エンドに ATM セルのクロッキング情報を送信 します。
ATMセルで送信 される クロッキング情報は Synchronous Residual Time Stamp （SRTS）と
呼ばれます。

●

SRTS 値は 4 ビットを使用して規定 され、8 人のセルごとにセルと番号が付いている各異様なシ
ーケンスのための AAL1 ヘッダーの 1 ビットを使用して送信 されます。 参照クロックはまだネ
ットワーク全体 propogated 必要があります。

非構造化 vs 構成される

非構造化サービスは（また「クリアチャネル」と問い合わせられる） T1 全体の帯域幅を利
用します、（そこに意味は 1 つの単一 チャネルです）。 ATM スイッチは T1 単に調べませ
んが、受信ポートからのターゲットポートにクロッキングのビットのストリームを再現 しま
す。

●

構造化サービスは（またチャネル化T1 か相互接続と問い合わせられる）ポイントツーポイン
ト フラクショナルT1 （Nx64k）接続をエミュレートするように設計されています。 これは
T1 が異なる宛先の方の複数の DS-0 チャネルに割り込むようにします。 複数の回線

●



（AAL1）エンティティは T1 同じ物理的 な インターフェイスを共有します。 このサービス
を提供するために、AAL1 はデータの反復的な固定サイズ ブロックの輪郭を描くことができ
ます（ブロックサイズはオクテットが 64k チャネルを表す）オクテットの整数です。

ブロックサイズ大きいオクテットより 1 つに関しては、AAL1 は構造ブロックの開始するを示す
のにポインタ メカニズムを使用します。 1 に設定 される AAL1 ヘッダーの統合サブレイヤー
（CS）インジケータ（CSI）ビットは 0 の CSI ビットは非構造化サービスを示すが、構造化サー
ビスを示します。 このように CSI が偶数セルの CSI フィールドで = 1、構造の始まりを識別する
ポインタ挿入される場合。 このポインタを使用する適切なフラクショナルT1 に AAL1 セルを変
換する方法を、受信スイッチは知っています。

on Cisco エンタープライズ版スイッチおよびルータは ces aal1 service コマンドを使用して、こ
のタイプの回線エミュレーション サービス設定されます。

回線エミュレーションで時間を記録すること

クロッキングは、CES にとって非常に重要です。 このセクションは 2 つのクロックの概念に焦
点を合わせます:

クロッキングモード●

クロック分散●

クロッキングモードは送信の同じクロックを実現させる複数の方法を定義し、T1 の受電端はエン
ドツーエンドを巡回します。 これは PBX1 が送信する T1 ストリームに PBX2 が受け取る T1 ス
トリームと同じがクロック特性、またその逆にもあることを意味します。

いくつかのクロッキングモードはネットワーク全体同じである必要があるリファレンスクロック
ソースに（同期および SRTS のように）頼ります。 それらのクロッキングモードに関しては、リ
ファレンスクロックソースのクロック分散が必要となります。

以降のセクションはクロック分散のさまざまなクロッキングモードおよびメソッドを論議します
。 また各クロッキングモードの利点と欠点をリストします。

クロッキングモード

3 つの主要なクロッキングモードがあります:

同期クロッキング●

SRTS●

アダプティブ クロッキング●

それはかなりの重要性を正確なクロッキング供給がハードウェアサポートとすることができるこ
とマークし直すべきもちます。 これをするのに使用される Phased Lock Loop （PLL） 半導体素
子が 8540 MSR のネットワーククロックモジュールが装備されている LS1010 および RP の
ASP-PFQ カードにだけあります。 それらのモジュールを使用する CES を使用する ATM ネット
ワークを設計するとき強く推奨されています。 LightStream 1010 のためのクロッキング要件を、
詳細については Catalyst 8510-MSR および Catalyst 8540-MSR 参照して下さい。

同期クロッキング

送信クロック 周波数は外部ソースによって生成 されます（またプライマリ 参照場合[PRS と呼ば
れる]）。 PRS は ATMネットワーク全体すべてのデバイスが同じクロックに同期できるように配
られます。

/content/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-software-releases-12-1-e/prod_end-of-life_notice0900aecd8052e0f5.html
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利点 短所
構造化および
非構造化 CES
サービスを両
方サポートし
ます。

ネットワークのクロック同期が必要です
。

優秀なワンダ
および ジッタ
特性を表わし
ます。

PRS へのタイ CES インターフェイス;
PRS 失敗の場合には、回線は冗長 PRS
が利用できなければ低下するかもしれま
せん。

 

他のインターフェイスは（ATM スイッチ
のネットワーク クロックを得るのに使用
される CBR か ATMインターフェイスの
ほかに）のでスイッチのすべてのインタ
ーフェイスのためのシステム クロックと
して派生クロックが CES と、ちょうど
インターフェイス含んだ Cisco ATM スイ
ッチ 使用 PRS 失敗の場合には影響を受
けるかもしれません。

SRTS

SRTS は非同期 クロッキング方式です。 SRTS はサービス クロック（CBRインターフェイスで
受け取った）とネットワーク 全体にわたる 基準 クロックの違いを測定します。 この違いは
Residual Time Stamp （RTS）です。 RTS は AAL1 ヘッダーの回線のリモート エンドに伝搬し
ます。 受電端は RTS 値によって参照クロックの調節によってクロックを再建します。 参照クロ
ックがネットワーク全体伝搬する必要があることに留意して下さい; つまり、スイッチにはクロッ
クを分配する機能が必要です。

利点 短所
各 CES 回線に独立 した ク
ロッキング信号を提供する
ATMネットワーク全体の外部
生成 ユーザ（PBX、MUX、
または CODEC のような
）クロッキング信号を運びま
す。

ネットワークのクロック
同期サービスが必要です
。

複数の外部クロック ソース
が存在するネットワークに有
効です。

非構造化 CES サービスだ
けをサポートします。

  適度なワンダ および ジッ
タを表わします。

適応クロッキング

アダプティブ クロッキングでは、出典 CES IWF は宛先 CES IWF にデータを単に送信 します。
宛先 CES IWF はセグメンテーションおよび再組立て（SAR）バッファにデータを書き込み、ロ
ーカル T1 サービス クロックとそれを読みます。 ローカル（インターフェイス）サービス クロッ
クは受け取った実際の CBR データから判別されます。



SAR バッファ 制御のレベル絶えず中央位置のまわりで水平な塗りつぶしを測定し、Phase Lock
Loop （PLL）を駆動するためにそれからローカルクロック（送信クロック）を駆逐するこの測定
単位を入れることによるローカルクロック 周波数。 従って送信クロック 周波数は再組立てバッ
ファ深度定数を保存するために修正されます。 SAR バッファは充満していることを CES IWF は
検知するとき、送信クロック クロック・レートを増加します。 SAR バッファは空になっている
ことを CES IWF は検知するとき、送信クロック クロック・レートを減少させます。

バッファ長の適切な選択はバッファオーバーフローおよびアンダーフローおよび、同時に、制御
遅延を防ぐことができます（すばらしいバッファサイズはより大きい遅延を意味します）。 バッ
ファ長はユーザが ATM スイッチを on Cisco 設定できる最大セル遅延変動許容量（CDV）に比例
しています。 ネットワーク管理者は最大 CDV が回線パスかの各ネットワークデバイスの CDV
の総計によって行うはずであるもの推定できます。 各装置の CVD の合計値は、設定した最大
CDV よりも小さくなければなりません。 そうでなかったら、アンダーフローおよびオーバーフ
ローは行われます。 非構造化サービスを利用する場合 on Cisco 機器、提示 CES 回線 インター
フェイス cbr x/y/z 0 コマンドで実際の CDV を表示できます。

利点 短所
ネットワーク クロック
同期が不要です。

非構造化 CES だけサポートし
ます。

  悪いふらつき特性を表わしま
す。

on Cisco エンタープライズ製品は ces aal1 clock CBR interface コマンドを使用して、このクロッ
キングモード設定されます。

クロック分散

同期および SRTS クロッキングモードはネットワーク全体の PRS のディストリビューションを
必要とします。 これら二つのクロッキングモードの 1 つを使用する場合、最初にどのクロック
ソースが PRS のロールを機能し、ネットワークレベルのクロックディストリビューショントポ
ロジーを設計するか選択しなければなりません。

PRS の決定がネットワークの PRS のクロック 正確性および位置である時考慮するべき事柄:

クロック 正確性は階層レベルによって判別されます。 通常、サービス プロバイダーはより
よい正確さクロックを提供します（機器のローカルオシレータより stratum1 または 2）
（ATM スイッチか CPE装置）。 （頻繁にビデオアプリケ− ションのそうである）の不在で
はサービス プロバイダー クロック、PRS として最も正確なローカルオシレータが付いてい
るデバイスを選択して下さい。

●

PRS に関して決定すべきもう 1 つの事項は、ネットワーク内で PRS の役割を担う装置の位
置です。 これは正確さの同じレベルとの複数の潜在的なクロック ソースがあるか、または非
常に大きい ATMネットワークがあれば一般的に事実です。 ネットワーク ノードを横断する
と同時にクロックが低下するので PRS からエッジ デバイスに横断するクロック必要ネット
ワークデバイスの数を最小に するように PRS の位置を選択する必要があります。

●

PRS を選択した後に決定すべきことは、基準クロックを伝搬する最適な方法を見つけることです
。 ネットワーク 分散トポロジーはループフリーである必要があります; すなわち、それはツリー
のツリーストラクチャまたは一組である必要があります。 クロックディストリビューショントポ
ロジーはまたさまざまなネットワーク設備の階層レベルに基づいてトポロジーの動的 機器の厳密
な階層的順序を課す必要があります。 つまり、選択できる 2 つのホップ パスがある場合は、よ
り精度の高い（ストラタム値が小さい）機器を通過するパスを選択します。



次の実例のネットワーククロック分配ツリーを参照して下さい:

8510 MSR のオシレーターおよび Cisco 7200 の PA-A2 は層 4 クロックを提供できます。 オプシ
ョンのネットワーククロックモジュールが付いている Catalyst 8540-MSR は層 3 クロック ソー
スを提供できます。 オプションのネットワーククロックモジュールなしで、Catalyst 8540-MSR
は層 4 クロックを提供します。 Catalyst 8540-MSR がオプションのネットワーククロックモジュ
ールが装備されている場合、T1/E1 ビル内統合タイミング供給源 （BITS） ポートはまたクロッ
ク ソースとして使用することができます。

クロックディストリビューションツリーがネットワーク全体をどのように探すか決定すれば、
Cisco ATM スイッチを含む各デバイスでそれを、設定する必要があります（すなわち、ATM スイ
ッチ内の内部クロックディストリビューションは設定される必要があります）。 内部クロックデ
ィストリビューション on Cisco 企業 ATM スイッチおよびルータはこれら二つのコマンドを使用
して設定することができます: ces dsx1 clock source および network-clock-select。

規定 する ATM スイッチのシステム クロックとして使用するべきクロック ソース（インターフェ
イスか内部発振器） network-clock-select コマンドを使用して下さい。 on Cisco CES をサポート
する製品 マルチプルネットワーク クロック ソースおよび優先順位を冗長性のために規定できま
す。 何も設定されない場合、8510 MSR および Catalyst 8540-MSR はシステム クロックとして
ATM Switch Processor （ASP）または Route Processor （RP）のローカルオシレータをデフォ
ルトで使用します。 network-clock-selectステートメントでネットワーク派生クロック 使用をそ
のインターフェイスの送信クロックとして使用するために規定 される クロック ソース設定され
るすべてのインターフェイス。 8510 MSR および Catalyst 8540-MSR のすべての ATM および
CBRインターフェイスはネットワーク派生であるためにデフォルトで設定されます。 PA-A2 ポー
トアダプタの ATM および CBRインターフェイスはそう余りにあります。 ces dsx1 clock source
文はそのインターフェイスの送信クロックとして使用するべきクロック ソース各個々のインター
フェイスのために規定 します。 次のオプションを使用できます。

ネットワーク派生： インターフェイスがネットワーク派生であるために設定されれば以前に
述べられるように、network-clock-selectステートメントによって規定 される クロック ソー
スはそのインターフェイスの送信クロックとして使用されます（すなわち、送信クロックは

●



ATM スイッチ 内部クロックディストリビューション メカニズムによって提供される出典か
ら得られます）。 調べるクロック ソースが使用されている show network-clock コマンドを
使用して下さい。 ネットワーク派生すべての Cisco ATMスイッチ インターフェイスのデフ
ォルト設定はです。
ループタイム: インターフェイスの送信クロックは同じインターフェイスで受け取ったクロッ
ク ソースから得られます。 このモードはデバイスに非常に接続するとき正確なクロックソー
スとことができます使用する。

●

自由継続: インターフェイスの送信クロックはポートアダプタのローカルオシレータから、存
在 する 1 つ得られます。 ポート アダプタにローカル発振器が装備されていなければ、プロ
セッサ ボードの発振器が使用されます。 このモードでは、送信クロックはシステムのあらゆ
るレシーブ クロックによって同期化されません。 このモードはいくつかの LAN 環境のよう
に同期が必要とならないときだけ、使用する必要があります。

●

CES の設定

設定する前に

CES を設定し、設定する前に、この資料でこれまでのところ説明されている情報に基づいて次の
デシジョンを作る必要があります:

どのサービス タイプを必要とします（非構造化か構成される）か。1.
どのクロッキングモードを使用します（同期、SRTS、または適応性がある）か。2.
ネットワークのデバイスがネットワークの他にクロック ソースを提供する SRTS クロッキ
ングモード使用することにする場合か同期をか。 PLL が装備されているデバイスがありま
すか。 それをサポートしないインターフェイスからクロックを得ることを計画しますか。
LightStream 1010 のためのクロッキング要件を、詳細については Catalyst 8510-MSR およ
び Catalyst 8540-MSR 参照して下さい。

3.

まだ PRS のクロック特性をできるだけ維持している間ループフリー クロック ツリーがある
ようにどのようにネットワーク全体のクロック ソースを配ることを計画しますか。

4.

サービス プロバイダーによって提供される CPE か行で定義される T1/E1 特性を（ラインコ
ードおよびフレーム作成のような）判別して下さい。

5.

T1/E1 場合を再生する CES PAM および最も密接なデバイス間の距離を判別して下さい（こ
れはたとえば CPE または CSU/DSU のどれである場合もあります）。 距離が 110 フィート
よりも長い場合は、CES PAM で lbo 設定を変更する必要があります。

6.

設定例

コンフィギュレーションのいくつかの例は下記のもののここにあります:

同期クロッキングおよび PVC を使用する T1 非構造化 CES●

SRTS クロッキングおよびソフトPVCでのT1非構造化CES●

適応クロッキングとソフト PVC による T1 の非構造化 CES●

また Circuit Emulation Services（CES）設定を参照して下さい。

コンフィギュレーションの確認

設定を確認するために後で説明される show コマンドを使用できます。 すべての複雑なデバイス

/content/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-software-releases-12-1-e/prod_end-of-life_notice0900aecd8052e0f5.html
/content/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-software-releases-12-1-e/prod_end-of-life_notice0900aecd8052e0f5.html
/content/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-software-releases-12-1-e/prod_end-of-life_notice0900aecd8052e0f5.html
//www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/asynchronous-transfer-mode-atm/circuit-emulation-services-ces/10427-ces-sample2.html
//www.cisco.com/en/US/tech/tk39/tk103/technologies_configuration_example09186a0080094b35.shtml
//www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/asynchronous-transfer-mode-atm/circuit-emulation-services-ces/10428-ces-sample4.html
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps718/products_configuration_guide_chapter09186a008007cb02.html


からのこれらの show コマンドからの出力はケースをオープンしなければならない場合 Cisco
Technical Assistance Center （TAC）エンジニアにまた有用です。

コマ
ンド 説明

sho
w
versi
on

Cisco IOS の最新バージョンを表示する。 サポー
トされる機能を確認するか、または CCO のバグ
を捜した場合 IOSバージョンを知る必要がありま
す。

sho
w
run

現在の実行コンフィギュレーションを表示する。

sho
w int
cbr
x/y/z

インターフェイス ステータスを表示する。

sho
w
ces
int
cbr
x/y/z

表示行状態およびすべての T1/E1 エラーカウンタ
を（すべてのカウンターの定義は RFC 1406 にあ
ります（）。 それはまたポートおよびサービス設
定を示します。 スイッチで設定される伝送符号お
よびフレーム作成が CPEデバイスで設定されると
同じであることを確かめて下さい。

sho
w
ces
circu
it int
cbr
x/y/z
n

n がチャネルID （0 = 非構造化であるところ; 1-24
= 構成される）。 アンダーフローおよびオーバー
フローに関する情報が表示されます。
注: 回線がアップしている常にありましたり、従っ
て相対的 な増加およびない絶対数を検知 して確実
がありますようにいくつかのアンダーフロー/オー
バーフローが。 アンダーフローおよびオーバーフ
ローはクロックスリップを示します。

sho
w
ces
addr
ess

この CBRポートのソフトPVC を終えたいと思う
場合使用されるべきアドレスおよび VPI/VCI ペア
を表示する。 最初にこの情報を表示するために
CES 回線を設定して下さい。 複数のチャネルに構
造化サービスを設定している場合は、複数のアド
レスと VPI/VCI ペアが表示されます。

sho
w
ces
stat

すべての回線のステータスを表示する。

sho
w
netw
ork-
clock

ネットワーククロックソース ユーザー設定の設定
を表示し、アクティブクロックソースが全く好ま
れるために設定されるものである場合示します。

sho
w
log

クロック切換えイベントかインターフェイス イベ
ントを過ぎて表示する。 ログから寄与するために
、スイッチのタイムスタンプを設定し、ロギング
を有効に する必要があります。 次のコマンドを使
用してグローバル コンフィギュレーション モード
でこれを設定できます:

https://www.rfc-archive.org/getrfc?rfc=1406


logging buffered●

service timestamps log date msec●

service timestamps debug date msec●

基本的なトラブルシューティング

いくつかの CES と直面する最も 一般的な問題はトラブルシューティングに役立つ ヒントと共に
下記にリストされています。

回線はアップしていませんまたは CPE はアラームにあります

適切なケーブルを使用していることを確かめて下さい。 PA-A2 のためのすべての CES ポー
トのピン配列のための PA-A2 ATM CES ケーブル、コネクタおよびピン配列を 参照して下
さい。

1.

CPE 上のフレーム同期と回線コードが、スイッチ上のものと同一であることを確認します
。 スイッチがどのように設定されるか見る show ces interface x/y/z コマンドを使用して下
さい。 フレーミング および ラインコードを変更するために、ces dsx1 framing および ces
dsx1 linecode コマンドを使用して下さい。

2.

すべてのハードウェアが CPE のポートのような作業条件に、およびスイッチのケーブルお
よびポートあることを確かめて下さい。 1 コンポーネントを一度に交換することまたは問題
をローカライズするのにループバックを使用することによってハードウェア上の問題を解決
できます。 ATM インターフェイスのために CBRインターフェイスに ces dsx1 loopback コ
マンドおよび loopback コマンドを使用することによってこれをするのにユーザ側で設定で
きる ループバックを使用できます。 ATMインターフェイスのレシーブ ケーブルに送信する
ケーブルをインターフェイスさせるか、または外部にループするために CBR T1 で外部ルー
プバック プラグを作ることは必要かもしれません。 ループバック テストは CES 問題をト
ラブルシューティングするとき一般に役立ちます。

3.

アラーム インジケータをチェックします。赤い警告灯はローカルデバイスの失敗を示しま
す。イエロー アラームはリモート エンド失敗を示します。ブルーアラームは 1 パターンが
すべて検出するとき宣言されます（AIS）。 ブルー アラームのポートに接続された CPE 機
器は、この状態を Loss of Signal（LOS; 信号消失）と認識します。 ブルーアラームは頻繁
に ATMネットワークに問題があるおよび/または接続が可能性のあるダウン状態になったこ
とを示します。8510 MSR で、LED は別のアラームを表示します。

4.

CPE （または CSU/DSU のような最も密接な場合再生デバイス、）および CES PAM の
CBRポート間の距離を測定して下さい。 デフォルトのライン構築は、0 ～ 110 フィートで
す。 距離がより長い場合、デフォルト値を増加する ces dsx1 lbo コマンドを使用して下さ
い。 サポートされる最大距離は約 700 フィートです。

5.

回線はクロックスリップを経験しています

回線にクロックスリップがあったかどうか確認するために、n が circuit id （非構造化 CES のた
めの常に 0）である提示 CES 回線 インターフェイス cbr x/y/z n コマンドを使用してアンダーフ
ローおよびオーバーフローがあるかどうか点検して下さい。

AAL1 セルが ATMインターフェイスで受信されると同時に、SAR バッファで保存されます、CES
PAM に常駐する。 それから、フレーマはそのバッファからの AAL1 データを奪取 し、すべての
ヘッダを除去し、T1 フレームを形成し、CBRインターフェイスでそれを送信します。 このバッ

/content/en/us/td/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/atm/pa-a2_atm_ces_install_config/pa_a2_4/3460over.html#wp1031037


ファのサイズは過度の遅延を避けている間実装依存で、特定のエンドツーエンド 最大 CDV を取
り扱うために選択されます。 セグメンテーション（T1 帯からの ATM セルへの変換）をするデバ
イスと再組立て（ATM セルからの T1 帯への変換）をするデバイスのわずかなクロッキング違い
があれば SAR バッファはアンダーフローかオーバーフローを得ます。

オーバーフロー: セグメンテーション側はドロップされた フレームに終ってリアセンブリ側
よりファースト、です。

●

アンダーフロー: セグメンテーション側は繰り返された帯に終ってリアセンブリ側より遅いで
す。

●

PBX レポート フレーミングエラーかキャリアドロップ

巡回冗長検査（CRC）または他のエラーがあるかどうかすべての ATM リンクを点検して下さい
。 show controller atm および show interface コマンドを使用して下さい。

ユーザは電話のスタティック または クリッキングを聞きます

すべての ATM および CES デバイスのクロッキングをチェックして下さい。 アダプティブ クロ
ッキングを試み、問題が解決するかどうか参照して下さい。

同期外れ クロックを疑います

参照クロックは ATMネットワークがクロックを低下させるか、またはネットワーク全体の
クロック分散が不適切に設定されていればサービス プロバイダーによって提供されるオリ
ジナル クロック ソースに問題があれば低下させることができます。

1.

試みアダプティブ クロッキング。 （SRTS および同期が問題に直面している間）それが問
題を解決すれば、疑いが正確だったことを結論を出すことができます。

2.

PA-A2 のネットワークにクロック上の問題があります

PA-A2 の ATMインターフェイスはまた ATM アップリンクポートのネットワーク派生のクロッキ
ングをデフォルトで使用します。 デフォルトで、ネットワーク派生の等量のクロック ソースは
atm clock internal です。 ネットワーク派生によって、最もプライオリティの高い アクティブク
ロックソースを使用することを、意味します show network-clock コマンドの出力に表示されてい
るように。

ラインに送信クロックを設定 する no atm clock internal コマンドを使用して下さい。 この設定は
送信クロックソースが同じインターフェイスで受け取ったクロック ソースから得られるループタ
イム 送信クロックソースと同等です。

関連情報

非同期転送モード（ATM）●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

//www.cisco.com/c/ja_jp/tech/asynchronous-transfer-mode-atm/index.html
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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