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概要：

このドキュメントでは、Cisco Carrier Packet Transport（CPT）デバイスで使用される
PTF（Packet Transport Fabric）カードの詳しい機能と、障害発生時の基本的なトラブルシューテ
ィングについて説明します。

このドキュメントでは、PTF カードに関連するいくつかの既知の問題と、ログ収集を使用したト
ラブルシューティングの手順についても説明します。

注：このドキュメントでは、ファブリック カードについてのみ詳しく説明し、ライン カードにつ
いては説明しません。

前提条件

要件:キャリアイーサネット、MPLS-Transport Profile(TP)およびIP/MPLS-(TE)レイヤ2およびレイ
ヤ2+サービス：キャリアイーサネット – EPL、EVPL、ELAN、EVPLANCIRCUITS-TP - P2Pの基
礎知識があることが推奨されます(VPWS)、リングVPLS、IP/MPLS(TE)- P2P回線(VPWS)、マル
チポイント(VPLS)。

使用するコンポーネントと関連製品：このドキュメントは、次のハードウェアおよびソフトウェ
アバージョンでも使用できます。-Cisco CPT600-CPT-PTF256-10Gx4=-Cisco CPT200-Carrier
Packet Transport Platform Release 9.5 System Software

背景説明：

パケット ベースのサービスはネットワーク トラフィック全体を占有するため、サービス プロバ
イダは

既存のトランスポート ネットワークを時分割多重（TDM）ネットワークからパケット トランス
ポート

ネットワークに移行する必要があります。サービス プロバイダーには、新しいメッシュ、マルチ
ポイント、および多方向サービスを有効にしてサポートできる次世代トランスポート ネットワー
クが必要です。サービス プロバイダーは、パケット トランスポート ネットワークを導入するこ
とで、



統計多重、動的帯域幅割り当て、および Quality of Service（QoS）といったメリットを得ること
ができます。

Carrier Packet Transport（CPT）システムは、サービス プロバイダーが TDM ネットワークから
パケット トランスポート ネットワークへスムーズかつ効率的に移行できるように設計されていま
す。CPT システムは統合パケット トランスポート プラットフォームであり、サービス プロバイ
ダーが新しいパケット トランスポート ネットワークを導入できるようにします。

CPTシステムは、標準ベースのマルチプロトコルに基づいて構築された最初のPacket-Optical
Transport System(P-OTS)です

ラベルスイッチング – トランスポートプロファイル(MPLS-TP)テクノロジーCPT システムは、パ
ケット テクノロジーとトランスポート テクノロジーを統合し、サービス プロバイダーに次世代
トランスポートの強力な基盤を提供します。CPT システムはトランスポート アプリケーションを
サポートするように設計されているため、サービス プロバイダーは新しいパケット サービスを有
効にし、かつ既存のトランスポート サービスを引き続き提供できます。

CPTシステムは、MPLS-TP、IP/MPLS、およびキャリアイーサネットトランスポートをサポート
して、アーキテクチャの柔軟性を提供するプラットフォームです。

CPT プラットフォームにより、サービス プロバイダーは住宅顧客と企業顧客の両方にモバイル
バックホール、イーサネット サービス、および TDM サービスを提供できます。

CPT システムには 2 つのカードがあります。

ファブリック カード●

ライン カード●

CPT 50 パネルは、CPT システムに接続できるスタンドアロン ユニットです。CPT 50 パネルで
は、CPT システムのポートの数を増減できます。

ファブリック カード：

ファブリック カードは 2 個の 10 ギガビット イーサネット SFP+ ポートと 2 個の 10 ギガビット
イーサネット

XFP ポートを備えた単一スロット カードです。ファブリック カードの XFP ポートは OTN プロ
トコルをサポートします。ファブリック カードは、ハイ

アベイラビリティと大容量のスイッチング容量を備えています。ファブリック カードの 10GE
XFP により、DWDM アプリケーション用の

追加のトランスポンダを導入する必要がなくなります。

スロットの互換性：

CPT 600シェルフで、スロット4と5に冗長ファブリックカードを取り付けます。CPT 600シェル
フには最大2枚のファブリックカードを装着できます。CPT 600 シェルフの 2 つのファブリック
カードを両方ともアクティブ モードにし、これらのカードがトラフィックを伝送するようにでき
ます。

CPT 200 シェルフでは、スロット 2 と 3 にファブリック カードを装着します。



ライン カード：

ラインカードには、4 個の 10 ギガビット イーサネット SFP+ ポートが備わっています。別のラ
イン カードおよびファブリック カードと相互接続することで、ライン カードは CPT 200 シャー
シと CPT 600 シャーシの I/O 容量を拡大させます。キャリア クラスの信頼性、ネットワークの
柔軟性、ネットワークの容易なプロビジョニング、業界レベルの運用、管理および保守
（OAM）を備えています。

Cisco CPT 200 および 600 Packet Transport Fabric（PTF）ライン カードはノンブロッキング ス
イッチ ファブリックであり、経済性、拡張性、高可用性およびユニファイド マルチプロトコル
ラベル スイッチング（MPLS）ネットワーク層を介したパケット トランスポート サービスを提供
します。PTF 256 ギガビットのノンブロッキング スイッチ ファブリックは、バックプレーンを
介してすべてのパケット トランスポート ライン カードを相互接続し、かつ拡張性と可用性に優
れたアクティブ-アクティブ アーキテクチャを提供します。また、PTF はユーザ/ネットワーク間
インターフェイスとネットワーク間インターフェイスに使用できる 4 個の 10 ギガビット イーサ
ネット ポートを備えており、CPT 50 サテライト アーキテクチャにより GE インターフェイスを
拡張できます。PTF により Cisco CPT 200 および 600 は、拡張性の高いプライベート回線、ビ
ジネス、住宅、およびモバイル バックホール、データセンター、およびビデオ サービスを提供す
る堅牢な MLPS Transport Profile（TP）インフラストラクチャを実現できます。

フル ライン レート パケット処理およびトラフィック管理

256 G ノンブロッキング全二重スイッチング ファブリック

10GEG.709Enable XFP X 2

10GEUNI/NNI/Satellite Interconnect X 2

図 1 カード ビュー



機能と利点：

Cisco CPT 200 および 600 PTF は次の機能を備えています。

256 Gbps のノンブロッキング完全冗長スイッチング ファブリック●

パフォーマンスを向上させる、分散化されたフォワーディング プレーンとコントロール プレ
ーン

●

不具合や障害をサブシステムやコンポーネントから分離する、モジュール化された、ハード
ウェアとソフトウェアの両方のシステム コンポーネント

●

ファブリックに対するハードウェア ベースのシグナリング：スイッチオーバー時のパケット
損失はほぼゼロ

●

シングル ポイント障害を回避するための、ルート スイッチ プロセッサ（RSP）、スイッチ
ファブリック、コントロール プレーン シャーシ制御バス、電源装置などのハードウェア コ
ンポーネントの冗長性

●

UNI、NNI、およびサテライト アーキテクチャの拡張として動作する 4 個の 10 Gbps イーサ
ネット インターフェイス ポート

●

ハードウェア ベースの Bidirectional Forwarding Detection（BFD）処理およびトランスポー
ト SLA 検出時間を提供するコントロール。

●

シェルフ コントローラの Stratum-3 サブシステムにアクセスするための統合同期回路と専用バッ
クプレーン タイミング トレースを使用して、CPT 200 および 600 PTF ライン カードは、標準規
格に準拠したライン インターフェイス機能を通じてトランスポート クラスのネットワーク タイ
ミングの提供と取得を行います。モバイル バックホールや TDM サービスの移行などのネットワ
ーク同期サービスやアプリケーションにも対応できます。

PTF はまた、G.709 OTN レイヤを I.7 および I.4 拡張前方誤り訂正（EFFC）の両方を備えた 2
個の 10GE ポートに統合することで、MPLS トランスポートと DWDM ネットワークを統合しま
す。G.709 により DWDM 伝送システムが可視化され、伝送レイヤおよび DWDM の障害を迅速に
検出して障害から回復できるようになります。G.709 は、信号劣化の検出時に予防的な保護を施
行するようにも設定できます。これにより、トラフィックの損失とリンク停止を防止できます。
拡張前方誤り訂正により、伝送レイヤのパフォーマンスを強化し、再生成やトランスポンダのコ
ストをかけることなく、拡張システムのパフォーマンスを向上できます。

基本的なトラブルシューティングで役立つコマンド：

カードに対する TELNET/PING：

#Test platform telnet （またはping） 192.168.191.<slot no> <アクティブなPTFから任意のスロッ
ト（FOGを含む）へのtelnet

#Test platform telnet （またはping） 192.168.190.225 <アクティブなPTFからスロット1 TNCへ
のtelnet>

#Test platform telnet （またはping） 192.168.190.226 <アクティブなPTFからスロット8 TNCへ
のtelnet>

アクティブな PTF コマンド：

#show redundancy config-sync failures prc <Config Sync:PRC 不一致による一括同期の失敗。次
のコマンドですべての PRC 障害のリストを確認します>

172.16.50.26#show red config-sync failures prc



#term mon <ターミナルへのログメッセージを有効にします>

#term no mon <上記を元に戻す>

ALARMS

#Fmea alarms

#Fmea active dump

PTF カードで収集されるすべての IOS ログ：

#Show tech-support

#Show logging <:4つのリロード理由を表示>

#Clear logging

関連する PPM：

#test ppmagent sfpdump sfpdump <0-49> （これはプラグイン可能なインベントリおよびppm関
連の問題として使用されます。これは最初にフェッチされます）

観察される事項といくつかの既知の問題：

- CSCui18866：PTF コンソールの BCMSDK エラー「BCMSDK-3-BCM_ERR_MSG_ALERT」。
部分的に修復。

- CSCub37662：PTFカードの断続的な障害：FPGA Initbエラー。

- CSCua68104：PTF の電源が数日間にわたって継続してオンになっている場合、PTF が連続的
に再起動する。

- CSCuc64508：手動 SSO の後でアクティブ/スタンバイ PTF のホスト名が変更される。

- CSCug40521：DB 復元/デュアル PTF リセットの実行中に DB が失われる。

- CSCtz68644：断続的に PTF 障害が発生する。

関連リンク：

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/carrier-packet-transport-cpt-
system/data_sheet_c78-633749.html?cachemode=refresh

http://products.mcisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/carrier-packet-transport-
cpt-system/qa_c67-635049.pdf

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/cpt/r9_3/configuration/guide/cpt93_configuration/cpt9
3_configuration_chapter_011.html

/content/en/us/td/docs/optical/cpt/r9_3/configuration/guide/cpt93_configuration/cpt93_configuration_chapter_011.html
/content/en/us/td/docs/optical/cpt/r9_3/configuration/guide/cpt93_configuration/cpt93_configuration_chapter_011.html
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