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はじめに

このドキュメントでは、Cisco ONS15800 Subrack Common Function（SCF）および入力出力カ
ード（IOC）-W の高密度波長分割多重（DWDM）プラットフォームの空きスロットをトラブルシ
ューティングする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco ONS 15800 DWDM プラットフォーム●

WIN 95 がある PC、98、2000●

イーサネット カード●

本書の情報は、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。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

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。

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


トラブルシューティング

リモート サイト情報 収集

次の手順を実行します。

トランザクション言語 1(TL1) ポートで発行される空スロットを示すノードに Telnetセッシ
ョンを開いて下さい（1000）。

1.

TL1 ユーザ ACT-USER::USER_1:CEST::USER_1 をアクティブにして下さい。2.
型 RTRV-EQPT:: ALL: サイトの要約を取得する CEST。3.
型 RTRV-VER:: ALL: インストール済みユニット ファームウェア（FW）バージョンを取得
する CEST。

4.

Control and Monitoring Processor （CMP） ユニット稼働時間を取得する型 RTRV-
UPTIME::CMP_W-01-01-15:CEST。

5.

ファイルにデータを保存して下さい。ファイル名標準の: ファイル名がデータを収集するノ
ードへの参照を紹介しているようにして下さい。 たとえば、NewYokTERM(151.15)Inv.txt。

6.

適当時はいつでも対応した テクニカル アシスタンス センタ （TAC） サービス リクエスト
に（またはコピー アンド ペーストして下さい）情報を一緒に送って下さい。

7.

リモート CMP デバッグ

次の手順を実行します。

ログ機能の Telnet ターミナルの logging to file を有効に して下さい。1.
ポート 5678 の CMP カードに接続するために Telnet ターミナルを準備して下さい。 接続す
るために待っている間、そうするために、IP アドレスを挿入して下さい。

2.

コマンド プロンプトまたはターミナル ウィンドウからの同じノードに連続 ping シーケンス
を開始して下さい。たとえば、PING xxx.xxx.xxx.xxx を- Windows コマンド プロンプトから
の t 入力して下さい。

3.

CMP カードをリセットして下さい。たとえば、ポート 23 の他の Telnetセッションからの
ROOT プロファイルのログイン。 それから reset コマンドをタイプするか、または Cisco
Photonics Local Terminal （CPLT）を使用して下さい。

4.

ノードからの PING 応答を監視して下さい。5.
要求を ping するためにノードが応答し始めるときポート 5678 の Telnetセッションを開い
て下さい。 B1 メッセージ トレースを有効に するために ALLON コマンドを入力して下さい
。重要： ポート 5678 上でログ トレースをとすぐ最初の PING へのノード応答有効に して
下さい。

6.

3 から CMP カードの完全な再度ブートするを待っている間、4 分の Log エントリを集めて
下さい。

7.

ファイルにデータを保存して下さい。ファイル名標準の: ファイル名がデータを収集するノ
ードへの参照を紹介しているようにして下さい。 たとえば、NewYokTERM(151.15)C8。

8.

Telnetセッションを閉じ、ノードに PING 要求を終えるために ALLOFF コマンドを発行して
下さい。

9.

適当時はいつでも対応する TAC サービス リクエストに（またはコピー アンド ペーストし
て下さい）情報を一緒に送って下さい。

10.

IOC および SCF カードを解決して下さい（これらのオペレーションはトラフィッ



クに影響を及ぼしません）

前提: 影響を受けたカードを回復できないとき予備ユニットを常に使用して下さい。

SCF カード

次の手順を実行します。

CMP ディスプレイのステータスに注意して下さい。1.
SCF ユニットが挿入される同じサブ・ラックからファン トレーの 1 つを得て下さい。2.
SCF ユニットがつくかどうか確かめるために対応したファン アラーム LED をチェックして
下さい。LED が最初のファン トレイとつかない場合、LED においての問題を除外するため
に他のトレーをチェックして下さい。

3.

物理的に SCF ユニットを再置して下さい。4.
CMP カード ディスプレイが点滅するかどうか確認して下さい。5.
FINAL ステータス ディスプレイが現われるかどうか確かめて下さい。6.
ユニットが空スロット ステータスにそれでもある場合、CMP カードを再置して下さい。7.
CMP が表示する FINAL ステータスに注意して下さい。8.
操作 4 または 7 と SCF を回復できない場合 SCF を取り替えて下さい。9.

操作 4、7、か 8 と SCF カードを回復、FW バージョンをダブルチェックして下さい。 サ
ービス技術員がサイトにまだある間、Cisco 公式 アップグレード手順を適用して下さい。

10.

操作 4、7、か 8 が問題を解決したら、適当時はいつでも対応する TAC サービス リクエス
トに（またはコピー アンド ペーストして下さい）情報を一緒に送って下さい。詳細につい
てはサイト チェックリスト セクションを参照して下さい。

11.

新しい SCF ユニットが空スロット ステータスにそれでもある場合、支援に関しては Cisco
TAC に連絡して下さい。

12.

IOC-W カード

次の手順を実行します。

CMP ディスプレイのステータスに注意して下さい。1.
物理的に IOC-W ユニットを再置して下さい。2.
CMP カード ディスプレイが点滅するかどうか確認して下さい。3.
FINAL ステータス ディスプレイが現われるかどうか確認して下さい。4.
ユニットが空スロット ステータスにそれでもある場合、CMP カードを再置して下さい。5.
CMP の FINAL ステータスに注意して下さい。6.
操作 2 または 5 と IOC-W を回復できない場合 IOC-W を取り替えて下さい。7.
操作 2、5、か 7 と正常に IOC-W カードを回復、FW バージョンをダブルチェックして下さ
い。 サービス技術員がサイトにまだある間、Cisco 公式 アップグレード手順を適用して下
さい。

8.

操作 2、5、か 7 が問題を解決したら、適当時はいつでも対応する TAC サービス リクエス
トに（またはコピー アンド ペーストして下さい）情報を一緒に送って下さい。詳細につい
てはサイト チェックリスト セクションを参照して下さい。

9.

新しい IOC-W ユニットが空スロット ステータスにそれでもある場合、支援に関しては
Cisco TAC に連絡して下さい。

10.



サイト チェックリスト

サイト チェックリストの SCF:

ノード名: NODE IP:

SCF 場所（サブ ラック/ス
ロット）: Date:

CMP 頭文字ステータス: _________________1.
1つ以上のファン トレーを得て下さい:2.
物理的に SCF を再置して下さい:CMP カード ディスプレイ点滅をします: はい いいえ

CMP FINAL ステータスはである何か。: _________________
3.

ステップ 3."を回復」SCF 表示を実行しました: はい いいえ 4.
IF ステップ 3."」SCF 表示回復:SCF FW バージョンを確認し、アップグレード手順を適用
して下さい。このモジュール Cisco TAC サービス リクエストへの送信 して下さい/囲んで下
さい/付加。

5.

IF ステップ 3." DID」SCF 表示を回復ため:CMP を再置して下さい。CMP FINAL ステータ
スはである何か。: __________________

6.

ステップ 6.a を「回復」SCF 表示を実行しましたか。: はい いいえ 7.
」SCF 表示回復 IF ステップ 6.a 「:SCF FW バージョンを確認し、アップグレード手順を適
用して下さい。このモジュール Cisco TAC サービス リクエストへの送信 して下さい/囲んで
下さい/付加。

8.

IF ステップ 6.a 「DID」SCF 表示を回復ため:SCF カードを取り替えて下さい。9.
ステップ 9.a を「回復」SCF 表示を実行しましたか。: はい いいえ SCF FW バージ
ョンを確認し、アップグレード手順を適用して下さい。このモジュール Cisco TAC サービ
ス リクエストへの送信 して下さい/囲んで下さい/付加。

10.

IF ステップ 9.a 「DID」SCF 表示を回復ため:支援のための連絡先 Cisco TAC。11.
サイト チェックリストの IOC-W:

ノード名: NODE IP:

  Date:

CMP 頭文字ステータス: _________________1.
物理的に IOC-W を再置して下さい:CMP カード ディスプレイ点滅をしますか。: はい いい
え CMP FINAL ステータスはである何: _________________

2.

ステップ 2."を回復」IOC-W 表示を実行しましたか。: はい いいえ 3.
IF ステップ 2."」IOC-W 表示回復:IOC-W FW バージョンを確認し、アップグレード手順を
適用して下さい。このモジュール Cisco TAC サービス リクエストへの送信 して下さい/囲ん
で下さい/付加。

4.

IF ステップ 2." DID」IOC-W 表示を回復ため:CMP を再置して下さい。CMP FINAL ステー
タスはである何か。: __________________

5.

ステップ 5.a を「回復」IOC-W 表示を実行しましたか。: はい いいえ 6.
」IOC-W 表示回復 IF ステップ 5.a 「:IOC-W FW バージョンを確認し、アップグレード手順
を適用して下さい。このモジュール Cisco TAC サービス リクエストへの送信 して下さい/囲
んで下さい/付加。

7.



IF ステップ 5.a 「DID」IOC-W 表示を回復ため:IOC-W カードを取り替えて下さい。8.
ステップ 8.a を「回復」IOC-W 表示を実行しましたか。: はい いいえ IOC-W FW バー
ジョンを確認し、アップグレード手順を適用して下さい。このモジュール Cisco TAC ケー
スへの送信 して下さい/囲んで下さい/付加。IF ステップ 8.a 「DID」IOC-W 表示を回復ため
:支援のための連絡先 Cisco TAC。

9.
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