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はじめに

Time Division Multiplexing （TDM）ベースのアーキテクチャを使用するプラットフォームで、
Cisco IOS® ソフトウェアがデフォルトで設定されるクロッキングモードと関連している現象およ
び複数の問題があります。

症状

これらの問題の現象は下記のものを含んでいます:

一般電話サービス （POTS）の方向の単方向音声かオーディオ無し、-に VoIP コールか
POTS間 コール。

●

モデムの学習機能の不具合。●

ファクシミリは不完全でまたは抜けた行があります●

ファックス接続の障害。●

VOIPコールのエコーおよび悪い音質●

電話の間に聞かれる静的なノイズ●

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。

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。

背景説明

デジタル化されたパルス符号変調 （PCM） スピーチを渡す音声システムはずっと受け取ったビ
ットストリームで組み込まれるクロッキング信号に常に頼っています。 これは接続装置がビット
ストリームからのクロック信号を回復 するようにし次に異なるチャネルのデータが他のチャネル
との同じタイミング関係を保存するようにするこの再生クロック クロック信号を使用します。 よ
くあるクロック ソースがデバイスの間で使用されない場合、ビットストリームのバイナリ値はデ
バイスが間違った時点に場合を見本抽出するので誤った解釈である場合もあります。 たとえば、
受信側デバイスのローカル タイミングが送信側デバイスのタイミングよりわずかに短い時間を使
用すれば、8 連続的なバイナリの一連は 1s 9 連続的な 1s として解読されるかもしれません。 こ
のデータが異なるタイミング基準を使用するそれ以上のダウンストリーム デバイスに送り直され
れば、エラーは混合することができます。 ネットワーク使用の各デバイスは同じクロッキング信
号、ネットワーク全体を渡るトラフィックの統合確認されるようにする時。

デバイス間のタイミングは、クロック滑り（クロック スリップ）として知られている条件発生す
る場合があります維持されません。 定義では、クロック スリップとは、バッファの読み込み速度
と書き込み速度の不一致により、同期データ ストリームでビット（またはビット ブロック）が重
複したり欠落したりすることを指します。 スリップは機器バッファ記憶、か他のメカニズムが、
着信および発信場合のフェーズまたは周波数の違いを取り扱うことができないので起こります。
これは発信場合のタイミングが着信信号のそれから得られなければ発生します。

T1 または E1 インターフェイスは帯と呼ばれるトラフィック内部繰り返すビット 構成を送信 し
ます。 各フレームはデバイスがフレームの開始および終了を判別するようにするビットの固定番
号です。 これはまたフレームの終わりをいつ期待するか受信側デバイスが丁度確認することを意
味します: それは入ったビットの適切な桁数を単に数えます。 従って、送信および受信側デバイ
ス間のタイミングが同じでなければ、受信側デバイスは不正確な値の戻りという結果に終る間違
った時点にビットストリームを見本抽出するかもしれません。

Cisco IOSソフトウェアが容易にこれらのプラットフォームのクロッキングを制御できる間、
TDM 可能なルータのデフォルト クロッキングモードは効果的に自由な実行です。 これはインタ
ーフェイスからのクロック信号がルータのバックプレーンに接続されないし、ルータの他と他の
インターフェイス間の内部 同期のために使用されないことを意味します。 従って、ルータはバッ
クプレーンと他のインターフェイスを渡るトラフィックを通過させるのに内部クロックソースを
使用します。

これは一般に パケットが内部 メモリでバッファリングされ、デスティネーションインターフェイ
スの送信バッファにコピーされるので、データアプリケ− ションのための問題を示しません。 パ
ケットはポートの間でメモリに効果的に取除きますあらゆるクロック 同期のための必要を読み、
書きます。

デジタル音声ポートには別の問題があります。 別の方法で設定されて、Cisco IOSソフトウェア
制御 データに時間を記録するバックプレーンを（か内部 デジタル信号プロセッサ（DSP）に

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


）読み、書きます使用しません。 デジタル音声ポートで PCM ストリームが受信される場合、受
信ビット ストリームには外部クロッキングが使用されています。 ただし、このビットストリーム
はルータ バックプレーンと必ずしも同じ参照を使用しません、つまり DSP がデータを誤解する
かもしれませんことをコントローラから来るそれは意味します。 ルータ E1 か T1 コントローラ
で見られるこのクロッキング ミスマッチはクロック スリップと言われます。 ルータはインター
フェイスに入るインターフェイスからトラフィックを送信 するのに内部クロックソースを使用し
ますがトラフィックは全く異なるクロック リファレンスを使用します。 最終的にインターフェイ
ス コントローラが受信フレームのスリップを登録するほど、送信する間のタイミング関係の違い
およびレシーブ場合は大きくなります。

より遅い Cisco IOSソフトウェア プラットフォームに、AS5350 のような、AS5400、
7200VXR、2600、3700、および 1760、TDM ベース アーキテクチャの異なる実装があり、ルー
タのおよび異なるインターフェイス ポート間のバックプレーンを渡って伝搬するために時間を記
録することを割り当てます。 以前に述べられたプラットフォームすべてはクロッキングモードを
設定する異なる Command Line Interface （CLI）コマンドを使用します。 これはインストールさ
れたハードウェアによって決まります。 構文が異なるのに、コマンドは本質的にルータにデジタ
ル 音声 ポートからのクロッキングを回復 し、他のルータオペレーションを駆動するこの場合を
使用するように指示します。

従ってこれらのコマンドのどれもデフォルトではないので、ルータ コンフィギュレーション ファ
イルで最初にそれらを見ないし、重要性を理解しません。

ほとんどの場合、E1 または T1 インターフェイスのクロック スリップがあるように問題を確認す
るために確認できます。 show controller {e1 を発行して下さい | 確認のための t1} コマンド:

Router#show controller e1 0/0

E1 0/0 is up.

  Applique type is Channelized E1 - balanced

  No alarms detected.

  alarm-trigger is not set

  Version info Firmware: 20020812, FPGA: 11

  Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line.

  Data in current interval (97 seconds elapsed):

     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

     4 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

     4 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

このログは E1 インターフェイスの定期的なクロック スリップを示します。

さまざまなプラットフォームのためのコンフィギュレーションの
ステップ

デフォルト クロッキング動作は問題を除去するために Cisco IOSソフトウェア 設定コマンドによ
って変更される必要があります。 きちんとクロッキング コマンドを設定することは極めて重要で
す。

26xx、366x、37xx および 38xx プラットフォームの AIM-VOICE カードに関しては

これらのコマンドは追加する必要があります:

network-clock-participate WICスロット—スロットが E1 または T1 multiflex trunk module
（MFT）がインストールされている WAN Interface Card （WIC） スロット 番号であるとこ

●



ろ。注: 多重音声および WAN インターフェイス カード（VWIC）がインストールされている
場合、コマンドは適切に繰り返し実行する必要があります。slot1 に技術的にまだあるのに
2600 プラットフォーム シングル ポート E1 か T1 VWIC が WICスロット 1 に物理的にあれ
ば、および他の VWIC モジュールに関してはインストールされていません、そして WIC 0 と
言う必要があります。 Cisco IOSソフトウェア 設定はまたコントローラ T1 または E1 0/0 と
してそれを示します。
network-clock-participate 目標スロット—スロットが Advanced Integration Module （AIM）が
インストールされているスロットであるところ。これは 2 つまでの AIM モジュールのための
メインボードのソケットを備えている 37xx プラットフォームおよび 2691 にだけ、366x 適
用します。 スロット 番号は 0 または 1.です。

●

network-clock-select 優先順位 {E1 | T1} スロット—スロットがインターフェイスのカードま
たはスロットであるところ。このコマンドはルータがプライマリ（高優先順位）クロック ソ
ースとして正しいインターフェイスを使用するようにするためにシステムのためのクロッキ
ング優先順位を設定するように追加される必要があります。 この同じは（プライマリソース
がダウン状態になれば）各インターフェイスのための別の優先順位で繰り返される必要をク
ロッキング階層を確立するために命じます:

network-clock-select 1 e1 0/0

network-clock-select 2 e1 0/1

●

クロック コンフィギュレーションを確認するために show network-clocks コマンドを発行して下
さい:

2600#show network-clocks

  Network Clock Configuration

  ---------------------------

  Priority      Clock Source    Clock State     Clock Type

     1          E1 0/0          GOOD            E1

     5          Backplane       GOOD            PLL

  Current Primary Clock Source

  ----------------------------

  Priority      Clock Source    Clock State     Clock Type

     1          E1 0/0          GOOD            E1

例

これは WIC 0 にインストールされる AIM-VOICE-30 モジュールが付いている 2600 ルータおよび
E1 VWIC の設定です:

network-clock-participate wic 0

network-clock-select 1 e1 0/0

これはスロット 0 および 1 にインストールされる WICスロット 0 および slot1:にインストールさ
れる AIM-VOICE-30 のとシングルポート T1 VWIC が付いている 2691 ルータの設定です

network-clock-participate wic 0



network-clock-participate wic 1

network-clock-participate aim 0

network-clock-participate aim 1

network-clock-select 1 t1 0/0

network-clock-select 2 t1 1/0

の AIM-ATM、AIM-VOICE-30 および AIM-ATM-VOICE-30 および詳細については Cisco 3660 の
設定ネットワーククロックソースおよび参加セクションを Cisco 2600 シリーズ参照して下さい。

注: PBX に接続される PRI を設定するときルータが内部 クロック ソースおよび isdn プロトコル
エミュレート network コマンドで設定されることを確かめて下さい。

7200VXR、WS-X4604 AGM、および Catalyst 4224 に関しては

7200s にこのコマンドを追加して下さい:

frame-clock-select priority {E1 | T1} card/slot

たとえば、スロット 2 の PA-VXC-2TE1 カードのために:

frame-clock-select 1 t1 2/0

frame-clock-select 2 t1 2/1

システム時間を記録することを確認するために show network-clocks コマンドを発行して下さい
。

規定 カードタイプのステップ 8 をです 7200VXR に関する詳細については T1/E1 デジタル音声ポ
ートアダプタの設定の必要とされたセクション参照して下さい。

Catalyst 4000 音声ゲートウェイに関する詳細については Cisco IOS Release 12.1(5)T の Catalyst
4000 アクセスゲートウェイモジュールに関するリリース ノートの TDMクロッキング セクション
を参照して下さい。

AS5350 および AS5400 に関しては

これらのゲートウェイに E1 または T1 特定のインターフェイスに、内部クロック、または外部ス
テーション（BITS）クロック ソースにクロッキングを同期する機能があります。 デフォルトは
内部 クロックです。 システム時間を記録することはこれらのコマンドで変更することができます
。 これは使用する Cisco IOSソフトウェアのバージョンによって決まります:

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2.11T およびそれ以降に関しては:

tdm clock priority priority card/slot

●

先の Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2.11T よりに関しては:●
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dial-tdm-clock priority priority card-slotcard/slot

システム時間を記録することを確認するために提示 TDM clock コマンドを発行して下さい。

詳細については AS5xxx ネットワーク アクセス サーバのためのクロック 同期を参照して下さい
。

1751V および 1760 のため

これらのデバイスはクロッキングのために別のコマンドおよび用語を使用しています。 音声 動作
モードでは、クロッキングは（クロックは行から外部にかインターフェイス 奪取 されます）エク
スポートされる、またはインポートすることができます（ポートのクロックはルータの内部発振
器から、か別のポートまたはインターフェイス 奪取 することができます）。

tdm clock {T1 | E1} slot/port {voice | data | both} export line

!--- Issue this command on one line:

tdm clock {T1 | E1} slot/port {voice | data | both} import {T1 | E1 | atm | bri | onboard}

slot/port {line | internal}

条件インポートがクロッキングは参照されたポートかインターフェイスから直接来る、およびな
いようであるルータの内部発振器からことを提案するのでこのインポートおよびエクスポート用
語は複雑である場合もあります。

詳細については Cisco 1751/1760 ルータのためのクロックコンフィギュレーションを参照して下
さい。

MC3810 に関しては

MC3810 はまたクロッキングを同期する network-clockコマンドを使用します:

network-clock-select {1-4} {T1 | E1 | Serial | System} slot/port

可能なシナリオに関する詳細については Cisco MC3810 の同期クロックの設定を参照して下さい
。

関連情報

音声に関する技術サポート●

音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート●

Cisco IP Telephony のトラブルシューティング●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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