リモート PHY の障害管理
このドキュメントでは、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ上で障害管理
イベントを設定する方法について説明します。
• 障害管理に関する情報, 1 ページ
• RPD イベントの設定方法, 2 ページ
• 設定例, 4 ページ
• R-PHY の障害管理の機能情報, 4 ページ

障害管理に関する情報
RPD の障害管理は、リモート モニタリング、検出、診断、レポート作成、および問題の修正に必
要です。
障害管理モジュールは、次のサポートを提供します。
• RPD はイベントを CCAP コアに送信できます。
• CCAP コアは RPD からイベントを取得できます。
• CCAP コアで、CLI へのログインを表示します。
• SNMP ポーリング イベントがサポートされています。

RPD イベントのレポート
RPD はイベントを記録し、誤動作の状況を示す非同期の通知を生成し、重要なイベントについて
オペレータに通知します。RPD イベントのレポートには、2 つのレポート方法があります。
• RPD の初期化中、CCAP コアが RPD からのイベントを同期させます。
• ランタイム動作中、RPD がイベントを CCAP コアに通知します。
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RPD イベントの設定に関する制約事項
次の制約事項を適用できます。
最大 1000 件のイベントが Cisco cBR で保持されます。RPD は、ローカルで 1000 件のイベントを
保持し、保留状態で 1000 件のイベントを保持します。

RPD イベントの設定方法
（注）

このモジュールで参照するコマンドの詳細については、「Cisco IOS マスター コマンド リス
ト」を参照してください。

RPD イベントの設定
イベント プロファイルを設定して、RPD に適用できます。RPD イベントを設定するには、次のコ
マンドを使用します。
enable
configure terminal
cable profile rpd-event profile_id
priority {emergency|alert|critical|error|warning|notice|informational|debug}
{0x0|0x1|0x2|0x3}
enable-notify

• 0x0：ログがありません
• 0x1：RPD ローカル ストレージへのログインを保存します
• 0x2：Cisco cBR にレポートします
• 0x3：RPD ローカルのストレージへのログインを保存し、Cisco cBR にレポートします
すべてのイベントをコアにレポートするには、RPD で通知を有効にする必要があります。

RPD へのイベント プロファイルの適用
RPD にイベント プロファイルを適用するには、次のコマンドを使用します。
enable
configure terminal
cable rpd rpd_name
rpd-event profile profile_id
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（注）

プロファイルを変更するときに RPD がオンラインになっている場合、プロファイルの変更後
に RPD をリセットします。

RPD イベントの取得
RPD からイベントをプルするには、以下の例に示されているとおり、cable rpd [RPD IP|RPD
MAC|all] event {locallog|pending} コマンドを使用します。
Router#cable rpd 30.84.2.111 event pending

Cisco cBR データベース上のすべてのイベントの削除
Cisco cBR 上のすべてのイベントを削除するには、次の例に示されているとおり、clear cable rpd all
event コマンドを使用します。
Router#clear cable rpd all event

RPD イベントの表示
すべての RPD イベントを表示するには、次の例に示されているとおり、show cable rpd [RPD
IP|RPD MAC] event コマンドを使用します。
Router# show cable rpd 93.3.50.7 event
RPD
EventId
Level Count LastTime
Message
0004.9f00.0861 66070204
Error 1
Feb21 12:11:06 GCP Connection Failure
CCAP-IP=30.85.33.2;RPD-ID=0004.9f00.0861;
0004.9f00.0861 2148074241 Error 1
Feb21 12:11:25 Session failed:connecting timeout,
@SLAVE: 93.3.50.7:None --> 30.85.33.2:8190;RPD-ID=0004.9f00.0861;

ログを使用した RPD イベントの表示
すべての RPD イベントを表示するには、次の例に示されているとおり、show logging コマンドを
使用します。
Router# show logging | include RPD-ID=0004.9f00.0861
004181: Feb 21 12:18:59.649 CST: %RPHYMAN-3-RPD_EVENT_ERROR: CLC5: rphyman:
GCP Connection Failure CCAP-IP=30.85.33.2;RPD-ID=0004.9f00.0861;EVENT-ID=66070204;
FirstTime=2017-2-21,12:11:6.0;
LastTime=2017-2-21,12:11:6.0;
Count=1;PendingQueue;
004185: Feb 21 12:19:18.875 CST: %RPHYMAN-3-RPD_EVENT_ERROR: CLC5: rphyman:
Session failed:connecting timeout, @SLAVE: 93.3.50.7:None --> 10.10.10.12:1190;
RPD-ID=0004.9f00.0861;
EVENT-ID=2148074241;
FirstTime=2017-2-21,12:11:25.0;
LastTime=2017-2-21,12:11:25.0;
Count=1;PendingQueue;
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設定例
このセクションでは、Cisco cBR-8 で障害管理を設定する例を示します。

例：RPD イベントの設定
enable
configure terminal
cable profile rpd-event 6
priority emergency 0x3
priority alert 0x3
priority critical 0x3
priority error 0x3
priority warning 0x3
priority notice 0x3
priority informational 0x3
enable-notify
cable rpd node6
identifier badb.ad13.5e08
core-interface Te3/1/5
principal
rpd-ds 0 downstream-cable 3/0/17 profile 10
rpd-us 0 upstream-cable 3/0/34 profile 13
r-dti 16
rpd-event profile 6

R-PHY の障害管理の機能情報
Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート
情報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートす
る特定のソフトウェアリリース、フィーチャセット、またはプラットフォームを確認できます。
Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウ
ントは必要ありません。

（注）

次の表には、一連のソフトウェア リリースのうち、その機能が初めて導入されたソフトウェ
ア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連の
ソフトウェア リリースでもサポートされます。

表 1：R-PHY の障害管理の機能情報

機能名

リリース

機能情報

R-PHY の障害管理

Cisco RPD IOS 1.1

この機能が Cisco Remote PHY
デバイスに追加されました。
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