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Cisco EPN Manager スタートアップ ガイド
• Cisco EPN Manager スタートアップ ガイド （1 ページ）

第

1

章

Cisco EPN Manager スタートアップ ガイド
（注）

Cisco EPN Manager を初期使用のためにセットアップする必要がある管理者の場合は、サーバ
のセットアップ タスク （875 ページ）を参照してください。
• Web クライアントの要件 （1 ページ）
• ログインおよびログアウト （2 ページ）
• を使用する前に完了する必要のあるタスクのセットアップ Cisco EPN Manager （3 ペー
ジ）
• パスワードの変更 （3 ページ）
• メイン ウィンドウ コントロールの使用 （4 ページ）
• デフォルトのホーム ページの変更 （6 ページ）
• ダッシュボードのセットアップと使用 （7 ページ）
• 別の仮想ドメインで作業する （32 ページ）
• ジョブ ダッシュボードを使用したジョブの管理 （33 ページ）
• ユーザ設定の変更 （35 ページ）
• Cisco EPN Manager 機能の拡張 （38 ページ）
• 最新のインベントリに存在をチェック Cisco EPN Manager マニュアル （39 ページ）

Web クライアントの要件
次に、Cisco EPN Manager Web GUI のクライアントとブラウザの要件を示します。
• ハードウェア：以下のテスト済みサポート対象ブラウザのいずれかに対応している Mac ま
たは Windows のラップトップかデスクトップ。
• ブラウザ：

（注）

1 つのブラウザセッションで Cisco EPN Manager のタブを同時に 3
つまで開くことができます。
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ログインおよびログアウト

• Google Chrome バージョン 74 ～ 84
• Mozilla Firefox ESR 60
• Mozilla Firefox バージョン 67 ～ 79
• Microsoft Internet Explorer (IE) 11.0

（注）

Internet Explorer のユーザは、他のブラウザと比べて動作が遅いと
報告しています。一部の GUI ページは IE でロードするのに時間
がかかるためです。

• 推奨される表示解像度：1600 X 900 ピクセル以上（最小：1366 X 768）
ロード時間を短縮し、ネットワーク帯域幅の使用量を削減するために、Cisco EPN Manager は
同じバージョンの Cisco EPN Manager（Firefox および IE ブラウザ）のブラウザに静的ファイル
（js、css）をキャッシュします。

（注）

Google Chrome では、自己署名証明書に関する既知の制限により、すべてのキャッシングディ
レクティブが無視され、ページコンテンツがリロードされます。

ログインおよびログアウト
GUI にログインするには、Web ブラウザのアドレス フィールドに次のように入力します。
server-ip は Cisco EPN Manager サーバの IP アドレスです。
https://server-ip

（注）

Cisco EPN Manager にログインするときに、ブラウザにユーザ名とパスワードを自動入力した
り保存したりしないでください。
ネットワーク構成によっては、初めてブラウザを Cisco EPN Manager Web サーバに接続すると
きに、サーバのセキュリティ証明書を信頼するようにクライアント ブラウザを更新する必要が
あります。これにより、クライアントと Cisco EPN Manager Web サーバ間の接続のセキュリ
ティが保証されます。
ログアウトするには、Cisco EPN Manager ウィンドウの右上にある
ウト（Log Out）] を選択します。

をクリックし、[ログア

Cisco EPN Manager ユーザとそのユーザが実行できる操作については、次を参照してください。
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を使用する前に完了する必要のあるタスクのセットアップ Cisco EPN Manager

• Cisco EPN Manager で CLI ユーザ インターフェイスを切り替える方法 （1000 ページ）：Cisco
EPN Manager でサポートされているすべてのユーザクラス（さまざまな CLI ユーザアカウ
ントを含む）について説明します。
• ユーザ グループのタイプ （1003 ページ）：Web GUI ユーザが毎日実行できる機能を制御で
きるユーザ グループ メカニズムについて説明します。ユーザ インターフェイスで表示で
きるものと操作できるものは、ユーザ アカウント権限によって制御されます。このトピッ
クでは、デバイスのロールベース アクセス コントロール（RBAC）を管理する仮想ドメイ
ン メカニズムについても説明します。

を使用する前に完了する必要のあるタスクのセットアッ
プ Cisco EPN Manager
Cisco EPN Manager 機能を使用するには、管理者が次のタスクを完了する必要があります。
表 1 : セットアップ タスクと参照

を使用する前に完了する必要のあるタスク Cisco
EPN Manager

詳細については、次を参照してください。

Cisco EPN Manager サーバのセットアップと設定を サーバのセットアップ タスク （875 ペー
行います。
ジ）
デバイスとネットワークの管理を簡素化するため デバイスの追加と整理 （43 ページ）
に、デバイスを Cisco EPN Manager に追加してデ
バイス グループを作成します。
ネットワークで使用されるインターフェイスとテ デバイスおよびネットワークの健全性と
クノロジーのモニタリングを有効にします。
パフォーマンスのモニタ （269 ページ）
展開に合わせアラームとイベントの動作（アラー アラームとイベント管理の設定 （300 ペー
ムやイベントの更新頻度、電子メール、トラップ ジ）
レシーバなど）をカスタマイズします。

パスワードの変更
パスワードは、Cisco EPN Manager ウィンドウの右上にある
をクリックし、[パスワードの
変更（Change Password）] を選択することによって、いつでも変更できます。? ([ヘルプ
（help）]) アイコンをクリックして、パスワードポリシーを確認します。
（オプション）[新しいパスワードを生成（Generate New Password）] ボタンをクリックして、
システムによって生成されるセキュアなパスワードを設定します。このボタンをクリックする
と、新しいパスワードが隣のテキストボックスに表示されます。[新しいパスワード（New
password）] および [パスワードの確認（Confirm password）] テキストボックスにも同じものが
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メイン ウィンドウ コントロールの使用

表示されます。目のアイコンをクリックするとパスワードの表示/非表示が切り替わります。
[コピー（Copy）] ボタンをクリックして、パスワードをクリップボードにコピーすることもで
きます。
ダイアログボックス内の値をクリアするには、[リセット（Reset）] ボタンをクリックします。

メイン ウィンドウ コントロールの使用
Cisco EPN Manager タイトル バーの左上には、次のコントロールがあります。
[メニュー（Menu）] ボタン：左側のメインの Cisco EPN Manager ナビゲーショ
ン メニューを切り替えます（左側のサイドバー メニューとも呼ばれます）
[ホーム（Home）] ボタン：ホームページ（通常は [概要（Overview）] ダッシュ
ボード）に戻ります。
タイトル バーの右側には、使用しているユーザ名と仮想ドメインが表示されます。仮想ドメイ
ンは、デバイスの論理的なグループです。仮想ドメインは、ネットワークのデバイスや領域に
アクセスする人物を制御するために使用されます。割り当てられている仮想ドメインを切り替
えるには、別の仮想ドメインで作業する （32 ページ） を参照してください。

Web GUI のグローバル設定ボタン：ログアウト、パスワードの変更、Cisco.com
のアカウント プロファイルの表示、GUI 設定の調整、Cisco.com のサポート事例
の確認、オンライン ヘルプの起動
タイトル バーの右側の

をクリックすると、ウィンドウ設定メニューが開きます。
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図 1 : ウィンドウ設定

最後に、[アラームのまとめ（Alarm Summary）] には、ネットワーク内のアラーム数が視覚的
に示されます。色は最も重大度の高いアラームを示します。
[アラームのまとめ（Alarm Summary）]：指定したカテゴリのアラーム数が
視覚的に表示されます。この領域をクリックすると、[アラームのまとめ
（Alarm Summary）] ポップアップ ウィンドウが開きます。
[アラームのまとめ（Alarm Summary）] ボタン（次の図で丸で囲んだボタン）をクリックする
と、Cisco EPN Manager で [アラームのまとめ（Alarm Summary）] ポップアップ ウィンドウが
開きます。ボタンとポップアップ ウィンドウの両方で表示されるデータをカスタマイズするこ
とができます。この例では、ボタンではスイッチとハブおよびシステム アラームの数が表示さ
れ、[アラームのまとめ（Alarm Summary）] ポップアップでは次の図にリストされているすべ
てのアラーム カテゴリが表示されます。
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デフォルトのホーム ページの変更
次のタスクを実行したときに、どのページが表示されるようにするかを指定できます。
• Web GUI タイトル バーの左側にある

をクリックしたとき

• Cisco EPN Manager Web GUI にログインするとき
この設定はユーザ単位で保存されます。この設定は、他のユーザに影響を与えることなく、い
つでも変更できます。

ステップ 1 希望のページが表示されている状態で、Cisco EPN Manager Web GUI の右上にある
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ダッシュボードのセットアップと使用

ステップ 2 [現在のページをホームとして設定（Set Current Page as Home）] を選択します。

ダッシュボードのセットアップと使用
ダッシュボードには、ネットワークにおける最重要データの概要が表示されます。これらは、
ステータス、アラート、モニタリング、パフォーマンス、レポートの情報を提供します。ユー
ザにとって重要な情報のみが表示されるように、これらのダッシュボードをカスタマイズでき
ます。デフォルトのホームページとして [ネットワーク概要（Network Summary）] ダッシュ
ボードを設定することをお勧めします。そうすれば、ログイン後にこのダッシュボードが表示
され、何かを実行する前に、ネットワーク全体の健全性をすばやく確認できます。デフォルト
のホームページとしてダッシュボードを設定するには、デフォルトのホーム ページの変更 （
6 ページ）を参照してください。
以下のダッシュボードを使用して、ネットワークをモニタしたり、管理したりします。

（注）

ダッシュボードにデータを表示するには、関連するモニタリングポリシーを有効にする必要が
あります。デフォルトでは、デバイスのヘルスモニタリング（デバイス ヘルス モニタリング
ポリシー）のみが有効になっています。詳細については、デバイスのヘルスとパフォーマンス
のモニタ方法：モニタリング ポリシー （269 ページ）を参照してください。
• [ネットワーク概要（Network Summary）] ダッシュボード：ネットワーク全体の健全性を
確認します。「[ネットワーク サマリー（Network Summary）] ダッシュボードの概要」を
参照してください。
• [サービス パフォーマンス（Service Performance）] ダッシュボード：キャリア イーサネッ
トおよびオプティカル サービスのパフォーマンスをモニタします。「[サービス パフォー
マンス（Service Performance）] ダッシュボードの概要」を参照してください。
• [パフォーマンス（Performance）] ダッシュボード：インターフェイス、QoS ポリシー、
ITU-T Y.1731 プローブなどのネットワーク コンポーネントのパフォーマンス測定指標の
概要を示します。「[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの概要」を参照して
ください。
• [デバイス トレンド（Device Trends）] ダッシュボード：特定のデバイス、アプリケーショ
ン、サービスのパフォーマンスに関する情報を表示します。「[デバイス トレンド（Device
Trends）] ダッシュボードの概要」を参照してください。
• [DWDM/OTNパフォーマンス（DWDM/OTN Performance）] ダッシュボード：ネットワー
ク内の高密度波長分割多重（DWDM）インターフェイスおよび光トランスポート ネット
ワーク（OTN）インターフェイスのパフォーマンスに関する情報を表示します。
「[DWDM/OTNパフォーマンス（DWDM/OTN Performance）] ダッシュボードの概要」を
参照してください。
管理者権限を持つユーザは、次のダッシュボードも使用できます。
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• [ライセンス（Licensing）] ダッシュボード：を参照してください。ライセンス ダッシュ
ボードの表示
• [ジョブ（Jobs）] ダッシュボード：ジョブ ダッシュボードを使用したジョブの管理 （33
ページ）を参照してください。
• [システム モニタリング（System Monitoring）] ダッシュボード：システム監視ダッシュ
ボードを使用して、Cisco EPN Manager サーバのヘルス、ジョブ、パフォーマンス、およ
び API 統計をチェックする （976 ページ）を参照してください。
次の点に注意してください。
• ダッシュボード ウィンドウの各部分の説明およびダッシュボード フィルタの使用方法に
ついては、ダッシュボードの使用方法 （24 ページ）を参照してください。
• ダッシュボード データの問題をトラブルシューティングするには、「ダッシュボードの
データが不足している理由の特定」を参照してください。

ダッシュボードのタイプ
以下のトピックでは、Cisco EPN Manager で使用可能なダッシュボードについて説明します。

[サービス パフォーマンス（Service Performance）] ダッシュボードの概要
[サービス パフォーマンス（Service Performance）] ダッシュボードから、指定した時間内の特
定の回線、VC、サービスに関するパフォーマンス統計を表示できます。このダッシュボード
を開くには、[ダッシュボード（Dashboard）] > [サービス パフォーマンス（Service
Performance）] > の順に選択し、以下の表に示されているいずれかのタブを選択します。
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[サービス パフォーマンス（Service Performance）] ダッシュボードの概要

ダッシュボード タブ

提供される情報

[CEM]

選択した回線エミュレーション（CEM）回線について：
• 名前、タイプ、作成日などの詳細
• 統計情報（回線のエンドポイントの統計情報を切り替える
ことができます）
• 伝送中に失われたパケットの数
• 宛先に到着するまでに、ジッター バッファで順序変更され
たパケットの数
• ジッター バッファのオーバーランとアンダーランの数
• 順序が正しくないパケット、および後続がドロップされた
パケットの数
• 不正なパケットの数
• エラー、重大なエラー、または利用不可であった秒数
• 失敗したイベント
• 生成および受信された明示的なポインタ調整リレー カウン
タ（L ビットと P ビットなど）の数をグラフ化するダッシュ
レット
（注）

これらのダッシュレットを表示するには、CEM と
疑似回線エミュレーション（エッジ間）の両方の
モニタリング ポリシーを有効にする必要がありま
す。モニタリング ポリシー リファレンス （1213
ページ）を参照してください。

[TE トンネル（TE Tunnel）] 選択したトラフィック エンジニアリング（TE）トンネル回線に
ついて：
• 名前、サービスを行える状態か、関連付けられたエンドポ
イントなどの詳細
• サービス統計情報
• 発信トラフィック、帯域幅使用率、および予約帯域幅
• サービスの可用性
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[サービス パフォーマンス（Service Performance）] ダッシュボードの概要

ダッシュボード タブ

提供される情報

SR ポリシー

選択したセグメントルーティング（SR）ポリシーの場合：
• 名前、サービスを行える状態か、関連付けられたエンドポ
イントなどの詳細
• サービス統計情報
• 発信トラフィック、帯域幅使用率、および予約帯域幅
• サービスの可用性

[CE/L3VPN]

選択した回線または VC について：
• 名前、検出の状態、最終変更時刻などの詳細
• 次のパラメータの値が最も高い回線および VC を一覧表示
します。
• エンドポイント間の平均のトラフィック
• QoS クラス トラフィックおよびドロップ
（注）

インバウンド データとアウトバウンド データを
切り替えることができます。[上位NのサービスQoS
クラストラフィック（Top N Service QoS Class
Traffic）] ダッシュレットで、ポリシー前データと
ポリシー後データを切り替えることもできます。

• 着信および発信 QoS ドロップ
• サービス トラフィックおよび可用性
• 双方向遅延、一方向ジッター、およびサービス損失
• EVC 用の IPSLA ダッシュボードまたは L3VPN サービス用
の Y.1731 ダッシュボードをクロス起動できるサービス プ
ローブのエンドツーエンド パフォーマンス統計。
[上位CE/L3VPN（Top
CE/L3VPN）]

次のパラメータの値が最も高い回線および VC を一覧表示しま
す。
• 遅延
• ジッタ
• サービス損失
• トラフィック（インバウンドとアウトバウンドの両方）
CE と L3VPN サービスの情報を切り替えることができます。
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[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの概要

（注）

ダッシュボード タブのコンテンツとレイアウトをカスタマイズする方法については、「ダッ
シュボード タブのカスタマイズ」を参照してください。

[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの概要
[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードでは、インターフェイス、QoS ポリシー、
ITU-T Y.1731 プローブなどのネットワーク コンポーネントに関するパフォーマンス測定指標
の概要を確認できます。このダッシュボードを開くには、次の表で説明するタブの [ダッシュ
ボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > を選択します。
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[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの概要

ダッシュボード タブ

提供される情報

[インターフェイス（Interfaces）] 選択したインターフェイスについて、次の情報が表示され
ます。
• 名前、配置されたデバイスの IP アドレス、設定速度な
どの詳細
• 次のパフォーマンス メトリックの平均値、最小値、最
大値（インバウンド データとアウトバウンド データに
ついて収集されたメトリック間を切り替えることがで
きます）。
• トラフィック
• 使用率
• エラー
• 破棄
• 巡回冗長検査（CRC）エラー
（注）

CRC エラー データはデフォルトではポー
リングされません。このデータの収集を
有効にするには、インターフェイス ヘル
ス モニタリング ポリシーの CRC パラメー
タのポーリング頻度を選択します（「モ
ニタリング ポリシーのポーリングの変
更」を参照してください）。

• [インターフェイスの統計情報（Interface Statistics）] ダッ
シュレットにリストされているパフォーマンスメトリッ
クをグラフ化する個々のグラフ
• インターフェイスの可用性
• 上位 N 個の QoS クラス マップ ポリシーのグラフ（イ
ンバウンドおよびアウトバウンドのポリシー前レート、
ポリシー後レート、およびドロップ率）
• QoS クラス マップ ポリシー統計（インバウンドとアウ
トバウンド）
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Cisco EPN Manager スタートアップ ガイド
[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの概要

ダッシュボード タブ

提供される情報

[QoS]

選択したQoSポリシーについて、次の情報が表示されます。
• 要約情報
• ポリシー前、ポリシー後、および破棄されたクラスマッ
プ トラフィックに関する統計とグラフ
• 適合クラス マップ トラフィック、超過クラス マップ
トラフィック、および違反クラス マップ トラフィック
に関する統計とグラフ

[Y1731]

選択したプローブ上のレイヤ 2 サービスについて、次の情
報が表示されます。
• 要約情報
• ITU-T Y.1731 の統計
• エンドポイント間の遅延、ジッター、フレーム損失、
CCM フレーム損失
• ジッター統計情報
• 遅延統計情報
• エンドポイントの可用性
（注）

[IP SLA]

ビン統計データはデフォルトではポーリングされ
ません。このデータの収集を有効にするには、IP
SLA Y.1731 モニタリングポリシーのビン統計パラ
メータのポーリング頻度を選択します（「モニタ
リング ポリシーのポーリングの変更」を参照して
ください）。

選択したプローブ上のレイヤ 3 サービスについて、次の情
報が表示されます。
• 要約情報
• IP サービス レベル契約（SLA）の統計
• エンドポイント間の遅延、ジッター、およびフレーム
損失
• エンドポイントの可用性
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Cisco EPN Manager スタートアップ ガイド
[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの概要

ダッシュボード タブ

提供される情報

[BNG の統計（BNG Statistics）] 選択したデバイスに関する次のブロードバンド ネットワー
ク ゲートウェイ（BNG）情報が表示されます。
• 名前、IPアドレス、製品タイプ、ソフトウェアバージョ
ンなどの詳細
• 設定された IP プールの名前と、各プールで使用される
アドレスの数と割合
• 選択された IP プールの使用済みアドレスまたは空きア
ドレスの数をグラフ化したチャート
• ライン カードとセッション タイプ別の認証済みサブス
クライバとアップ サブスクライバのセッション数をグ
ラフ化したチャート
次の点に注意してください。
• チャートの下のチェックボックスを使用して、情報を
表示する項目を選択します
• グラフ上の任意のポイントにカーソルを移動すると、
その特定の時刻の選択した項目の値が表示されます
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Cisco EPN Manager スタートアップ ガイド
[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの概要

ダッシュボード タブ

提供される情報

[ME1200 QoS]

Cisco ME 1200 デバイス上で選択したサービスに関する次の
Quality of Service（QoS）情報が表示されます。
• デバイスの名前などの詳細、このデバイスと関連付け
られている顧客、そのユーザ ネットワーク インター
フェイス（UNI）ポート。
• 緑色（適合）トラフィック、黄色（超過）トラフィッ
ク、赤色（違反）トラフィック、および廃棄トラフィッ
クの平均ビット レートと平均フレーム レート。インバ
ウンド トラフィック データとアウトバウンド トラ
フィック データを切り替えることができます。
• [ME1200 QoSの統計情報（ME1200 QoS Statistics）] ダッ
シュレットに表示されたトラフィックタイプで測定さ
れるトラフィックをグラフ化したグラフ。
次の点に注意してください。
• 5 つのトラフィック グラフが提供されます。トラ
フィック タイプごとに 1 つのグラフと 1 つの統合
グラフ。
• フレーム レート（1 秒あたりのフレーム数）また
はビット レート（1 秒あたりのキロビット数）で
データ表示を切り替えることができます。
• このチャートの下にある適切なチェックボックス
を選択すると、グラフに表示される要素を指定で
きます。統合されたトラフィック ダッシュレット
では、トラフィック タイプを指定できます。個々
のトラフィック ダッシュレットでは、サービスに
関連付けられた 1 つまたは複数の EVC 制御エント
リ（ECE）を指定できます。
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Cisco EPN Manager スタートアップ ガイド
[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの概要

ダッシュボード タブ

提供される情報

[光 SFP（Optical SFPs）]

選択された Small Form-Factor Pluggable（SFP）トランシーバ
モジュール インターフェイスの場合：
• 名前、インターフェイスが配置されているデバイスの
名前と IP アドレス、設定速度などの詳細
• 次の操作メトリックの平均値、最小値、最大値。
• 光入出力電力
• 動作温度
• トランシーバ供給電圧
• レーザー バイアス電流
• [SFPの統計情報（SFP Statistics）] ダッシュレットにリ
ストされている操作メトリックをグラフ化する個々の
グラフ

[SONET/TDM インターフェイス 選択した SONET または時分割多重（TDM）インターフェイ
（SONET/TDM Interfaces）]
ス用。
• その名前、設定速度、格納先のデバイスの IP アドレス
などの詳細
• 次のパフォーマンス メトリックの平均値、最小値、最
大値。
• エラー秒数
• 重大エラー秒数
• C ビットの重大エラー秒数
• P ビットの重大エラー秒数
• 使用不可秒数
インターフェイスの近端（受信側）と遠端（送信側）
の両方の値が提供されます
• [SONET/TDMの統計情報（SONET/TDM Statistics）] ダッ
シュレットにリストされているパフォーマンスメトリッ
クをグラフ化する個々のグラフ
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Cisco EPN Manager スタートアップ ガイド
[ネットワーク サマリー（Network Summary）] ダッシュボードの概要

ダッシュボード タブ

提供される情報

[デバイス センサー（Device
Sensors）]

選択したデバイスのセンサーの場合：
• 名前
• 説明
• 測定のタイプ
• 現在の値
現在の値で [i] アイコンをクリックすると、過去 6 時間のト
レンドが表示されます。

MPLS リンクの遅延

選択したリンクに関する次の詳細を取得できます。
• リンク名、エンドポイントデバイス、インターフェイ
スなどのリンクの詳細。
• リンク遅延（一方向および双方向）。
（注）

[上位N個のMPLSリンク（Top N MPLS Links）]
テーブルの [リンク名（Link Name）] をクリック
して、選択したリンクのMPLSリンクダッシュボー
ドを起動できます。

次の点に注意してください。
• インターフェイス モニタリングは、デフォルトで有効になりません。このチェック方法に
ついては、Cisco EPN Manager によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）を参照し
てください。
• ダッシュボードタブのコンテンツとレイアウトをカスタマイズする方法については、「ダッ
シュボード タブのカスタマイズ」を参照してください。

[ネットワーク サマリー（Network Summary）] ダッシュボードの概要
[ネットワーク サマリー（Network Summary）] ダッシュボードは、ネットワークに現在影響を
与えている最も重要な問題を警告します。また、さまざまなソースからメトリックを収集し
て、重要業績評価指標（KPI）のセットを表示します。このダッシュボードを開くには、次の
表で説明するタブの [ダッシュボード（Dashboard）] > [ネットワーク サマリー（Network
Summary）] > を選択します。
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Cisco EPN Manager スタートアップ ガイド
[ネットワーク サマリー（Network Summary）] ダッシュボードの概要

ダッシュボード 提供される情報
タブ
[ネットワーク
デバイス
（Network
Devices）]

• ステータス（ICMP 到達可能性、SNMP 到達可能性、デバイス管理性）、
システム ヘルス、およびアラームの概要メトリック ダッシュレット
次の点に注意してください。
• メトリック ダッシュレットによって提供される情報を説明している
ポップアップ ウィンドウを開くには、その名前の上にカーソルを移
動してから、[?] アイコンをクリックします。
• 特定のメトリックに対応するアラームやデバイスを一覧表示する
ページを開くには、ダッシュレット値をクリックします。たとえ
ば、[SNMP到達可能性ステータス（SNMP Reachability Status）] ダッ
シュレットが現在 50 デバイスは SNMP 経由で到達可能であること
を示す場合、[50] をクリックして [ネットワークデバイス（Network
Devices）]ページを開き、これらのデバイスのリストを表示します。
• CPU 使用率、メモリ使用率、および環境温度別の上位 N 個のデバイス
[トップNの環境温度（Top N Environmental Temperature）] ダッシュレッ
トの場合、次に注意してください。
• 各デバイスについて、最高記録内部温度（[取り入れ口最高温度（Max
Inlet Temp）] 列に表示）と最高記録周囲温度（[その他の最高温度
（Max Other Temp）] に表示）の 2 つの温度値が表示されます。デ
フォルトでは、デバイスはその内部の温度で並べ替えられます。
• 特定の温度値を記録するセンサーを識別するには、その [i]（[情報
（information）]）アイコンにカーソルを合わせます。
• ネットワーク トポロジ
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Cisco EPN Manager スタートアップ ガイド
[ネットワーク サマリー（Network Summary）] ダッシュボードの概要

ダッシュボード 提供される情報
タブ
[インシデント
（Incidents）]

• システム ヘルス ダッシュレットとアラーム概要メトリック ダッシュレッ
ト
次の点に注意してください。
• メトリック ダッシュレットによって提供される情報を説明している
ポップアップ ウィンドウを開くには、その名前の上にカーソルを移
動してから、[?] アイコンをクリックします。
• 特定のメトリックに対応するアラームを一覧表示するページを開く
には、ダッシュレット値をクリックします。たとえば、[アラーム
概要（Alarm Summary）] ダッシュレットがネットワークで 12 の重
要なアラームが発生したことを示す場合、[12] をクリックして [ア
ラーム（Alarms）] ページを開き、これらのアラームのリストを表
示します。
• ネットワーク全体と Cisco EPN Manager サーバのアラーム カウント
• 上位 N 個のアラーム タイプ
• Syslog の概要
• 上位 N 個のイベント タイプとそれらのカウント
• 送信された syslog の数別の上位 N 個のデバイス
• 対応するデバイス、重大度、メッセージ テキストなどの syslog の詳細
• 発生したアラームの数別の上位 N 個のデバイス
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Cisco EPN Manager スタートアップ ガイド
[ネットワーク サマリー（Network Summary）] ダッシュボードの概要

ダッシュボード 提供される情報
タブ
[上位 N 個のイ 選択されたポート グループについて、次の情報が表示されます。
ンターフェイス
• インターフェイスの可用性と使用率の概要
（Top N
• インターフェイス トラフィック、エラーと破棄、巡回冗長検査（CRC）
Interfaces）]
エラー、および利用率による上位 N 個のデバイス
（注）

CRC エラー データはデフォルトではポーリングされません。
このデータの収集を有効にするには、インターフェイス ヘル
ス モニタリング ポリシーの CRC パラメータのポーリング頻
度を選択します（「モニタリング ポリシーのポーリングの変
更」を参照してください）。

• インターフェイス可用性別の下位 N 個のデバイス
またこのタブのダッシュレット（概要ダッシュレットを除く）では、その
[i]（[情報（information）]） アイコンをクリックすることで、デバイスの隣
接するデバイスまたはインターフェイスの 360 度ビューを開くできることに
留意してください。
[上位 N 個の
QoS（Top N
QoS）]

選択されたポート グループについて、次の情報が表示されます。
• QoS ポリシー前、ポリシー後、およびドロップ レート別の上位 N 個の
デバイス
• 適合トラフィック レート、超過トラフィック レート、および違反トラ
フィック レート別の上位 N 個のデバイス
インバウンド トラフィック データとアウトバウンド トラフィック データを
切り替えることができます。

[上位 N 個の
Y1731（Top N
Y1731）]

次のパラメータの値が最も高いエンドポイントが表示されます。
• 遅延（一方向および双方向）
• ジッター（一方向）
• フレーム損失

上位 N 個の
• 遅延（一方向および双方向）
MPLS リンク遅
（注） [上位N個のMPLSリンク（Top N MPLS Links）] テーブルの [リンク
延（Top N
MPLS Links
名（Link Name）] をクリックして、選択したリンクの MPLS リン
Latency）
クダッシュボードを起動できます。
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[ネットワーク サマリー（Network Summary）] ダッシュボードの概要

ダッシュボード 提供される情報
タブ
PTP/SyncE

• 時間の経過に伴う PTP クロッククラス（PTP Clock Class over time）
• 時間の経過に伴うサーボ状態（Servo State over time）
• 時間の経過に伴う SyncE 品質レベル（SyncE Quality Level over time）
（注）

Cisco EPN Manager は、[PTP/SycE システム設定（PTP/SyncE System
Settings）] ページで設定した値を使用して、ダッシュボードにデー
タを表示します。詳細については、「PTP/SyncE ダッシュボードの
設定 （22 ページ）」を参照してください。

ダッシュレットの列を追加または削除して特定のデータを表示することができます。[上位N個
のインターフェイス（Top N Interfaces）]、[上位N個のQoS（Top N QoS）]、および [上位N個の
Y1731（Top N Y1731）] タブでは、[並べ替え（Sort by）] オプションを使用して、列に表示さ
れるデータをソートすることもできます。
[上位N個のインターフェイス（Top N Interfaces）] と [上位N個のQoS（Top N QoS）] タブで次
のことができます。
• 特定のデバイス グループおよび/またはポート グループを選択し、これらのデバイス/ポー
トの情報のみを表示します。
• ポート/デバイス グループに基づいてすべてのダッシュレットのデータをフィルタ処
理するには、ダッシュボードの上部の [ポートグループ（Port Groups）] フィルタを使
用します。
• 特定のダッシュレットのデータのみをフィルタ処理するには、ダッシュレットの [編
集（Edit）] アイコンをクリックして、[ポートグループ（Port Groups）] または [デバ
イスグループ（Device Groups）] ドロップダウンリストからデバイスまたはポートの
グループを選択します。
• クラス マップでダッシュレットのデータをフィルタ処理します（デフォルトのクラスを除
外することができます）。
• インターフェイスの名前リンクをクリックして、そのインターフェイスのパフォーマンス
に関する情報を [パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードに表示します。[上位 N
個のインターフェイス（Top N Interfaces）] タブでリンクをクリックすると、[インターフェ
イス（Interfaces）] タブが開きます。[上位 N 個の QoS（Top N QoS）] タブでリンクをク
リックすると、[QoS] タブが開きます。
• インターフェイス モニタリングは、デフォルトで有効になりません。このチェック方法に
ついては、Cisco EPN Manager によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）を参照し
てください。
• ダッシュボードタブのコンテンツとレイアウトをカスタマイズする方法については、「ダッ
シュボード タブのカスタマイズ」を参照してください。
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PTP/SyncE ダッシュボードの設定

PTP/SyncE ダッシュボードの設定
PTP/SyncE ダッシュボードにデータを表示するために Cisco EPN Manger で使用するメトリッ
クを設定するには、[管理者（Administrator）] > [システム設定（System Settings）] > [パフォー
マンス（Performance）] > [PTP/SyncE] に移動します。必須項目としてメトリックを設定して
[保存（Save）] をクリックします。
セクション

説明

操作

PTP クロッククラス

[OK] または [低下
（Degraded）]、あるいは [エ
ラー（Failure）] で報告される
[PTP クロッククラス（PTP
Clock Class）] の値の範囲を定
義できます

0 ～ 255 の範囲全体から値を入
力します。3つのカテゴリ間の
値に重複がないことを確認し
ます。

PTP サーボ状態

考えられる 5 つの PTP サーボ
状態それぞれを Cisco EPN
Manager が報告する方法を定
義できます。

このセクションの 5 つの状態
それぞれを[OK] または [低下
（Degraded）] あるいは [エ
ラー（Failure）] に設定しま
す。

SynC の品質レベル

Cisco EPN Manager が [OK] と ドロップダウンリストから値
して報告する SyncE の品質レ を選択します。
ベルを定義できます。デフォ
ルトでは、Cisco EPN Manager
で [OK] として 2 つの値を定義
できます。必要に応じて 3 番
目の値を追加するには、グ
レー表示のフィールドの横に
あるチェックボックスをオン
にします。[OK] として定義し
たものとは別の SyncE QL 値
は、[低下（Degraded）] とし
て報告されます。

UTC Offset

システムに正しい UTC オフ 0 ～ 65535 の範囲で値を入力し
セットを定義できます。Cisco ます。
EPN Manager は、UTC オフ
セットに一致している値で設
定されているデバイスを [正し
い UTC オフセット（Correct
UTC offset）]、この値に一致
していないオフセットで設定
されているデバイスを [不正な
UTC オフセット（Incorrect
UTC Offset）] と報告します。
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[デバイス トレンド（Device Trends）] ダッシュボードの概要
[デバイス トレンド（Device Trends）] ダッシュボードでは、特定のデバイス、アプリケーショ
ン、またはサービスのパフォーマンス情報を表示できます。このダッシュボードを開くには、
次の表で説明するタブの [ダッシュボード（Dashboard）] > [デバイス トレンド（Device
Trends）] > を選択します。
ダッシュボード タブ

提供される情報

[デバイス（Device）]

デバイスを選択した場合：
• CPU 使用率とメモリ使用率
• ヘルス情報
• ポート サマリー

[アプリケーション（Application）]

アプリケーションまたはサービスを選択した場
合：
• トラフィック レートとボリューム
• トラフィック レートとボリューム別の上位 N
個のクライアント、サーバ、およびアプリ
ケーション

次の点に注意してください。
• インターフェイス モニタリングは、デフォルトで有効になりません。このチェック方法に
ついては、Cisco EPN Manager によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）を参照し
てください。
• ダッシュボードタブのコンテンツとレイアウトをカスタマイズする方法については、「ダッ
シュボード タブのカスタマイズ」を参照してください。

[DWDM/OTNパフォーマンス（DWDM/OTN Performance）] ダッシュボードの概要
[DWDM/OTNパフォーマンス（DWDM/OTN Performance）] ダッシュボードには、特定の回線
を通じて横断的に使用される DWDM インターフェイスおよび OTN インターフェイスのパ
フォーマンスに関する情報が表示されます。これには、物理、ODU、OTU、イーサネット、
SONET、SDH のインターフェイスが含まれます。パフォーマンス情報は、インターフェイス
タイプごとに異なるタブに表示されます。
このダッシュボードを開くには、次のいずれかを実行します。
• [ダッシュボード（Dashboard）] > [DWDM/OTNパフォーマンス（DWDM/OTN
Performance）] > [回線（Circuit）] を選択します。[インターフェイス（Interfaces）] ダッ
シュレットでインターフェイス名をクリックします。インターフェイスのタイプに関連す
るタブが開きます。たとえば、OTU インターフェイスをクリックすると [OTU] タブが開
きます。
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• インターフェイスの 360 ビューで、[ビュー（VIiew）] > [パフォーマンス（Performance）]
を選択します。
次の点に注意してください。
• インターフェイス モニタリングは、デフォルトで有効になりません。このチェック方法に
ついては、Cisco EPN Manager によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）を参照し
てください。
• ダッシュボードタブのコンテンツとレイアウトをカスタマイズする方法については、「ダッ
シュボード タブのカスタマイズ」を参照してください。

ダッシュボードの使用方法
次の図に、ダッシュボード ウィンドウの主要な部分とそれらの調整に使用可能なコントロール
を示します。

表 2 : ダッシュボード要素

1

ダッシュボード フィルタ：選択に基づいてダッシュボード内のすべてのダッシュレット
をフィルタ処理します。この例では、時間ベースのフィルタが使用されています。表示
されるフィルタは、ダッシュボード タイプによって異なります。たとえば、パフォーマ
ンス ダッシュボードでは、特定のインターフェイス、デバイス、回線、または VC を選
択する必要があります。

2

メトリック ダッシュレット：アラームや使用可能なデバイスなどのクイック メトリック
を提供します。
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3

ダッシュボードの設定とコントロール：
• ダッシュボード アイコン：オンライン ヘルプを起動したり、ダッシュボード全体を
更新したり、[ドッキング（Dock）] ウィンドウを開いたりできます。
• [ダッシュボード設定（Dashboard Settings）] メニュー：ダッシュボード タブを追加
または名前変更したり、新しいダッシュレット（標準とメトリックの両方）を追加
したり、ダッシュボードのレイアウトを調整したり、すべてのダッシュボードをデ
フォルト設定にリセットしたり、選択したダッシュレットからデータをエクスポー
トしたりできます。
（注）

4

新しく追加されたダッシュボードタブまたは名前を変更されたダッシュ
ボードタブは、[タブ（Tab）] ビューにのみ表示できます。この変更は [ダッ
シュボード（Dashboard）] メニューには反映されません。

標準ダッシュレット：ダッシュボードに関連する概要データを示します。

各ダッシュレットの右上に、そのダッシュレットが使用されたときにアクティブになるアイコ
ンがあります。ダッシュレット タイプによって、使用可能なアイコンが決定されます。最も一
般的なアイコンを次の図に示します。

1

[編集（Edit）] アイコン：クリックしてタイトル、更新間隔、表示されるデバイス数など
のダッシュレットのプロパティを変更します（上位 N 件および下位 N 件のダッシュレッ
トにのみ適用）。

2

[ヘルプ（Help）] アイコン：ダッシュレットの説明が記載されたポップアップ ウィンド
ウ、ダッシュレットでデータを収集するためにアクティブにする必要のあるモニタリン
グ ポリシーを示すポップアップ ウィンドウ、およびダッシュレットに適用可能なフィル
タが一覧表示されたポップアップ ウィンドウを開く場合にクリックします。

3

[更新] アイコン：ダッシュレットに表示された情報を更新する場合にクリックします。

4

[切り離し（Detach）] アイコン：ダッシュレットをダッシュボード内の別の場所に移動
する場合にクリックします。

5

[折りたたみ/展開（Collapse/Expand）] アイコン：最大化されたダッシュレットと最小化
されたダッシュレットを切り替える場合にクリックします。

6

[閉じる（Close）] アイコン：ダッシュボードからダッシュレットを削除する場合にクリッ
クします。
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チャートを提供するダッシュレットの右下隅に、次の図で強調表示されているボタンがありま
す。使用可能なボタンはダッシュレット間で異なります。

1

[チャートビュー（Chart View）] ボタン：クリックすると、ダッシュレットの情報がチャー
トとして表示されます。

2

[テーブルビュー（Table View）] ボタン：クリックすると、ダッシュレットの情報がテー
ブルとして表示されます。

3

[チャートタイプ（Chart Type）] ボタン：クリックして、ダッシュレットが表示するチャー
トのタイプ（バー、円グラフなど）と設定する任意のオプション（各要素に固有の塗り
つぶしのパターンを表示するなど）を選択します。

4

[アクション（Actions）] ボタン：クリックして、ダッシュレットが提供する情報を印刷
するか、.csv または .pdf 形式のファイルに情報をエクスポートします。

ダッシュボードの追加情報については、次のトピックを参照してください。
• ダッシュボードのタイプ （8 ページ）
• ダッシュボードへのダッシュレットの追加 （27 ページ）
• 新しいダッシュボードの追加 （26 ページ）
• ダッシュボードのデータが不足している理由の特定

新しいダッシュボードの追加
新しいダッシュボードを作成するには、次の手順を実行します。新しいダッシュボードは、
ダッシュボードのタイプ （8 ページ）にリストされているダッシュボードの 1 つに、新しい
タブとして表示されます。

ステップ 1 関連する既存のダッシュボードを開きます。
たとえば、[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードに新しいタブを作成するには、[ダッシュボー
ド（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] にあるいずれかのタブをクリックします。
ステップ 2 [+]（[新しいダッシュボードの追加（Add New Dashboard）]）タブをクリックします。
[設定（Settings）] メニューが開きます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
26

Cisco EPN Manager スタートアップ ガイド
ダッシュボード タブのカスタマイズ

ステップ 3 新しいダッシュボードの名前を入力し、[Apply] をクリックします。
ステップ 4 新しいダッシュボード タブをクリックし、事前定義のダッシュレットをダッシュボードに追加する （28
ページ）の説明に従ってダッシュレットを追加します。

ダッシュボード タブのカスタマイズ
Cisco EPN Manager に表示されるダッシュボードのタブをカスタマイズするには、次の手順に
従います。
ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] > を選択し、カスタマイズするダッシュボード タブを選択します。
たとえば、[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの [BNG] タブをカスタマイズする場合は、
[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [BNG] を選択します。
ステップ 2 必要に応じて、ダッシュボードのタブを調整します。
次のように調整できます。
• ダッシュレットをダッシュボード上の別の場所にドラッグします。
• タブの [設定（Settings）] メニューから該当する項目を選択し、タブの名前の変更、新規ダッシュレッ
トの追加（「ダッシュボードへのダッシュレットの追加」を参照）、タブのレイアウトの変更を行い
ます。
新しく追加されたダッシュボードタブまたは名前が変更されたダッシュボード タブは、[タブ（Tab）]
ビューにのみ表示できます。この変更は [ダッシュボード（Dashboard）] メニューには反映されませ
ん。
（注）

追加しようと考えているダッシュレットの概要を説明するポップアップウィンドウを開くに
は、[ダッシュレットの追加（Add Dashlets）] ドロップダウンリストを展開し、目的のダッ
シュレットを見つけて、その名前の上にカーソルを置きます。

• フィルタを使用して表示する情報と適切な時間枠を指定してから、[適用（Apply）] をクリックしま
す。
ステップ 3 タブにデータが表示されない場合は、トラブルシューティングを行います。
詳細については、「ダッシュボードのデータが不足している理由の特定」を参照してください。

ダッシュボードへのダッシュレットの追加
ダッシュボードには、2 つのタイプのダッシュレットを追加できます。
• Cisco EPN Manager で提供される事前パッケージ ダッシュレット：ダッシュレットの一部
はデフォルトでダッシュボードに表示されます。他のダッシュレットは、[設定（Settings）]
メニューにリストされ、必要に応じて追加できます。これらのダッシュレットにより、モ
ニタする可能性の高い情報が提供されます（たとえば、デバイスの CPU 使用率、インター
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フェイスのエラーと破棄、トラフィック統計情報）。事前定義のダッシュレットをダッ
シュボードに追加する （28 ページ）を参照してください。
• デバイスのパフォーマンスをモニタするために作成するカスタム ダッシュレット：これら
のダッシュレット タイプは、[デバイストレンド（Device Trends）] ダッシュボードにのみ
追加できます。「[デバイス トレンド（Device Trends）] ダッシュボードへのカスタマイズ
済みダッシュレットの追加」を参照してください。
事前定義のダッシュレットをダッシュボードに追加する
Cisco EPN Manager は、一般的に必要なネットワーク データを提供する、事前定義のダッシュ
レットのセットを提供します。デフォルトで、これらのダッシュレットのサブセットがすでに
ダッシュボードに含まれているため、すぐに使い始めることができます。これらの事前定義の
ダッシュレットとは別のダッシュレットをダッシュボードに追加するには、次の手順を実行し
ます。

（注）

ダッシュレットを編集または削除するには、その右上にある該当するアイコンをクリックしま
す（「ダッシュボードの使用方法」を参照）。

ステップ 1 サイドバー メニューで、[ダッシュボード（Dashboard）] を選択してから、ダッシュレットを追加するダッ
シュボードを選択します。
たとえば、[デバイス メモリ使用率（Device Memory Utilization）] ダッシュレットを [デバイス トレンド
（Device Trends）] ダッシュボードに追加するには、[ダッシュボード（Dashboard）] > [デバイス トレンド
（Device Trends）] > [デバイス（Device）] を選択します。
ステップ 2 追加するダッシュレットを特定して追加します。
a)

ダッシュボードの右上で、[設定（Settings）] をクリックしてから [ダッシュレットの追加（Add Dashlets）]
をクリックします。Cisco EPN Manager にそのダッシュボードに追加可能なダッシュレットが一覧表示
されます。

b) 特定のダッシュレットの概要を示すポップアップウィンドウを開くには、そのダッシュレットの名前
の上にカーソルを置きます。次の図に示すように、ポップアップ ウィンドウには、ダッシュレットが
提供するデータのソースと、ダッシュレットに適用可能なフィルタも表示されます。
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c)

[追加（Add）] をクリックして、選択したダッシュレットをダッシュボードに追加します。

ステップ 3 ダッシュレットにデータが入力されていることを確認します。
そうでない場合は、必要なモニタリング ポリシーが有効になっているかどうかをチェックします（デバイ
ス ヘルス モニタリング ポリシーだけがデフォルトで有効になります。これは、デバイス可用性、CPU と
メモリ プールの使用率、および環境温度をチェックします）。
a)

ダッシュレットの右上で、その [?] （[ヘルプ（Help）]）アイコンをクリックして、ダッシュレットの
ポップアップ ウィンドウを開きます。

b) [データ ソース（Data Sources）] 領域に表示された情報をチェックします。モニタリング ポリシーが表
示された場合は、そのポリシーがアクティブになっているかどうかをチェックします。Cisco EPN
Manager によるモニタリング対象のチェック （275 ページ） を参照してください。

[デバイス トレンド（Device Trends）] ダッシュボードへのカスタマイズ済みダッシュレットの追加
[デバイス トレンド（Device Trends）] ダッシュボード内に、必要なデバイス パフォーマンス
情報を提供するダッシュレットがない場合、カスタマイズしたテンプレートを使用するダッ
シュレットを追加して、デバイスに対して SNMP MIB 属性をポーリングすることができます。
このようなダッシュレットをダッシュボードに追加するには、次の手順に従います。
始める前に
使用可能なモニタリング ポリシーを調べて、必要な情報を収集するポリシーを判断します。
ダッシュレットの作成時にポリシーを指定する必要があります。ニーズを満たすポリシーがな
い場合は、新しいパラメータをポーリングするポリシーを作成できます。サポートされないパ
ラメータとサードパーティ デバイスを対象としたモニタリング ポリシーの作成 （282 ページ）
を参照してください。

ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] > [デバイス トレンド（Device Trends）] > [デバイス（Device）] の順に選
択します。
ステップ 2 ダッシュボードの右上隅にある [設定（Settings）] をクリックして、[ダッシュレットの追加（Add Dashlets）]
を選択します。
ステップ 3 [デバイス ダッシュレット（Device Dashlets）] リストを展開します。
ステップ 4 [汎用ダッシュレット（Generic Dashlet）] を見つけて、[Add] をクリックします。
Cisco EPN Manager により、空白の汎用ダッシュレットが [デバイス トレンド（Device Trends）] ダッシュ
ボードに追加されます。
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ステップ 5 必要に応じて新しいダッシュレットを設定します。
少なくとも、次の設定を行う必要があります。
• [ダッシュレット タイトル（Dashlet Title）] フィールドに、わかりやすいタイトルを入力します。
• ダッシュボード内のすべてのダッシュレットに時間フィルタを適用しない場合は、[ダッシュボードの
時間フィルタをオーバーライドする（Override Dashboard Time Filter）] チェックボックスをオンにしま
す。
• [タイプ（Type）] ドロップダウン リストで、ダッシュレットのデータを表または線グラフのどちらで
表示するかを選択します。（どちらを選択するかに関わらず、Cisco EPN Manager では、ダッシュレッ
トの下部に、表示形式を変更するためのトグルが表示されます）。
• [ポリシー名（Policy Name）] ドロップダウン リストから、このダッシュレットのデータを収集するモ
ニタリング ポリシーを選択します。使用可能なモニタリング ポリシーについては、モニタリング ポ
リシー リファレンス （1213 ページ）を参照してください。
ステップ 6 [保存して閉じる（Save and Close）] をクリックします。
データがダッシュレットに表示されない場合は、「ダッシュボードのデータが不足している理由の特定」
を参照してください。

[ドック（Dock）] ウィンドウのカスタマイズ
[ドック（Dock）] ウィンドウを使用すると、頻繁に使用する Web GUI ページやポップアップ
ウィンドウ（特定のデバイスの 360 度ビューなど）に素早く移動できます。このウィンドウで
は、最近アクセスした 15 のページへのリンクと Cisco EPN Manager トレーニング資料へのリン
クにもアクセスできます。このウィンドウを開くには、（ページの右上の領域にある）[ドッ
ク（Dock）] アイコンをクリックします。
[ドック（Dock）] ウィンドウに表示されるリンクを更新するには、次の手順に従います。
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ステップ 1 Web GUI ページのリンクを [お気に入り（Favorites）] タブ（[ドック（Dock）] アイコン > [アクセスした
リンク（Links Visited）] > [お気に入り（Favorites）]）に追加する場合：
a)

追加する Web GUI ページを開きます。

b) ページの左上の領域にある星の形をした（[お気に入り（Favorites）]）アイコンをクリックします。
ステップ 2 ポップアップ ウィンドウのリンクを [ドッキング アイテム（Docked Items）] 領域（[ドック（Dock）] アイ
コン > [ドッキング アイテム（Docked Items）]）に追加する場合：
a)

追加するポップアップ ウィンドウを開き、その 360 度ビューを開きます。

b) ポップアップ ウィンドウの右上隅にある [ドックに追加（Add to Dock）] アイコンをクリックします。

ダッシュボードのデータが不足している理由の特定
ダッシュボードまたはダッシュレットからデータが欠落している場合、Cisco EPN Manager は
次のような考えられる理由をダッシュレットにエラーメッセージで表示します。
• モニタリングポリシーが有効になっていません（Monitoring policy not enabled）
• システム内のデバイスが管理対象外か、または到達できません（Unmanaged or unreachable
devices in the system）
• デバイスでテクノロジーがサポートされていません（Technology isn’t supported on the device）
• サーバ時間が正確でないか、またはサーバ時間がデバイスと同期していません（Inaccurate
server time or server time not synced with the device）
次の手順を実行して、原因を特定します。

ステップ 1 ダッシュレットのデータがフィルタ処理されていないかを確認します。
ダッシュレット名の隣に [編集済み（Edited）] と表示されている場合は、次の手順を実行します。
a)

[編集（Edit）] アイコンをクリックし、現在のフィルタ設定を調整します。

b) [保存して閉じる（Save and Close）] をクリックします。
ステップ 2 デバイスに問題があるかどうかをチェックします。
基本デバイス情報を取得する：[デバイス 360（Device 360）] ビュー （98 ページ）を参照してください。
ステップ 3 デバイス インベントリが正しく収集されているかを確認します。
インベントリ収集またはディスカバリの問題があるデバイスの検索 （79 ページ）を参照してください。
ステップ 4 Cisco EPN Manager が使用しているモニタリング ポリシーを確認して、必要なデータが収集されているか
どうかを確認します。
a)

ダッシュレットの [ヘルプ（Help）] アイコンをクリックして、ダッシュレットの概要ポップアップ ウィ
ンドウを開きます。

b) [データ ソース（Data Sources）] の下に示されるモニタリング ポリシーを確認します。
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モニタリング ポリシーについては、モニタリング ポリシー リファレンス （1213 ページ）で説明してい
ます。
c)

[モニタリング ポリシー（Monitoring Policies）] ページにこのポリシーがリストされ、アクティブであ
ることを確認します。
このページを開くには、[モニタリング（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] >
[モニタリング ポリシー（Monitoring Policies）] を選択し、[マイ ポリシー（My Policies）] を選択しま
す。
• ポリシーがリストされていない場合は、ステップ 4d に進みます。
• ポリシーがリストされ、ステータスが [アクティブ（Active）] である場合には、[詳細（Details）]
をクリックして [収集データ（Collection Data）] ポップアップ ウィンドウを開き、デバイスがポリ
シーによってモニタリングされていることを確認します。そうでない場合は、ポリシーでモニタ
するデバイス セットの変更 （284 ページ）の説明に従ってポリシーを調整する必要があります。
デバイスがポリシーに含まれている場合は、ステップ 5 に進みます。
• ポリシーがリストされ、ステータスが [非アクティブ（Inactive）] である場合には、ポリシーを選
択して [アクティブ化（Activate）] をクリックします。

d) 新しいモニタリング ポリシーを作成してアクティブ化します。
モニタ対象を調整する （280 ページ）を参照してください。
ステップ 5 関連するデータがシステムから消去されていないかを確認します。
データ保持設定が Web GUI データに及ぼす影響 （990 ページ） を参照してください。

別の仮想ドメインで作業する
仮想ドメインは、デバイスの論理的なグループであり、特定のサイトやデバイスへのアクセス
を制御するために使用されます。仮想ドメインは、物理サイト、デバイス タイプ、ユーザ コ
ミュニティ、または管理者が選択するあらゆる指定項目に基づいて設定できます。すべてのデ
バイスは ROOT-DOMAIN に属します。ROOT-DOMAIN はすべての新しい仮想ドメインの親ド
メインです。仮想ドメインの詳細については、デバイスへのユーザ アクセスを制御するための
仮想ドメインの作成 （1034 ページ）を参照してください。
複数の仮想ドメインへのアクセスが許可されている場合は、次の手順に従って別のドメインに
切り替えることができます。

ステップ 1 タイトル バーの右側にある

をクリックします。

ステップ 2 [Virtual Domain: current-domain] を選択します。
ステップ 3 [仮想ドメイン（Virtual Domain）] ドロップダウン リストで別のドメインを選択します。
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Cisco EPN Manager によって作業ドメインがただちに変更されます。

ジョブ ダッシュボードを使用したジョブの管理
適切なユーザ アカウント権限が付与されている場合は、ジョブ ダッシュボードを使用して
Cisco EPN Manager ジョブを管理できます。ジョブ ダッシュボードを表示するには、[管理
（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job
Dashboard）] の順に選択します。ここでは、ジョブが正常に完了したか、部分的に成功した
か、または失敗したかを確認できます。
実行中のジョブの数が多すぎると、Cisco EPN Manager ではリソースが使用可能になるまで他
のジョブがキューに入れられます。これが原因で、スケジュールされているジョブがその通常
の開始時刻を超えて遅延されると、そのジョブは実行されません。このジョブは手動で実行す
る必要があります。
一部のジョブでは承認が必要です。この場合は、Cisco EPN Manager から、管理者権限が付与
されているユーザに対し、ジョブがスケジュールされており承認が必要であることを通知する
メールが送信されます。ジョブの承認後にジョブが実行されます。ジョブ承認者を設定して
ジョブを承認する （1031 ページ）を参照してください。
ジョブテーブルが自動更新される時間間隔を設定できます。ページの上部隅にある [設定
（Settings）] をクリックし、[自動更新間隔の設定（Set Auto Refresh Rate）] フィールドのドロッ
プダウンリストから値を選択し、[保存（Save）] をクリックします。

（注）

ジョブテーブルの自動更新を無効にするには、ドロップダウンリストから [オフ（OFF）] を選
択します。
次の表に、ジョブ ダッシュボードに表示されるボタンの説明を示します。
表 3 : ジョブ ダッシュボードのボタン

ボタン

説明

[ジョブの削除
（Delete Job）]

ジョブ ダッシュボードからジョブを削除します。

[ジョブの編集
（Edit Job）]

選択したジョブの設定を編集します。
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ボタン

説明

[スケジュールの シリーズのスケジュールを表示し、編集できるようにします（開始時刻、
編集（Edit
間隔、終了時刻）。
Schedule）]
（注） スケジュール済みのジョブのスケジュールを編集すると、その
ジョブのステータスが [承認待ち（Pending for Approval）] に変更
されます。これは、ジョブを作成したユーザからの承認が編集の
たびに必要になるためです。
[実行（Run）]

選択したジョブの新しいインスタンスを実行します。このボタンは、部分
的に成功したジョブまたは失敗したジョブを再実行する場合に使用します。
ジョブは、失敗したコンポーネントまたは部分的に成功したコンポーネン
トに対してのみ実行されます。

[中断（Abort）] 現在実行中のジョブを停止します。ただしこのジョブは後で再実行できま
す。すべてのジョブを中断することはできません。これに該当する場合、
Cisco EPN Manager がそのこのことを示します。
[シリーズをキャ 現在実行中のジョブを停止し、このジョブを再実行できないようにします。
ンセル（Cancel ジョブがシリーズの一部の場合、今後の実行には影響しません。
Series）]
[シリーズの一時 スケジュールされているジョブ シリーズを一時停止します。シリーズを一
停止（Pause
時停止にすると、（[実行（Run）] を使用して）そのシリーズのインスタン
Series）]
スを実行することはできません。
[シリーズの再開 一時停止になっていたスケジュール済みジョブ シリーズを再開します。
（Resume
Series）]

（注）

[ジョブの削除（Delete Job）]、[中断（Abort）]、および [シリーズをキャンセル（Cancel Series）]
ボタンは、システム ジョブとポーラー ジョブの場合は使用できません。
ジョブの詳細を表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）]
の順に選択します。
ステップ 2 [ジョブ（Jobs）] ペインで、基本的な情報（ジョブ タイプ、ステータス、ジョブ期間、次回開始時刻など）
を取得するジョブ シリーズを選択します。
ステップ 3 ジョブ間隔を表示するには、ジョブ インスタンスのハイパーリンクをクリックします。
ジョブ ページ上部の [繰り返し（Recurrence）] フィールドに、ジョブの繰り返し頻度が表示されます。ジョ
ブ間隔の詳細は、トリガーするすべてのジョブで追加されます。 ジョブの詳細ページは、ジョブが完了す
るまで 5 秒ごとに更新されます。
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ステップ 4 失敗したジョブまたは部分的に成功したジョブに関する詳細を確認するには、ジョブ インスタンスのハイ
パーリンクをクリックし、結果ページに表示されるエントリを展開します。
これは特に、インベントリ関連のジョブで便利です。たとえば、ユーザが CSV ファイルを使用してデバイ
スをインポートした場合（一括インポート）、ジョブは [ジョブ（Jobs）] サイドバー メニューの [ユーザ
ジョブ（User Jobs）] > [デバイスの一括インポート（Device Bulk Import）] に表示されます。ジョブの詳
細には、正常に追加されたデバイスと、追加されなかったデバイスのリストが表示されます。

例
失敗したソフトウェア イメージ インポート ジョブのトラブルシューティングを行う
には、次の手順に従います。
1.

[ジョブ（Jobs）] サイドバー メニューから、[ユーザ ジョブ（User Jobs）] > [ソフ
トウェア イメージのインポート（Software Image Import）] を選択します。

2.

テーブルにある失敗したジョブを見つけ、そのハイパーリンクをクリックします。

3.

ジョブの詳細がまだ展開されていない場合には展開し、このジョブに関連付けら
れているデバイスのリストと、各デバイスのイメージ インポートのステータスを
表示します。

4.

特定デバイスのインポートの詳細情報を表示するには、[ステータス（Status）] 列
でそのデバイスの [i]（情報）アイコンをクリックします。こうすると、[イメージ
管理ジョブの結果（Image Management Job Results）] ポップアップ ウィンドウが開
きます。

5.

各ステップとステータスを確認します。たとえば、[プロトコル SFTP を使用した
イメージの収集（Collecting image with Protocol: SFTP）] 列に、そのデバイスで SFTP
がサポートされていないことが示されることがあります。

ユーザ設定の変更
ユーザ設定を変更するには、画面の右上隅にある アイコンをクリックし、[自分の環境設定
（My Preferences）] > [全般（General）]を選択します。
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カテゴリ

ユーザ プリファレンス設定

説明

リストページ（List pages）

ページあたりのリストの項目 この設定を使用して、AP、コ
数（Items Per Page List）
ントローラ、サイトマップ、
[Roles, & AAA）] > [Active
Sessions] の [Monitoring] ページ
に表示されるエントリの数を
定義します。
デフォルトでは、50 のエント
リが表示されます。
（注）

この設定は、ネット
ワーク デバイス、ア
ラームおよびイベン
ト、設定アーカイ
ブ、ソフトウェア イ
メージの管理、設定
には適用されませ
ん。

マップ（Maps）

次世代マップを使用（Use Next デフォルトで、この設定は有
Generation Maps）
効になっています。

ネットワークトポロジ
（Network Topology）

デバイスグループの選択を自 デフォルトでは、この設定は
動的に切り替えて、参加デバ 無効になっています。
イスをすべて表示する
（Automatically switch device
group selection to show all
participating devices）
マップとテーブルの更新間隔 この設定を使用して、ネット
（Refresh Interval for Maps
ワークトポロジビューのマッ
and Tables）
プとテーブルが更新される時
間間隔を定義します。設定で
きる更新間隔は、30 秒、1
分、2 分、または 5 分です。
マップとテーブルを更新しな
い場合は、[更新しない (Do not
refresh] を選択します。
デフォルトでは、更新間隔は
1 分です。
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シャーシビューの設定
UI 更新間隔（UI refresh
（Chassis View Configuration） interval）

説明
この設定を使用して、UI 内の
データがシャーシ ビューで更
新される頻度を定義します。
デフォルトでは、UI の更新間
隔は 1 分です。

表示するシャーシラック

この設定を使用して、Cisco
EPN Manager が表示するシャー
シラックの数を定義します。
デフォルトでは、この値は 2
です。

デバイス インベントリ リスト デバイスリストテーブルの更 この設定を使用して、[ネット
ビュー
新間隔
ワークデバイス（Network
Devices）] ページのテーブルが
更新される時間間隔を定義し
ます。設定できる更新間隔
は、1 分、2 分、5 分、10 分、
15 分または 30 分です。テーブ
ルを更新しない場合は、[更新
しない（Do not refresh）] を選
択します。
この設定のデフォルト値は [更
新しない（Do not refresh）] で
す。
モビリティサービスエンジン MSE 管理ビューを使用（Use デフォルトで、この設定は有
（Mobility Services Engine） MSE Admin view）
効になっています。
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ユーザアイドルタイムアウト Logout idle user
（User Idle Timeout）

説明
この設定を使用して、アイド
ル状態のユーザを自動的にロ
グアウトするかどうかを定義
します。デフォルトで、この
オプションは有効になってい
ます。
（注）

Logout idle user after

この設定を無効にす
るには、最初に [シ
ステム設定（System
Settings）] で [グロー
バルアイドルユーザ
（Global idle user）]
がオフになっている
ことを確認します。

この設定では、自動ログアウ
トのアイドル時間も設定でき
ます。デフォルトの値は 10 分
です。
（注）

この値は [システム
設定（System
Settings）] の [グロー
バルアイドルタイム
アウト（Global Idle
timeout）] の値を超
えることはできませ
ん。

必要な変更を加えたら、[保存（Save）] をクリックして変更した設定を適用します。
ページレベルのカスタマイズおよび設定をクリアするには、EPNM ウィンドウの右上隅にある
[GUI の状態設定のクリア（Clear GUI State Settings）] をクリックします。これにより、[ネット
ワーク概要（Network Summary）] ダッシュボード、[パフォーマンスグラフ（Performance
Graphs）]、[ネットワークデバイス（Network Devices）] などのページに行われたカスタム設定
が削除され、アプリケーションがデフォルト値に更新されます。
[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] のユーザ設定の詳細については、アラームと
イベントの表示設定のセットアップ （301 ページ）を参照してください。

Cisco EPN Manager 機能の拡張
上級ユーザは、次のツールを使用して Cisco EPN Manager を拡張できます。
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• Cisco Evolved Programmable Network Manager MTOSI API：Cisco EPN Manager を運用サポー
トシステム（OSS）と統合します。
• Cisco Evolved Programmable Network Manager REST API：その他の管理操作を管理します。
これらのツールに関する情報を確認するには、タイトル バーの右側にある
をクリックし、
[ヘルプ（Help）] > [APIヘルプ（API Help）] を選択します。Cisco.com から、次のドキュメン
トをダウンロードすることもできます。
• Cisco Evolved Programmable Network Manager MTOSI API ガイド（OSS 統合）
• Cisco Evolved Programmable Network Manager RESTCONF NBI ガイド

（注）

MTOSI NBI は廃止が進められており、デフォルトで無効になっています。MTOSI NBI を有効
にする場合は、Cisco Evolved Programmable Network Manager MTOSI API ガイド（OSS 統合）を
参照してください。

最新のインベントリに存在をチェック Cisco EPN Manager
マニュアル
Cisco EPN Manager で提供されているすべてのドキュメントに関する情報およびリンクについ
ては、『Cisco Evolved Programmable Network Manager ドキュメントの概要 』を参照してくださ
い。

（注）

マニュアルの発行後に、マニュアルをアップデートすることがあります。マニュアルのアップ
デートについては、Cisco.com で確認してください。
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第

II

部

インベントリの管理
• デバイスの追加と整理 （43 ページ）
• デバイスの詳細の表示 （97 ページ）
• デバイス コンフィギュレーション ファイルの管理 （131 ページ）
• デバイス ソフトウェア イメージの管理 （151 ページ）
• コンプライアンスを使用した設定の監査の実行 （183 ページ）

第

2

章

デバイスの追加と整理
• どのデバイス ソフトウェア バージョンが Cisco EPN Manager によってサポートされている
か。 （43 ページ）
• インベントリ検出プロセス （46 ページ）
• Cisco EPN Manager へのデバイスの追加 （47 ページ）
• インベントリはどのように収集されていますか。 （59 ページ）
• デバイスをモデル化してモニタできるように設定する （61 ページ）
• クレデンシャル プロファイルを使用したデバイス クレデンシャルの一貫した適用 （73
ページ）
• デバイスの到達可能性の状態および管理ステータスの確認 （75 ページ）
• デバイスのメンテナンス状態の切り替え （78 ページ）
• 追加されたデバイスの検証と問題のトラブルシューティング （78 ページ）
• CSV ファイルへのデバイス情報のエクスポート （82 ページ）
• 簡単な管理と設定のためのデバイス グループの作成 （83 ページ）
• デバイスの削除 （94 ページ）
• 既存のネットワーク装置（NE）の置換 （94 ページ）

どのデバイス ソフトウェア バージョンが Cisco EPN
Manager によってサポートされているか。
すべてのデバイスは、認定されたデバイス ソフトウェア バージョンを実行している必要があ
ります。ただし、特定のデバイスは最小のデバイス ソフトウェア バージョンを実行している
必要があります。デバイス ソフトウェア バージョンを確認する方法については、次の表の手
順に従ってください。
Cisco EPN Manager によって、未認定のデバイス ソフトウェア バージョンがデバイスで実行さ
れていることが報告される場合があります。未認定のデバイス ソフトウェア バージョンを実
行しているデバイスを Cisco EPN Manager がどのように管理するかについては違いに気付かな
いことになる可能性があります。管理方法は、デバイス ソフトウェア バージョンに基本的な
変更（XML インターフェイス、SNMP コマンド、MIB、CLI コマンドなどに対する変更）が含
まれているかどうかによって異なります。Cisco EPN Manager はデバイス ソフトウェア バー
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ジョンを認識しても、新しいモジュールなどのデバイス NE を完全にサポートできない場合が
あります。
この情報を見つ 手順
けるには、次の
手順を実行しま
す。
認定されたすべ
てのデバイス
ソフトウェア
バージョンの一
覧

『Cisco Evolved Programmable Network Manager のサポート対象デバイス』を
参照してください。

管理対象デバイ
スが未認定のデ
バイス ソフト
ウェア バー
ジョンを実行し
ている場合

[モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed Elements）] > [ネットワー
クデバイス（Network Devices）] を選択し、デバイスを見つけて [最後のイ
ンベントリ収集（Last Inventory Collection）] 列の [i] にカーソルを合わせま
す。[未認定のソフトウェアバージョン（Uncertified Software Version）] が
ポップアップ表示されるかどうかを確認します。

[ヘルプ（Help）] > [サポートされるデバイス（Supported Devices）] を選択
し、[ソフトウェアバージョン（Software Version）] 列の [i] にカーソルを合
わせるとポップアップが表示されます。

デバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページにある [デバイスの詳
細（Device Details）] タブで [システム（System）] > [概要（Summary）] を
選択します。
[インベントリ（Inventory）] 領域に [未認定のソフトウェアバージョン
（Uncertified Software Version）] が表示されるかどうかを確認します。

最小デバイス
ソフトウェア
バージョンが必
須なデバイス

[ヘルプ（Help）] > [サポートされるデバイス（Supported Devices）] を選択
し、[ソフトウェアバージョン（Software Version）] 列で >=x.x のようなテキ
ストを確認します（たとえば >=12.2 は、デバイスが少なくともデバイス ソ
フトウェア バージョン 12.2 を実行する必要があることを意味します）。

汎用デバイスのサポート
Cisco EPN Managerでは、公式に（機能が）サポートされていない、インベントリ機能と障害機
能が制限された汎用のシスコ デバイスとサードパーティ製デバイスを管理できます。
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表 4 : 汎用デバイスのサポート

汎用デバイ サポートされる機能
スのタイプ
シスコ デ
バイス

サポートされている MIB

[システム（System）] SNMPv2
- [概要（Summary）] ENTITY-MIB

サポートされる障害

リンクアップ/リンクダウ
ン（IF-MIB）

[システム（System）] IF-MIB
ウォームスタート
- [電源オプションと
（SNMPv2-MIB）
LLDP-MIB
ファン（Power Options
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB コールドスタート
& Fans）]
（SNMPv2-MIB）
[システム（System）]
認証エラー
- [シビックロケーショ
（SNMPv2-MIB）
ン（Civic Location）]
BDI インターフェイスの
[システム（System）]
ダウン/アップ（BDI に
- [モジュール
ローカライズされるリン
（Modules）]
クダウン/アップ）
[システム（System）]
（IF-MIB）
- [物理ポート（Physical
entSensorThresholdNotification
Ports）]
（ENT-SENSOR-MIB）
[システム（System）]
- [センサー（Sensor）]
[インターフェイス
（Interfaces）] - [すべ
てのインターフェイス
（All Interfaces）]
[インターフェイス
（Interfaces）] - [イー
サネットインターフェ
イス（Ethernet
Interfaces）]
[物理リンク（Physical
Links）]
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汎用デバイ サポートされる機能
スのタイプ

サポートされている MIB

シスコ以外 [システム（System）] SNMPv2
のデバイス - [概要（Summary）] ENTITY-MIB
[システム（System）] IF-MIB
- [モジュール
LLDP-MIB
（Modules）]
[システム（System）]
- [物理ポート（Physical
Ports）]

サポートされる障害

リンクアップ/リンクダウ
ン（IF-MIB）
ウォームスタート
（SNMPv2-MIB）
コールドスタート
（SNMPv2-MIB）
認証エラー
（SNMPv2-MIB）

[インターフェイス
（Interfaces）] - [すべ
てのインターフェイス
（All Interfaces）]
[物理リンク（Physical
Links）]

インベントリ検出プロセス
Cisco EPN Manager でデバイスのスケーリングを有効にするには、EPNM プロセスのインベン
トリ検出コンポーネントを別のプロセス（inventory-discovery-process）として実行します。イ
ンベントリ収集に関連するすべての機能（デバイスの追加またはインポート、手動同期、詳細
同期および事後同期、失敗した機能の同期、インベントリの切り替え、およびユーザ定義のイ
ンベントリ検出を含む）は、nventory-discovery-process によって実行されます。
inventory-discovery-process がダウンした場合の動作
Cisco EPN Manager は、インベントリ検出プロセスがダウンすると、[ネットワークデバイス
（Network Devices）] ページにエラーメッセージを表示します。

（注）

inventory-discovery-process がダウンしている場合は、インベントリ操作を実行できません。プ
ロセスが起動するまで待ってから、インベントリ操作を再開してください。
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inventory-discovery-process に関連するログは、/opt/CSCOlumos/logs/inventory-discovery-process
に保存されます。詳細については、インベントリ検出プロセスのログ （1116 ページ）を参照し
てください。
inventory-discovery-process のステータス（started、stopped、stopped、unreachable、および
restarting）は [モニタ（Monitor）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] ページ
にシステム生成イベントとして表示されます。
たとえば、「Process inventory-discovery-process is unreachable and will try to restart」というイベ
ントは、inventory-discovery-process に到達できず、自動的に再起動されることを示します。

重要

「Process inventory-discovery-process reached auto-restart limit」というイベントは、
inventory-discovery-process が複数回再試行したにもかかわらず自動的に再起動できなかったこ
とを示します。この場合、Cisco Technical Assistance Center（TAC）でサポートケースを開くこ
とをお勧めします。シスコ サポート ケースの登録 （1093 ページ） を参照してください。

Cisco EPN Manager へのデバイスの追加
Cisco Evolved Programmable Network Manager はデバイス、ロケーション、およびポート グルー
プを使用して、ネットワーク内の要素を整理します。デバイスをテーブルまたはマップ（ネッ
トワーク トポロジ）で表示すると、デバイスは属しているグループを単位として整理されま
す。デバイスが Cisco EPN Manager に追加されると、Unassigned Group という名前のグループ
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に割り当てられます。その後、簡単な管理と設定のためのデバイス グループの作成 （83 ペー
ジ） で説明されているように、デバイスを目的のグループに移動できます。

（注）

Cisco WLC を Cisco EPN Manager に追加するには、サポートされていないアクセス ポイント
（AP）がないことを確認してください。そのようにしないと、Cisco EPN Manager はその WLC
から AP を検出しません。
表 5 : デバイスの追加方法

サポートされているデバイスの追加方法

参照先：

以下を使用してシード デバイスのネイバーを検 ディスカバリを使用したデバイスの追加 （
出して複数のデバイスを追加する
49 ページ）。
• Ping スイープと SNMP ポーリング（クイッ
ク ディスカバリ）

• クイック ディスカバリの実行 （51
ページ）

• カスタマイズされたプロトコル、クレデン
シャル、およびフィルタ設定（ディスカバリ
ジョブを繰り返す場合に便利）

• カスタマイズされたディスカバリ設定
でのディスカバリの実行 （51 ページ）

CSV ファイルで指定された設定を使用して複数 CSV ファイルを使用したデバイスのイン
のデバイスを追加する
ポート （54 ページ）。
単一のデバイスを追加する（たとえば、新しいデ 手動によるデバイスの追加（新規デバイス
バイス タイプの場合）
タイプまたはデバイス シリーズ） （56 ペー
ジ）
次のトピックでは、キャリア イーサネットと光デバイスを Cisco EPN Manager に追加する方法
の例を示します。
• 例：単一の Cisco NCS 2000 または NCS 4000 シリーズ デバイスの追加 （56 ページ）
• 例：プロキシ設定を使用した ENE としてのネットワーク要素の追加 （57 ページ）

Cisco EPN Manager での Cisco ME1200 デバイスの追加
Cisco EPN Manager で Cisco ME1200 デバイスを追加する際は、次の設定に従ってください。
• SNMP：他のデバイスと同じ SNMP 設定を使用します。
• CLI：プロトコル設定が [SSH2] に設定されていることを確認します。ポートを使用して
telnet 経由でデバイスにアクセスできますが、SSH プロトコルを使用することを推奨しま
す。telnet が使用されている場合は、使用されるカスタム telnet ポートは 2323 でなければ
なりません。
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• HTTP：正しい http クレデンシャルを指定してください。
• Cisco ME1200 デバイスの設定変更は Cisco EPN Manager によって自動的に検出されないこ
とに留意してください。変更後、デバイスを手動で同期する必要があります。これを行う
には、[ネットワークデバイス（Network Devices）] テーブルで必要なデバイスを選択し、
[同期（Sync）] をクリックします。

ディスカバリを使用したデバイスの追加
Cisco EPN Manager は、次の 2 つのディスカバリ方式をサポートしています。
• シード デバイスからの ping スイープ（クイック ディスカバリ）。デバイス名、SNMP コ
ミュニティ、シード IP アドレス、およびサブネット マスクが必要です。この方法は、光
デバイスのディスカバリには使用できません。クイック ディスカバリの実行 （51 ペー
ジ）を参照してください
• カスタマイズされたディスカバリ方法（ディスカバリ設定）の使用：設定を行い、今後
ディスカバリを再実行する場合は、この方法をお勧めします。光デバイスを検出する場合
は、この方法を使用します。カスタマイズされたディスカバリ設定でのディスカバリの実
行 （51 ページ）を参照してください。

（注）

• ディスカバリ ジョブが既存のデバイスを再検出し、デバイスの最後のインベントリ収集ス
テータスが [完了済み（Completed）] である場合、Cisco EPN Manager は、既存のクレデン
シャルを、ディスカバリ設定で指定されたクレデンシャルで上書きしません。他のすべて
のステータス（既存のデバイス上）の場合、Cisco EPN Manager は、デバイスのクレデン
シャルを、ディスカバリ設定で指定されたクレデンシャルで上書きします。
• データベースのメンテナンス期間中に多数のデバイスが追加された場合、サービス検出に
通常より時間がかかることがあります。したがって、夜間や週末には大規模な作業を回避
することをお勧めします。
• 自律 AP がディスカバリ プロセスから除外され、検出時間が最適化されます。[デバイス
のインポート（Import Devices）] または [クレデンシャルプロファイル（Credential Profile）]
を使用して、自律 AP を手動で追加する必要があります。
デバイスのディスカバリ プロセスは、次に示す順序で実行されます。Cisco EPN Manager はディ
スカバリの実行時に、デバイスの到達可能性状態（[到達可能（Reachable）]、[ping 到達可能
（Ping Reachable）]、または [到達不能（Unreachable）]）を設定します。状態の詳細について
は、「デバイスの到達可能性状態と管理状態 （76 ページ）」を参照してください。
1.

Cisco EPN Manager は、ICMP ping を使用して、デバイスに到達可能であるかどうかを判別
します。デバイスに到達できない場合、到達可能状態は [到達不能（Unreachable）] に設定
されます。

2.

サーバは、SNMP 通信が可能かどうかをチェックします。
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• ICMP がデバイスに到達可能で、SNMP 通信が不可能な場合、その到達可能性状態は
[ping 到達可能（Ping Reachable）] に設定されます。
• ICMP と SNMP の両方がデバイスに到達できる場合、その到達可能性状態は [到達可
能（Reachable）] です。

（注）

3.

デバイスの Telnet および SSH クレデンシャルが確認されます。クレデンシャルに障害が起
きた場合は、障害に関する詳細が [ネットワークデバイス（Network Devices）] テーブルの
[最後のインベントリ収集ステータス（Last Inventory Collection Status）] 列に表示されます
（たとえば、「Wrong CLI Credentials」など）。到達可能性の状態は変更されません。

4.

Cisco EPN Manager が SNMP を使用して必要な通知を受信できるように、デバイス設定が
変更されて、トラップの受信者が追加されます。

5.

インベントリ収集プロセスが開始され、すべてのデバイス情報が収集されます。

6.

Web GUI にすべての情報（ディスカバリが完全に成功したか、部分的に成功したかなど）
が表示されます。

Cisco EPN Manager がデバイスの SNMP 読み取り/書き込みクレデンシャルを検証すると、デバ
イス ログが更新され、Cisco EPN Manager（IP アドレスで識別される）によって構成が変更さ
れたことが示されます。

SNMP 通信の確認
デバイスの到達可能性の状態が [ping到達可能（Ping Reachable）] に設定されている場合は、次
の手順を実行します。

（注）

Cisco NCS 2000 デバイスの場合は、SNMP のクレデンシャルに加えて（または代わりに）TL1
のクレデンシャルを確認します。

ステップ 1 Cisco EPN Manager によってデバイスの検証に使用されるクレデンシャルが正しいことを確認します。
ステップ 2 デバイス上で SNMP が有効になっており、デバイスに設定されている SNMP 資格情報が、Cisco EPN Manager
で設定されている資格情報と一致することを確認します。
ステップ 3 管理対象デバイスと Cisco EPN Manager サーバ間での SNMP パケットの転送に関与するすべてのネットワー
ク デバイスのセキュリティ設定（デフォルト動作）により、SNMP パケットがドロップされているかどう
かを確認します。
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検出されたデバイスの管理 IP アドレス タイプ（IPv4/IPv6）の指定
検出されたデュアルホーム（IPv4/IPv6）デバイスでは、Cisco EPN Manager が管理 IP アドレス
として IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを使用するかどうかを指定します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[インベント
リ（Inventory）] > [検出（Discovery）] を選択します。
ステップ 2 [管理アドレスに対する IPv4/IPv6 設定（IPv4/IPv6 Preference for Management Address）] ドロップダウンリス
トから [v4] または [v6] のいずれかを選択します。
ステップ 3 [保存（Save）] をクリックします。

クイック ディスカバリの実行
単一のシード デバイスを使用して ping スイープを実行する場合には、この方法を使用します。
デバイス名、SNMP コミュニティ、シードの IP アドレスおよびサブネット マスクのみが必要
です。構成管理機能の使用を計画している場合は、プロトコル、ユーザ名、パスワード、およ
びイネーブル パスワードを入力する必要があります。
始める前に
デバイスが正しく設定されていることを確認するには、デバイスをモデル化してモニタできる
ように設定する （61 ページ）を参照してください。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ディスカバリ（Discovery）] の順
に選択して、ウィンドウ右上の [クイック ディスカバリ（Quick Discovery）] リンクをクリックします。
ステップ 2 少なくとも、名前、SNMP コミュニティ、シードの IP アドレス、およびサブネット マスクを入力します。
ステップ 3 [今すぐ実行（Run Now）] をクリックします。

次のタスク
結果を表示するには、[ディスカバリ ジョブ インスタンス（Discovery Job Instances）] 領域の、
[ジョブ（Job）] ハイパーリンクをクリックします。

カスタマイズされたディスカバリ設定でのディスカバリの実行
Cisco EPN Manager は、ディスカバリ プロファイルを使用してネットワーク デバイスを検出で
きます。ディスカバリ プロファイルには、ネットワーク要素を検索し、それらに接続してイン
ベントリを収集する方法を Cisco EPN Manager に指示する設定のコレクションが含まれていま
す。たとえば、Cisco EPN Manager に CDP、LLDP、OSPF を使用してデバイスを検出すること
や、単純な ping スイープの実行を指示できます（ping スイープの結果の例は「ping スイープ
のサンプルの IPv4 IP アドレス （52 ページ）」に記載されています）。フィルタを作成して、

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
51

インベントリの管理
ping スイープのサンプルの IPv4 IP アドレス

コレクションの微調整、クレデンシャル セットの指定、およびその他のディスカバリ設定を行
うこともできます。プロファイルは必要な数だけ作成できます。
プロファイルの作成後、プロファイルを使用するディスカバリ ジョブを作成し、実行します。
ディスカバリジョブの結果は [ディスカバリ（Discovery）] ページで確認できます。ジョブを
スケジュールして、定期的に実行を繰り返すこともできます。
始める前に
Cisco EPN Manager がデバイスを検出できるように、デバイスが正しく設定されていることを
確認するには、デバイスをモデル化してモニタできるように設定する （61 ページ）を参照し
てください。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ディスカバリ（Discovery）] を選
択して、ウィンドウ右上の [ディスカバリ設定（Discovery Settings）] リンクをクリックします。（[ディス
カバリ設定（Discovery Settings）] リンクが表示されない場合は、[クイック ディスカバリ（Quick Discovery）]
リンクの隣の矢印アイコンをクリックします）。
ステップ 2 [検出設定（Discovery Settings）] ポップアップで、[新規（New）] をクリックします。

ステップ 3 [ディスカバリ設定（Discovery Settings）] ウィンドウに設定を入力します。その設定に関する情報を取得す
るには、設定の隣にある [?] をクリックします。たとえば、[SNMPv2 クレデンシャル（SNMPv2 Credentials）]
の横にある [?] をクリックすると、ヘルプのポップアップにプロトコルと必須の属性がすべて表示されま
す。
ステップ 4 [今すぐ実行（Run Now）] をクリックしてジョブをすぐに実行するか、[保存（Save）] をクリックして設定
を保存し、後で実行するようにディスカバリをスケジュールします。

ping スイープのサンプルの IPv4 IP アドレス
次の表に、ping スイープ結果の例を記載します。
サブネット範 ビット数
囲

IP アドレスの サンプルの
開始 IP アドレ 終了 IP アドレ
シード IP アド ス
数
ス
レス

255.255.240.0

20

4094

205.169.62.11

205.169.48.1

205.169.63.254

255.255.248.0

21

2046

205.169.62.11

205.169.56.1

205.169.63.254
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255.255.252.0

22

1022

205.169.62.11

205.169.60.1

205.169.63.254

255.255.254.0

23

510

205.169.62.11

205.169.62.1

205.169.63.254

255.255.255.0

24

254

205.169.62.11

205.169.62.1

205.169.63.254

255.255.255.128 25

126

205.169.62.11

205.169.62.1

205.169.63.127

255.255.255.192 26

62

205.169.62.11

205.169.62.1

205.169.63.62

255.255.255.224 27

30

205.169.62.11

205.169.62.1

205.169.63.30

255.255.255.240 36

18

205.169.62.11

205.169.62.1

205.169.63.14

255.255.255.248 29

6

205.169.62.11

205.169.62.9

205.169.63.14

255.255.255.252 30

2

205.169.62.11

205.169.62.9

205.169.63.10

255.255.255.254 31

0

205.169.62.11

255.255.255.255 32

1

205.169.62.11

205.169.62.11

205.169.62.11

例：ディスカバリを使用した光デバイスの追加
次の例に、シードデバイスと OTS プロトコルを使用して Cisco NCS 2000 デバイスを検出する
方法を示します。
始める前に
デバイスをモデル化してモニタできるように設定する （61 ページ）を参照して、光デバイス
が正しく設定されていることを確認します。
ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [検出（Discovery）] を選択して、
ウィンドウ右上の [ディスカバリ設定（Discovery Settings）] リンクをクリックします。
ステップ 2 [ディスカバリ設定（Discovery Settings）] ウィンドウで、[新規（New）] をクリックして新しい検出プロ
ファイルを作成します。
a)

ディスカバリ プロファイル名（NCS2k_3_OTS など）を入力します。

b) OTS プロトコルのシード デバイスとホップ カウントの情報を入力します。
1.

[詳細プロトコル（Advanced Protocols）] の横にある矢印をクリックして検出プロトコルリストを開
きます。

2.

[OTS トポロジ（OTS Topology）] の横にある矢印をクリックして OTS プロトコルウィンドウを開
きます。

3.

[OTSを有効にする（Enable OTS）] チェックボックスをオンにします。

4.

[行の追加（Add Row）]（[+]）アイコンをクリックします。

5.

シード デバイスの IP アドレスとホップ カウント（例：209.165.200.224 と 3）を入力し、[保存
（Save）] をクリックしてシード デバイス情報を追加します。
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OTS プロトコル ウィンドウで [保存（Save）] をクリックしてウィンドウを閉じます。必要に応じ
て、OTS プロトコル ウィンドウの外側をクリックしてウィンドウを閉じます。

6.

c)

Cisco NCS 2000 シード デバイスの TL1 デバイス クレデンシャルを入力します。
1.

[クレデンシャル設定（Credential Settings）] 領域で、[TL1 クレデンシャル（TL1 Credential）] の横
にある矢印をクリックして TL1 クレデンシャルウィンドウを開きます。

2.

[行の追加（Add Row）]（[+]）アイコンをクリックします。

3.

シードデバイスの IP アドレス、ユーザ名、パスワード、および、必要に応じて、プロキシ IP アド
レスを入力します。

4.

セキュア TL1 アクセスの場合は [SSH] ドロップダウンリストから [有効化（Enabled）] を選択しま
す。非セキュア TL1 の場合は、[無効化（Disabled）] を選択します。

5.

[保存（Save）] をクリックしてクレデンシャル情報を追加します。

6.

TL1 クレデンシャル ウィンドウで [保存（Save] をクリックしてウィンドウを閉じます。必要に応
じて、TL1 クレデンシャル ウィンドウの外側をクリックしてウィンドウを閉じます。

ステップ 3 [保存（Save）] をクリックして新しいディスカバリ プロファイルを保存します。新しい NCS2k_3_OTS プ
ロファイルが [ディスカバリ設定（Discovery Settings）] ウィンドウに追加されます。
（注）

エラー メッセージが表示された場合は、プロトコルが有効になっていることを確認してください
（これは一般的なエラーです）。

ステップ 4 [NCS2k_3_OTS] を選択し、[今すぐ起動（Run Now）] をクリックしてディスカバリ ジョブを開始します。
ステップ 5 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ディスカバリ（Discovery）] を選
択して、ジョブの結果を確認します。

CSV ファイルを使用したデバイスのインポート
デバイスをインポートする既存の管理システムがある場合、またはスプレッドシートに異なる
値を指定する場合は、CSV ファイルを使用してデバイスを追加します。
• CSV ファイルの作成 （54 ページ）
• CSV ファイルのインポート （55 ページ）

CSV ファイルの作成
次の手順に従って、CSV ファイルを作成します。

ステップ 1 [一括インポート（Bulk Import）] ダイアログボックスで使用可能なテンプレートを使用して、一括インポー
ト CSV ファイルを作成します。ダイアログボックスを開くには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイ
ス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択し、[ネットワークデ
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バイス（Network Devices）] テーブルの上にある アイコンをクリックし、[一括インポート（Bulk Import）]
を選択します。[一括デバイス追加サンプル テンプレート（bulk device add sample template）] を使用しま
す。
ステップ 2 各種フィールドの意味と必要なフィールドを確認するには、Web GUI にある情報を使用します。この情報
は、1 つのデバイスを追加する場合でも、デバイスを一括して追加する場合でも同じです。この情報を取
得するには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバ
イス（Network Devices）] を選択し、[ネットワークデバイス（Network Devices）] テーブルの上にある
アイコンをクリックし、[デバイスの追加（Add Device）] を選択します。必須フィールドはアスタリスク
で示されます。説明が必要なフィールドの横には [?] アイコンが表示されます（[?] アイコンにカーソルを
置くと、フィールドの詳細が表示されます）。
ステップ 3 作業が完了したら、変更を保存し、ファイルの場所を書き留めておきます。これにより、「CSV ファイル
のインポート （55 ページ）」の説明に従ってインポートすることができます。

CSV ファイルのインポート
CSV ファイルを使用してデバイスをインポートするには、次の手順に従います。
始める前に
デバイスが正しく設定されていることを確認するには、デバイスをモデル化してモニタできる
ように設定する （61 ページ）を参照してください。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] を選択します。
ステップ 2 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] テーブルの上にある
ト（Bulk Import）] を選択します。

アイコンをクリックし、[一括インポー

ステップ 3 [一括インポート（Bulk Import）] ダイアログで、次の手順を実行します。
a)

[操作（Operation）] ドロップダウンリストで [デバイス（Device）] が選択されていることを確認しま
す。

b) [参照（Browse）] をクリックして CSV ファイルに移動し、[インポート（Import）] をクリックします。
（注）

一括デバイス追加サンプル テンプレートのダウンロードの一環としてすでにエクスポート済
みの CSV ファイルを選択します。csv ファイルは手動で編集しないでください。

ステップ 4 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）]
の順に選択して、インポートのステータスを確認します。
ステップ 5 矢印をクリックして、ジョブの詳細を展開し、インポート ジョブの詳細と履歴を表示します。問題が発生
した場合は、追加されたデバイスの検証と問題のトラブルシューティング （78 ページ）を参照してくだ
さい。
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手動によるデバイスの追加（新規デバイス タイプまたはデバイス シ
リーズ）
新しいデバイス タイプを追加して、それらの設定をデバイスのグループに適用する前にテスト
するには、次の手順に従います。
始める前に
デバイスが正しく設定されていることを確認するには、デバイスをモデル化してモニタできる
ように設定する （61 ページ）を参照してください。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] の順に選択します。
ステップ 2 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] テーブルの上にある
追加（Add Device）] を選択します。

アイコンをクリックし、[デバイスの

ステップ 3 [デバイスの追加（Add Device）] ダイアログボックスで、必須フィールドに値を入力します。フィールド
の横にある [?] をクリックすると、そのフィールドの説明が表示されます。
（注）

（ほとんどの Cisco NCS デバイスなどの）デバイスには、Telnet/SSH 情報が必須です。

ステップ 4 （任意）デバイスを追加する前にクレデンシャルを確認するには、[クレデンシャルの確認（Verify
Credentials）] をクリックします。
ステップ 5 [追加（Add）] をクリックして、指定した設定でデバイスを追加します。
（注）

NCS 2000 デバイスの場合は、TL1 ユーザにスーパーユーザ プロファイルを提供します。提供し
ないとデバイスが [警告付き完了（Completed with Warning）] ステータスになり、[シャーシビュー
（Chassis View）] で [設定（Configuration）] > [セキュリティ（Security）] タブを利用できなくな
ります。

（注）

NCS 2000 デバイスの場合、[シングルセッションTL1を有効にする（Enable Single Session TL1）]
設定はリリース 11.0 以降を実行しているデバイスに対してのみ有効です。

（注）

Cisco EPN Managerは、デフォルトでは UCS を自己署名証明書で承認しません。ユーザがこれを手
動で有効にするには、/opt/CSCOlumos/xmp_inventory/xde-home/inventoryDefaults/ncsCIMC.def ファイ
ルに次の行を追加します。
<default attribute="HTTPS_TRUST_CONDITION">always</default>
<default attribute="HTTPS_HOSTNAME_VERIFICATION_STRATEGY">allow_all</default>

例：単一の Cisco NCS 2000 または NCS 4000 シリーズ デバイスの追加
Cisco NCS 2000 シリーズは TL1 ベースのデバイスであり、Cisco EPN Manager は TL1 プロトコ
ルを使用してこれらのデバイスと通信します。NCS2K デバイスの推奨 TL1 アクティブセッショ
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ンの数は 15 以下です。アクティブセッションの数が 15 を超えると、Cisco EPN Manager では
詳細または事後対応型のインベントリ操作でデバイスから TL1 イベントを受信できなくなる場
合があります。一方、Cisco NCS 4000 シリーズのデバイスは Cisco IOS XR デバイスであり、
Cisco EPN Manager は SNMP および Telnet/SSH プロトコルを使用してこれらのデバイスと通信
します。
始める前に
Cisco NCS デバイスが正しく設定されていることを確認するには、デバイスをモデル化してモ
ニタできるように設定する （61 ページ）を確認してください。
ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] を選択します。
ステップ 2 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] テーブルの上にある
追加（Add Device）] を選択します。

アイコンをクリックし、[デバイスの

ステップ 3 [デバイスの追加（Add Device）] ダイアログボックスで、必須フィールドに値を入力します。フィールド
の横にある [?] をクリックすると、そのフィールドの説明が表示されます。
• Cisco NCS 2000 シリーズおよび Cisco ONS 15454：TL1 パラメータを入力します
• Cisco NCS 4000 シリーズ：SNMP および Telnet/SSH のパラメータを入力します。
ステップ 4 [クレデンシャルの確認（Verify Credentials）] をクリックして Cisco EPN Manager がデバイスに到達できる
ことを検証します。
ステップ 5 [追加（Add）] をクリックして、デバイスを Cisco EPN Manager に追加します。

例：プロキシ設定を使用した ENE としてのネットワーク要素の追加
特定のネットワーク要素に送信したメッセージは、ネットワーク内の他の NE を通過する必要
があります。メッセージを渡すには、1 つ以上のノードがゲートウェイ ネットワーク要素
（GNE）となり、ネットワーク内の他の NE に接続することができます。TL1 セッションを確
立して別のノードに送信する必要があるコマンドを入力すると、ノードは GNE になります。
別のノードから処理のために TL1 メッセージを受け取るノードがエンドポイント ネットワー
ク要素（ENE）です。ENE からのメッセージは、GNE を通じてネットワーク内の別の NE に
送信されます。
始める前に
デバイスが正しく設定されていることを確認するには、デバイスをモデル化してモニタできる
ように設定する （61 ページ）を確認してください。
ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] を選択します。
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ステップ 2 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] テーブルの上にある
追加（Add Device）] を選択します。

アイコンをクリックし、[デバイスの

ステップ 3 [デバイスの追加（Add Device）] ダイアログ ボックスで、追加する ENE の IP アドレスまたは DNS 名を
[一般パラメータ（General Parameters）] の下に入力します。そのフィールドの説明を確認するには、フォー
ルドの横にある [?] をクリックします。
ステップ 4 [TL1パラメータ（TL1 Parameters）] に、ENE として使用するノードのプライマリおよびセカンダリ プロ
キシ IP アドレスを入力します。
（注）

セカンダリ プロキシ IP アドレスは任意であり、プライマリ プロキシに障害が発生した場合にの
みアクティブ化されます。

ステップ 5 [クレデンシャルの確認（Verify Credentials）] をクリックして Cisco EPN Manager がデバイスに接続できな
いことを検証します。
ステップ 6 [追加（Add）] をクリックして、デバイスを Cisco EPN Manager に追加します。

例：Cisco NCS 2000 シリーズ デバイスでシングル セッションを有効にする
Cisco NCS 2000 シリーズのデバイスは TL1-ベースのデバイスであり、Cisco EPN Manager は
TL1 プロトコルを使用してこれらのデバイスと通信します。新しく追加されたデバイスを編集
するか、既存の NCS 2000 デバイスを設定して、シングル セッションでマシン（EMS）アカウ
ントを制限できます。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイスを選択して [編集（Edit）] アイコンをクリックします。[デバイスの編集（Edit Device）] ウィンド
ウが表示されます。
ステップ 3 新しいデバイスまたは既存のデバイスでシングル セッションを編集するには、次のパラメータを設定しま
す。
a)

[TL1 パラメータ（TL1 Parameters）] の下にある [シングルセッション TL1 を有効にする（Enable Single
Session TL1）] チェックボックスをオンにします。

b) 必須パラメータを入力します。
c)

次のいずれかを実行します。
• データベース上のシングル セッション設定のみを更新する場合は、[更新（Update）] をクリック
します。
• データベースとデバイスの両方でシングルセッション設定を更新する場合は、[更新と同期（Update
& Sync）] をクリックします。

ステップ 4 （オプション）一括インポート操作および一括編集操作でシングル セッションを編集することもできま
す。
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（注）

デフォルトにより、一括編集ではシングル セッションが無効になっています。[シングルセッショ
ンTL1を有効にする（Enable Single Session TL1）] チェック ボックスをオンにして、インポート先
のすべてのデバイスに対して有効にする必要があります。[一括インポート（Bulk Import）] オプ
ションを選択すると、シングル セッション フラグが影響を受ける可能性があります。

次のタスク
次の手順で有効なシングル セッションを確認します。

（注）

1.

Cisco Transport Controller を起動し、シングル セッションが有効になっているデバイスを選
択します。

2.

[プロビジョニング（Provisoning）] > [セキュリティ（Security）] > [アクティブログイン
（Active Logins）] を選択して、シングル セッションを含むアクティブ デバイスをすべて
表示します。シングル セッションが無効になっているデバイスは表示されません。

クレデンシャルの確認は、シングル セッション タスク実行中の唯一の例外です。

インベントリはどのように収集されていますか。
デバイスが追加されて検出されると、Cisco EPN Manager は物理的および論理的なインベント
リ情報を収集し、データベースに保存します。次の表に、インベントリ収集がどのようにトリ
ガーされるかについて示します。
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インベントリ収 説明
集のトリガー
着信イベントに Cisco EPN Manager は、NE の変更を通知する着信 NE SNMP トラップ、
応答して
syslog、または TL1 メッセージを受信します。着信イベントには、次のよ
うなものがあります。
• デバイス設定の変更を通知する設定変更イベント。これらのイベント
は通常、syslog またはトラップです。
• その他のインベントリ イベント（トンネルのアップ/ダウン、リンクの
アップ/ダウン、モジュールの入出力など）。
Cisco EPN Manager は、NE のインベントリと状態情報を収集して、データ
ベース内の情報が NE の情報に準拠していることを確認することによって、
これらの着信イベントに反応します。ほとんどのイベントは、詳細なイン
ベントリ収集をトリガーします。Cisco EPN Manager は、変更イベントに関
連するデータのみを収集します。その他のイベントは、NE の物理および論
理インベントリの完全な収集（同期）をトリガーします。Cisco EPN Manager
が収集するデータは、Cisco EPN Manager で定義されているメタデータとと
もに、着信イベントの情報によって決まります。Cisco EPN Manager のメタ
データは、収集される情報を細かく調整するために、迅速なイベント、反
応的なインベントリ、詳細なポーリングといったメカニズムを組み合わせ
て使用します。
たとえば、Cisco EPN Manager が GMPLS トンネル状態変更イベントを受信
した場合は、ODU トンネル インベントリ情報を収集して、トンネルのミッ
ドポイントと Z エンドポイントを検出します。
オン デマンド

ユーザは、次の場所から即時にインベントリ収集（[同期（Sync）] と呼ば
れる）を実行できます。
• [ネットワーク デバイス（Network Devices）] ページ：（チェックボッ
クスをオンにして）1 つ以上のデバイスを選択し、[同期（Sync）] をク
リックします。
• [デバイス 360（Device 360）] ビュー：[アクション（Actions）] > [今す
ぐ同期（Sync Now）] を選択します。
デバイスのインベントリの即時収集（同期） （551 ページ）を参照してく
ださい。

スケジュール
（日単位）

通常のインベントリ収集は一晩中実行されます。十分な権限を持つユーザ
は、[管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ
ダッシュボード（Job Dashboard）] を選択し、[システム ジョブ（System
Jobs）] > [インベントリおよびディスカバリ ジョブ（Inventory and Discovery
Jobs）] を選択して、インベントリが収集された日時と収集ジョブの状況を
確認できます。
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デバイスをモデル化してモニタできるように設定する
• にイベントを転送するようにデバイスを設定する Cisco EPN Manager （61 ページ）
• 必要な設定：Cisco IOS および IOS-XE デバイス オペレーティング システム （62 ページ）
• 必須の設定：Cisco IOS XR デバイスのオペレーティング システム （63 ページ）
• 必須設定：Cisco NCS シリーズ デバイス （66 ページ）
• 必要な設定：Cisco ONS デバイス オペレーティング システム （72 ページ）
• IPv6 デバイスに必要な設定 （72 ページ）
• デバイス上のアーカイブ ロギングの有効化 （73 ページ）

（注）

異なるデバイス ファミリのサポート対象の構成については、『Cisco Evolved Programmable
Network Manager のサポート対象デバイス』を参照してください。
デバイスが Cisco EPN Manager で完全なユーザ権限（特権 EXEC モード）で管理されているこ
とを確認します。

にイベントを転送するようにデバイスを設定する Cisco EPN Manager
Cisco EPN Manager がデバイスに問い合わせてイベントと通知を受信できるようにするには、
イベントを Cisco EPN Manager サーバに転送するようにデバイスを設定する必要があります。
ほとんどのデバイスにとって、これは SNMP トラップと syslog を転送するように設定する必
要があることを意味します。
それ以外のデバイス（一部の光デバイスなど）の場合は、TL1 メッセージを転送するようにデ
バイスを設定する必要があることを意味します。
ハイ アベイラビリティ展開を使用している場合は、イベントをプライマリ サーバとセカンダ
リ サーバの両方に転送するようにデバイスを設定する必要があります（仮想 IP アドレスを使
用していない場合。HA での仮想 IP アドレッシングの使用 （1128 ページ）を参照）。
ほとんどの場合、この設定を行うには snmp-server host コマンドを使用する必要があります。
さまざまなデバイスのオペレーティングシステムの前提条件が一覧表示された本書内のトピッ
クを参照してください。

（注）

デバイスで詳細なインベントリを有効にするために必要な設定については、Cisco Evolved
Programmable Network Manager のサポート対象 Syslogを参照してください
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必要な設定：Cisco IOS および IOS-XE デバイス オペレーティング シス
テム
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server

host server_IP
community public-cmty RO
community private-cmty RW
ifindex persist

logging server_IP
logging on
logging buffered 64000 informational
logging source-interface interface_name
logging trap informational
logging event link-status default

Telnet/SSH コマンド応答の遅延を回避するために、ドメイン ルックアップを無効にします。
no ip domain-lookup

SSH の有効化
crypto
ip ssh
crypto
ip ssh

key generate rsa
rsa keypair-name keypair-name
key generate rsa usage-keys label key-label modulus modulus-size
version [1 | 2]

VTY オプションを設定します。
line vty <number of vty>
exec-timeout
session-timeout
transport input ssh (requird only if ssh is used)
transport output ssh (required only if ssh isused)

CFM モデリングを有効にします。
snmp-server view all 1.3.111.2.802.1.1.8 included

SNMPv2 の場合のみ、コミュニティ ストリングを設定します。
snmp-server community ReadonlyCommunityName RO

SNMPv3 の場合のみ、次の設定を行います。
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server

user User Group v3 auth sha Password priv des Password
view Group 1.3.6 included
view Group 1.0.8802.1.1.2 included
group Group v3 priv notify Group read Group

snmp-server group Group v3 priv read v1default write v1default notify v1default
snmp-server group Group v3 priv
snmp-server group Group v3 priv notify epnm read epnm
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（注）

• デバイスが Cisco EPN Manager でシームレスに動作するには、デバイスで生成/設定された
SNMP EngineID がネットワーク内で一意である必要があります。
• クレデンシャルが機能するように、SNMP EngineID をデバイスで再設定する場合は SNMP
ユーザを再作成する必要があります。
SNMP インターフェイスの応答時間を改善するために、次の設定を使用してグローバル レベル
でキャッシュを設定します。
snmp-server cache

syslog は、アラームおよびイベント管理のために Cisco EPN Manager によって使用されます。
NTP 設定により、Cisco EPN Manager はイベントの正しいタイムスタンプを確実に受信します。
デバイスで syslog を設定するには、次の設定を追加します。
clock timezone TimeZone
service timestamps log datetime show-timezone msec year
ntp server NTP_Server
update-calendar
logging facility local7
logging Server_IP vrf default severity info [port default]

必須の設定：Cisco IOS XR デバイスのオペレーティング システム
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server

community community_name SystemOwner
community community_name RO
entityindex persist
ifindex persist

logging server_IP
logging on
logging buffered <307200-125000000>
logging source-interface interface_name
logging
logging
logging
logging

trap informational
events level informational
events link-status
events link-status software-interfaces

no cli whitespace completion
domain ipv4 host server_name server_IP

VTY オプションを設定します。
line default
exec-timeout 10 0
session-limit 10
session-timeout 100
transport input ssh
transport output ssh
vty-pool default 0 99 line-template default

Telnet と SSH の設定は次のとおりです。
telnet ipv4 server max-servers no-limit
telnet vrf default ipv4 server max-servers 100
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ssh server v2
ssh server rate-limit 60
cinetd rate-limit 60

Netconf エージェントと XML エージェントを設定します。
xml agent tty
netconf agent tty

仮想 IP アドレスを持つデバイスをモニタします。
ipv4 virtual address use-as-src-addr
ipv4 virtual address Virtual_IP_Address/Subnet_Mask

CFM モデリングを有効にします。
snmp-server view all 1.3.111.2.802.1.1.8 included

SNMPv2 の場合のみ、コミュニティ ストリングを設定します。
snmp-server community ReadonlyCommunityName RO SystemOwner

SNMPv3 の場合のみ、次の設定を行います。
snmp-server user User Group v3 auth sha encrypted Password priv des56 encrypted
Password SystemOwner
snmp-server view Group 1.3.6 included
snmp-server view Group 1.0.8802.1.1.2 included
snmp-server group Group v3 priv notify Group read Group
snmp-server group Group v3 priv read v1default write v1default notify v1default

（注）

（注）

または、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー
（Features & Technologies）] に移動できます。左側の [テンプレート（Templates）] タブで
[CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates CLI）] を選択し、Default_Manageability_Config-IOS-XR テンプレートを展開して Cisco EPN
Manager のディスカバリに必要な IOS-XR デバイス設定を行います。

• デバイスが Cisco EPN Manager でシームレスに動作するには、デバイスで生成/設定された
SNMP EngineID がネットワーク内で一意である必要があります。
• クレデンシャルが機能するように、SNMP EngineID をデバイスで再設定する場合は SNMP
ユーザを再作成する必要があります。
次の設定を行って、SNMP インターフェイス統計情報の応答時間を改善します。
snmp-server ifmib stats cache

リンクダウン シナリオが確実にキャプチャされるように、仮想インターフェイスの SNMP ト
ラップを設定します。
snmp-server interface subset 2 regular-expression Forty*
notification linkupdown
!
snmp-server interface subset 3 regular-expression Ten*
notification linkupdown
!

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
64

インベントリの管理
必須の設定：Cisco IOS XR デバイスのオペレーティング システム

snmp-server interface subset 1 regular-expression Hun*
notification linkupdown
!
snmp-server interface subset 1 regular-expression TwoHun*
notification linkupdown
!
snmp-server interface subset 1 regular-expression FourHun*
notification linkupdown

syslog は、アラームおよびイベント管理のために Cisco EPN Manager によって使用されます。
NTP の設定によって、Cisco EPN Manager がイベントの正しいタイムスタンプを確実に受信し
ます。デバイスで syslog を設定するには、次の設定を追加します。
clock timezone TimeZone
service timestamps log datetime show-timezone msec year
ntp server NTP_Server
logging facility local7
logging Server_IP vrf name

すべての光データ ユニット（ODU）コントローラでパフォーマンス管理を有効にします。
controller oduX R/S/I/P
per-mon enable

タンデム接続モニタリング（TCM）のパフォーマンス管理を有効にします。
tcm id {1-6}
perf-mon enable

Cisco EPN Manager から Cisco Transport Controller（CTC）を開くには、HTTP/HTTPS サーバを
有効化します。
http server ssl

[設定アーカイブ（Configuration Archive）] の使用を予定している場合は、デバイスをセキュア
デバイスとして設定する必要があります。CTC からデバイスを設定する手順は次のとおりで
す。

（注）

1.

[プロビジョニング（Provisioning）] > [セキュリティ（Security）] > [アクセス（Access）]
を選択します。

2.

[EMSアクセス（EMS Access）] を [セキュア（secure）] に設定します。

• MPLS パッケージと K9 パッケージの両方がデバイスにインストールされていることを確
認してください。
• Cisco IOS XR Manageability Package（MGBL）をインストールしてください。
• または、CLI テンプレートを使用して上記の前提条件をすべて適用することもできます。
[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー
（Features & Technologies）] に移動します。左ペインの [テンプレート（Templates）] タ
ブで、[CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System
Templates - CLI）] を選択し、Default_Manageability_Config テンプレートを展開します。
• 詳細については、『Supported Traps』と『Supported Syslogs』を参照してください。.
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必須設定：Cisco NCS シリーズ デバイス
• 必須設定：Cisco NCS 4000 シリーズ デバイス （66 ページ）
• 必須設定：Cisco NCS 4200 シリーズ デバイス （69 ページ）

必須設定：Cisco NCS 4000 シリーズ デバイス

注目

次の手順を実行する前に、MPLS パッケージと K9 パッケージの両方がデバイスにインストー
ルされていることを確認してください。
• Cisco EPN Manager は SSH を使用して、Cisco NCS 4000 シリーズ デバイスとの通信を保護
します。SSH を有効にするには、デバイスで次の構成時の設定を適用します。
ssh server v2
ssh server rate-limit 600

• MPLS トラフィック エンジニアリング設定モードで、イベント ロギングを有効化します。
mpls traffic-eng logging events all

• VTY オプションを設定します。
line default
exec-timeout 10 0
session-limit 10
session-timeout 100
transport input ssh
transport output ssh
vty-pool default 0 99 line-template default

• LMP リンクを設定します。
router-id ipv4 unicast local IP address

local IP address はデバイスの IP アドレスです。
• Netconf エージェントと XML エージェントを設定します。
xml agent tty
netconf agent tty

• デバイスで SNMP を設定します。
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server

host server_IP
community public RO SystemOwner
community private RW SystemOwner
ifindex persist

SNMPv2 または SNMPv3 を使用できます。
• SNMPv2 の場合のみ、コミュニティ ストリングを設定します。
snmp-server community ReadonlyCommunityName RO SystemOwner

• SNMPv3 の場合のみ、次の設定を行います。
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snmp-server user User Group v3 auth sha encrypted Password priv des56 encrypted
Password SystemOwner
snmp-server view Group 1.3.6 included
snmp-server group Group v3 priv notify Group read Group

ポーリングおよび設定ビューを設定するには、次のいずれかの設定オプションを選択
します。
• SNMPv3 のデフォルト設定（SNMPv3 のポーリングとデフォルト設定の表示に使
用）：
snmp-server group Group v3 priv read v1default write v1default notify
v1default

• SNMPv3 固有の設定：
• SNMPv3 ポーリングの場合のみ：
snmp-server group Group v3 priv

• SNMPv3 セット、ポーリング、およびトラップ/通知の設定を表示する場合：
snmp-server group Group v3 priv notify epnm read epnm write epnm

• SNMPv3：LLDP MIB OID 設定を表示する場合：
snmp-server view Group 1.0.8802.1.1.2 included

LAG リンクを表示するには、デバイスに次の設定を追加します。
snmp-server view all 1.0.8802 included

（注）

最初の行の User と Group は、値を入力するために必要な 2 つの
異なる変数です。

• 設定 Snmp-server ifmib stats cache を使用して、SNMP インターフェイスの統計情報の
応答時間を改善するように stats コマンドを設定します。
• リンクダウン シナリオが確実にキャプチャされるように、仮想インターフェイスの SNMP
トラップを設定します。
snmp-server interface subset 1 regular-expression Hun*
notification linkupdown
!
snmp-server interface subset 2 regular-expression Forty*
notification linkupdown
!
snmp-server interface subset 3 regular-expression Ten*
notification linkupdown
!

• syslog は、アラームおよびイベント管理のために Cisco EPN Manager によって使用されま
す。NTP の設定によって、Cisco EPN Manager がイベントの正しいタイムスタンプを確実
に受信します。デバイスで syslog を設定するには、次の設定を追加します。
clock timezone TimeZone
service timestamps log datetime show-timezone msec year
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ntp server NTP_Server
logging facility local7
logging Server_IP vrf name

次の点に注意してください。
• タイムゾーンを指定するときには、タイムゾーンの略語と協定世界時（UTC）との時
間差（時間単位）を入力します。たとえば、ロサンゼルスにあるデバイスのタイム
ゾーンを指定するには、clock timezone PDT -7 と入力します。
• Server_IP を、ホスト Cisco EPN Manager の IP アドレスに置き換えます。
• 仮想 IP アドレスを設定します。
ipv4 virtual address NCS4K_Virtual_IP_Address/Subnet_Mask
ipv4 virtual address use-as-src-addr

（注）

NCS4K_Virtual_IP_Address と Subnet_Mask は、スラッシュで区切
られた 2 つの異なる変数です。必ず両方の変数値を入力してくだ
さい。

• すべての光データ ユニット（ODU）コントローラでパフォーマンス管理を有効にします。
controller oduX R/S/I/P
per-mon enable

• Cisco IOS リリース 6.1.42 以降を実行している Cisco NCS4000 デバイスの光学コントロー
ラのリンク ステータス メッセージのイベント ロギングを有効にします。
controller Optics <x/y/z/w>
logging events link-status

• タンデム接続モニタリング（TCM）のパフォーマンス管理を有効にします。
tcm id {1-6}
perf-mon enable

• サービス要求を受け入れるための Telnet または SSH レート制限を設定します。
• Telnet の場合、1 秒あたりに受け付ける要求の数（1 ～ 100、デフォルトは 1）を設定
します。
cinetd rate-limit 100

• SSH の場合、1 分あたりに受け付ける要求の数（1 ～ 600、デフォルトは 60）を設定
します。
ssh server rate-limit 600

• Cisco EPN Manager（[デバイス 360（Device 360）] ビュー）から Cisco Transport Controller
（CTC）を開くには、HTTP/HTTPS サーバを有効化します。
http server ssl
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• [設定アーカイブ（Configuration Archive）] 機能を使用する予定の場合は、デバイスを [保
護済み（secured）] として設定する必要があります。これを CTC から行うには、次のよう
にします。
1.

[プロビジョニング（Provisioning）] > [セキュリティ（Security）] > [アクセス
（Access）] を選択します。

2.

EMS アクセスを [セキュア（secure）] に設定します。

• 複数の Cisco NCS 4000 シリーズ デバイスが同時に情報を送信していることが原因でパ
フォーマンス上の問題が発生した場合は、1 秒あたりの Telnet セッション数を増やしま
す。
cinetd rate-limit 100

必須設定：Cisco NCS 4200 シリーズ デバイス
• Cisco EPN Manager は SSH を使用して、Cisco NCS 4200 シリーズ デバイスとの通信を保護
します。SSH を有効にするには、デバイスで次の構成時の設定を適用します。
• enable
configure terminal
hostname name
ip domain-name name
crypto key generate rsa

• enable
configure terminal
ip ssh rsa keypair-name keypair-name
crypto key generate rsa usage-keys label key-label modulus modulus-size
ip ssh version [1 | 2]

• VTY オプションを設定します。
line vty <#>
exec-timeout
session-timeout
transport input ssh
transport output ssh

• デバイスで SNMP を設定します。
snmp-server host server_IP
snmp-server community public RO
snmp-server community private RW

SNMPv2 または SNMPv3 を使用できます。
• SNMPv2 の場合のみ、コミュニティ ストリングを設定します。
snmp-server community ReadonlyCommunityName RO

• SNMPv3 の場合のみ、次の設定を行います。
snmp-server user User Group v3 auth sha Password priv des
snmp-server view Group 1.3.6 included
snmp-server group Group v3 priv notify Group

Password
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ポーリングおよび設定ビューを設定するには、次のいずれかの設定オプションを選択
します。
• SNMPv3 のデフォルト設定（SNMPv3 のポーリングとデフォルト設定の表示に使
用）：
snmp-server group Group v3 priv read v1default write v1default notify
v1default

• SNMPv3 固有の設定：
• SNMPv3 ポーリングの場合のみ：
snmp-server group Group v3 priv

• SNMPv3 セット、ポーリング、およびトラップ/通知の設定を表示する場合：
snmp-server group Group v3 priv notify epnm read epnm

• SNMPv3：LLDP MIB OID 設定を表示する場合：
snmp-server view Group 1.0.8802.1.1.2 included

（注）

最初の行の User と Group は、値を入力するために必要な 2 つの
異なる変数です。

• 構成 Snmp-server cache を使用して SNMP インターフェイスの応答時間を改善するために
グローバル レベルでキャッシュを設定します。
• syslog は、アラームおよびイベント管理のために Cisco EPN Manager によって使用されま
す。NTP の設定によって、Cisco EPN Manager がイベントの正しいタイムスタンプを確実
に受信します。デバイスで syslog を設定するには、次の設定を追加します。
clock timezone TimeZone
service timestamps log datetime show-timezone msec year
ntp server NTP_Server
update-calendar
logging facility local7
logging Server_IP vrf default severity info [port default]
mpls traffic-eng logging events all
mpls traffic-eng logging lsp setups
mpls traffic-eng logging lsp teardowns

次の点に注意してください。
• タイムゾーンを指定するときには、タイムゾーンの略語と協定世界時（UTC）との時
間差（時間単位）を入力します。たとえば、ロサンゼルスにあるデバイスのタイム
ゾーンを指定するには、clock timezone PDT -7 と入力します。
• Server_IP を、ホスト Cisco EPN Manager の IP アドレスに置き換えます。
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必要とされる設定の自動プッシュ
新しいデバイス（IOS、IOS-XE、および IOS-XR）がインベントリに追加されたときに、必須
のデバイス管理性設定を自動的に適用できます。これにより、Cisco EPN Manager がデバイス
を自動的に管理できるようになり、収集の一部が失敗するというインシデントの割合が減少
し、デバイスに手動で設定を適用する必要がなくなります。Cisco EPN Manager デバイスの管
理性の必須設定は、事前設定されたテンプレートにまとめられています。このテンプレートは
デバイス管理性テンプレートとも呼ばれます。

（注）

デバイス管理性テンプレートは、既存の設定が存在する場合にそれを上書きします。
テンプレートをデバイスに自動的に展開するには、[管理（Administration）] > [設定
（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [インベントリ（Inventory）] > [インベン
トリ（Inventory）] を選択し、[デバイス管理性を有効にする（Enable Device Manageability）]
チェックボックスをオンにします。デフォルトで、このオプションは有効になっています。こ
のオプションを有効にすると、追加されたデバイスのタイプに基づいて、デバイスの追加時に
次のテンプレートのいずれかが展開されます（たとえば、XR デバイスを追加した場合は
AutoDeploy_Manageability_Config-IOS-XR テンプレートが展開されます）。
• AutoDeploy_Manageability_Config-IOS
• AutoDeploy_Manageability_Config-IOS-XE
• AutoDeploy_Manageability_Config-IOS-XR
これらのテンプレートは [設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およ
びテクノロジー（Features & Technologies）] > [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [シス
テムテンプレート - CLI（System Templates-CLI）] にあります。

（注）

システム定義テンプレートが適切でない場合は、これらのシステムテンプレートに基づいて
ユーザ定義テンプレートを作成できます。各デバイスタイプの
「/opt/CSCOlumos/conf/ifm/ifm_inventory」プロパティファイルの下の新しいテンプレート名
を更新します。この変更は 5 分後に有効になります。サーバの再起動は必要ありません。
ifm_inventory.properties のエントリを終了します。
ifm.inventory.managebility.prerequisite.ios=AutoDeploy_Manageability_Config-IOS
ifm.inventory.managebility.prerequisite.iosxr=AutoDeploy_Manageability_Config-IOS-XR
ifm.inventory.managebility.prerequisite.iosxe=AutoDeploy_Manageability_Config-IOS-XE

上記のエントリを更新して、新しいテンプレート名を指定できます。たとえば、ユーザが
IOS-XR デバイス用のテンプレート Updated_AutoDeploy_Manageability_Config-IOS-XR を追加す
る場合は、ファイル内のエントリを次のように更新する必要があります。
ifm.inventory.managebility.prerequisite.iosxr=Updated_AutoDeploy_Manageability_Config-IOS-XR
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「変更監査ダッシュボード」（[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [変更監査ダッシュ
ボード（Change Audit Dashboard）] を選択）には、各デバイスの追加とそれに対応するテン
プレートの展開の監査ログが表示されます。
制限事項：
SNMP/CLI のタイムアウトを更新すると、デバイスの同期が完了していない状態でもテンプ
レートがデプロイされます。

必要な設定：Cisco ONS デバイス オペレーティング システム
設定アーカイブ機能を使用することを予定している場合、デバイスをセキュア デバイスとして
設定する必要があります。それには、CTC で次の操作を行います。
1.

CTC で、[プロビジョニング（Provisioning）] > [セキュリティ（Security）] > [アクセス
（Access）] の順に選択します。

2.

EMS アクセスをセキュアとして設定します。

必須設定：Cisco NCS2K シリーズ デバイス
NCS2K デバイスで設定アーカイブ機能を使用する場合は、HTTP/HTTPS サーバを有効にしま
す。

（注）

シングルセッションが有効になっていない、または適用できないデバイスの場合は、次の手順
を実行して EPNM で使用する接続数を制限します。
1.

$XMP_HOME/xmp_inventory/xde-home/inventoryDefaults/onsTL1.def を開きます。

2.

次のように新しい属性タグを追加します。</test> タグの後の ConnectionCount は実際の番
号（5 など）に置き換える必要があります。
<default attribute="DEVICE_THROTTLING">ConnectionCount</default>

IPv6 デバイスに必要な設定
IPv6 アドレスを使用するデバイスにアクセスするには、次の手順を実行することによって、
Cisco EPN Manager サーバ（仮想マシン）で IPv6 アドレスとスタティック ルートを設定しま
す。
1.

インターフェイスから ipv6 address autoconfig を削除します。

2.

Cisco EPN Manager サーバで IPv6 アドレスを設定します。

3.

スタティック ルートを Cisco EPN Manager サーバに追加します。
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デバイス上のアーカイブ ロギングの有効化
デバイス上でアーカイブ ロギングを有効にするには、次の手順を実行して、Cisco EPN Manager
上のデバイスに対して詳細なインベントリを有効にします。
Cisco IOS-XR デバイスの場合：
logging <epnm server ip> vrf default severity alerts
logging <epnm server ip> vrf default severity critical
logging <epnm server ip> vrf default severity error
logging <epnm server ip> vrf default severity warning
logging <epnm server ip> vrf default severity notifications
logging <epnm server ip> vrf default severity info
snmp-server host <epnm server ip> traps version 2c public

Cisco IOS-XE デバイスの場合：
logging host <epnm server ip> transport udp port 514
logging host <epnm server ip> vrf Mgmt-intf transport udp port 514
snmp-server host <epnm server ip> traps version 2c public

クレデンシャルプロファイルを使用したデバイスクレデ
ンシャルの一貫した適用
資格情報のプロファイルは、TL1、HTTP、Telnet/SSH SNMP デバイスの認証情報のコレクショ
ンです。デバイスを追加するときは、デバイスを使用する必要があります資格情報のプロファ
イルを指定できます。これにより、デバイス間で一貫して資格情報の設定を適用できます。
資格情報の変更、デバイスのパスワードの変更などを行う必要がある場合は、設定がプロファ
イルを使用するすべてのデバイスにわたって更新されるプロファイルを編集できます。
既存のプロファイルを表示するには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [クレデンシャルプロファイル（Credential Profiles）] を選択します。

新しいクレデンシャル プロファイルの作成
この手順を使用して、新しいクレデンシャル プロファイルを作成します。次に、そのプロファ
イルを使用し、製品全体か、または新しいデバイスの追加時に、クレデンシャルを一貫して適
用できます。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [クレデンシャル プロファイル
（Credential Profiles）] を選択します。
ステップ 2 既存のクレデンシャルプロファイルに必要な設定のほとんどがある場合は、それを選択し、[コピー（Copy）]
をクリックします。それ以外の場合は、[追加（Add）] をクリックします。
ステップ 3 プロファイル名と説明を入力します。名前と説明が [クレデンシャルプロファイル（Credential Profiles）]
ページに表示されるため、クレデンシャルプロファイルが多くなる場合は可能な限り識別しやすい名前と
説明にします。
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ステップ 4 プロファイルのクレデンシャルを入力します。このプロファイルを使用してデバイスを追加または更新す
ると、ここで指定した内容がそのデバイスに適用されます。
SNMP 読み取りコミュニティ ストリングは必須です。
ステップ 5 [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。

既存のデバイスへの新規または変更されたプロファイルの適用
次の手順を使用して、デバイスを一括編集し、そのデバイスが関連付けられているクレデン
シャル プロファイルを変更します。この操作は、デバイスとクレデンシャル プロファイル間
の既存の関連付けを上書きします。また、この操作を使用して、デバイス設定を新しい設定と
同期させることもできます。

（注）

この手順を実行して [Update and Sync] を選択する前に、プロファイルのクレデンシャル設定
が正しいことを確認してください。この操作によって、デバイスは新しいプロファイルと同期
します。

ステップ 1 次のいずれかの方法を使用して、クレデンシャル プロファイルを設定します。
• 新しいクレデンシャル プロファイルを作成するには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理
（Device Management）] > [クレデンシャル プロファイル（Credential Profiles）] を選択し、[追加
（Add）] をクリックします。
• 既存のプロファイルを編集するには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [クレデンシャル プロファイル（Credential Profiles）] を選択し、プロファイルを選
択し、[編集（Edit）] をクリックします。
ステップ 2 プロファイルに納得できたら、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] >
[ネットワーク デバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 3 変更するすべてのデバイスをフィルタリングして選択します（一括編集）。
ステップ 4 [編集（Edit）] をクリックし、[クレデンシャル プロファイル（Credential Profile）] ドロップダウン リスト
から新しいクレデンシャル プロファイルを選択します。
ステップ 5 次のように変更を保存します。
• [更新（Update）] は、変更を Cisco EPN Manager データベースに保存します。
• [更新して同期（Update and Sync）] は、変更を Cisco EPN Manager データベースに保存し、デバイスの
物理インベントリと論理インベントリを収集して、インベントリのすべての変更を Cisco EPN Manager
データベースに保存します。
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クレデンシャル プロファイルの削除
この手順で、クレデンシャル プロファイルを Cisco EPN Manager から削除します。現在、プロ
ファイルがデバイスに関連付けられている場合は、デバイスの関連付けをそのプロファイルか
ら解除する必要があります。

ステップ 1 何らかのデバイスがプロファイルを使用しているかどうかを確認します。
a)

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [クレデンシャル プロファイ
ル（Credential Profiles）] に移動します。

b) 削除するクレデンシャル プロファイルを選択します。
c)

[編集（Edit）] をクリックし、[デバイス リスト（Device List）] ページにデバイスが一覧表示されてい
るかどうかを確認します。デバイスが一覧表示されている場合は、それらをメモします。

ステップ 2 必要に応じて、プロファイルからデバイスの関連付けを解除します。
a)

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] に移動します。

b) 変更するすべてのデバイスをフィルタリングして選択します（一括編集）。
c)

[編集（Edit）] をクリックし、[クレデンシャル プロファイル（Credential Profile）] ドロップダウン リ
ストから [--選択--（--Select--）] を選択します。

d) 警告ダイアログボックスで [OK] をクリックし、古いプロファイルからデバイスの関連付けを解除しま
す。
ステップ 3 クレデンシャル プロファイルを削除するには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [クレデンシャル プロファイル（Credential Profiles）] を選択し、プロファイルを選択
し、[削除（Delete）] をクリックします。

デバイスの到達可能性の状態および管理ステータスの確
認
次の手順を実行して、Cisco EPN Manager がデバイスと通信できるか（到達可能性の状態）や、
そのホストを管理しているか（管理ステータス）を判断します。また、管理ステータスでは、
デバイスが Cisco EPN Manager によって正常に管理されているかどうかの情報も提供されます。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] の順に選択します。
ステップ 2 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] テーブルでデバイスを確認します。
a)

[表示（Show）] ドロップダウン リスト（テーブルの右上）から [クイック フィルタ（Quick Filter）] を
選択します。

b) [デバイス名（Device Name）] 列の下にあるテキスト ボックスにデバイスの名前（またはその一部）を
入力します。
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ステップ 3 [到達可能性（Reachability）] 列と [管理ステータス（Admin Status）] 列の情報を確認します。これらの状態
の説明については、デバイスの到達可能性状態と管理状態 （76 ページ）を参照してください。

デバイスの到達可能性状態と管理状態
デバイスの到達可能性状態：Cisco EPN Manager が設定されたすべてのプロトコルを使用して
デバイスと通信できるかどうかを表します。
表 6 : デバイスの到達可能性状態

アイコ
ン

デバイスの 説明
到達可能性
状態
到達可能

トラブルシューティング

Cisco EPN Manager
—
は、SNMP を使用し
てデバイスに、また
は ICMP を使用して
NCS 2K デバイスにア
クセスすることがで
きます。

ping 到達可 Cisco EPN Manager
は、ping を使用して
能
デバイスに到達でき
ますが、SNMP 経由
では到達できませ
ん。

ICMP ping は成功しますが、SNMP 通信が失敗
する原因すべてをチェックします。デバイス
SNMP クレデンシャルがデバイスと Cisco EPN
Manager の両方で同じであること、SNMP がデ
バイス上で有効になっているかどうか、または
トランスポート ネットワークが設定ミスなどの
理由で SNMP パケットをドロップしていないか
どうかをチェックします。基本的なデバイス プ
ロパティの変更 （384 ページ）を参照してくだ
さい。

到達不能

Cisco EPN Manager
物理デバイスが動作中でネットワークに接続さ
は、ping を使用して れていることを確認します。
デバイスに到達でき
ません。

不明

Cisco EPN Manager
デバイスをチェックします。
は、デバイスに接続
できません。

デバイスの管理状態：デバイスの設定状態を表します（たとえば、デバイスが ping によって
到達できないためにダウンしている場合や、管理者が手動でデバイスをシャットダウンした場
合などです）。
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表 7 : デバイスの管理状態

アイコ
ン

デバイスの
管理状態

説明

トラブルシューティング

管理対象

Cisco EPN Manager 該当なし。
は、デバイスを積極
的にモニタしていま
す。

メンテナン
ス

Cisco EPN Manager デバイスを管理対象状態に移行するには、デバ
は、デバイスの到達 イスのメンテナンス状態の切り替え （78 ペー
可能性をチェックし ジ）を参照してください。
ていますが、トラッ
プ、syslog、または
TL1 メッセージを処
理していません。

管理対象外

Cisco EPN Manager [ネットワーク デバイス（Network Devices）] テー
は、デバイスをモニ ブルで、デバイスを特定し、[最新のインベント
タしていません。
リ収集ステータス（Last Inventory Collection
Status）] 列でデータの横にある [i] アイコンをク
リックします。ポップアップ ウィンドウに、詳
細とトラブルシューティングのヒントが表示さ
れます。収集問題の一般的な原因は次のとおり
です。
• デバイス SNMP クレデンシャルが間違って
いる。
• Cisco EPN Manager 展開がライセンスで許可
されているデバイスの数を上回っている。
• デバイスがスイッチ パス トレース専用に
なっている。
デバイスタイプがサポートされていない場合は、
その [デバイス タイプ（Device Type）] が [不明
（Unknown）] になります。そのデバイス タイプ
のサポートが Cisco.com で提供されているかを
チェックするには、[管理（Administration）] >
[ライセンスおよびソフトウェアアップデート
（Licenses and Software Updates）] > [ソフトウェ
アアップデート（Software Update）] を選択して
から、[更新の確認（Check for Updates）] をク
リックします。
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不明

Cisco EPN Manager デバイスをチェックします。
は、デバイスに接続
できません。

デバイスのメンテナンス状態の切り替え
デバイスの管理ステータスが [メンテナンス（Maintenance）] に変更されると、Cisco EPN
Manager はデバイスのインベントリ変更用のポーリング操作も、デバイスで生成されたトラッ
プまたは Syslog の処理も行わなくなります。ただし、Cisco EPN Manager は引き続き既存のリ
ンクを維持し、デバイスの到達可能性をチェックします。
すべての管理状態おび対応するアイコンのリストについては、デバイスの到達可能性状態と管
理状態 （76 ページ）を参照してください。

ステップ 1 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] テーブルで、[管理状態（Admin State）] > [メンテナンス ス
テートに設定（Set to Maintenance State）] の順に選択します。
ステップ 2 デバイスを完全な管理状態に戻すには、[管理状態（Admin State）] > [管理対象状態に設定（Set to Managed
State）] の順に選択します。
（注）

[メンテナンス状態をスケジュール（Schedule Maintenance State）] および [管理状態をスケジュー
ル（Schedule Managed State）] オプションを使用して、特定の日時にメンテナンスを行い、特定の
日時に管理状態に戻すようにデバイスをスケジュールすることもできます。

追加されたデバイスの検証と問題のトラブルシューティ
ング
ディスカバリ プロセスをモニタするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ディスカバリ プロセスを確認するには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ディスカバリ（Discovery）] を選択します。
ステップ 2 ジョブ インスタンスを展開して詳細を表示し、次の各タブをクリックして、そのデバイスのディスカバリ
に関する詳細を表示します。
• [到達可能（Reachable）]：ICMP を使用して到達したデバイス。デバイスは到達可能ですが、モデル化
されていない可能性があります。これは、ディスカバリを使用したデバイスの追加 （49 ページ）で
示されているように、さまざまな理由で発生する可能性があります。このタブの情報から問題がない
か確認してください。
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• [フィルタ済み（Filtered）]：カスタマイズされたディスカバリ設定に従ってフィルタ処理されたデバ
イス。
• [ping で到達可能（Ping Reachable）]：ICMP ping で到達可能だったものの、SNMP を使用して通信でき
なかったデバイス。これには、複数の理由（無効な SNMP クレデンシャル、SNMP がデバイスで有効
になっていない、ネットワークで SNMP パケットが廃棄されたなど）が原因が考えられます。
• [到達不能（Unreachable）]：障害により ICMP ping に応答しなかったデバイス。
• [不明（Unknown）]：Cisco EPN Manager は、ICMP または SNMP によってデバイスに接続できません。
（注）

TL1 プロトコルを使用するデバイスの場合は、ノード名にスペースが含まれないようにしてくだ
さい。そうでない場合、接続障害が発生します。

ステップ 3 デバイスが正常に Cisco EPN Manager に追加されたことを確認するには、[インベントリ（Inventory）] >
[デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] の順に選択します。
次のアクションを実行します。
• 追加したデバイスがリストに表示されていることを確認します。Cisco EPN Manager がデバイスから収
集したデバイス設定とソフトウェア イメージを表示するには、デバイス名をクリックします。
• [インベントリ収集ステータス（Inventory Collection Status）] フィールドの上にマウス カーソルを合わ
せ、表示されるアイコンをクリックすると、デバイスから収集された情報の詳細が表示されます。
• デバイスの到達可能性ステータスの列と管理者ステータスの列を確認します。デバイスの到達可能性
状態と管理状態 （76 ページ）を参照してください。
デバイス情報を編集する必要がある場合は、基本的なデバイス プロパティの変更 （384 ページ）を参照し
てください。
Cisco EPN Manager がデバイスをサポートしていることを確認するには、Cisco Evolved Programmable Network
Manager のサポート対象デバイスを参照してください。
Cisco EPN Manager がデバイスをサポートしていることを確認するには、[設定（Settings）] アイコン（
をクリックし、[サポートされているデバイス（Supported Devices）] を選択します。

）

インベントリ収集またはディスカバリの問題があるデバイスの検索
クイック フィルタを使用して、ディスカバリまたは収集の問題があるデバイスを特定します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）] を選択して [ネットワークデバイス（Network Devices）] ページを開きます。
ステップ 2 テーブルの左上にある [表示（Show）] ドロップダウンに [クイック フィルタ（Quick Filter）] がリストさ
れていることを確認します。
ステップ 3 [最終インベントリ収集ステータス（Last Inventory Collection Status）] の下にあるクイックフィルタフィー
ルドにカーソルを置き、表示されるドロップダウンリストからステータスを選択します。選択したステー

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
79

インベントリの管理
デバイス モデリングの再試行ジョブ

タスに応じてデバイスがフィルタリングされます。トラブルシューティング手順については、追加された
デバイスの検証と問題のトラブルシューティング （78 ページ）を参照してください。

デバイス モデリングの再試行ジョブ
デバイスの検出中に特定の一時的な状態により、デバイスの [最終インベントリ収集ステータ
ス（Last Inventory Collection Status）] 値が [警告付き完了（Completed with Warning）] と表示さ
れる場合があります。この場合、これらのデバイスの障害が発生した機能は、[障害が発生し
た機能の同期（Failed Feature Sync）] を使用して自動的に回復します。

（注）

[警告付き完了（Completed with Warning）] 状態は、デバイスが [完了（Completed）] 状態に移
行して Cisco EPN Manager から使用できるようになっても、障害が発生しているために特定の
機能が使用できない場合に示されます。障害が発生した機能は具体的に一覧表示され、ユーザ
が推奨処置を実行することで回復できます。

（注）

• [障害が発生した機能の同期（Failed Feature Sync）] ジョブは、[警告付き完了（Completed
with Warning）] 状態のデバイスのみを対象に、特定の回復可能な障害（タイムアウト エ
ラーなど）に対して使用されます。永続的なエラーまたはシステムベースのエラー（ユー
ザ認証エラーや不明なエラーなど）は自動回復できません。エラー シナリオの詳細につい
ては、管理チームにお問い合わせください。
• [同期失敗（Failed Feature Sync）] ジョブは、Cisco EPN Manager 3.0 以降のバージョンでの
み機能します。以前のバージョンの Cisco EPN Manager ですでに [警告付き完了（Completed
with Warning）] 状態になっていたデバイスを 3.0 以降のバージョンにアップグレードした
場合、ユーザは [同期失敗（Failed Feature Sync）] ジョブを有効にする前に、デバイスの再
同期を手動で実行する必要があります。ユーザは手動で再同期する代わりに、日次同期
ジョブで再同期が自動的に行われるのを待機することもできます。詳細については、シス
テム ジョブについて （987 ページ）の [スイッチインベントリ（Switch Inventory）] ジョブ
を参照してください。
[障害が発生した機能の同期（Failed Feature Sync）] ジョブ（[管理（Administration）] > [ダッ
シュボード（Dashboard）] > [ジョブダッシュボード（Job Dashboard）] に移動し、左側のサ
イドバーで [システムジョブ（System Jobs）] > [インベントリおよびディスカバリジョブ
（Inventory and Discovery Jobs）] を選択）は、システムが過負荷状態にならないようにデフォ
ルトで無効になっており、ユーザが手動で有効にする必要があります。デフォルトのジョブ間
隔（30 分）は [スケジュールの編集（Edit Schedule）] オプションを使用して編集できますが、
緊急時を除き、短縮した間隔でジョブを実行することはお勧めしません。
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（注）

[警告付き完了（Completed with Warning）] 状態のデバイスの数が多い場合は、[障害が発生し
た機能の同期（Failed Feature Sync）] ジョブをできるだけ低い頻度で実行することをお勧めし
ます。
また、Cisco EPN Manager には、[警告付き完了（Completed with Warning）] 状態のデバイスに
対して、エラーを解決してデバイスを [完了（Completed）] 状態に移行するためにユーザが実
行できる追加手順が用意されています。[ネットワークデバイス（Network Devices）] テーブル
でデバイスを特定し、[最新のインベントリ収集ステータス（Last Inventory Collection Status）]
列でデータの横にある [i] アイコンをクリックします。ポップアップ ウィンドウに、詳細とト
ラブルシューティングのヒント（[障害（Failure）]、[影響（Impact）]、[考えられる原因（Possible
Causes）]、および [推奨アクション（Recommended Actions）]）が表示されます。ユーザが推
奨アクションを実行した後、デバイスを手動同期（「誤ったCLIクレデンシャル（Wrong CLI
credentials）」などのエラーに適用可能）によって [完了（Completed）] 状態に移行させること
も、次回の [障害が発生した機能の同期（Failed Feature Sync）] ジョブで自動的に回復させるこ
ともできます。
[警告付き完了（Completed with Warning）] のシナリオと対応する推奨アクションの一部を次に
示します。
表 8 : [警告付き完了（Completed with Warning）] 状態のシナリオ

考えられる原因

推奨処置

デバイスへの接続に失敗した

デバイスが着信 CLI/SNMP 接続を受け入れる
ことを確認し、再試行します。

デバイスへの接続が切断される

デバイスが着信 CLI/SNMP 接続を受け入れる
ことを確認し、再試行します。

データ制限を超えた

収集エラー：インベントリ ログを使用して管
理者に問い合わせてください。

TL1 プロトコルの予期しない状態

デバイスが着信 TL1 接続を受け入れることを
確認し、再試行します。

HTTP プロトコルの一般的な予期しない状態

デバイスが着信 HTTP 接続を受け入れること
を確認し、再試行します。

NETCONF/XML からの取得中にエラーが発生 NETCONF/XML が設定されていることを確認
した
し、再試行します。
NETCONF によって RPC エラーが報告された 収集エラー：インベントリ ログを使用して管
理者に問い合わせてください。
CLI_SESSION_SCRIPT ドキュメントでエラー デバイスが新しい CLI セッションを受け入れ
が発生した
ることを確認し、再試行します。
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考えられる原因

推奨処置

セッションのセットアップ時または切断時の デバイスが新しい CLI セッションを受け入れ
エラーを示すパターンに一致した
ることを確認し、再試行します。
デバイスに到達できない

インベントリ ログを管理者に問い合わせてく
ださい。

デバイスとの通信の試行中にフェールセーフ デバイスの応答性と負荷を確認します。
タイムアウトが発生した
デバイスとの通信の試行中にタイムアウトが デバイスに設定されたタイムアウトによって
発生した
CLI 接続が停止されないことを確認し、再試
行します。
SNMP GET 要求に対する応答がない

デバイスが着信 SNMP 要求を受け入れること
を確認し、再試行します。

SNMP Get 要求の実行に失敗した

デバイスが着信 SNMP 要求を受け入れること
を確認し、再試行します。

SNMP Get 要求の応答エラー

デバイスが着信 SNMP 要求を受け入れること
を確認し、再試行します。

CSV ファイルへのデバイス情報のエクスポート
デバイス リストをファイルにエクスポートすると、すべてのデバイス情報が CSV ファイルに
エクスポートされます。次に、選択したパスワードを使用してファイルが圧縮され、暗号化さ
れます。エクスポートしたファイルには、デバイスの SNMP クレデンシャル、CLI 設定、およ
び地理的座標に関する情報が含まれています。エクスポートされたファイルにはデバイスのク
レデンシャルが含まれていますが、クレデンシャルのプロファイルは含まれていません。

注意

CSV ファイルにはエクスポートしたデバイスのすべてのクレデンシャルのリストが含まれるた
め、十分に注意して使用してください。デバイスのエクスポートは特殊な権限を持つユーザの
みが実行できるようにする必要があります。
Cisco EPN Manager は、オペレーティングシステムのデフォルトの zip ユーティリティを使用し
て、エクスポートされたファイルを開くための ZipCrypto 暗号化方式をサポートしています。
ZipCrypto 暗号化方式を有効にするには、 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [シ
ステム設定（System Settings）] > [インベントリ（Inventory）] > [インベントリ（Inventory）]
を選択し、[「エクスポートデバイス」用の ZipCrypto 暗号化の有効化（Enable ZipCrypto encryption
for 'Export Device'）] チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このオプションは無
効になっています。
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ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] を選択します。
ステップ 2 エクスポートするデバイスを選択し、[デバイスのエクスポート（Export Device）] を選択します（または、
をクリックして [デバイスのエクスポート（Export Device）] を選択します）。
ステップ 3 [デバイスのエクスポート（Export Device）] ダイアログボックスで、エクスポートされた CSV ファイルを
暗号化するために使用するパスワードを入力します。ユーザはエクスポートされたファイルを開くのにこ
のパスワードを指定する必要があります。
ステップ 4 パスワード、確認パスワード、またはエクスポートファイル名を入力し、[エクスポート（Export）] をク
リックします。ブラウザの設定によっては、圧縮したファイルを保存したり、開くことができます。

簡単な管理と設定のためのデバイス グループの作成
• グループの仕組み （83 ページ）
• ユーザ定義のデバイス グループの作成 （88 ページ）
• ロケーション グループの作成 （90 ページ）
• ポート グループの作成 （92 ページ）
• グループのコピーの作成 （93 ページ）
• メンバーがいないグループの非表示 （93 ページ）
• グループの削除 （94 ページ）
デバイスを論理グループに編成すると、デバイスの管理、モニタリング、設定が簡素化されま
す。グループに操作を適用できるため、グループ化によって時間が節約され、ネットワーク全
体で設定が一貫して適用されます。すべてのデバイスを同じ設定で構成できる小規模の構成で
は、ただ 1 つの一般的なデバイス グループを作成するだけで済みます。グループ化メカニズム
は、サブグループもサポートしています。これらのグループは、多くの Cisco EPN Manager GUI
ウィンドウに表示されます。
デバイスが Cisco EPN Manager に追加されると、[未定義（Unassigned）] という名前のロケー
ション グループに割り当てられます。多数のデバイスを管理している場合は、デバイスを他の
グループに移動して、[未定義（Unassigned）] のグループ メンバーシップが大きくなりすぎな
いようにしてください。

グループの仕組み
グループは、デバイスやポートなどのネットワーク要素の論理コンテナです。たとえば、デバ
イスの種類や場所など、展開に固有のグループを作成できます。新しいデバイスが条件に一致
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する場合に自動的に追加されるようにグループを設定することも、手動でデバイスを追加する
こともできます。
特定のタイプのグループについては、関連項目 ネットワーク デバイス グループ （84 ページ）
および ポート グループ （86 ページ） を参照してください。
グループに要素を追加する方法については、グループに要素を追加する方法：動的、手動、お
よび混在グループ （87 ページ） を参照してください。

ネットワーク デバイス グループ
次の表に、サポートされているネットワーク デバイス グループのタイプを示します。デバイ
ス グループにはインベントリからアクセスできます。
ネットワー メンバーシップの条件
ク デバイ
ス グルー
プの種類
デバイスタ
イプ
（Device
Type）

デバイスはファミリごとにグループ化されます（たとえば、オ いいえ
プティカル ネットワーキング、ルータ、スイッチおよびハブな
ど）。各デバイス ファミリの下で、デバイスはさらにシリーズ
ごとにグループ化されます。新しいデバイスは、適切なファミ
リおよびシリーズ グループに自動的に割り当てられます。たと
えば、Cisco ASR 9006 は、ルータ（ファミリ）および Cisco ASR
9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ（シリーズ）
に属します。
次の点に注意してください。
• デバイス タイプ グループを作成することはできません。こ
れらはシステム定義の動的グループです。代わりに、デバ
イス基準を使用してユーザ定義のグループを作成し、適切
なデバイス名を付けます。
• デバイス タイプ グループはネットワーク トポロジ マップ
には表示されません。
• [Cisco EPN Manager] で検出されたサポート対象外のデバイ
スには [サポート対象外のシスコデバイス（Unsupported Cisco
Device）] デバイスタイプが自動的に割り当てられ、[デバ
イスタイプ（Device Type）] > [サポート対象外のシスコデ
バイスファミリ（Unsupported Cisco Device Family）] に表
示されます。
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ロケーショ ロケーション グループを使用して、ロケーションごとにデバイ はい
ン
スをグループ化できます。デバイスを手動で追加するか、また
（Location） はデバイスを動的に追加して、ロケーション グループの階層
（シアター、国、地域、キャンパス、ビルディング、フロアな
ど）を作成できます。
デバイスは 1 つのロケーション グループのみに表示されるはず
ですが、上位レベルの「親」グループにもそのデバイスが含ま
れています。たとえば、ビルディングのロケーション グループ
に属するデバイスは、親のキャンパス グループにも間接的に属
している場合があります。
デフォルトでは、階層の上位のロケーションが [すべてのロケー
ション（All Locations）] グループとなります。ロケーションに
割り当てられていないデバイスはすべて、[すべてのロケーショ
ン（All Locations）] の下の [未割り当て（Unassigned）] グルー
プに表示されます。
ユーザ定義 デバイスは、デバイスおよびロケーション条件のカスタマイズ ○
（User
可能な組み合わせによってグループ化されます。グループ名を
Defined） カスタマイズして、必要なデバイスおよびロケーション基準を
使用できます。
ロケーショングループのインポート
[ネットワークデバイスグループ（Network Device Groups）] ページで、CSV ファイルを使用し
てロケーショングループをインポートできます。Cisco EPN Manager に追加するグループのす
べての属性のリストが示される CSV ファイルを使用してロケーション グループをインポート
するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネットワークデバイスグループ
（Network Device Groups）] の順に選択します。
ステップ 2 [グループのインポート（Import Groups）] ボタンをクリックします。[グループのインポート（Import
Groups）] ダイアログが開きます。
ステップ 3 表示されたダイアログの下部にある [こちら（here）] をクリックしてサンプルテンプレートをダウンロー
ドします。CSV ファイルを作成し、テンプレート内の形式と情報をガイドとして使用して、グループの名
前、親階層、場所の設定、物理アドレス、緯度および経度の詳細を入力します。CSV ファイルを保存しま
す。
ステップ 4 [グループのインポート（Import Groups）] ダイアログで [参照（Browse）] をクリックし、インポートする
グループが含まれている CSV ファイルを選択します。
ステップ 5 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）]
を選択し、[グループのインポート（Import Groups）] をクリックしてジョブのステータスを表示します。
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ロケーショングループのエクスポート（Export Location Groups）
ロケーショングループの情報を CSV ファイルとしてエクスポートするには、次の手順を実行
します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネットワークデバイスグループ
（Network Device Groups）] の順に選択します。
ステップ 2 [グループのエクスポート（Export Groups）] ボタンをクリックします。[グループのエクスポート（Export
Groups）] ダイアログが開きます。
ステップ 3 目的の場所に CSV ファイルを保存します。CSV ファイルには、グループ名、親階層、場所の設定、物理ア
ドレス、緯度、経度などの詳細が示されます。

ポート グループ
次の表に、サポートされているポート グループのタイプを示します。
ポート グルー メンバーシップの条件
プの種類

ユーザが作成また
は編集できるか

ポート タイプ ポートの種類、速度、名前、または説明ごとにグループ
（Port Type） 化されます。新しいデバイスのポートは、適切なポート
グループに自動的に割り当てられます。

いいえ。代わり
に、ユーザ定義グ
ループを作成しま
す。

ポート タイプのグループは作成できません。代わりに、
デバイス基準を使用してユーザ定義グループを作成し、
ユーザ定義グループの下にサブグループを作成します。
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システム定義 ポートの使用状況または状態別にグループ化されます。 いいえ。代わり
（System
新しいデバイスのポートは、適切なポート グループに自 に、ユーザ定義グ
Defined）
動的に割り当てられます。
ループを作成しま
す。
[リンクポート（Link Ports）]：別のシスコ デバイスまた
は他のネットワーク デバイスに接続され、「VLAN」モー
ドで動作し、VLAN に割り当てられるポート。
[トランクポート（Trunk Ports）]：シスコ デバイスまたは
他のネットワーク デバイス（スイッチ、ルータ、ファイ
アウォール、サードパーティ デバイス）に接続され、す
べてのVLANのトラフィックを伝送する「トランク」モー
ドで動作しているポート。
ポートのステータスがダウンすると、そのポートは [未接
続ポート（Unconnected Port）] グループに自動的に追加さ
れます。このグループ内のポートを削除することはでき
ません。また、このグループを他のグループのサブグルー
プとして再作成することはできません。
ワイヤレス デバイスおよびデータセンター デバイスは、
AVC 設定済みインターフェイス、UCS インターフェイ
ス、UCS アップリンク インターフェイス、WAN インター
フェイスなど、その他のシステム定義のポート グループ
を使用します。
システム定義のポート グループは作成できません。代わ
りに、デバイス基準を使用してユーザ定義グループを作
成し、ユーザ定義グループの下にサブグループを作成し
ます。
（注）

ユーザ定義
（User
Defined）

[WAN インターフェイス（WAN Interfaces）] は
スタティックグループであるため、自動ポート
の追加は適用されません。したがって、手動で
グループにポートを追加する必要があります。

ポート基準のカスタマイズ可能な組み合わせによってグ 対応
ループ化され、グループに名前を付けることができます。
グループが動的でポートが条件に一致する場合は、その
グループに追加されます。

グループに要素を追加する方法：動的、手動、および混在グループ
グループに要素を追加する方法は、グループが動的か、手動か、混在かによって異なります。
デバイスの追加方法 説明

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
87

インベントリの管理
グループおよび仮想ドメイン

動的

要素がグループ基準を満たしている場合、Cisco EPN Manager はグルー
プに新しい要素を自動的に追加します。指定できるルールの数に制限は
ありませんが、ルールを追加するにしたがい更新のパフォーマンスに影
響が及ぶ場合があります。

手動

グループの作成時またはグループの編集時に、ユーザは手動で要素を追
加します。

混合

要素は、動的ルールと手動追加の組み合わせによって追加されます。

親/子のユーザ定義グループおよびロケーション グループにおけるデバイスの継承は次のとお
りです。
• ユーザ定義グループ：子グループを作成する場合：
• 親グループと子グループの両方がダイナミックの場合、子グループは親グループ内の
デバイスにのみアクセスできます。
• 親グループが静的で、子グループが動的である場合、子グループは親グループ外のデ
バイスにアクセスできます。
• 親グループと子グループが動的かつ静的である場合、子グループは親のデバイス グ
ループからデバイスを「継承」します。
• ロケーション グループ：親グループは子のグループ デバイスを継承します。

グループおよび仮想ドメイン
グループは要素の論理コンテナですが、要素へのアクセスは仮想ドメインによって制御されま
す。次の例は、グループと仮想ドメインの関係を示しています。
• SanJoseDevices という名前のグループに 100 台のデバイスが含まれています。
• NorthernCalifornia という名前の仮想ドメインに 400 台のデバイスが含まれています。こ
れらのデバイスはさまざまなグループに属しており、SanJoseDevices グループのデバイス
が 20 台含まれています。
NorthernCalifornia 仮想ドメインにアクセスできるユーザは、SanJoseDevices グループの 20 台
のデバイスにアクセスできますが、このグループ内の他の 80 台のデバイスにはアクセスでき
ません。詳細については、デバイスへのユーザ アクセスを制御するための仮想ドメインの作成
（1034 ページ）を参照してください。

ユーザ定義のデバイス グループの作成
新しいデバイス タイプ グループを作成するには、ユーザ定義グループのメカニズムを使用し
ます。デバイス タイプ グループは Cisco EPN Manager 全体で使用される特殊なカテゴリである
ため、このメカニズムを使用する必要があります。作成するグループが [ユーザ定義（User
Defined）] カテゴリに表示されます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
88

インベントリの管理
ユーザ定義のデバイス グループの作成

（注）

Cisco ASR サテライトは、ロケーション グループにのみ所属できます。詳細については、Cisco
EPN Manager でのサテライトの考慮事項 （329 ページ）を参照してください。
新しいグループを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネットワークデバイスグループ
（Network Device Groups）] の順に選択します。
ステップ 2 [[デバイスグループ（Device Groups）]] ペインで [+]（追加）アイコンをクリックし、[ユーザ定義グループ
の作成（Create User Defined Group）] を選択します。
ステップ 3 グループの名前と説明を入力します。他のユーザ定義デバイス タイプ グループが存在する場合、[親グルー
プ（Parent Group）] ドロップダウン リストからグループを選択することで、そのグループを親グループと
して設定できます。親グループを選択しなかった場合は、新しいグループが [ユーザ定義（User-Defined）]
フォルダに配置されます（デフォルト）。
ステップ 4 次のように、デバイスを新しい グループに追加します。
条件を満たすデバイスを自動的に追加する場合は、[デバイスを動的に追加（Add Devices Dynamically）] 領
域に条件を入力します。IP アドレスの特定の範囲内に入るデバイスをグループ化するには、角カッコ内に
その範囲を入力します。たとえば、次を指定できます。
• IPv4-10.[101-155].[1-255].[1-255] および 10.126.170.[1-180]
• IPv6-2014::5217:[0000-ffff]:fe22:[1e40-1f41]
（注）

ダイナミック グループに指定できるルールの数に制限はありませんが、ルールの数が増えるとグ
ループの更新パフォーマンスが低下する可能性があります。

デバイスを手動で追加する場合は、次の手順を実行します。
1.

[デバイスを手動で追加（Add Devices Manually）] 領域を展開し、[追加（Add）] をクリックします。

2.

[デバイスの追加（Add Devices）] ダイアログボックスで、追加するデバイスのチェックボックスをオ
ンにして、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5 [プレビュー（Preview）] タブをクリックしてグループのメンバーを表示します。
ステップ 6 [保存（Save）] をクリックします。
ステップ 3 で選択したフォルダに新しいデバイス グループが表示されます。
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ロケーション グループの作成
（注）

Cisco ASR サテライトは、ロケーション グループにのみ属することができます。詳細について
は、Cisco EPN Manager でのサテライトの考慮事項 （329 ページ）を参照してください。
ロケーション グループを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネットワークデバイスグループ
（Network Device Groups）] の順に選択します。
ステップ 2 左側の [デバイス グループ（Device Groups）] ペインで、[追加（Add）] アイコンをクリックし、[ロケー
ション グループの作成（Create Location Group）] を選択します。
ステップ 3 名前と説明を入力し、[親グループ（Parent Group）] ドロップダウンリストからグループを選択します。デ
フォルトでは、[すべてのロケーション（All Locations）] のサブグループになります（つまり、[すべての
ロケーション（All Locations] フォルダに表示されます）。
ステップ 4 たとえば、特定の住所のビルディングにあるすべてのデバイスなど、地理的なロケーションに基づいてデ
バイス グループを作成する場合は、[地理的なロケーション（Geographical Location）] チェックボックスを
オンにしてグループの GPS 座標を指定するか、または [マップの表示（View Map）] リンクをクリックし、
マップ内の必要な場所をクリックします。この場合は、GPS座標が自動的に入力されます。地理的なロケー
ションで定義されたロケーション グループは、Geo マップのグループ アイコンで表されます。グループに
追加するデバイスは、そのグループの GPS 座標を継承します。詳細については、Geo マップのデバイス グ
ループ （247 ページ） を参照してください。地理的なロケーションが一連のデバイスをグループ化する主
たる理由の場合は、グループに追加するデバイスに、そのグループとは異なる独自の GPS 座標を持たせな
いことを推奨します。
ステップ 5 特定の基準を満たしている場合にデバイスが自動的に追加されるようにするには、[デバイスを動的に追加
（Add Devices Dynamically）] 領域に基準を入力します。それ以外の場合は、この領域を空欄のままにしま
す。
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ダイナミック グループに指定できるルールの数に制限はありませんが、ルールの数が増えると、グループ
更新のパフォーマンスが低下する可能性があります。
ステップ 6 デバイスを手動で追加する場合は、次の手順を実行します。
a)

[デバイスを手動で追加（Add Devices Manually）] で、[追加（Add）] をクリックします。

b) [デバイスの追加（Add Devices）] ダイアログボックスで、追加するデバイスを見つけて、[追加（Add）]
をクリックします。
ステップ 7 [プレビュー（Preview）] タブをクリックして、グループ メンバーを確認します。
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ステップ 8 [保存（Save）] をクリックすると、ステップ 3 で選択したフォルダ（デフォルトでは [すべてのロケーショ
ン（All Locations）]）の下に新しいロケーション グループが表示されます。

Maps GUI を起動して建物をクリックします。
ロケーショングループを編集する場合は、次の条件を満たしている場合にグループタイプを変
更できます。
• グループ タイプがデフォルト。
• グループにサブグループがない。

ポート グループの作成
ポート グループを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ポート グループ（Port Groups）]
を選択します。
ステップ 2 [ポートグループ（Port Groups）] > [ユーザ定義（User Defined）] から、[ユーザ定義（User Defined）] の
横にある [i] アイコンの上にカーソルを置き、ポップアップウィンドウの [サブグループの追加（Add
SubGroup）] をクリックします。
ステップ 3 名前と説明を入力し、[親グループ（Parent Group）] ドロップダウンリストからグループを選択します。デ
フォルトでは、ポート グループは [ユーザ定義（User Defined）] フォルダに配置されます。
ステップ 4 グループに追加するためにポートが属している必要があるデバイスを選択します。[デバイスの選択（Device
Selection）] ドロップダウンリストから、次を選択できます。
• [デバイス（Device）]：すべてのデバイスのフラット リストからデバイスを選択します。
• [デバイス グループ（Device Group）]：デバイス グループを選択します（[デバイス タイプ（Device
Type）]、[ロケーション（Location）]、および [ユーザ定義（User Defined）] グループのリストが表示
されます）。
ステップ 5 条件を満たしている場合にポートが自動的に追加されるようにするには、[ポートを動的に追加（Add Ports
Dynamically）] 領域にその条件を入力します。それ以外の場合は、この領域を空欄のままにします。
ダイナミックグループに指定できるルールの数に制限はありませんが、ルールの数が増えると、グループ
更新のパフォーマンスが低下する可能性があります。
ステップ 6 デバイスを手動で追加する場合は、次の手順を実行します。
a)

[ポートを手動で追加（Add Port Manually）] で、[追加（Add）] をクリックします。

b) [ポートの追加（Add Devices）] ダイアログボックスで、追加するデバイスを見つけて、[追加（Add）]
をクリックします。
ステップ 7 [プレビュー（Preview）] タブをクリックして、グループ メンバーを確認します。
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ステップ 8 [保存（Save）] をクリックすると、ステップ 3 で選択したフォルダ（デフォルトでは [ユーザ定義（User
Defined）]）の下に新しいポート グループが表示されます。

グループのコピーの作成
グループの複製を作成すると、Cisco EPN Manager はデフォルトでそのグループに
CopyOfgroup-name という名前を付けます。名前は必要に応じて変更できます。
グループを複製するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネットワークデバイスグループ
（Network Device Groups）] の順に選択します。
ステップ 2 左側の [デバイス グループ（Device Groups）] ペインから、グループを選択します。
ステップ 3 コピーするデバイス グループを見つけ、その横にある [i] をクリックするとポップアップ ウィンドウが開
きます。
ステップ 4 [グループの複製（Duplicate Group）] をクリックし（この時点では変更を加えない）、[保存（Save）] をク
リックします。Cisco EPN Manager によって CopyOfgroup-name という新しいグループが作成されます。
ステップ 5 ユーザ定義のデバイス グループの作成 （88 ページ）とロケーション グループの作成 （90 ページ）の説
明に従ってグループを設定します。
ステップ 6 [プレビュー（Preview）] タブをクリックし、グループメンバーを調査して、グループの設定を確認しま
す。
ステップ 7 [保存（Save）] をクリックして、グループを保存します。

メンバーがいないグループの非表示
デフォルトでは、グループにメンバーが存在しなくても、Cisco EPN Manager は Web GUI にグ
ループを表示します。管理者権限を持つユーザが、この設定を変更して空のグループが非表示
になる、つまり Web GUI に表示されないようにすることができます。（非表示グループは
Cisco EPN Manager から削除されません）。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[インベント
リ（Inventory）] > [グループ化（Grouping）] を選択します。
ステップ 2 [メンバーが存在しないグループの表示（Display groups with no members）] をオフにし、[保存（Save）] を
クリックします。
グループやデバイスが多数ある場合は、[メンバーが存在しないグループの表示（Display groups with no
members）]チェックボックスをオンのままにすることをお勧めします。これをオフにすると、システムの
パフォーマンス速度が低下します。
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グループの削除
削除するグループにメンバーが含まれていないことを確認します。メンバーが含まれている場
合、Cisco EPN Manager で操作を続行することはできません。
ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネットワークデバイスグループ
（Network Device Groups）] の順に選択します。
ステップ 2 削除するデバイス グループを左側の [デバイス グループ（Device Groups）] ペインで見つけ、その横にあ
る [i] をクリックするとポップアップ ウィンドウが開きます。
ステップ 3 [グループの削除（Delete Group）] をクリックし、[OK] をクリックします。

デバイスの削除
デバイスを削除すると、Cisco EPN Manager でそのデバイスのモデリングおよびモニタリング
は行われなくなります。
始める前に
デバイスに Cisco EPN Manager を使用してプロビジョニングされたサービスがある場合は、デ
バイスを削除する前にそれらのサービスを削除する必要があります。ただし、デバイス自体で
検出またはプロビジョニングしたサービス（つまり、Cisco EPN Manager によって作成されて
いないサービス）があっても、デバイスの削除は可能です。デバイス上のサービスを検索する
には、[デバイス360（Device 360）] ビューを使用します（特定のデバイスの回線/VC の表示 （
817 ページ）を参照）。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）] を選択して [ネットワークデバイス（Network Devices）] ページを開きます。
ステップ 2 削除するデバイスを見つけます。たとえば、[デバイスグループ（Device Groups）] リスト内を移動したり、
[クイックフィルタ（Quick Filter）] ボックスにテキストを入力したりできます。
ステップ 3 デバイスを選択し、[デバイスの削除（Delete device）] アイコンをクリックします。

既存のネットワーク装置（NE）の置換
既存のネットワーク装置（NE）を、古いデバイスとまったく同じ新しいネットワーク装置に
置き換えるには、次の手順を実行します。
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ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ（Configuration
Archive）] を選択し、[完了（Completed）] 状態になったときに置換する必要があるデバイスの設定バック
アップを取得します。
ステップ 2 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）] を選択し、置換する必要があるデバイスのデバイスの状態を [メンテナンス（Maintenance）] に
変更します。
ステップ 3 古いハードウェアと同じスロットにインストールされた RP およびラインカードを含めて、ネットワーク
装置（NE）を同じハードウェアに置き換えます。
ステップ 4 古いハードウェアを接続したのと同じ方法で、新しいハードウェアを管理ポートに再接続します。
ステップ 5 新しいデバイスの基本管理設定を、古いデバイスと同じように設定します。たとえば、[管理IP（Management
IP）]、[サブネット（Subnet）]、[ホスト名（Hostname）] などです。
ステップ 6 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ（Configuration
Archive）] を選択し、新しいデバイス上の古いデバイスから設定バックアップを [ロールバック（Roll Back）]
します。
ステップ 7 [ネットワークデバイス（Network Devices）] ページで、デバイスの状態を [管理対象（Managed）] に変更
し、ステータスが [完了（Completed）] に変わるまで待機します。

次のタスク
すべての基本的なデバイス設定、サービス、パフォーマンス、および障害データがそのまま維
持されて、新しい設定が正しいことを確認します。
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デバイスの詳細の表示
次のトピックでは、ネットワーク デバイスに関する詳細情報を取得する方法について説明しま
す。また、ハードウェアとソフトウェアの詳細、CPU とメモリの使用率、一般的なデバイス
ヘルスなどを示すさまざまなデバイス レポートを生成することもできます。レポートの詳細に
ついては、デバイス レポート （363 ページ）を参照してください。インベントリ収集の詳細に
ついては、インベントリはどのように収集されていますか。 （59 ページ）を参照してくださ
い。
• デバイスの検索 （97 ページ）
• 基本デバイス情報を取得する：[デバイス 360（Device 360）] ビュー （98 ページ）
• デバイス 360 ビューからデバイスのローカル トポロジを表示する （104 ページ）
• ネットワークのハードウェア インベントリの表示 （105 ページ）
• 完全なデバイス情報の取得：[デバイスの詳細（Device Details）] ページ （105 ページ）
• [シャーシビュー（Chassis View）] を使用したデバイスの表示と管理 （109 ページ）
• デバイス ポートの表示 （120 ページ）
• デバイス インターフェイスの表示 （120 ページ）
• デバイス モジュールの表示 （126 ページ）
• 環境情報の表示（電源装置、ファン） （127 ページ）
• デバイス ネイバーの表示 （128 ページ）
• リンクの詳細情報の取得 （128 ページ）
• 回線/VC の表示 （129 ページ）
• サテライトの表示 （129 ページ）
• カスタム値用のユーザ定義フィールドの作成 （130 ページ）

デバイスの検索
デバイスを見つける最も簡単な方法は、[ネットワークデバイス（Networks Devices）] テーブ
ル（[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバ
イス（Network Devices）]）の上部に表示されるクイック検索テキスト ボックスを使用するこ
とです。デバイス名、IP アドレス、またはソフトウェアバージョンの文字列の一部を入力する
か、到達可能性、管理ステータス、およびインベントリ収集の値から選択できます。ユーザ定
義フィールドが作成されている場合は、ユーザ定義フィールドの値で検索することもできま

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
97

インベントリの管理
基本デバイス情報を取得する：[デバイス 360（Device 360）] ビュー

す。また、デバイスはデバイス グループに編成されており、[インベントリ（Inventory）] > [デ
バイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択し、
[デバイスグループ（Device Group）] リストからデバイス タイプを選択して表示できます。

基本デバイス情報を取得する：[デバイス 360（Device
360）] ビュー
[デバイス 360（Device 360）] ビューは、デバイス、そのインベントリ、およびそのステータス
に関するクイック情報を提供するポップアップ ウィンドウです。これには、デバイスのアラー
ム、モジュール、インターフェイス、ネイバー、およびシャーシが含まれます。
[デバイス 360（Device 360）] ビューを起動するには、次の手順を実行します。
• ほとんどすべてのデバイス テーブルの IP アドレスの横にある [i] アイコンをクリックしま
す。
• ネットワークトポロジで、拡張グループ内のデバイスをクリックしてから、[表示（View）]
をクリックします。
[デバイス 360（Device 360）] ビューで、ビューの上部にデバイスとパフォーマンスに関する一
般情報が示され、ビューの下部にあるタブにはより詳細なインターフェイス情報が示されま
す。[デバイス 360（Device 360）] ビューに表示される情報は、デバイスのタイプと設定によっ
て異なります。[デバイス 360（Device 360）] ビューが提供する情報は次のとおりです。
[デバイス 360（Device
説明
360）] ビューで提供される
情報
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一般情報とツール
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デバイス タイプ、その OS タイプとバージョン、その最新の設定
変更、およびその最新のインベントリ収集。アイコンは、デバイ
スのステータスを示しています。
（注）

• セキュア ドメイン ルータ（SDR）を収容する Cisco
NCS 6000 デバイスの [デバイス360（Device 360）]
ビューを開いている場合は、SDR の名前も表示さ
れます。
• Cisco Catalyst 6500 シリーズ デバイス用に [デバイ
ス360（Device 360）] ビューをデュアルおよびク
ワッドスーパバイザ仮想スイッチング システム
（VSS）で開いた場合、デバイスの冗長性状態、ス
イッチ モード、および運用の冗長性モードも表示
されます。

ポップアップウィンドウメニューを使用して、次のタスクを実行
することもできます。
• [自動更新（Auto-Refresh）]：デバイスのステータスとトラブ
ルシューティングをリアルタイムで更新する場合は、[更新
（Refresh）] アイコンをクリックしてオンデマンド更新を有
効にします。または、ドロップダウンリストから、自動更新
の間隔を 30 秒、1 分、2 分、または 5 分に設定することもで
きます。デフォルトでは、自動更新はオフになっています。
（注）

自動更新設定は、現在開いている[360°ビュー（360°
View）] ポップアップウィンドウにのみ適用されま
す。このビューを閉じてからもう一度開いた場合ま
たは別のビューを開いた場合は、デフォルトでは自
動更新がオフになります。

• トラブルシュート：ping またはトレースルートを実行して、
アラーム ブラウザを起動し、シスコ サポート ケースを開く
か、シスコサポートコミュニティから情報を取得します（[ア
クション（Actions）] メニュー）。
• パフォーマンス：デバイスの CPU とメモリをチェックしま
す（[表示（View）] > [パフォーマンスグラフ（Performance
Graphs）]）。
• トポロジ：ネットワーク トポロジとデバイスのローカル ト
ポロジを最大 3 ホップまで表示します（[アクション
（Actions）] メニュー）。
• デバイスのルーティング テーブルを確認します（[アクショ
ン（Actions）] メニュー）。
• [デバイスコンソール（Device Console）] を開き、デバイス上
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で実行するコマンドを入力します（[アクション（Actions）]
メニュー）。
（注）

Cisco EPN Manager では、各ユーザがデバイスコン
ソールに入力したコマンドの監査情報を保持してい
ます。この監査情報を確認するには、[管理
（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム
監査（System Audit）] > > の順に選択します。

• [今すぐ同期（Sync Now）] を使用して、デバイスのインベン
トリを収集し、データベースに保存します（[アクション
（Actions）] メニュー）。
• デバイスとの HTTP、HTTPS、SSH または Telnet セッション
を開きます（[アクション（Actions）] メニュー）。
• 光デバイス用の Cisco Transport Controller を起動します（[ア
クション（Actions）] メニュー）。
• 20 秒ごとのビューの自動更新を有効にします（[アクション
（Actions）] メニュー）。
• [再同期条件（Resync Conditions）]（[アクション（Actions）]
メニュー）を使用して、選択した NCS2k デバイスのうち重
要度が NA/NR のデバイスについて、状態を再同期できます。
• [デバイスの詳細（Order Details）] ページを開いてソフトウェ
ア イメージとコンフィギュレーション ファイルの管理に関
する詳細を表示し、デバイスのシャーシ ビューを使用します
（デバイス IP アドレス ハイパーリンクをクリックするか、
[表示（View）] > [詳細（Details）] を選択する）。
• [表示（View）] > [設定（Configuration）]を選択して [デバイ
ス360（Device 360）] ページから移動せずに、デバイスの設
定変更を実行するには、[設定（Configuration）] ページを直
接開きます。
（注）

このオプションは、設定変更を実行できるデバイス
で使用できます。たとえば、NCS 2K デバイスなど
です。

• 発生したアラームや回線、インターフェイス、およびモジュー
ルの現在のステータスなどの情報に基づいて別のデバイスと
対照比較するためのデバイスを選択します（[アクション
（Actions）] メニュー）。「デバイスの情報とステータスを
比較する」を参照してください。
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パフォーマンス データ

デバイスのパフォーマンスのさまざまな側面を反映したチャー
ト。デバイスに複数のメモリ プールが存在する場合は、[デバイ
ス 360（Device 360）] ビューにすべてのメモリ プールの平均使用
率が表示されます。個々のメモリ プールに関する情報を表示する
には、ネットワーク サマリー ダッシュボードでメモリ使用率ダッ
シュレットを使用します。「[ネットワーク サマリー（Network
Summary）] ダッシュボードの概要」を参照してください。

[アラーム（Alarms）] タブ 重大度、ステータス、および収集時刻を含む、デバイスの現在の
アラーム。アラーム ソースによっては、このタブから他の 360
ビューを起動することもできます。
[モジュール（Modules）]
タブ

名前、タイプ、状態、ポート、および場所を含む、デバイス上で
設定されたモジュール。

[インターフェイス
（Interfaces）] タブ

ステータス情報を含む、デバイス上で設定されたインターフェイ
ス。また、特定のインターフェイス用の [インターフェイス 360
（Interface 360）] ビューを起動することもできます。

[ネイバー（Neighbors）] タ Cisco Discovery Protocol（CDP）経由でこのデバイスに接続してい
ブ
る NE。選択されたデバイスで CDP がサポートされていない場合
は、このタブには何も表示されません。表示される情報には、デ
バイス タイプ、デバイス名、ローカル ポート、およびデバイス
ポートが含まれます。ポップアップトポロジマップにネイバーを
表示するには、[デバイス 360° ビュー（Device 360 View）] の右上
で [アクション（Actions）] > [Nホップトポロジ（N Hop Topology）]
を選択します（デバイス 360 ビューからデバイスのローカル トポ
ロジを表示する （104 ページ）を参照）。
[回路/VC（Circuit/VCs）]
タブ

デバイス上でプロビジョニングされた各回線の回線/VC 名、タイ
プ、顧客、ステータス、および作成日。また、特定の回線/VC 用
の [回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを起動することもでき
ます。

[衛星（Satellites）] タブ

クラスタ構成内の Cisco ASR 9000 デバイスの場合は、衛星の名
前、タイプ、説明、ステータス、IP アドレス、および MAC アド
レスが一覧表示されます。特定のサテライトの [サテライト360
（Satellite 360）] ビューを起動することもできます。

シビック ロケーション
（Civic Location）

デバイスの位置に関する地理的情報。

最近の変更

デバイス上で行われた最新の 5 つの変更。インベントリ、設定
（設定アーカイブ）、または SWIM（ソフトウェア イメージ）に
分類されます

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
102

インベントリの管理
デバイスの情報とステータスを比較する

デバイスに割り当てられた共有リスクリソースグループ（SRRG）
が一覧表示されます。このタブの [?] （[ヘルプ（help）]）アイコ
ンをクリックしてその凡例を表示します。SRRG に関する詳細に
ついては、「Geo マップでの共有リスク リソース グループ
（SRRG）の管理」を参照してください。

SRRG（SRRGs）

また、[アクション（Actions）] > [ネットワーク トポロジ（Network Topology）]（[デバイス
360（Device 360）] ビューの右上にある）を選択することにより、トポロジ マップに特定のデ
バイスを表示することもできます。

デバイスの情報とステータスを比較する
[比較ビュー（Comparison View）] ページでは、複数のデバイスの対照比較を実行できます。こ
のビューには、発生したアラーム、デバイス上のモジュール、インターフェイス、および回線
のステータス、最近実行された変更の概要などの情報が表示されます。デバイスを比較するに
は、次の手順を実行します。

ステップ 1 次のいずれかを選択して、[ネットワーク デバイス（Network Devices）] ページを開きます。
• [モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed Elements）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）]
• [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）]
ステップ 2 比較するデバイスごとに、次の手順を実行します。
a)

[IPアドレス（IP Address）] 列で [i]（情報）アイコンをクリックして、[デバイス 360（Device 360）]
ビューを開きます。

b) [アクション（Actions）] > [追加して比較（Add to Compare）] を選択します。
選択したデバイスがページの下部に表示されます。最大 4 つのデバイスを選択できます。
ステップ 3 [比較（Compare）] をクリックします。
[比較ビュー（Comparison View）] ページが開きます。
ステップ 4 ビューの上部にあるドロップダウン リストで、利用可能なすべての情報をビューに表示するか、デバイス
ごとに一意の情報だけを表示するかを指定します。
ステップ 5 [ビューのカスタマイズ（Customize View）] をクリックして、ビューに表示するカテゴリのチェックボック
スをオンにしてから、[保存（Save）] をクリックします。
デフォルトでは、すべてのカテゴリが選択されています。
ステップ 6 選択したカテゴリごとに提供される情報が表示されるようにページをスクロール ダウンします。
次の点に注意してください。
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• 比較ビューには、一度に 2 つのデバイスに関する情報しか表示されません。3 つ以上を選択した場合
は、現在表示されていないデバイスに切り替える必要があります。
• 選択したデバイスの順序を変更するには、ページの右上にある [並べ替え（Rearrange）] をクリックし
ます。
• 各デバイスの [表示（View）] メニューと [アクション（Actions）] メニューは、[デバイス 360（Device
360）] ビューで提供されるものと同じです。オプションを選択すると、対応するページが開きます。
• 必要に応じて、表示されるカテゴリを最小化または最大化できます。
• [比較ビュー（Comparison View）] は、回線および VC、インターフェイス、およびリンクでも利用で
きます。それぞれの 360 ビューからこれらの要素のいずれかを比較用に選択すると、対応するタブに
その要素が表示されます。これにより、必要に応じて要素のタイプを切り替えることができます。
• デバイスの比較を終了する場合は、ページの右上にある [戻る（Back）] をクリックしてから、ページ
の下部にある [すべての項目をクリア（Clear All Items）] をクリックします。他の要素タイプのタブが
表示されている場合は、それらのタブもクリアする必要があります。

デバイス 360 ビューからデバイスのローカル トポロジを
表示する
デバイス周辺のネットワーク トポロジを最大 3 つのホップまで表示するデバイス 360 ビューか
ら小規模なトポロジのウィンドウを起動できます。

ステップ 1 興味のあるデバイスのデバイス 360 ビューを開きます。
• ほとんどすべてのデバイス テーブルの IP アドレスの横にある [i] アイコンをクリックします。
• ネットワーク トポロジで、拡張グループ内のデバイスをクリックしてから、[表示（View）] をクリッ
クします。
ステップ 2 [アクション（Action）] ドロップダウン メニュー（デバイス 360 ビューの右上にある）から [N ホップ ト
ポロジ（N-Hop Topology）] を選択します。
ステップ 3 必要な情報が表示されるようにポップアップ ウィンドウを調整します。
• 編集アイコンをクリックします。
• [ホップ（Hop）] ドロップダウン リストから、ホップ カウント（1 ～ 3）を選択します。
• [レイアウト（Layout）] ドロップダウン リストから、トポロジ マップのレイアウトを選択します。
ステップ 4 変更を保存し、パン ツールとズーム ツールを使用して結果を表示します。
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ネットワークのハードウェア インベントリの表示
次の手順を使用して、ネットワーク内のすべてのデバイスに関する基本的なハードウェア情報
（製品名、物理ロケーション、シリアル番号、製造日など）を表示します。

ステップ 1 デバイスレベルの情報を表示する手順は次のとおりです。
1.

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークインベントリ
（Network Inventory）] を選択します。

2.

[クイックフィルタ（Quick Filter）] を使用して、特定のデバイスを検索します。たとえば、すべての
ASR デバイスのハードウェア情報を一覧表示するには、[製品名（Product Name）] フィールドに *ASR*
と入力します。

ステップ 2 要素レベルの情報を表示するには、次のいずれかの方法を使用します。
• [デバイスの詳細（Device Details）] ページから情報を取得します。完全なデバイス情報の取得：[デバ
イスの詳細（Device Details）] ページ （105 ページ）を参照してください。
• [シャーシビュー（Chassis View）] から情報を取得します。シャーシ ビューを開く （109 ページ）を参
照してください。
• ハードウェア レポートを実行します。デバイス レポート （363 ページ） を参照してください。

完全なデバイス情報の取得：[デバイスの詳細（Device
Details）] ページ
デバイスに関する最も包括的な情報については、[デバイスの詳細（Device Details）] ページを
参照してください。詳細なインベントリ情報と設定オプションが表示されます。
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[デバイスの詳細（Device Details）] ページを起動するには、次の手順を実行します。
• [デバイス360（Device 360）] ビューから：IP アドレスのハイパーリンクをクリックする
か、または [表示（View）] > [詳細（Details）] を選択します。
• ネットワーク デバイス テーブルから：デバイス テーブルのデバイス名のハイパーリンク
をクリックします。
ここに表示されるタブは、[シャーシビュー（Chassis View）] での選択によって異なります。
次の表でタブについて説明します。
タブ名

説明

シャーシ
ビュー
（Chassis
View）

選択された要素の状況に当てはまるインベントリ、サービス、およびアラーム情
報を提供します。また、設定、イメージ管理、および設定アーカイブ機能の起動
ポイントとしても機能します（論理要素を設定するには、[論理ビュー（Logical
View）] タブをクリックします）。
シャーシ ビュー機能の使用方法については、[シャーシビュー（Chassis View）]
ウィンドウの概要 （111 ページ）を参照してください。

論理ビュー 論理インベントリ情報を提供します。また、論理要素用の設定オプションも提供
（Logical します。
View）
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タブ名

説明

デバイスの
詳細
（Device
Details）

システム情報（環境、モジュール ポート、インターフェイス、およびその他の
設定）を提供します。[概要（Summary）] ページには、デバイスのすべての CPU
の平均使用率と、すべてのメモリ コンポーネントの平均使用率を示すグラフが
表示されます。

アラーム
デバイス、カード、またはポートで発生したアラームに関する情報を取得しま
（Alarms） す。アラームの詳細を表示する （313 ページ）を参照してください。
設定
デバイス、カード、またはポートを設定します。要素は、物理的な場所でグルー
（Configuration） プ分けされます（論理機能に基づいてグループ分けされた要素を設定するには、
[論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします）。Cisco Evolved Programmable
Network Manager を使用してデバイスを設定する方法 （382 ページ）を参照して
ください。
インベント デバイスまたはカードのシリアル番号や製造年月日などの詳細なハードウェア情
リ
報を表示します。
（Inventory）
インター
デバイス、カード、またはポート上で設定されたインターフェイスのステータス
フェイス
を表示します。ここでは、特定のインターフェイスの [インターフェイス 360
（Interfaces） （Interface 360）] ビューを開くこともできます。Cisco EPN Manager でインター
フェイス情報を表示する他の方法に関するトピックへのリンクについては、「デ
バイス インターフェイスの表示」を参照してください。
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タブ名

説明

パフォーマ 概要情報とパフォーマンス測定指標の概略を表示します。次の点に注意してくだ
ンス
さい。
（Performance）
• Cisco cBR-8（コンバージド ブロードバンド ルータ 8）ルータ以外のデバイ
スのシャーシ ビューを表示している場合は、選択したインターフェイスの
カードまたはポートに関する情報が表示されます。[インターフェイスの詳
細情報（Interface Details）] ダッシュレットのほかに表示されるダッシュレッ
トは、選択されたインターフェイス タイプによって異なります。[インター
フェイス（Interface）] ドロップダウン リストでインターフェイスを選択し
たら、必ず、[適用（Apply）] をクリックして表示された情報を更新します。
• Cisco cBR-8 ルータのシャーシ ビューを表示している場合は、デバイス全体
の情報も表示されます。発信された音声通話の数やアップストリーム/ダウ
ンストリーム使用率などの情報を提供するダッシュレットを表示できます。
ネットワーク内の Cisco cBR-8 ルータの情報を収集してレポートするには、
[ケーブルポリシー（Cable Policies）] が [モニタリングポリシー（Monitoring
Policies）] ページ（[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring
Tools）] > [モニタリングポリシー（Monitoring Policies）] > [ポリシー
（Policies）] ペイン）に表示され、現在アクティブであり、そのパラメータ
のポーリング間隔が設定されていることを確認します。
（注）

[パフォーマンス（Performance）] タブには、特定の時点のダッシュレッ
トを最大 10 個表示できます。これらのダッシュレットは、ペインの右
上隅にある [設定（Settings）] アイコンをクリックし、[ダッシュレット
の追加（Add Dashlet(s)）] オプションを使用して選択します。

回線
デバイス、カード、またはポートが参加している回線を表示します。Cisco EPN
（Circuits） Manager で回線情報を表示する他の方法に関するトピックへのリンクについて
は、「回線/VC の表示」を参照してください。
イメージ
（Image）

デバイス上で動作しているソフトウェア イメージを管理します。「イメージ リ
ポジトリに保存されたイメージを表示する」を参照してください。
（注）

このタブは、最上位シャーシが選択されている場合にのみ使用できま
す。

設定アーカ デバイス上で動作しているデバイス コンフィギュレーション ファイルを管理し
イブ
ます。「すべてのアーカイブされたファイルを表示する」を参照してください。
（Configuration
（注） このタブは、最上位シャーシが選択されている場合にのみ使用できま
Archive）
す。
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[シャーシビュー（Chassis View）]を使用したデバイスの
表示と管理
[シャーシビュー（Chassis View）] には、デバイス シャーシとそのハードウェア要素のインタ
ラクティブ モデルが表示されます。[シャーシビュー（Chassis View）] では次の操作が可能で
す。
• シャーシの内容を表示する。
• シャーシ要素の状態を確認し、問題を迅速に特定する。
• アラームが発生した要素を表示し、アラームの詳細を提供するビューを起動する。
• [デバイスの詳細（Device Details）] ページを開く起動ポイントを使用してインターフェイ
スを設定する。
[シャーシビュー（Chassis View）] に表示される要素は、デバイス タイプと、デバイスに設定
されている要素によって異なります。
デフォルトでは、管理ユーザにシャーシ ビューへの読み取り/書き込みアクセス権がないこと
に注意してください。このユーザ グループのアクセスを有効にするには、[ユーザ、ロール、
およびAAA（Users, Roles & AAA）] ページを開いて [ユーザグループ（User Groups）] を選択
し、[タスク権限（Tasks Permissions）] タブの [ネットワークモニタリング（Network Monitoring）]
にある [シャーシビューの読み取りと書き込み（Chassis View Read and Write）] チェック ボッ
クスをオンにします。「グループで実行できるタスクを表示および変更する」を参照してくだ
さい。
[シャーシビュー（Chassis View）] の起動および使用方法については、次のトピックを参照し
てください。

シャーシ ビューを開く
次の表で、シャーシ ビューを開く際に使用できる、さまざまな方法を説明します。デバイスが
これらの起動ポイントを提供していない場合、それはデバイスがシャーシ ビューをサポートし
ていないことを意味します。シャーシ ビューをサポートするデバイスの一覧については、
https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/
evolved-programmable-network-epn-manager/products-device-support-tables-list.htmlを参照してくだ
さい。
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シャーシ
次の手順を実行します。
ビューを開くた
めの場所

シャーシ ビューの表
示場所

[ネットワーク デバイスの IP アドレスの横にある をクリックしま ポップアップ ウィン
デバイス
ドウ
す。
（Network
フルページ ビュー
Devices）] テー デバイス名のハイパーリンクをクリックします。
ブル
[デバイス360 度 [デバイス 360 度（Device 360）] ビューの右上で、[表 ポップアップ ウィン
（Device 360）] 示（View）] > [シャーシ ビュー（Chassis View）] の ドウ
ビュー
順に選択します。
[デバイス360（Device 360）] ビューの右上から、[表
示（View）] > [詳細（Details）] の順に選択します。

フルページ ビュー

[デバイスの詳 [シャーシ ビュー（Chassis View）] タブをクリックし フルページ ビュー
細（Device
ます。
Details）] ペー
ジ
[シャーシビュー（Chassis View）] ポップアップ ウィンドウからフルページの [シャーシビュー
（Chassis View）] を開くには、ウィンドウの右上隅にある [起動設定（Launch Configuration）]
リンクをクリックします。

[シャーシビュー（ChassisView）]を使用したデバイスの表示および設
定に必要な権限
次の表で、Cisco EPN Manager ユーザ グループのメンバーに付与される [シャーシビュー（Chassis
View）] の権限について説明します。これらの権限は編集できません。ユーザ グループの詳細
については、を参照してください。 ユーザが実行できるタスクの制御（ユーザグループ） （
1002 ページ）
• フルアクセス（読み取りと書き込み）：このグループのユーザは、[シャーシビュー（Chassis
View）] を使用してデバイスを表示および設定できます。
• 読み取り専用アクセス：このグループのユーザは、[シャーシビュー（Chassis View）] を
使用してデバイスを表示することはできますが、設定することはできません。
• 書き込み専用アクセス：このグループのユーザは、[シャーシビュー（Chassis View）] を
使用してデバイスを設定することはできますが、表示することはできません（NBI Write
グループにのみ適用されます）。
• アクセスなし：このグループのユーザは [シャーシビュー（Chassis View）] にアクセスす
ることも、ビューを使用することもできません。
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グループ タイプ
Web UI

NBI

読み取り

書き込み

Root

X

X

スーパーユーザ

X

X

管理者

—

—

Config Managers

X

X

System Monitoring

X

—

ユーザ定義 1 ～ 4

X

—

Monitor Lite

X

—

NBI クレデンシャル
（廃止）

—

—

NBI Read

X

—

NBI Write

—

X

North Bound API

X

X

[シャーシビュー（Chassis View）] ウィンドウの概要
次の図は、Cisco ASR 903 ルータの [シャーシビュー（Chassis View）] を示しています。

この例では、ユーザは、現在ダウンしているポートをクリックしました。
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[シャーシビュー（Chassis View）] が更新され、ポートが常駐しているライン カード モジュー
ルだけが表示され、そのモジュールが拡大表示されます。[シャーシビュー（Chassis View）]
でポートが脈動するので、ユーザはそのポートを見つけやすくなります。このモジュールの
ポートに表示されているバッジは、それらのポートのプライマリ ステータスを示します（ポー
トまたはインターフェイスの状態 （115 ページ） を参照）。一部の要素は、状態（アウトオブ
サービス、プロビジョニングされる前など）を示す色付きの線で囲まれている場合がありま
す。バッジやその他のインジケータの意味を説明するキーを開くには、[シャーシビュー（Chassis
View）] の右下にある

をクリックします。

デバイスに複数のシャーシまたはシェルフがある場合は、各シャーシまたはシェルフが同じ
[シャーシビュー（Chassis View）] に表示されます（例については [シャーシビュー（Chassis
View）] での混在シャーシ、マルチシャーシ、およびマルチシェルフ デバイスの表示 （117 ペー
ジ） を参照）。カード イメージを取得できない場合、[シャーシビュー（Chassis View）] の
カード名のそばに疑問符が表示されます。
シャーシビューに表示されるラックの数を制御する GUI の表示設定をカスタマイズできます。
手順は次のとおりです。
1.

[Cisco EPN Manager] ウィンドウの右上をクリックし、[マイプリフェランス（My
Preferences）] を選択します。

2.

[シャーシビューの設定（Chassis View Configuration）] で、[表示するシャーシラック（Chassis
racks to display）] ドロップダウンリストから値を選択します。指定した数によって、[シャー
シ（Chassis）] ビューに表示されるラックの数が決まります。デフォルト値は 2 です。

ロード時間を短縮するため、ラック情報はデフォルトでは表示されません。関連するラック情
報を表示するには、ダウンロードボタン（ラックに表示）をクリックする必要があります。
次の点に注意してください。
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• [シャーシビュー（Chassis View）] には Cisco EPN Manager でパッケージ化された汎用イ
メージが表示されるため、[シャーシビュー（Chassis View）] に表示される色は物理デバ
イスと一致しない場合があります。
• セキュア ドメイン ルータ（SDR）を収容する Cisco NCS 6000 デバイスの [シャーシビュー
（Chassis View）] を開いている場合、デバイス タイプと SDR の名前の両方が [シャーシ
ビュー（Chassis View）] の上部に表示されます。クラスタまたはユーザ定義グループに属
するデバイスの SDR ラベルが表示されない（自動クラスタリングがデバイスのプロキシ
ミティに基づいて適用されるため）ことがある点に注意してください。
次の表に、[シャーシ ビュー（Chassis View）] のコンポーネントとその機能を示します。
[シャーシ 説明
ビュー
（Chassis
View）] の
コンポーネ
ント
デバイス上の特定のラック、シェルフ、モジュール、またはインターフェイスを
検索するために使用できるフィールドを開きます。
[シャーシ エクスプローラ（Chassis Explorer）] を開きます。
デバイスの到達可能性状態を示します（「デバイスの到達可能性状態と管理状態
（76 ページ）」を参照）。この例は、デバイスが到達可能であることを示して
います。
デバイスの管理ステータスを示します（「デバイスの到達可能性状態と管理状態
（76 ページ）」を参照）。この例は、デバイスが管理されていることを示して
います。
デバイスの [デバイス 360（Device 360）] ビューを開きます。「基本デバイス情
報を取得する：[デバイス 360（Device 360）] ビュー」を参照してください。
[起動設定
（Launch
Configuration）]
リンク

デバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページを開きます。このページ
に表示されるタブは、デバイス、モジュール、またはポートが [シャーシ ビュー
（Chassis View）] で現在選択されているかどうかによって異なります。「完全
なデバイス情報の取得：[デバイスの詳細（Device Details）] ページ」を参照して
ください。
[ドック（Dock）] ウィンドウに、デバイスの [シャーシ ビュー（Chassis View）]
へのショートカットを追加します。「[ドック（Dock）] ウィンドウのカスタマ
イズ」を参照してください。
[シャーシ ビュー（Chassis View）] を閉じます。
イメージをズーム インします。
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[シャーシ 説明
ビュー
（Chassis
View）] の
コンポーネ
ント
イメージをズーム アウトします。
[シャーシ ビュー（Chassis View）] 内でイメージ全体を見ることができるように
イメージのサイズを変更します。
次の操作が可能なポップアップ ウィンドウを開きます。
この機能をサポートするデバイスの前面と背面の [シャーシビュー（Chassis
View）] を切り替えます。このアイコンの上にカーソルを置いたときに表示され
る吹き出しは、開いているビューを示します。
この機能は、次の Cisco デバイスでサポートされています。
• ASR 901S
• cBR-8
• NCS 1001、1002、5001、5002、および 5008
現在表示されているモジュールのイメージを回転します。このアイコンは、デバ
イス全体が表示されている場合は使用できません。
クリックすると、[アラームの点滅を有効化（Enable Alarm Blinking）] チェック
ボックスにアクセスできます。このチェックボックスをオンにすると、注意を引
きつけて見つけやすくするために、モジュールまたはポートに表示されているア
ラーム バッジが点滅します。
[シャーシ ビュー（Chassis View）] に表示されるバッジと色付きの線の重要性を
説明するキーを開きます。

[シャーシビュー（ChassisView）]でのネットワーク要素の状態に関す
る情報の表示
バッジ、線、および色は、デバイスの動作状態、要素、およびコンポーネントに関する情報を
提供します。[シャーシビュー（Chassis View）] の右下にある [凡例（Legends）] アイコンをク
リックすると、バッジ、線、色の意味を一覧表示するキーが表示されます。
詳細については、次のトピックを参照してください。
• 機器の動作状態（シャーシ ビュー） （115 ページ）
• ポートまたはインターフェイスの状態 （115 ページ）
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（注）

A9K-400G-DWDM-TR ライン カードの CFP ポートはまだサポートされていないため、ポート
の状態情報は表示されません。

機器の動作状態（シャーシ ビュー）
機器の動作状態はネットワーク要素の実行状態を表しています。
機器の動作状態

アイコン

説明

サービス中（In Service）

（なし）

機器が正常に動作しています。

事前プロビジョニング済み

（Cisco NCS 2000 および Cisco ONS デバイスの
み）機器は設定されていますが、シャーシには
物理的に存在していません。

失敗/無効/ダウン/休止中/メ
ンテナンス中のため休止中

機器は正常に動作していません。

不明

機器の動作状態は不明です。デバイスからの応
答はありません（または不十分な応答）。

ポートまたはインターフェイスの状態
ポートまたはインターフェイスのプライマリ状態：管理者と運用状態を組み合わせることで
ポートまたはインターフェイスの最も重要な状態情報を伝えます。[多層トレース（Multilayer
Trace）] には、ポートのプライマリ状態またはアラーム状態が表示されます。[シャーシビュー
（Chassis View）] の場合は、要素が状態変化を示す色の変化をサポートしていない場合でも、
生成されたアラームから状態変更情報を取得できます。

（注）

ポート/インターフェイスにアラームが関連付けられている場合、アラーム アイコンが表示さ
れ、ポート アイコンは表示されません。このアラームは、ポートがテスト中または管理ダウン
状態でない場合にのみ表示されます。
ポートまたは
インターフェ
イスのプライ
マリ状態

アイコン

管理ステー
タス

動作状態

不明

不明

不明

ダウン

アップ

ダウン

テスト

テスト

—
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管理上ダウン

管理上ダウ
ン

—

Up

アップ

アップ

自動アップ

アップ

自動アップ

ポートまたはインターフェイスの管理状態：ポートまたはインターフェイスの設定状態を表し
ます（たとえば、管理者が手動でポートをシャットダウンした場合など）。
ポートまたはイ アイコン 説明
ンターフェイス
の管理状態
不明

ポートまたはインターフェイスの管理状態は不明です。デバイス
からの応答（または不十分な応答）はありません。

管理上ダウン

ポートまたはインターフェイスは管理者によって手動でシャット
ダウンされました。

アップ

ポートまたはインターフェイスは管理者によって有効にされてい
ます。

テスト

ポートまたはインターフェイスは管理者によってテストされてい
ます。

ポートまたはインターフェイスの動作状態：ポートまたはインターフェイスの実行状態と、そ
れが適切に動作しているかどうかを伝えます。
ポートまたは
インターフェ
イスの動作状
態

アイコン 説明

不明

ポートまたはインターフェイスの動作状態は不明です。デバイス
からの応答（または不十分な応答）はありません。

ダウン

ポートまたはインターフェイスは正しく動作していません。

アップ

ポートまたはインターフェイスがデータを送受信しています。

自動アップ

ポートまたはインターフェイスがデータを送受信しています（特
定のデバイスのみがこの状態をサポートしています。他のデバイ
スは [アップ（Up）] を使用します）。
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[シャーシビュー（Chassis View）] での混在シャーシ、マルチシャー
シ、およびマルチシェルフ デバイスの表示
次の例に、Cisco NCS 2000 シャーシと Cisco ONS 15454 シャーシの両方を備えた混合 [シャー
シビュー（Chassis View）] を示します。シャーシのタイプが異なるため、シェルフ番号は連続
していません。

混合シャーシ、マルチシャーシ、およびマルチシェルフ デバイスの場合は、シャーシ ビュー
でのアラームの表示 （117 ページ） で説明しているとおり、Cisco EPN Manager はシャーシま
たはシェルフにアラームを集約します。
クラスタ内のマルチシャーシ デバイスの場合、[デバイス360（Device 360）] ビューの [シャー
シ（Chassis）] タブでは、どのシャーシがプライマリで、どのシャーシがバックアップである
かが識別されます。

（注）

マルチシェルフ デバイス用に開いた [シャーシビュー（Chassis View）] には、最初の 4 台の
ラックのみが表示されます。関連するラック情報を表示するには、ユーザがダウンロード ボタ
ン（ラック番号 5 以上に表示）をクリックする必要があります。

シャーシ ビューでのアラームの表示
[シャーシ ビュー（Chassis View）] のアラーム バッジは、機器にローカライズされた 1 つ以上
のアラームを表します。複数のアラームを持つ要素に、バッジ アイコンは最も重大な警告を伝
えます
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（注意をひくため）アラーム アイコンが点滅するようにシャーシ ビューをカスタマイズする
には、ビューの右下の
をクリックしてから、[アラームの点滅を有効にする（Enable Alarm
Blinking）] チェック ボックスをオンにします。

（注）

ポート/インターフェイスにアラームが関連付けられている場合、アラーム アイコンが表示さ
れ、ポート アイコンは表示されません。このアラームは、ポートがテスト中または管理ダウン
状態でない場合にのみ表示されます。
デバイスに固有のアラームを表示するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1 デバイスのシャーシ ビューを開いて、[設定の起動（Launch Configuration）] リンクをクリックします。
[デバイスの詳細（Device Details）] ページが開きます。
ステップ 2 選択していない場合は、[アラーム（Alarms）] タブをクリックします。
そのデバイスに関して発生しているすべてのアラームがここに表示されます。
ステップ 3 （ライン カードやポートなど）特定のデバイス コンポーネントのアラームを表示するには、次のいずれか
を実行します。
• シャーシ ビューのコンポーネントをダブルクリックします。
•

をクリックして [シャーシエクスプローラ（Chassis Explorer）] を開き、そのエントリをクリック
します。

[シャーシビュー（Chassis View）] での回線ルートの表示
回線に参加しているデバイスの [シャーシビュー（Chassis View）] を使用して、回線のエンド
ツーエンドの物理ルートを表示できます。また、回線の電力レベルとスパン損失を表示するこ
ともできます。

（注）

この機能は OCH WSON 光回線タイプにのみ使用できます。

ステップ 1 左側のサイドバーで、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワー
クデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 [ネットワークデバイス（Networks Devices）] テーブルで、目的のデバイス名のハイパーリンクをクリック
し、[シャーシビュー（Chassis View）] のフルページ ビューを開きます。
ステップ 3 [シャーシビューエクスプローラ（Chassis View Explorer）] を展開してシェルフを選択します。
ステップ 4 右ペインの [回線（Circuits）] サブタブをクリックし、物理ルートを表示する回線を選択します。
[シャーシビュー（Chassis View）] に回線の物理ルートが表示されます。同じカードのポート間の内部接続
は、点線で表示されます。
ステップ 5 左ペインで [シャーシビュー（Chassis View）] の横にある目のアイコンをクリックして、物理ルート、電力
レベル、およびスパン損失を表示または非表示にします。
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デバイス ポートの表示
デバイスの物理ポートに関する詳細情報は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページから取
得できます。また、さまざまな 360 ビューで基本的なポート情報を確認できます。
モジュールとポートを備えたデバイス シャーシを表示するには、[シャーシビュー（Chassis
View）] を使用します。シャーシ ビューを開く （109 ページ）を参照してください。
情報を表示する対象
ポート

次の手順を実行します。

デバイス上のすべての 1.
物理ポート（ポート エ
イリアスと常駐モ
ジュールを含む）

[デバイスの詳細（Device Details）] ページを開きます。
• [デバイス360（Device 360）] ビューの右上で、[表示
（View）] > [詳細（Details）] の順に選択します。
• デバイス テーブルにあるデバイス名のハイパーリンクをク
リックします。

2.

インターフェイスの
ポート

[デバイスの詳細（Device Details）] タブで、[システム
（System）] > [物理ポート（Physical Ports）] > を選択します。.

360 ビューの [インターフェイス（Interface）] タブを確認します。

モジュールに接続され [デバイス360（Device 360）] ビューの [モジュール（Modules）] タブ
たポート
を確認します。
ネイバーに接続された [デバイス360（Device 360）] ビューの [ネイバー（Neighbors）] タブ
ポート
を確認します。
ポートの状態とアイコンのマトリックスについては、ポートまたはインターフェイスの状態 （
115 ページ）を参照してください。

デバイス インターフェイスの表示
Cisco EPN Manager は、デバイス インターフェイスを表示するための次の方法を提供していま
す。
インターフェイスを表示する方 詳細については、以下を参照してください。
法
特定のインターフェイスに関す デバイス インターフェイスの概要：[インターフェイス360
る詳細の表示
（Interface 360）] ビュー （121 ページ）
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特定のデバイスのインターフェ
イスの表示

• 特定のデバイスのインターフェイスを表示する：[デバ
イス 360（Device 360）] ビュー （121 ページ）
• [デバイスの詳細（Device Details）] ページを使用した、
デバイスのインターフェイスに関する包括的情報の取
得 （125 ページ）

特定のデバイスのインターフェイスを表示する：[デバイス
360（Device
360）] ビュー
[デバイス 360（Device 360）] ビューを使用すると、デバイスのインターフェイスのステータス
をすばやく確認できます。

ステップ 1 [デバイス360（Device 360）] ビューを開きます。
• ほぼすべてのデバイス テーブルの IP アドレスの横にある [i] アイコンをクリックします。
• ネットワーク トポロジで、展開されたグループ内のデバイスをクリックし、[表示（View）] をクリッ
クします。
ステップ 2 [インターフェイス（Interfaces）] タブをクリックします。

デバイス インターフェイスの概要：[インターフェイス360（Interface
360）] ビュー
[インターフェイス360（Interface 360）] ビューには、一般的なインターフェイスの詳細、イン
ターフェイス ステータス、インターフェイスのアラーム、インターフェイスを通過する回
線/VC、パフォーマンス情報など、特定のインターフェイスの概要情報が表示されます。[イン
ターフェイス360（Interface 360）] ビューの [アクション（Actions）] メニューから、インター
フェイスの有効化および無効化などの基本的なタスクを実行できます。[トポロジで表示（Show
in Topology）] オプションでトポロジ マップを起動すると、マップのコンテキストにインター
フェイスを表示できます。
アラーム テーブル、リンク テーブル、デバイス 360 ビューなどで、インターフェイス名の横
に [i] アイコンが表示されていれば、[インターフェイス360（Interface 360）] ビューを起動でき
ます。
[インターフェイス360（Interface 360）] ビューでは、ビュー上部にインターフェイスの一般的
な情報が表示され、ビュー下部の各タブに詳細なインターフェイス情報が表示されます。[イ
ンターフェイス 360（Interface 360）] ビューに表示される情報は、インターフェイス設定に応
じて異なります。
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表示されるタブは、このビューを起動したインターフェイスのタイプによって異なります。た
とえば光インターフェイスの場合は、光インターフェイスのタイプに応じて、[光物理（Optical
Physical）] タブまたは [ODU] タブが表示されます。
ポップアップウィンドウメニューを使用して、次のタスクを実行することもできます。
• [Auto-Refresh]：デバイスのステータスとトラブルシューティングをリアルタイムで更新す
る場合は、[Refresh] アイコンをクリックしてオンデマンド更新を有効にします。または、
ドロップダウンリストから、自動更新の間隔を 30 秒、1 分、2 分、または 5 分に設定する
こともできます。デフォルトでは、自動更新はオフになっています。

（注）

自動更新設定は、現在開いている [360° ビュー（360° View）] ポッ
プアップウィンドウにのみ適用されます。このビューを閉じてか
らもう一度開いた場合または別のビューを開いた場合は、デフォ
ルトでは自動更新がオフになります。

• インターフェイスが関連付けられているポートまたはライン カードを強調表示するシャー
シ ビューを開きます（[表示（View）] メニュー）。この機能は、現場の技術者に問題の
原因となっている箇所を説明する必要がある場合に便利です。
• 発生したアラームや関連付けられている回線および VC の現在のステータスなどの情報に
基づいて、別のインターフェイスと対照比較するインターフェイスを選択します（[アク
ション（Actions）] メニュー）。インターフェイスの情報とステータスを比較する （124
ページ）を参照してください。
• [表示（View）] > [パフォーマンス（Performance）] を選択して、特定のインターフェイス
タイプの関連するパフォーマンス ダッシュボードにパフォーマンス情報を表示します。
• [アクション（Actions）] メニューからインターフェイスを有効または無効にします。
• [アクション（Actions）] メニューから MPLS インターフェイスのロックアウトを有効また
は無効にします。MPLS インターフェイスが属している TE トンネル リンクの保守作業を
行う前に、MPLSインターフェイスをロックアウトします。[インターフェイス360（Interface
360）] ビューをいったん閉じて再度開き、更新された詳細を確認します。
• インターフェイスが配置されているデバイスをトポロジ マップで表示します（[アクショ
ン（Actions）] メニュー）。
• [アクション（Actions）] > [ポートの移行（Migrate Port）] を使用して、ポート間でポー
ト設定をコピーしてアクティブ化します。この操作は XR デバイスでのみサポートされて
います。この操作の実行中は、空の宛先ポートのみを選択できます（ポートには設定は存
在しません）。show running-config interface <宛先ポート> コマンドを使用して、宛先ポー
トが空であることを確認します。操作が成功すると、送信元ポートがシャットダウンされ
ます。
• 送信元ポートと宛先ポートの両方を同じにすることはできません。
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• 送信元ポートと宛先ポートは異なるカードのものにすることができますが、同じタイ
プである必要があります（たとえば、送信元ポートがギガビットイーサネットの場合
は宛先ポートもギガビットイーサネットである必要があります）。
• ポートの移行操作は、イーサネット物理ポートにのみ適用されます。
ポートの移行操作を実行する前に、デバイスをメンテナンスモードに移すことを推奨しま
す。この操作は、XR プラットフォームによって提供される機能に基づいています。デバ
イスは replace CLI コマンドをサポートしている必要があります。

警告

サービスエンドポイントが設定されているポート設定を移行する
と、意図した目的と検出されるサービスとの間にギャップが生じ
ます。サービスエンドポイントの変更を調整することはできない
ため、サービスの調整によってこの問題に対処することはできま
せん。

• トラブルシューティングの目的で、光インターフェイス（光物理インターフェイスを除
く）のパフォーマンスデータのベースラインを設定します。詳細については、「光パフォー
マンス データのベースラインの設定 （126 ページ）」を参照してください。
• 動作中インターフェイスからデバイス上のプロテクション インターフェイスへのパターン
切り替えを設定するには、[アクション（Actions）] メニューにある [UPSR/SNCPプロテク
ション（UPSR/SNCP Protection）] オプションを使用します。このオプションは、動作中イ
ンターフェイスとプロテクション インターフェイスが設定されているデバイスの場合にの
み、GUI で使用できます。Cisco EPN Manager はユーザ設定に基づいて、インベントリデー
タベースとデバイスインターフェイスとの定期的な同期を実行します。インターフェイス
を切り替える操作は次の順序で進みます。
• [ロックアウト（Lockout）]：動作中インターフェイスがプロテクション インターフェ
イスに切り替わるのを防ぎます。
• [保護を強制（Force Protect）]：保護インターフェイスに切り替えます。
• [ワーキングを強制（Force Working）]：ワーキングインターフェイスに切り替えます。
• [手動で保護（Manual Protect）]：手動で保護インターフェイスに切り替えます。
• [手動で動作中（Manual Working）]：手動で動作中インターフェイスに切り替えます。
• [クリア（Clear）]：以前に設定された外部コマンドをクリアします。
[インターフェイス 説明
360（Interface
360）] ビューに表
示される情報
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一般情報

インターフェイス名、ステータス、説明、タイプ、デバイス名、IP アド
レス、MAC アドレスなど。

パフォーマンス
データ

[表示（View）] > [パフォーマンス（Performance）] から関連するパフォー
マンス ダッシュボードへの起動ポイント。

アラーム

インターフェイスの現在のアラーム、アラームの重大度、ステータス、
および生成時刻。また、アラーム ブラウザの起動ポイントも示されま
す。

インターフェイス

関連付けられている各インターフェイスの名前、インターフェイス タイ
プ、動作および管理ステータス。また、[インターフェイス 360（Interface
360）] ビューの起動ポイントも示されます。

回線/VC

（回線に参加しているインターフェイスの場合）回線/VC の名前、タイ
プ、顧客、ステータス、および作成日。また、[回線/VC 360（Circuit/VC
360）] ビューの起動ポイントも示されます。

EFP

インターフェイスに関連付けられているすべてのEFP（該当する場合）。
また、動作ステータス、管理ステータス、および EFP タイプも示されま
す。

特定のインターフェ 光物理、ODU、FEC など、インターフェイスのタイプに関連するタブの
イス タイプに関連 追加のインターフェイス情報とパフォーマンス データ。
する詳細情報
光物理

インターフェイスのリアルタイム パフォーマンス モニタリング データ。
このデータは 10 秒ごとに収集され、直近 12 回分のポーリング結果がこ
こに表示されます。表示できるカウンタの一覧については、「光モニタ
リング ポリシーのパフォーマンス カウンタ」を参照してください。

インターフェイスの情報とステータスを比較する
[比較ビュー（Comparison View）] ページでは、複数のインターフェイスの対照比較を実行し、
IP アドレスと MAC アドレス、発生したアラーム、関連する回線と VC などの情報を表示でき
ます。インターフェイスを比較するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 比較するインターフェイスごとに、次の手順を実行します。
a)

デバイス インターフェイスの概要：[インターフェイス360（Interface 360）] ビュー （121 ページ）の説
明に従って、[インターフェイス360（Interface 360）] ビューを開きます。

b) [アクション（Actions）] > [追加して比較（Add to Compare）] を選択します。
選択したインターフェイスがページの下部に表示されます。最大 4 つのインターフェイスを選択でき
ます。
ステップ 2 [比較（Compare）] をクリックします。
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[比較ビュー（Comparison View）] ページが開きます。
ステップ 3 ビュー上部にあるドロップダウンリストで、利用可能なすべての情報を表示するか、インターフェイスご
とに一意の情報だけを表示するかを指定します。
ステップ 4 [ビューのカスタマイズ（Customize View）] をクリックして、ビューに表示するカテゴリのチェックボック
スをオンにしてから、[保存（Save）] をクリックします。
デフォルトでは、すべてのカテゴリが選択されています。
ステップ 5 選択したカテゴリごとに提供される情報が表示されるようにページをスクロール ダウンします。
次の点に注意してください。
• [比較ビュー（Comparison View）] には、一度に 2 つのインターフェイスに関する情報しか表示されま
せん。3 つ以上を選択した場合は、現在表示されていないインターフェイスに切り替える必要があり
ます。
• 選択したインターフェイスの順序を変更するには、[再整理（Rearrange）] をクリックします。
• 各インターフェイスの [表示（View）] メニューと [アクション（Actions）] メニューは、[インターフェ
イス360（Interface 360）] ビューで提供されるものと同じです。オプションを選択すると、対応する
ページが開きます。
• 必要に応じて、表示されるカテゴリを最小化または最大化できます。
• [比較ビュー（Comparison View）] は、回線および VC、デバイス、およびリンクでも利用できます。
それぞれの 360 ビューからこれらの要素のいずれかを比較用に選択すると、対応するタブにその要素
が表示されます。これにより、必要に応じて要素のタイプを切り替えることができます。
• インターフェイスの比較を終了する場合は、ページの上部にある [戻る（Back）] をクリックしてか
ら、ページの下部にある [すべての項目をクリア（Clear All Items）] をクリックします。他の要素タイ
プのタブが表示されている場合は、それらのタブもクリアする必要があります。

[デバイスの詳細（Device Details）] ページを使用した、デバイスのイ
ンターフェイスに関する包括的情報の取得
デバイス上に設定されているすべてのインターフェイスに関する幅広い情報を取得するには、
[デバイスの詳細（Device Details）] ページを使用します。簡単にナビゲーションできるよう、
インターフェイスはタイプ別にグループ化されています。

ステップ 1 [デバイスの詳細（Device Details）] ページを開きます。
• テーブル内のデバイスの多くに表示される、デバイス名のハイパーリンクをクリックします。
• デバイスの 360 度ビューの右上で、[表示（View）] > [詳細（Details）] の順に選択します。
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ステップ 2 [デバイスの詳細（Device Details）] タブで [インターフェイス（Interfaces）] をダブルクリックし、デバイ
スに設定されている（全タイプの）すべてのインターフェイスのリストを表示します。
ステップ 3 同じタイプのすべてのインターフェイスを表示するには、タイプ（[イーサネットインターフェイス（Ethernet
Interfaces）] など）をクリックします。
ステップ 4 特定のインターフェイスについての詳細を表示するには、インターフェイス名のハイパーリンクをクリッ
クします。

光パフォーマンス データのベースラインの設定
光インターフェイス パフォーマンス データのベースラインを設定すると、リアルタイム ネッ
トワーク パフォーマンスと固定のパフォーマンス統計セットの比較が可能になります。この方
法で、通常のベースライン ネットワーク パフォーマンスと異常なネットワーク動作を比較で
きます。
ベースラインを設定すると、ベースライン値に基づいて新着のパフォーマンス統計がすべて再
計算され、ベースライン値と現在のリアルタイム値の差（具体的には現在の値からベースライ
ン値を引いた値）が表示されます。
この機能をサポートする光インターフェイスは、[インターフェイス360（Interface 360）] ビュー
の関連タブに [ベースラインの設定（Set Baseline）] ボタンがあります。
光インターフェイスのパフォーマンス統計のベースラインを設定する手順は次のとおりです。

ステップ 1 関連インターフェイスの [インターフェイス360（Interface 360）] ビューを開きます。
ステップ 2 インターフェイス タイプ（FEC、OTU など）に固有のタブを開きます。
ステップ 3 [ベースラインの設定（Set Baseline）] ボタンをクリックします。
テーブル内の行がクリアされます。新しい各行には、ベースライン値と現在のリアルタイム値の差を反映
した値が表示されます。
ステップ 4 リアルタイム値に戻る（ベースラインを実質的に削除する）には、[インターフェイス360（Interface 360）]
ビューを閉じてから再度開きます。

デバイス モジュールの表示
デバイス モジュール情報を表示するには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択し、必要な情報量に応じ
て [デバイス360（Device 360）] または [デバイスの詳細（Device Details）] ページを起動しま
す。
取得する情報

必要な操作
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基本的なモジュー [デバイス360（Device 360）] ビューで、[モジュール（Modules）] タブを
ル情報：ステータ クリックします。[デバイス360（Device 360）] ビューを開く方法は次のと
ス、タイプ、ポー おりです。
ト
• ほぼすべてのデバイステーブルで IP アドレスの横にある [i] アイコン
をクリックします。
• ネットワークトポロジで、展開されたビュー内のデバイスをクリック
してから、[表示（View）] をクリックします。
モジュールの機器 [デバイスの詳細（Device Details）] ページにある [デバイスの詳細（Device
タイプと電源の情 Details）] タブで [システム（System）] > [モジュール（Modules）] を選択
報
します。
[デバイスの詳細（Device Details）] ページを開く方法は次のとおりです。
• ほぼすべてのデバイステーブルに表示される、デバイス名のハイパー
リンクをクリックします。
• [デバイス360（Device 360）] ビューの右上で、[表示（View）] > [詳細
（Details）] の順に選択します。
（注）

モジュール関連情報の取得が制限されているため、このページで
は Cisco CAT6500 デバイスの SFP トランシーバが「未指定
（Unspecified）」製品として表示されます。

環境情報の表示（電源装置、ファン）
電源装置やファンの詳細といった環境関連の情報は、デバイスの [デバイスの詳細（Device
Details）] ページに表示されます。この情報にアクセスする手順は次のとおりです。

ステップ 1 次のいずれかを実行します。
• ほぼすべてのデバイステーブルに表示されるデバイス名のハイパーリンクをクリックし、[デバイスの
詳細（Device Details）] タブをクリックします（選択されていない場合）。
• [デバイス 360（Device 360）] ビューの右上で [表示（View）] > [詳細（Details）] を選択し、[デバイス
の詳細（Device Details）] タブをクリックします（選択されていない場合）。
ステップ 2 左側にある [機能（Features）] ペインで、[システム（System）] > [電源オプションとファン（Power Options
& Fans）] を選択します。
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デバイス ネイバーの表示
ネイバー名、ポート番号、インデックス、デュプレックス設定などのデバイス ネイバー情報
は、デバイスの [デバイス360（Device 360）] ビューに表示されます。

ステップ 1 [デバイス360（Device 360）] ビューを開きます。
• ほぼすべてのデバイステーブルで IP アドレスの横にある [i]（情報）アイコンをクリックします。
• ネットワークトポロジで、展開されたグループ内のデバイスをクリックし、[表示（View）] をクリッ
クします。
ステップ 2 [ネイバー（Neighbors）] タブをクリックします。

例
次に例を示します。

リンクの詳細情報の取得
Cisco EPN Manager には、リンクを表示し、それらの詳細を取得するさまざまな方法が用意さ
れています。
次のリンク情報を表示するには： 以下の手順を参照：
特定のリンク

特定のリンクの概要：[リンク 360（Link 360）] ビュー （
223 ページ）

トポロジ マップ内の特定のリン トポロジ マップでの特定のリンクの表示 （227 ページ）
ク
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トポロジ マップ内のグループ

ネットワーク トポロジ マップでのデバイス グループのリ
ンクの表示 （227 ページ）

Cisco EPN Manager のすべて

リンク テーブルの表示 （228 ページ）

回線/VC の表示
Cisco EPN Manager は、回線/VC を表示するためのさまざまな方法を提供します。
以下の回線/VC 情報を表示する
には：

以下の手順を参照：

トポロジ マップ、回線/VC 360
ビュー、または回線/VC詳細ペー
ジにおける特定の回線/VC

デバイス

• 回線/VC の情報をすばやく取得する：[回線/VC 360
（Circuit/VC 360）] ビュー （807 ページ）
• 回線/VC に関する総合情報の取得：[回線/VC 詳細情報
（Circuit/VC Details）] ウィンドウ （814 ページ）
特定のデバイスの回線/VC の表示 （817 ページ）

トポロジ マップまたは拡張テー デバイス グループの回線/VC を表示する （817 ページ）
ブルのデバイス グループ
Cisco EPN Manager のすべて

Cisco EPN Manager ですべての回線/VC を表示 （819 ページ）

サテライトの表示
Cisco EPN Manager では、次の方法でホスト/サテライト構成のサテライト情報を表示できます。
サテライトを表示する方法

参照先

トポロジ マップを使用してロケー トポロジ マップでの Cisco ASR 9000 ホスト/サテライト
ション グループ内のすべてのサテラ トポロジの表示 （330 ページ）
イトを表示する
[デバイス360（Device 360）] ビュー
で特定のデバイスのサテライトを表
示する

• Cisco ASR 9000 ホストに接続されているサテライト
の特定 （332 ページ）
• 基本デバイス情報を取得する：[デバイス 360
（Device 360）] ビュー （98 ページ）

[サテライト360（Satellite 360）]
サテライトに接続されているホストの特定 （333 ペー
ビューを使用して、特定のサテライ ジ）
トの詳細（接続先のホストなど）を
表示する
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カスタム値用のユーザ定義フィールドの作成
デバイスまたは回線/VCにカスタム属性を割り当てる場合は、テーブルに表示する独自のフィー
ルドを作成し、それらのフィールドでカスタム値を定義できます。たとえば、特定のデバイス
に顧客名のラベルを付けることもできます。ユーザ定義フィールドを作成して値を割り当てた
ら、テーブルでこれらの値を使用して検索できます。
ユーザ定義フィールドを作成する手順は次のとおりです。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [全般（General）] >
[ユーザ定義フィールド（User Defined Fields）] を選択します。
ステップ 2 [+] アイコンをクリックします。ドロップダウンリストからユーザ定義フィールドのタイプ（UDF）を選択
し、ラベルと説明を入力します。
ステップ 3 次のように、特定のデバイス/回線/VC に対して新しく作成したユーザ定義フィールドに値を割り当てま
す。
a)

デバイス テーブルまたは回線/VC のテーブルに移動します。

b) テーブルの右上にある設定アイコンをクリックし、[列（Columns）] を選択してからユーザ定義フィー
ルドを選択して、テーブルの列としてユーザ定義フィールドを表示します。
c)

テーブル内の目的のデバイスまたは回線/VC に移動し、ユーザ定義の列に値を入力して [保存（Save）]
をクリックします。
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章

デバイス コンフィギュレーション ファイ
ルの管理
• デバイス コンフィギュレーション ファイル管理のセットアップ （131 ページ）
• ファイルが最後にアーカイブされた時刻を確認する方法 （136 ページ）
• デバイス コンフィギュレーション ファイルのアーカイブへのバックアップ （136 ページ）
• アーカイブに保存されているデバイス コンフィギュレーション ファイルの表示 （138 ペー
ジ）
• タグを使用した重要なコンフィギュレーション ファイルのラベル付け （141 ページ）
• 実行デバイス コンフィギュレーションとスタートアップ デバイス コンフィギュレーショ
ンの同期 （141 ページ）
• コンフィギュレーション ファイルのダウンロード （142 ページ）
• デバイスのコンフィギュレーション ファイルの比較または削除 （143 ページ）
• デバイスへの外部コンフィギュレーション ファイルの展開 （144 ページ）
• 実行コンフィギュレーションによるスタートアップ コンフィギュレーションの上書き （
145 ページ）
• アーカイブされたバージョンへのデバイス設定のロールバック （146 ページ）
• ローカル ファイル システムへのコンフィギュレーション ファイルのエクスポート （148
ページ）
• アーカイブ済みデバイス設定ファイルの削除 （148 ページ）
• 設定アーカイブ操作に関するネットワーク監査の確認 （149 ページ）
• コンピューティングリソースをモニタするためのポーリング間隔の設定（廃止）（150ペー
ジ）

デバイスコンフィギュレーションファイル管理のセット
アップ
• デバイスが正しく構成されていることを確認する （132 ページ）
• アーカイブのトリガー方法の制御 （132 ページ）
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• イベント トリガー アーカイブをセットアップする （133 ページ）
• 設定ファイルの変更を確認する場合に除外する項目の指定 （134 ページ）
• 設定アーカイブ操作のタイムアウトの制御 （134 ページ）
• 並行してアーカイブできるファイル数の制御 （135 ページ）
• データベースからデバイス コンフィギュレーション ファイルを消去するタイミングの制
御 （135 ページ）

デバイスが正しく構成されていることを確認する
構成のアーカイブ機能を使用する前にデバイスの設定を確認してください で設定によると デ
バイスをモデル化してモニタできるように設定する （61 ページ） 。

アーカイブのトリガー方法の制御
デフォルトでは、Cisco EPN Manager は次のタイミングでデバイス コンフィギュレーション
ファイルをアーカイブに保存します。
• 新しいデバイスが Cisco EPN Manager に追加された場合
• デバイスの変更通知を受信した場合
• 完全同期または詳細同期の場合にアーカイブ収集が実行されない

（注）

イベントが発生すると、設定された保留タイマーの期間後にアー
カイブデータが収集されます。

管理者権限を持つユーザーはこれらの設定を変更できます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[インベント
リ（Inventory）] > [設定アーカイブ（Configuration Archive）] を選択します。
ステップ 2 次の条件に従って、アーカイブ設定を調整します。
このチェックボックスをオンした場合：

ファイルをアーカイブする条件：

すぐに使える設定をアーカイブしますか?（Archive 新しいデバイスが追加された場合（デフォルトで有
configuration out-of-box?）
効にされます）
「受信設定変更イベントの設定をアーカイブします 設定の変更通知が送信された場合（デフォルトで有
か?（Archive configuration on receiving configuration 効にされます）。次を参照： イベント トリガー アー
change events?）」
カイブをセットアップする （133 ページ）
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ステップ 3 デバイスのグループ（または単一のデバイス）に対して定期的なアーカイブをスケジュールするには、次
の手順に従います。
a)

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [アーカイブ収集の設定
（Configuration Archive Collection）] の順に選択します。

b) [デバイス（Devices）] タブで、定期的にアーカイブする複数のデバイスまたはデバイス グループを選
択します。
c)

[アーカイブのスケジュール設定（Schedule Archive）] をクリックし、[繰り返し（Recurrence）] 領域で
スケジュール設定を実行します。多数のデバイスに対してこの操作が行われるようにする場合、実稼
働に影響を与える可能性が最も少ない時間にアーカイブをスケジュールしてください。

d) [リポジトリへのバックアップ（Backup to Repository）] ボタンをクリックして、定期的にデバイス設定
を外部リポジトリに転送します。リポジトリの設定や作成は CLI コマンドで行うことができます。サ
ポートされているリポジトリは FTP、SSH FTP（SFTP）、ネットワーク ファイル システム（NFS）で
す。

イベント トリガー アーカイブをセットアップする
デフォルトで、Cisco EPN Manager は、変更通知イベントを受信するたびに、デバイスのコン
フィギュレーション ファイルをバックアップします。この機能は、デバイスが適切に設定され
ている場合にのみ機能します。インベントリはどのように収集されていますか。 （59 ページ）
を参照してください。たとえば、Cisco IOS XR と Cisco IOS XE を実行しているデバイスの場合
は、次の設定を行う必要があります。
logging server-IP

Cisco EPN Manager は設定変更イベントを受信すると、さらに設定変更イベントを受信した場
合に備えて 10 分間（デフォルト）待機してからアーカイブを実行します。これにより、複数
の収集プロセスの同時実行が回避されます。この設定を確認または変更するには、[管理
（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択してから、
[インベントリ（Inventory）] > [設定アーカイブ（Configuration Archive）] を選択し、[ホール
ドオフタイマー（Hold Off Timer）] を調整します。

（注）

優先イベントと呼ばれる特定のイベントの場合は、[ホールドオフタイマー（Hold Off Timer）]
をより短い期間に設定できます。詳細については、完全優先ベントの動作の変更（1086ページ）
を参照してください。
イベント トリガー アーカイブをオフにするには、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] >
[システム設定（System Settings）] を選択してから、[インベントリ（Inventory）] > [設定アー
カイブ（Configuration Archive）] を選択し、[受信設定変更イベントの設定をアーカイブしま
すか?（Archive configuration on receiving configuration change events?）] チェックボックスを
オフにします。
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設定ファイルの変更を確認する場合に除外する項目の指定
Cisco EPN Manager は、バージョンの異なるデバイス コンフィギュレーション ファイルを比較
して違いを特定する際に、ファイルの一部の行を除外する必要があります。Cisco EPN Manager
はデフォルトでルータやスイッチのクロック設定など、一部の行を除外します。管理者権限が
ある場合は、除外される行を確認した上で、除外する行を追加できます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[インベント
リ（Inventory）] > [設定アーカイブ（Configuration Archive）] を選択します。
ステップ 2 [詳細（Advanced）] タブをクリックします。
ステップ 3 [製品ファミリ（Product Family）] リストで、コマンドの除外を適用するデバイスまたはグループを選択し
ます。
ステップ 4 [コマンド除外リスト（Command Exclude List）] に、その選択で除外するカンマ区切りのコンフィギュレー
ション コマンドのリストを入力します。これらは、コンフィギュレーションの変更についてデバイスを確
認する際に Cisco EPN Manager が無視するパラメータです。
ステップ 5 [保存（Save）] をクリックします。

設定アーカイブ操作のタイムアウトの制御
設定アーカイブタスクでは、フェッチアクティビティごとにデバイスの CLI タイムアウト値が
使用されます。1 つの設定アーカイブタスクには 1 ～ 5 個のファイルが伴います。その結果、
全体的なジョブタイムアウト値は次のロジックを使用して決定されます。全体的なジョブタイ
ムアウト = ファイルの数 * デバイスの CLI タイムアウト。
CLI タイムアウト値を設定するには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択し、デバイス編集アイコ
ンをクリックし、[Telnet/SSH] オプションを選択し、[タイムアウト（Timeout）] フィールドに
値を入力します。

（注）

CLI のタイムアウトにより設定アーカイブタスクが失敗した場合は、デバイスの CLI タイムア
ウト値を増やす必要があります。

アラームをトリガーする頻度の制御
デフォルトでは、Cisco EPN Manager は設定に基づいてデバイス コンフィギュレーション ファ
イルをアーカイブに保存します。ただし、これらのジョブが失敗した場合は、アラーム通知を
生成するように選択できます。
設定アーカイブ ジョブが失敗すると、Cisco EPN Manager は 7 日間または 5 つ以上のコンフィ
ギュレーション ファイルを待機してからアラームをトリガーします。アラームには、アラーム
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のトリガー原因に関する情報と、設定アーカイブに関連付けられたその他の関連情報が含まれ
ています。アラームの生成頻度に関するデフォルト設定を変更するには、[管理
（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択してから
[インベントリ（Inventory）] > [設定アーカイブ（Configuration Archive）] を選択し、コンフィ
ギュレーション ファイルの最大数（超過するとアラームが生成される）およびアラームがトリ
ガーされるまで待機する日数の [アラームしきい値（Alarm Threshold）] パラメータを調整しま
す。

並行してアーカイブできるファイル数の制御
Cisco EPN Manager は、コンフィギュレーション ファイルをアーカイブにコピーするために 10
個のスレッド プールを使用します。1,000 を超えるデバイスが関わる変更をアーカイブする場
合は、数が大きいほど役立ちます。ただし、数が大きすぎると、システムのパフォーマンスに
悪影響を与える可能性があります。この数を変更するには、[管理（Administration）] > [設定
（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択してから、[インベントリ
（Inventory）] > [設定アーカイブ（Configuration Archive）] を選択し、[スレッドプール数
（Thread Pool Count）] 値を調整します。

データベースからデバイス コンフィギュレーション ファイルを消去
するタイミングの制御
デバイスのコンフィギュレーション ファイルをデータベースから自動的に削除することはでき
ません（ファイルは手動で削除できます）。ファイルは、ユーザの設定に基づき、 Cisco EPN
Manager によって定期的に消去することができます。管理者権限を持つユーザは、コンフィ
ギュレーション ファイルが消去されるタイミングを次のように調整できます。コンフィギュ
レーション ファイルを一切消去しない場合は、次の手順に従う際、両方のフィールドを空にし
てください。

（注）

コンフィギュレーション ファイルを手動で削除する方法の詳細については、「アーカイブ済み
デバイス設定ファイルの削除」を参照してください。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[インベント
リ（Inventory）] > [設定アーカイブ（Configuration Archive）] を選択します。
ステップ 2 次の条件に従って、アーカイブ設定を調整します。
使用するフィールド

ファイルを消去する条件

[設定アーカイブの最大数（Max.
configuration archives）]

デバイスのコンフィギュレーション ファイルの数がこの設定（デ
フォルトは 5）を超えた場合。
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使用するフィールド

ファイルを消去する条件

[最大保持日数（Max. days retained）] コンフィギュレーション ファイルの存続期間がこの設定（デフォル
トは 7）を超えた場合。

ファイルが最後にアーカイブされた時刻を確認する方法
ステップ 1 デバイスの実行コンフィギュレーション ファイルがアーカイブにバックアップされた最終日を特定するに
は、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ（Configuration
Archive）] を選択し、[デバイス（Devices）] タブをクリックします。[最新のアーカイブ（Latest Archive）]
列に、最新のアーカイブが最初に示された各デバイスのアーカイブ タイム スタンプのリストが表示されま
す。[作成者（Created By）] 列には、アーカイブのトリガー（たとえば、syslog）が表示されます。
ステップ 2 デバイスの最新のアーカイブ済み実行コンフィギュレーション ファイルの内容を表示するには、タイム ス
タンプのハイパーリンクをクリックします。[実行コンフィギュレーション（Running Configuration）] ウィ
ンドウにファイルの内容が表示されます。
ステップ 3 デバイスのアーカイブ間で加えられた変更を表示するには、デバイスのコンフィギュレーション ファイル
の比較または削除 （143 ページ）を参照してください。

デバイスコンフィギュレーションファイルのアーカイブ
へのバックアップ
• データベースにバックアップされる内容 （136 ページ）
• コンフィギュレーション ファイルをバックアップ（アーカイブ）する （137 ページ）

データベースにバックアップされる内容
設定アーカイブは、デバイス コンフィギュレーション ファイルのコピーを保持し、それらを
データベースに保存します。ほとんどのコンフィギュレーション ファイルは、デバイスから受
信したものとして読み取り可能な形式に保存され、以前のバージョンと比較できます。デバイ
ス設定は、アーカイブに保存されているファイルを使用して、前の状態に復元できます。
デバイス上の実行コンフィギュレーションとスタートアップ コンフィギュレーションが同じ場
合、Cisco EPN Manager は実行コンフィギュレーションのみをデータベースにコピーします。
そのため、イメージ リポジトリを表示するときに、実行コンフィギュレーションのアーカイブ
のみが表示されることがあります。
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コンフィギュレーション ファイルが前回のバックアップ以降に変更されていない場合、Cisco
EPN Manager はファイルをアーカイブしません。Cisco EPN Manager によってジョブの成功が
報告され、ジョブ結果に [Already Exists] が表示されます。
Cisco EPN Manager は、次のデバイス コンフィギュレーション ファイルを収集およびアーカイ
ブします。
デバイス/デバイス
OS

バックアップ内容

Cisco IOS および
Cisco IOS XE

最新のスタートアップ コンフィギュレーション、実行コンフィギュレー
ション、および VLAN 設定。

Cisco IOS XR

• 最新の実行コンフィギュレーション。アクティブなパッケージが含
まれます。デバイスは、システム ユーザが管理する必要がありま
す。これは、システム ユーザ以外のユーザはコマンドライン イン
ターフェイス（CLI）で copy コマンドを使用できないためです。
• データベース設定（バイナリ ファイル）
（注）

Cisco NCS

Cisco NCS 4000 デバイスの場合、データベースは、ローカ
ル マシン上のファイル システムに .tgz ファイルとしてバッ
クアップされます。

データベース設定（バイナリ ファイル）
（注）

Cisco NCS 2000 デバイスの場合、データベースは、バイナリ
ファイルとしてバックアップされます。これはテキスト ファ
イルではないため、バージョンを比較できませんが、設定アー
カイブのファイル タイム スタンプで確認できます。

コンフィギュレーションファイルをバックアップ（アーカイブ）する
コンフィギュレーション ファイルをバックアップすると、Cisco EPN Manager がデバイスから
コンフィギュレーション ファイルのコピーを取得して、設定アーカイブ（データベース）にコ
ピー（バックアップ）します。コピーをアーカイブに保存する前に、Cisco EPN Manager は取
得したファイルとアーカイブ内の同じタイプの最新バージョン（実行と実行、スタートアップ
とスタートアップ）を比較します。Cisco EPN Manager は、2 つのファイルが異なる場合にのみ
ファイルをアーカイブします。アーカイブ済みのバージョンの数が最大値（デフォルトは 5）
を超えると、最も古いアーカイブが消去されます。
実行コンフィギュレーションとスタートアップ コンフィギュレーションの両方をサポートする
デバイスの場合は、Cisco EPN Manager がスタートアップ コンフィギュレーションの最新バー
ジョンと実行コンフィギュレーション ファイルの最新バージョンを比較することによって、
バックアッププロセス中に「同期外れ」（不同期）のデバイスを特定します。同期外れのデバ
イスの詳細については、実行デバイス コンフィギュレーションとスタートアップ デバイス コ
ンフィギュレーションの同期 （141 ページ）を参照してください。
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次の表に、サポートされているバックアップ方式とそれらのトリガー方法の説明を示します。
デフォルト設定をチェックまたは調整するには、アーカイブのトリガー方法の制御 （132 ペー
ジ）を参照してください。
Cisco NCS 2000 データベースをアーカイブしたときに、データベースまたはフラッシュがビ
ジーであることを伝えるエラーメッセージが表示された場合は、次のいずれかが原因の可能性
があります。
• アーカイブ操作を他の設定アーカイブまたはイメージ管理操作と並行して実行している。
短い時間間隔で操作を再試行する必要があります。
• 複数のユーザが同時に同じ操作を実行している。短い時間間隔で操作を再試行する必要が
あります。
• デバイスのソフトウェア ダウンロード アラームが解消されていない。アラームを解消す
る必要があります。
表 9 : バックアップ方式

バックアップ方式 説明

注記

オンデマンド手動 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
該当なし
バックアップ
Management）] > [設定アーカイブ（Configuration
Archive）] を選択して、デバイスを選択し、[アーカイブ
収集のスケジュール設定（Schedule Archive Collection）]
をクリックします（ジョブをすぐに実行するか後で実行
します）。
定期的にスケ
ジュールされた
バックアップ

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
該当なし
Management）] > [設定アーカイブ（Configuration
Archive）] を選択して、デバイスを選択し、[アーカイブ
収集のスケジュール設定（Schedule Archive
Collection））] をクリックします。スケジューラで、
[Recurrence] を指定します。

新しいデバイスの Cisco EPN Manager は、自動的に新しいデバイスのバッ デフォルトで有
バックアップ
クアップを実行します。
効
イベント トリガー Cisco EPN Manager は、管理対象デバイスから syslog を デフォルトで有
バックアップ（デ 受信したときに自動的にバックアップを実行します。 効
バイス変更通知）

アーカイブに保存されているデバイスコンフィギュレー
ション ファイルの表示
• すべてのアーカイブされたファイルを表示する （139 ページ）
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• 特定のデバイスのアーカイブされたファイルを表示する （139 ページ）

すべてのアーカイブされたファイルを表示する
データベースに保存されたコンフィギュレーション ファイルを表示するには、[インベントリ
（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ（Configuration
Archive）] を選択します。開始する場所に応じて、[アーカイブ（Archives）] タブまたは [デバ
イス（Devices）] タブをクリックします。
• Archives タブ：アーカイブされたコンフィギュレーション ファイルのリスト。最新のアー
カイブが先頭に表示されます。[アウト オブ バンド（Out of Band）] 列は、Cisco EPN
Manager 以外のアプリケーションによって変更が行われたかどうかを示します。左側の [グ
ループ（Groups）] リストを使用して、アーカイブをデバイス タイプ別とファミリ別で表
示します。グローバル設定に関して実行できることは次のとおりです。
• アーカイブされたバージョンへのデバイス設定のロールバック （146 ページ）
• 実行コンフィギュレーションによるスタートアップ コンフィギュレーションの上書き
（145 ページ）
• タグを使用した重要なコンフィギュレーション ファイルのラベル付け （141 ページ）
• Devices タブ：アーカイブされた設定を含むデバイスのフラットなリスト。ここから、次
の操作を実行できます。
• アーカイブへのバックアップをスケジュールします（デバイス コンフィギュレーショ
ン ファイルのアーカイブへのバックアップ （136 ページ）を参照）。
• デバイス名のハイパーリンクをクリックして、特定のデバイスのアーカイブされた
ファイルを表示します（特定のデバイスのアーカイブされたファイルを表示する （
139 ページ）を参照）。
デフォルトで、Cisco EPN Manager は、ファイルの最大 5 つのバージョンを保存し、7 日前より
古いファイルをすべて削除します。デバイス コンフィギュレーション ファイルは、データベー
スから手動で削除することはできません（現在の消去設定をチェックするには、データベース
からデバイス コンフィギュレーション ファイルを消去するタイミングの制御 （135 ページ）を
参照してください）。

特定のデバイスのアーカイブされたファイルを表示する
（注）

実行コンフィギュレーション ファイルのみが表示されてスタートアップ ファイルが表示され
ない場合、2 つのファイルは同じです。Cisco EPN Manager は実行コンフィギュレーションと異
なる場合にのみスタートアップ コンフィギュレーションをバックアップします。

ステップ 1 [Inventory] > [Device Management] > [Configuration Archive] を選択して、[Devices] タブをクリックします。
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ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックします。Cisco EPN Manager は、タイムスタンプに基づいてアーカ
イブ済みファイルを一覧表示します。

アーカイブされた設定ファイルの raw コンテンツの表示
この手順を使用して、設定アーカイブに保存されているスタートアップ コンフィギュレーショ
ン ファイル、実行コンフィギュレーション ファイル、VLAN（サポートされている場合）コ
ンフィギュレーション ファイル、データベース コンフィギュレーション ファイルおよび管理
コンフィギュレーション ファイルを表示します。タイムスタンプに応じてバージョンを選択
し、それらを別のバージョンと比較できます。

（注）

Cisco NCS 2000 および Cisco NCS 4000 のデバイスの場合、データベースはバイナリ ファイル
としてバックアップされます。これはテキスト ファイルではないため、表示したり他のバー
ジョンと比較できませんが、ファイルを直接エクスポートすることができます。
設定アーカイブに保存されている実行コンフィギュレーション ファイルの内容を表示するに
は、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ（Configuration
Archive）] を選択し、[デバイス（Devices）] タブをクリックします。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックします。Cisco EPN Manager は、タイムスタンプに基づいてアーカ
イブ済みファイルを一覧表示します。
ステップ 3 タイム スタンプを展開して、その時点でアーカイブされたファイルを表示します。実行コンフィギュレー
ション、スタートアップ コンフィギュレーション、管理コンフィギュレーション、VLAN コンフィギュ
レーション、およびデータベース コンフィギュレーションの詳細が表示されます。これらのカテゴリの下
にある [詳細（Details）] ハイパーリンクをクリックし、詳細を表示します。
（注）

実行コンフィギュレーション ファイルのみが表示されてスタートアップ ファイルが表示されない
場合、2 つのファイルは同じです。Cisco EPN Manager は実行コンフィギュレーションと異なる場
合にのみスタートアップ コンフィギュレーションをバックアップします。

ステップ 4 [設定タイプ（Configuration Type）] の下にあるファイルをクリックし、その raw データを表示します。[Raw
コンフィギュレーション（Raw Configuration）] タブの上から下へとファイルの内容が一覧表示されます。
ステップ 5 別のファイルの内容と比較するには、[比較対象（Compare With）] 列の下にある任意のハイパーリンクを
クリックします。選択肢は、アーカイブにバックアップされたデバイスのタイプと設定ファイルの数によっ
て異なります。カラー コードは、更新、削除、または追加されたものを示します。
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タグを使用した重要なコンフィギュレーションファイル
のラベル付け
コンフィギュレーション ファイルにタグを割り当てることは、重要な設定を識別し、必要な情
報を伝えるためのわかりやすい方法です。タグは、[設定アーカイブ（Configuration Archive）]
ページでファイルの一覧とともに表示されます。また、次の手順を使用して、タグを編集およ
び削除することもできます。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ（Configuration
Archive）] の順に選択します。
ステップ 2 [アーカイブ（Archives）] タブで、ラベル付けするコンフィギュレーション ファイルを見つけて [タグの編
集（Edit Tags）] をクリックします。
ステップ 3 [タグの編集（Edit Tag）] ダイアログボックスに内容を入力するか、既存のタグを編集または削除して、[保
存（Save）] をクリックします。

実行デバイスコンフィギュレーションとスタートアップ
デバイス コンフィギュレーションの同期
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルと実行コンフィギュレーション ファイルを
持つデバイスは、同期が取れていない（非同期）場合があります。スタートアップ ファイル
（デバイスの再起動時に読み込まれる）が実行コンフィギュレーションと異なる場合、デバイ
スは同期が取れていないと判断されます。変更された実行コンフィギュレーションはスタート
アップ コンフィギュレーションとしても保存しない限り、デバイスを再起動すると、実行コン
フィギュレーションの変更が失われます。上書き操作は、現在の実行コンフィギュレーション
でデバイスのスタートアップ コンフィギュレーションを上書きして、ファイルを同期します。

（注）

このデバイス コンフィギュレーション ファイルの同期操作は、デバイスの即時インベントリ
収集を実行する同期操作とは異なります。この同期動作については、デバイスのインベントリ
の即時収集（同期） （551 ページ）で説明されています。

ステップ 1 同期が取れていないデバイスの特定。
a)

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ（Configuration
Archive）] の順に選択します。

b) [デバイス（Devices）] タブで、[Startup/Runningの不一致（Startup/Running Mismatch）]フィールド
フィールドを確認します。
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c)

いずれかのデバイスのリストに [Yes] と表示されている場合は、それらのデバイスをメモします。

ステップ 2 デバイスを同期するには。
a)

[デバイス（Devices）] タブで同期されていないデバイスを選択し、[上書き（Overwrite）] をクリック
します。（上書き操作の詳細については、実行コンフィギュレーションによるスタートアップコンフィ
ギュレーションの上書き （145 ページ）を参照してください）。

ステップ 3 ジョブの詳細を確認するには、[管理（Administration）] > [ジョブダッシュボード（Job Dashboard）] の
順に選択して、上書きジョブの詳細を表示します。

コンフィギュレーション ファイルのダウンロード
同時に最大 1000 台までのデバイスの起動および実行コンフィギュレーション ファイルをロー
カル システムにダウンロードできます。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ（Configuration
Archive）] の順に選択します。
ステップ 2 [最新の設定をエクスポート（Export Latest Config）] ドロップダウンリストから次のいずれかのオプション
を選択して、コンフィギュレーション ファイルをダウンロードします。
1.

[サニタイズ（Sanitized）]：デバイスのクレデンシャル パスワードがダウンロードしたファイル内でマ
スクされます。

2.

[非サニタイズ（Unsanitized）]：デバイスのクレデンシャル パスワードがダウンロード ファイル内に
表示されます。

このオプションは、サポートされているすべての設定を csv ファイルとしてデバイスからダウンロードし
ます。デバイスからスタートアップ コンフィギュレーションまたは実行コンフィギュレーションのみを指
定してダウンロードするには、次の代替ステップを使用します。
[非サニタイズ（Unsanitized）] オプションは、ロールベース アクセス コントロール（RBAC）で設定され
ているユーザ権限に基づいて表示されます。
また、次の手順を実行しても、設定をダウンロードすることができます。
• [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ（Configuration
Archive）] ページで、設定ファイルをダウンロードするデバイスをクリックするか、または [インベン
トリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
ページで設定ファイルをダウンロードするデバイスをクリックし、[設定アーカイブ（Configuration
Archive）] タブをクリックします。
• [展開（Expand）] アイコンを使用して、必要な設定の詳細をアーカイブから表示します。
• [詳細（Details）] をクリックします。
• [エクスポート（Export）] ドロップダウンリストから [サニタイズ（Sanitized）] または [非サニタイズ
（Unsanitized）] を選択します。
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このコンフィギュレーション ファイルを WLC にアップロードする前に、各行の先頭にキーワー
ド config を追加する必要があります。

メモ

デバイスのコンフィギュレーションファイルの比較また
は削除
比較機能は、2 つのコンフィギュレーション ファイルを並べて表示し、追加、削除、および除
外された値を異なる色で示します。この機能を使用して、同期されていないデバイスの起動時
と実行時のコンフィギュレーション ファイル間の違いを表示するか、または同様なデバイスの
設定が異なっているかどうかを検出します。これで、設定アーカイブをデータベースから削除
できるようになります。
Cisco EPN Manager は、NTP クロック レート（管理対象のネットワーク要素上で絶えず変化し
ていても、設定変更とは見なされない）のような、小型のコマンド セットをデフォルトで除外
します。設定ファイルの変更を確認する場合に除外する項目の指定 （134 ページ）で説明する
ように、除外されたコマンドのリストは変更できます。

（注）

ファイルがバイナリ形式で保存されるため、Cisco NCS 2000 デバイス上ではファイルの比較は
サポートされていません。テキスト ベースのファイルのみが比較できます。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ（Configuration
Archive）] の順に選択します。
ステップ 2 デバイスの設定アーカイブを削除するには、[デバイス] タブで設定を削除するデバイスを見つけ、[X]（削
除）ボタンをクリックします。
ステップ 3 デバイスの設定アーカイブを比較するには、次の操作を実行します。
a)

[デバイス（Devices）] タブで、比較する設定を持つデバイスを見つけ、そのデバイス名のハイパーリ
ンクをクリックします。

b) タイム スタンプを展開して、その時点でアーカイブされたファイルを表示します。
c)

[比較対象（Compare With）] 列の下にあるハイパーリンクのいずれかをクリックして比較ウィンドウを
起動します。選択肢は、アーカイブにバックアップされたデバイスのタイプと設定ファイルの数によっ
て異なります。カラー コードは、更新、削除、または追加されたものを示します。
[設定の比較（Configuration Comparison）] ウィンドウでは、raw ファイルに注目するか、またはファイ
ルの特定の部分（configlet）に注目することで、設定を調べることができます。下部のウィンドウの色
分けを使用して、何が更新、削除、または追加されたかを確認します。
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デバイスへの外部コンフィギュレーションファイルの展
開
展開のスケジュール操作は、外部ファイルを使用してデバイスの設定を更新します。ロール
バックと定期展開の違いは、ロールバックではアーカイブから既存のファイルを使用するのに
対して、定期展開では外部ファイルを使用することです。
デバイスのタイプによっては、展開ジョブに次の設定を指定できます。
• 現在のスタートアップ コンフィギュレーションを新しいバージョンで書き換え、必要に応
じて展開後にデバイスを再起動します。
• 新しいファイルと現在実行中の設定をマージし、必要に応じてファイルを新しいスタート
アップ コンフィギュレーションとしてアーカイブします。
• データベース コンフィギュレーション ファイルの展開を .tgz 形式でスケジュール設定し
ます。
ローカル マシンにファイルを作成する場所があることを確認します。

ステップ 1 デバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページを開き、そのページから展開操作を実行します。
a)

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] を選択します。

b) デバイス名のハイパーリンクをクリックし、[デバイスの詳細（Device Details）] ページを開きます。
ステップ 2 [設定アーカイブ（Configuration Archive）] タブをクリックしてデバイスの [設定アーカイブ（Configuration
Archive）] ページを開きます。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスの場合、この選択肢は [シャーシビュー（Chassis View）] タブをク
リックすると、右側に表示されます。
ステップ 3 [展開のスケジュール設定（Schedule Deploy）] をクリックして、展開ジョブ ダイアログ ボックスを開きま
す。
ステップ 4 [参照（Browse）] をクリックし、ファイルの場所まで移動してファイルを選択し、展開するファイルを選
択します。
（注）

Cisco for NCS 4000 デバイスにデータベース コンフィギュレーションを展開するには、ファイルを
.tgz 形式でアップロードする必要があります。

ステップ 5 展開するファイルのタイプに応じて、次のようにジョブ パラメータを設定します。
• [スタートアップ コンフィギュレーション（Startup configuration）]：[スタートアップ コンフィギュレー
ションの上書き（Overwrite Startup Configuration）] を選択します。展開操作の後にデバイスを再起動す
る場合は、[再起動（Reboot）] チェックボックスをオンにします。
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• 実行コンフィギュレーション：[Merge with Running Configuration] を選択します。また、スタートアッ
プ コンフィギュレーションとしてデバイスにファイルを保存するには、[Save to Startup] チェック ボッ
クスをオンにします。
• データベース コンフィギュレーション：[Deploy Database Configuration] を選択し、データベース ファ
イルを選択します（Cisco NCS 4000 デバイスの場合は .tgz 形式、Cisco NCS2000 デバイスの場合は .cfg
形式）。
• [管理設定（Aadmin Configuration）]：Merge with Admin Configuration を選択し、[デバイス VM の管
理者パスワード（Device VM Admin Password）] を入力します。
ステップ 6 展開ジョブをすぐに実行するか、後で実行するようにスケジュールを設定し、[送信（Submit）] をクリッ
クします。
ステップ 7 [管理（Administration）] > [ジョブダッシュボード（Job Dashboard）] の順に選択して、イメージ アクティ
ブ化ジョブの詳細を表示します。

実行コンフィギュレーションによるスタートアップコン
フィギュレーションの上書き
上書き操作により、デバイスの実行コンフィギュレーションがデバイスのスタートアップ コン
フィギュレーションにコピーされます。実行コンフィギュレーションに変更を加えた後、デバ
イスのスタートアップ コンフィギュレーションを上書きしなければ、デバイスを再起動すると
その変更内容が失われます。

（注）

（[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）] を選択すると表示される）[アーカイブ（Archives）] タブの [上書
き（Overwrite）] ボタンで選択できるのはデバイスだけで、コンフィギュレーション ファイル
を選択することはできないため、このボタンは使用しないでください。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] の順に選択します。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして [デバイスの詳細（Order Details）] ページを開き、[設定アー
カイブ（Configuration Archive）] タブをクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスの場合、この選択肢は [シャーシビュー（Chassis View）] タブをク
リックすると、右側に表示されます。
ステップ 3 [上書きのスケジュール（Schedule Overwrite）] [アーカイブ上書きのスケジュール（Schedule Archive
Overwrite）]をクリックし、ジョブを即時に実行するか、後で実行するかを設定してから、[送信（Submit）]
をクリックします。
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ステップ 4 [管理（Administration）] > [ジョブダッシュボード（Job Dashboard）] を選択して、イメージ アクティブ
化ジョブの詳細を表示します。

アーカイブされたバージョンへのデバイス設定のロール
バック
ロールバック操作により、アーカイブのファイルがデバイスにコピーされ、新しいファイルが
現在の設定になります。実行コンフィギュレーション、スタートアップ コンフィギュレーショ
ン、VLAN 設定をロールバックできます。デフォルトでは、この操作はファイルをマージして
実行されます。実行コンフィギュレーションをロールバックする場合、ファイルをマージする
のではなく、上書きするオプションを選択できます。コンフィギュレーション ファイルを前の
バージョンにロールバックするには、次の手順に従います。

ステップ 1 Inventory > Device Management > Configuration Archive を選択します。
ステップ 2 [Archives] タブをクリックし、コンフィギュレーション ファイルをロールバックするデバイスを選択して
から [ロールバック（Rollback）] をクリックします。
ステップ 3 ロールバックするファイルのタイプを選択します。[設定ロールバックのスケジュール（ScheduleConfiguration
Rollback）] ダイアログボックスで次の操作を行います。
a)

[ロールバックのオプション（Rollback Options）] 領域を展開します。

b) [Files to Rollback] ドロップダウンリストからファイル タイプを選択します。[All] を選択すると、この
操作がスタートアップ コンフィギュレーション ファイル、実行コンフィギュレーション ファイル、お
よび VLAN コンフィギュレーション ファイルに適用されます。
（注）

Cisco IOS XR 64 ビットデバイスでは、[管理設定（Admin Configuration）] を選択した場合は、
[デバイスの VM 管理者パスワード（Device VM Admin Password）] を入力します。

ステップ 4 ロールバック先の特定のコンフィギュレーション ファイルのバージョンをクリックします。
ステップ 5 [ロールバックのスケジュール設定（Schedule Rollback）] をクリックし、次を実行します。
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表 10 : デバイス設定のロールバック

領域

オプション

説明

ロールバック
（Rollback）

[ロールバックするファイル（Files [データベース設定（Database Configuration）]、[実行
to rollback）]
コンフィギュレーション（Running Configuration）]、
[管理者設定（Admin Configuration）] のいずれかを選
択します。
[再起動（Reboot）]

（起動のみ）起動コンフィギュレーションをロール
バックした後、デバイスを再起動すると、起動コン
フィギュレーションが実行コンフィギュレーション
になります。

[スタートアップに保存（Save to
startup）]

（実行のみ）実行コンフィギュレーションをロール
バックした後、その実行コンフィギュレーションを
起動コンフィギュレーションに保存します。

[ロールバック前のアーカイブ
（Archive before rollback）]

ロールバック操作を開始する前に、選択されたファ
イルをバックアップします。

設定の上書き

古い実行コンフィギュレーションを（マージするの
ではなく）新しい実行コンフィギュレーションで上
書きします。

[アーカイブの失敗時ロールバック （[ロールバック前のアーカイブ（Archive before
を続行（Continue rollback on archive rollback）] が選択されている場合）選択されたファ
failure）]
イルが正常にデータベースに保存されなくてもロー
ルバックを続行します。
VRF 名（VRF Name）

ドロップダウンリストから適切な VRF 名を選択しま
す。VRF 名は送信時に検証されます。

ロールバック
（Rollback）

[データベース設定のロールバック データベース設定ファイルのロールバック操作を開
（Rollback Database Configuration）] 始します。

スケジュール

（Web GUI を参照）

ロールバックを即時に実行するか、後でスケジュー
ルした時間に実行するかを指定します。

ステップ 6 Submit をクリックします。
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ローカルファイルシステムへのコンフィギュレーション
ファイルのエクスポート
実行コンフィギュレーション ファイルおよびスタートアップ コンフィギュレーション ファイ
ルをエクスポートできます。

（注）

Cisco NCS 2000 デバイスの場合は、データベース コンフィギュレーションをバイナリ ファイ
ルとしてローカル マシンのファイル システムにエクスポートできます。Cisco NCS 4000 デバ
イスの場合は、データベース コンフィギュレーションを .tgz ファイルとしてエクスポートでき
ます。エクスポートすると、ブラウザにプロンプトが表示されファイルを保存するか開くよう
に促されます。

ステップ 1 Inventory > Device Management > Configuration Archive を選択します。
ステップ 2 [デバイス（Devices）] タブで、エクスポートするアーカイブがあるデバイスを見つけ、そのデバイス名の
ハイパーリンクをクリックします。
ステップ 3 エクスポートするコンフィギュレーションのバージョンを見つけ、それを展開します。
ステップ 4 [設定タイプ（Configuration Type）] 列で、エクスポートするファイル（[実行コンフィギュレーション
（Running Configuration）]、あるいは、サポートされている場合は [スタートアップ コンフィギュレーショ
ン（Startup Configuration）]、または [データベース コンフィギュレーション（Database Configuration）]）
のハイパーリンクをクリックします。
ステップ 5 ファイル ビューア ページで、[Export] をクリックしてローカル マシンにファイルを保存します。

アーカイブ済みデバイス設定ファイルの削除
デバイス設定のロールバック特権を持つユーザの場合、次のいずれかの手順を実行すると、
データベースからアーカイブ済みデバイス設定ファイルを手動で削除できます。
（方法 1）
1.

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）] の順に選択します。
[設定アーカイブ（Configuration Archive）] ページの [デバイス（Devices）] タブが選択され
た状態で開きます。

2.

[名前（Name）] 列から、削除する設定ファイルのデバイスのリンクをクリックします。
その [アーカイブの詳細（Archive Details）] ページが開きます。
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3.

削除する設定ファイルのラジオ ボタンをクリックしてから、[X]（[削除（Delete）]）アイ
コンをクリックします。

4.

[はい（Yes）] をクリックして、設定ファイルの削除を確認します。

（方法 2）
1.

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [設定アーカイブ
（Configuration Archive）] の順に選択します。
[設定アーカイブ（Configuration Archive）] ページの [デバイス（Devices）] タブが選択され
た状態で開きます。

2.

[アーカイブ（Archives）] タブをクリックします。

3.

削除する設定ファイルのチェックボックスをクリックしてから、[X]（[削除（Delete）]）
アイコンをクリックします。

4.

[はい（Yes）] をクリックして、設定ファイルの削除を確認します。

設定アーカイブ操作に関するネットワーク監査の確認
デバイスのソフトウェア イメージの変更に関する履歴情報を取得するには、ネットワーク監査
を確認します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Managemen）] > [ネットワーク監査（Network
Audit）] の順に選択します。イメージ管理の操作だけが表示されるように結果をフィルタリングするには、
[監査コンポーネント（Audit Component）] フィールドに archive と入力します。

ステップ 2 イベント ドロワーを展開して、デバイスの変更に関する詳細情報を表示します。たとえば、ステップ 1 の
上図で強調表示されているドロワーを展開すると、その時点でデバイスの実行コンフィギュレーション
ファイルが正常にアーカイブにバックアップされていることがわかります。
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Archive configuration
Fetch DATABASE configuration
Fetch VLAN configuration
Fetch running configuration
Fetch startup configuration
Syslog Message

Success
Unsupported operation
Unsupported operation
Success
Success
<189>308716: *Jan 27 01:25:41.622: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from
console by vty0 (10.127.101.52)

ネットワーク監査機能の詳細については、設定アーカイブとソフトウェア管理の変更を監査する（ネット
ワーク監査） （1095 ページ）を参照してください。

コンピューティングリソースをモニタするためのポーリ
ング間隔の設定（廃止）
ポーリング間隔を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [インベントリ
（Inventory）] > [データセンター設定（Datacenter Settings）] を選択します。
ステップ 2 ドロップダウン リストからポーリング間隔を選択します。
ステップ 3 [保存（Save）] をクリックします。

ポーリングは、データセンター、クラスタ、およびホストで有効または無効にできます。ポー
リングに選択されたエンティティの子は、自動的にポーリングに選択されます。ポーリングを
有効にするには、[Compute Device] 画面（[Monitor] > [Managed Elements] > [Compute Devices
(Deprecated)]）のデータセンター、クラスタおよびホストのリストビューで [Start Monitoring]
ボタンをクリックします。
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章

デバイス ソフトウェア イメージの管理
• ソフトウェア イメージ管理のセットアップ （151 ページ）
• デバイスからイメージ リポジトリへのソフトウェア イメージのコピー（ベースラインの
作成） （156 ページ）
• ネットワーク デバイスでどのイメージが使用されているかを調べる方法 （156 ページ）
• デバイスに最新のイメージがあることを確認する方法 （157 ページ）
• イメージ リポジトリに保存されたイメージを表示する （157 ページ）
• イメージを使用しているデバイスの確認 （158 ページ）
• Cisco.com からソフトウェアをダウンロードする権限があるかどうかを調べる方法 （159
ページ）
• ソフトウェア イメージをリポジトリに追加（インポート）する （159 ページ）
• ソフトウェア イメージをアップグレードするためのデバイス要件の変更 （163 ページ）
• デバイスがイメージ要件を満たしていることの確認（アップグレード分析）（163ページ）
• デバイスへ新しいソフトウェア イメージを配布 （164 ページ）
• デバイスで新しいソフトウェア イメージをアクティブにする （172 ページ）
• Cisco IOS XR イメージのアクティブ化、非アクティブ化、およびデバイスからの削除 （
176 ページ）
• FPD イメージの表示およびアップグレード （177 ページ）
• デバイスのリロード間での Cisco ISO XR イメージのコミット （178 ページ）
• Cisco IOS XR イメージのロールバック （178 ページ）
• ソフトウェア イメージ操作に関するネットワーク監査の確認 （179 ページ）
• イメージ リポジトリからのソフトウェア イメージ ファイルの削除 （180 ページ）

ソフトウェア イメージ管理のセットアップ
（注）

• デバイスが正しく構成されていることを確認する （152 ページ）
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• Cisco EPN Manager サーバでの FTP/TFTP/SFTP/SCP 設定の確認 （152 ページ）
• インベントリ収集中にイメージ リポジトリに保存されたイメージの制御方法 （153 ペー
ジ）
• イメージの転送および配布設定の調整 （153 ページ）

デバイスが正しく構成されていることを確認する
Cisco EPN Manager場合、SNMP 読み取り/書き込みコミュニティをあなたのデバイスで構成さ
れている文字列に一致にデバイスが追加されたときに指定された文字列にのみデバイスから
ファイルを転送できます Cisco EPN Manager 。さらに、デバイスはインベントリはどのように
収集されていますか。 （59 ページ）の設定に従って設定されている必要があります。

（注）

セキュリティを強化するために、Cisco EPN Manager では、旧バージョンの Cisco IOS-XE と
IOS-XR で使用される SSH CBC（暗号ブロック連鎖）暗号方式の一部を使用しなくなりまし
た。それらは脆弱であると見なされたためです。Cisco IOS-XE を実行するデバイスの場合は、
16.5.x 以降のバージョンにアップグレードしていることを確認します。Cisco IOS-XR を実行す
るデバイスの場合は、6.1.2 以降のバージョンにアップグレードします。それ以外の場合は、ソ
フトウェア イメージ管理の複数の操作が失敗します。
これはお勧めしませんが（セキュリティが低下するため）、Cisco EPN Manager での使用が停
止された CBC 暗号方式を SSHD サービス設定ファイルに戻すためのオプションもあります。
このためには、最初に /etc/ssh/sshd_config ディレクトリに格納されたファイルの暗号方式の行
に CBC 暗号方式を設定し（下の例を参照）、次に service sshd stop/start コマンドを使用して
SSHD サービスを再起動します。
Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,
arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc,
cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc

（注）

ソフトウェア イメージの管理は、NAT 環境ではサポートされていません。つまりそのイメー
ジ管理機能など、イメージのインポート、アップグレード、配布、およびアクティブ化、NAT
環境で機能しません。

Cisco EPN Manager サーバでの FTP/TFTP/SFTP/SCP 設定の確認
FTP、TFTP、SFTP、または SCP を使用する場合は、それが有効で適切に設定されていること
を確認してください。サーバでの FTP/TFTP/SFTP サービスの有効化 （969 ページ）を参照して
ください。
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インベントリ収集中にイメージリポジトリに保存されたイメージの制
御方法
ソフトウェア イメージの収集はデータ収集プロセスを遅くする可能性があるため、デフォルト
では、Cisco EPN Manager は、インベントリ収集の実行時には、イメージ リポジトリでのデバ
イス ソフトウェア イメージの収集および保存を実行しません。次に説明する手順を使用して
設定を変更できるのは、管理権限を持つユーザです。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、次に [インベ
ントリ（Inventory）] > [イメージ管理（Image Management）] を選択します。
ステップ 2 Cisco EPN Manager によるインベントリ収集の実行時にデバイス イメージを取得してイメージ リポジトリ
に保存するには、[インベントリ収集と同時にイメージを収集（Collect images along with inventory collection）]
チェック ボックスをオンにします。
ステップ 3 [保存（Save）] をクリックします。

イメージの転送および配布設定の調整
Cisco EPN Manager がイメージをソフトウェア イメージ管理サーバからデバイスに転送する際
にデフォルトで使用するプロトコルを指定するには、この手順を使用します。また、Cisco EPN
Manager がイメージの転送と配布に関連するさまざまなタスクをデフォルトで実行するように
設定することもできます。たとえば、アップグレードの前に現在のイメージをバックアップす
る、アップグレード後にデバイスを再起動する、シリアル アップグレードが失敗した場合に次
のデバイスをアップグレードするなどのタスクを実行するように設定できます。次に説明する
手順を使用して設定を変更できるのは、管理権限を持つユーザです。
この手順では、デフォルトのみを設定します。これらのデフォルトは、実際の配布操作を実行
する際にオーバーライドできます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、次に [インベ
ントリ（Inventory）] > [ソフトウェアイメージ管理（Software Image Management）] を選択します。
ステップ 2 [基本（Basic）] タブで、Cisco EPN Manager がイメージを配布する際に実行するタスクを指定します。
設定

説明

デフォルト

ジョブの設定
失敗した場合に配信を 複数のデバイスにイメージを配布する場合、あるデバイスへの配布 有効
が失敗しても、他のデバイスへの配布を続行します。
続けます（Continue
distribution on failure）
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設定

説明

デフォルト

TFTP フォールバック TFTP フォールバック コマンドを実行中のイメージに挿入し、イ 無効
（TFTP fallback）
メージの配布が失敗した場合にイメージをリロードできるようにし
ます。
TFTP フォールバック コマンドを実行中のイメージに挿入し、イ
メージの配布が失敗した場合にイメージをリロードできるようにし
ます。
実行中のイメージの イメージを配布する前に、実行中のイメージを TFTP サーバにバッ 無効
バックアップ（Backup クアップします。
running image）
起動コマンドを挿入す イメージを配布した後、起動コマンドを実行中のイメージに挿入し 無効
る（Insert boot
ます。
command）
[配布前にスマート フ 配布の前に、フラッシュから不要なファイルを削除してメモリス
ラッシュ削除（Smart ペースを解放します
Flash Delete Before
Distribution）]

無効

その他の設定
インベントリのコレク インベントリ収集中にソフトウェアイメージをデバイスから収集 無効
ションと一緒に画像を し、イメージリポジトリに保存するには、このオプションを選択し
ます。
収集する
使用可能なメジャーリ 最新のメンテナンスリリースを表示する場合は、このオプションを 無効
リースの最新イメージ 選択します。
を表示する
同じ機能をサポートす 実行中のイメージでサポートされているのと同じ機能を持つ使用可 無効
るイメージを表示する 能なイメージを表示するには、このオプションを選択します。
使用可能なより上位の 実行中のイメージで使用可能なより上位のイメージバージョンを表 無効
イメージバージョンを 示するには、このオプションを選択します。
表示する
配信ジョブ中にソフト 配布ジョブ中にソフトウェアをアクティブ化するオプションを削除 無効
ウェアをアクティブに するには、このオプションを選択します。
するオプションを削除
する
EPN Manager サーバに EPN Manager サーバによってコピー操作を開始する場合は、このオ 無効
よって開始されるコ プションを選択します。
ピー操作
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ステップ 3 [イメージ転送プロトコルの順序（Image Transfer Protocol Order）] で、Cisco EPN Manager がイメージを転
送する際にデフォルトで使用するプロトコルを指定します。優先順位でプロトコルを並べ替えます。最初
にリストされているプロトコルが失敗した場合、Cisco EPN Manager は次にリストされているプロトコルを
使用します。
（注）

デバイスへのイメージの配布には、デバイスでサポートされている最もセキュアなプロトコル
（TFTP ではなく SCP など）を使用します。非常に大きなファイルを転送する場合、またはサー
バとクライアントが地理的に離れている場合には、TFTP はタイムアウトになる傾向があります。
イメージの配布に SCP を選択する場合は、デバイスがフル ユーザ権限（特権 EXEC モード）を使
用して Cisco EPN Manager で管理されていることを確認してください。フル ユーザ権限を使用し
ないと、配布はコピー権限エラー（「SCP：プロトコル エラー：権限拒否（SCP: protocol error:
Privilege denied）」）が原因で失敗します。

ステップ 4 [保存（Save）] をクリックします。

デバイス グループを管理するソフトウェア イメージ管理サーバの追
加
イメージをデバイスのグループに配布するには、ソフトウェア イメージ管理サーバを追加し、
イメージ配布に使用するプロトコルを指定します。最大 3 つのサーバを追加できます。

ステップ 1 サーバを追加します。
a)

[管理（Administration）] > [サーバ（Servers）] > [ソフトウェアイメージ管理サーバ（Software Image
Management Servers）] の順に選択します。

b) [行の追加（Add Row）] アイコンをクリックし、サーバがサポートするサーバ名、IP アドレス、およ
びデバイス グループを入力します。
c)

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 2 サーバ プロトコル設定を構成します。
a)

サーバ名の横にあるチェックボックスをオンにし、[プロトコルの管理（Manage Protocols）] をクリッ
クします。

b) [行の追加（Add Row）] アイコンをクリックし、ソフトウェア イメージ管理プロトコルの詳細（ユー
ザ名、パスワードなど）を入力します。
c)

[保存（Save）] をクリックします。
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デバイスからイメージ リポジトリへのソフトウェア イ
メージのコピー（ベースラインの作成）
システムの設定によっては、Cisco EPN Manager がインベントリ収集時にデバイスのソフトウェ
ア イメージをイメージ リポジトリにコピーすることがあります（インベントリ収集中にイメー
ジ リポジトリに保存されたイメージの制御方法 （153 ページ）を参照）。この操作を手動で実
行する必要がある場合は、ソフトウェア イメージをデバイスからイメージ リポジトリへ次直
接インポートする次の手順を実行します。
開始する前に、イメージが（リモートにロードされているのではなく）デバイス上に物理的に
存在することを確認します。

（注）

多数のイメージをインポートする場合は、生産に影響を与える可能性が最も低い時間にこの操
作を実行します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software
Images）] の順に選択します。
ステップ 2 [追加/インポート（Add/Import）] アイコンをクリックします。
ステップ 3 [イメージのインポート（Import Images）] ダイアログボックスで、次の情報を入力します。
a)

[ソース（Source）] 領域では、デバイスを選択します（一度に 1 つのデバイス グループを選択するこ
ともできます）。

b) [収集オプション（Collection Options）] 領域では、ファイルをすぐにインポートするか、または後でイ
ンポートするためのスケジュールを設定するかを指定します。
ステップ 4 [送信（Submit）] をクリックします。

ネットワークデバイスでどのイメージが使用されている
かを調べる方法
ネットワークデバイスで使用されるイメージのリストを表示するには、[レポート（Reports）]>
[レポート起動パッド（Reports Launch Pad）] > [デバイス（Device）] > [ソフトウェアの詳細
情報（Detailed Software）] を選択します。
ネットワーク デバイスで使用される上位 10 個のイメージ（およびそれらのイメージを使用し
ているデバイスの数）を一覧表示するには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理
（Device Management）] > [ソフトウェアイメージ（Software Images）] を選択します。[便利
なリンク（Useful Links）] の下にある [ソフトウェアイメージリポジトリ（Software Image
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Repository）] をクリックし、ページの右上隅にある [イメージダッシュボード（Image
Dashboard）] アイコンをクリックします。

デバイスに最新のイメージがあることを確認する方法
デバイス タイプがイメージの推奨事項に対応している場合、次の手順を使用して、デバイスが
Cisco.com からの最新のイメージが設定されているかどうかを確認できます。それ以外の場合
は、Cisco.com の製品サポート ページを使用して、この情報を取得します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] を選択し、デバイス名のハイパーリンクをクリックして [デバイスの詳細（Device Details）] ペー
ジを開きます。
ステップ 2 [ソフトウェアイメージ（Software Image）] タブをクリックし、[推奨されるイメージ（Recommended Images）]
領域までスクロールします。Cisco EPN Manager には、デバイスに対して推奨される Cisco.com のすべての
イメージが一覧表示されます。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスの場合、この選択肢は [シャーシビュー（Chassis View）] タブをク
リックすると、右側に表示されます。
（注）

推奨事項のリストは情報提供のみを目的としています。推奨されるイメージのいずれかを使用す
るには、Cisco.com から取得し、イメージ リポジトリに追加する必要があります。ソフトウェア
イメージをリポジトリに追加（インポート）する （159 ページ） を参照してください。

イメージ リポジトリに保存されたイメージを表示する
この手順は、イメージ リポジトリに保存されたすべてのソフトウェア イメージを一覧表示す
る場合に使用します。イメージはイメージ タイプ別に分類され、対応するソフトウェア イメー
ジのグループ フォルダに保存されます。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェアイメージ（Software
Images）] を選択します。Cisco EPN Manager の [ソフトウェアイメージの概要（Software Image Summary）]
パネルに、イメージ リポジトリに保存されたイメージが一覧表示されます。
グローバル設定に関して実行できることは次のとおりです。
• ネットワークデバイス（クライアントマシン上のファイルシステム、IPv4またはIPv6サーバ（URL）、
FTP サーバ、および Cisco.com）からイメージ リポジトリに新しいイメージをインポートする。Web
GUI を使用して、Cisco.com から入手可能なイメージを見つけることができますが、イメージは手動で
ダウンロードしてから、インポートする必要があります。ソフトウェア イメージをリポジトリに追加
（インポート）する （159 ページ）を参照してください。
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• デバイスがこのイメージにアップグレードするために満たす必要のある要件を調整する。ソフトウェ
ア イメージをアップグレードするためのデバイス要件の変更 （163 ページ）を参照してください。
• アップグレード分析を実行する。デバイスがイメージ要件を満たしていることの確認（アップグレー
ド分析） （163 ページ）を参照してください。
• 新しいソフトウェア イメージをデバイスにコピーする。 デバイスへ新しいソフトウェア イメージを
配布 （164 ページ）を参照してください。
• イメージをアクティブにして、新しいイメージをデバイスの実行イメージにする。デバイスで新しい
ソフトウェア イメージをアクティブにする （172 ページ）を参照してください。
• Cisco IOS XR イメージをコミットすることにより、デバイスのリロード後もイメージを保持し、ロー
ルバック ポイントを作成する。デバイスのリロード間での Cisco ISO XR イメージのコミット （178
ページ）を参照してください。
• イメージ リポジトリからイメージを削除する（イメージの削除は手動プロセスでのみ行えます）。イ
メージ リポジトリからのソフトウェア イメージ ファイルの削除 （180 ページ）を参照してください。
ステップ 2 ソフトウェア イメージ リポジトリに移動し、ソフトウェア イメージのハイパーリンクをクリックして、
ファイル名、イメージ名、ファミリ、バージョン、ファイル サイズなどが一覧表示された [イメージ情報
（Image Information）] ページを開きます。
グローバル設定に関して実行できることは次のとおりです。
• ページの下部にある [デバイスの詳細（Device Details）] 領域をチェックして、どのデバイスがこのイ
メージを使用しているかを確認します。
• デバイスがこのイメージにアップグレードするために満たす必要のある要件を調整する。（ソフトウェ
ア イメージをアップグレードするためのデバイス要件の変更 （163 ページ） を参照）。

イメージを使用しているデバイスの確認
ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software
Images）] の順に選択します。
ステップ 2 [ソフトウェア イメージの概要（Software Image Summary）] パネルで、ナビゲーション領域のイメージ カ
テゴリを展開するか、または [クイック フィルタ（Quick Filter）] フィールドのいずれかにテキストの一部
を入力して、対象のイメージを見つけます。たとえば、[バージョン（Version）] フィールドに 3.1 と入力
すると、3.12.02S、3.13.01S などのバージョンが一覧表示されます。
ステップ 3 イメージのハイパーリンクをクリックして、[ソフトウェアイメージの概要（Software Image Summary）]
ページを開きます。そのイメージを使用するすべてのデバイスが Cisco EPN Manager の [デバイスの詳細
（Device Details）] 領域に一覧表示されます。
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Cisco.comからソフトウェアをダウンロードする権限があ
るかどうかを調べる方法
Cisco EPN Manager には、指定したデバイス タイプに推奨される最新のソフトウェア イメージ
が表示され、Cisco.com からソフトウェア イメージを直接ダウンロードできます。Cisco.com か
ら EULA または K9 ソフトウェア イメージをダウンロードするには、EULA 契約または K9 契
約を定期的に承認または更新する必要があります。
Cisco EPN Manager には延期されたソフトウェア イメージは表示されません。詳細については、
『Cisco EPN Manager 2.1 Supported Devices』リストを参照してください。

ソフトウェア イメージをリポジトリに追加（インポー
ト）する
Cisco EPN Manager では、指定したデバイス タイプに推奨される最新のソフトウェア イメージ
が表示され、Cisco.com からソフトウェア イメージを直接ダウンロードできます。Cisco EPN
Manager には、提供が停止されたソフトウェア イメージは表示されません。詳細については、
「Cisco EPN Manager 3.1 のサポート対象デバイス」のリストを参照してください。

（注）

Cisco.com から K9 ソフトウェア イメージをダウンロードするには、定期的に
https://software.cisco.com/download/eula.html K9 契約を確認して同意する必要があります。
次のトピックでは、ソフトウェア イメージをイメージ リポジトリに追加するさまざまな方法
について説明します。失敗したインポートのトラブルシューティング方法の例については、
ジョブ ダッシュボードを使用したジョブの管理 （33 ページ）を参照してください。
• 管理対象デバイスで実行されているソフトウェア イメージの追加 （160 ページ）
• IPv4 または IPv6 サーバからソフトウェア イメージを追加する（URL） （161 ページ）
• FTP プロトコル サーバのソフトウェア イメージの追加（プロトコル） （161 ページ）
• クライアント マシンのファイル システムからのソフトウェア イメージの追加 （162 ペー
ジ）

（注）

Cisco NCS デバイスと Cisco ONS デバイスの場合、ソフトウェア イメージをインポートするに
は、クライアント マシンのファイル システムからのソフトウェア イメージの追加 （162 ペー
ジ）に記載された手順を使用する必要があります。
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管理対象デバイスで実行されているソフトウェア イメージの追加
この方法では、管理対象デバイスからソフトウェア イメージを取得し、イメージ リポジトリ
にそのイメージを保存します。

（注）

デバイスへのイメージの配布には、デバイスでサポートされている最もセキュアなプロトコル
（TFTP ではなく SCP など）を使用します。非常に大きなファイルを転送する場合、または
サーバとクライアントが地理的に離れている場合には、TFTP はタイムアウトになる傾向があ
ります。イメージの配布に SCP を選択する場合は、デバイスがフル ユーザ権限（特権 EXEC
モード）を使用して Cisco EPN Manager で管理されていることを確認してください。フル ユー
ザ権限を使用しないと、配布はコピー権限エラー（「SCP：プロトコルエラー：権限拒否（SCP:
protocol error: Privilege denied）」）が原因で失敗します。
デバイスからサーバにイメージをコピーする場合のみ（その逆ではない）、TFTP がサポート
されることに注意してください。
制限事項
• Cisco IOS XR デバイスの場合、デバイスからのイメージの直接インポートは、Cisco EPN
Manager によってサポートされていません。SMU と PIE のインポートも、これらのデバイ
スではサポートされていません。
• Cisco IOS-XE デバイスについては、デバイスが「packages.conf」ファイルを使用してロー
ドされている場合、そのデバイスからイメージを直接インポートすることはできません。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software
Images）] の順に選択します。
ステップ 2 [追加/インポート（Add/Import）] アイコンをクリックします。
ステップ 3 [イメージのインポート（Import Images）] ダイアログで、
a)

[デバイス（Device）] をクリックし、[コレクション オプション（Collection Options）] の下で 1 つ以上
のデバイスを選択します。

b) VRF 経由での収集を有効にする場合は、[ VRF 名（VRF Name）] チェックボックスをオンにして VRF
名を指定します。
c)

[スケジュール（Schedule）] エリアで、ジョブを即時実行するか、後で実行するか、または定期的に実
行するかをスケジュールします。

d) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 4 ジョブのステータスを表示するには、ポップアップ メッセージ内のジョブ リンクをクリックするか、
Administration > Job Dashboard を選択します。
ステップ 5 イメージが [ソフトウェア イメージ（Software Images）] ページ（[インベントリ（Inventory）] > [デバイス
管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software Images）]）に表示されていることを確
認します。
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IPv4 または IPv6 サーバからソフトウェア イメージを追加する（URL）
ネットワーク可能な IPv4 や IPv6 サーバまたは FTP/HTTP サーバからソフトウェア イメージを
インポートできます。次のファイル形式がサポートされま
す。.bin、.tar、.aes、.pie、.mini、.vm、.gz、.ova、および .ros。
インポートするファイルは、推奨されるファイルの命名規則に従う必要があります。たとえ
ば、.tar ファイルの命名規則は image family-*-image version.tar です。image family は大文字で入
力する必要があります。命名規則に基づいた NCS540.tar ファイルの名前は、
NCS540-iosxr-k9-6.0.2.tar です。
Cisco EPN Manager は、シスコ以外の標準イメージのインポートをサポートしています。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software
Images）] の順に選択します。
ステップ 2 [追加/インポート（Add/Import）] アイコンをクリックします。
ステップ 3 [イメージのインポート（Import Images）] ダイアログで、次の手順を実行します。
a)

URL をクリックします。

b) [イメージを収集する URL（URL To Collect Image）] フィールドに、URL を次の形式で入力します（ユー
ザ クレデンシャルが必要ない HTTP URL を使用することもできます）。
http://username:password@server-ip/filename
c)

[スケジュール（Schedule）] エリアで、ジョブを即時実行するか、後で実行するか、または定期的に実
行するかをスケジュールします。

d) Submit をクリックします。
ステップ 4 ジョブのステータスを表示するには、ポップアップ メッセージ内のジョブ リンクをクリックするか、
Administration > Job Dashboard を選択します。
ステップ 5 イメージが [ソフトウェア イメージ（Software Images）] ページ（[インベントリ（Inventory）] > [デバイス
管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software Images）]）に表示されていることを確
認します。

FTP プロトコル サーバのソフトウェア イメージの追加（プロトコル）
ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software
Images）] の順に選択します。
ステップ 2 [追加/インポート（Add/Import）] アイコンをクリックします。
ステップ 3 [イメージのインポート（Import Images）] ダイアログで、次の手順を実行します。
a)

Protocol をクリックします。

b) [プロトコル（Protocol）] フィールドに FTP と入力してから、FTP ユーザ名、パスワード、サーバ名ま
たは IP アドレス、およびファイル名を入力します。ファイル名の例は次のとおりです。
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/ftpfolder/asr901-universalk9-mz.154-3.S4.bin
c)

[スケジュール（Schedule）] エリアで、ジョブを即時実行するか、後で実行するか、または定期的に実
行するかをスケジュールします。

d) Submit をクリックします。
ステップ 4 ジョブのステータスを表示するには、ポップアップ メッセージ内のジョブ リンクをクリックするか、
Administration > Job Dashboard を選択します。
ステップ 5 [ソフトウェア イメージ（Software Images）] ページ（[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software Images）]）に、イメージがリストされていることを確
認します。

クライアント マシンのファイル システムからのソフトウェア イメー
ジの追加
始める前に
ソフトウェア イメージ ファイルをインポートすると、ブラウザ セッションが一時的にブロッ
クされます。アップロード処理がブラウザ セッションのアイドル タイムアウトの制限値を超
えると、Cisco EPN Manager からログアウトされて、ファイルのインポート操作が異常終了し
ます。したがって、インポート操作を開始する前に、アイドル タイムアウトの制限値を増やす
ことを推奨します。アイドルタイムアウト値を増やすには、Cisco Prime Infrastructure 管理者ガ
イド [英語] を参照してください。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software
Images）] の順に選択します。
ステップ 2 [追加/インポート（Add/Import）] アイコンをクリックします。
ステップ 3 [イメージのインポート（Import Images）] ダイアログで、次の手順を実行します。
a)

File をクリックします。

b) [Browse] ボタンをクリックし、ソフトウェア イメージ ファイルに移動します。
c)

[スケジュール（Schedule）] エリアで、ジョブを即時実行するか、後で実行するか、または定期的に実
行するかをスケジュールします。

d) Submit をクリックします。
（注）

[ファイル（File）] オプションを使用したインポートは推奨されないため、より大きなサイズ
（200 MB より大きい場合など）のファイルをインポートするには URL または [プロトコル
（Protocol）] オプションを使用する必要があります。

ステップ 4 ジョブのステータスを表示するには、ポップアップ メッセージ内のジョブ リンクをクリックするか、
Administration > Job Dashboard を選択します。
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ステップ 5 [ソフトウェア イメージ（Software Images）] ページ（[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software Images）]）に、イメージがリストされていることを確
認します。

ソフトウェアイメージをアップグレードするためのデバ
イス要件の変更
以下の手順を使用して、ソフトウェア イメージをデバイスに配布するためにデバイスが満たす
必要のある RAM、フラッシュ、およびブート ROM の要件を変更します。アップグレード分
析を行う場合、これらの値を確認します（デバイスがイメージ要件を満たしていることの確認
（アップグレード分析） （163 ページ）を参照）。

（注）

この操作は、Cisco NCS 2000 と Cisco ONS ファミリのデバイスでのみサポートされます。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software
Images）] の順に選択します。
ステップ 2 [ソフトウェア イメージ サマリー（Software Image Summary）] パネルで、関連付けられたハイパーリンク
をクリックすることによって、ソフトウェア イメージを検索および選択します。
ステップ 3 ソフトウェア イメージ名のハイパーリンクをクリックして、イメージ情報を開きます。
ステップ 4 以下のように、デバイス要件を調整します。
• 最小 RAM（1 ～ 999999999999999）
• 最小 FLASH（1 ～ 999999999999999）
• ブート ROM の最小バージョン
ステップ 5 Save をクリックします。
ステップ 6 以前の要件を維持するには、[デフォルトに戻す（Restore Defaults）] をクリックします。

デバイスがイメージ要件を満たしていることの確認（アッ
プグレード分析）
アップグレード分析では、デバイスの RAM または FLASH（デバイスのタイプによって異なり
ます）容量は十分であるか、イメージはデバイス ファミリと適合するか、およびソフトウェア
のバージョンはデバイス上で実行中のイメージのバージョンと適合するかを確認できます。分
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析の後、デバイスごとの結果を提供するレポートが Cisco EPN Manager で表示されます。レポー
トデータは以下から収集されます。
• ソフトウェア イメージ リポジトリ。これには、イメージヘッダー内の最小 RAM、最小フ
ラッシュなどの情報が含まれます。
• Cisco EPN Manager インベントリ。これには、デバイス上のアクティブ イメージに関する
情報と、フラッシュメモリ、モジュール、プロセッサの詳細が含まれます。

（注）

アップグレード分析は、Cisco ASR 9000 デバイスを除くすべての Cisco IOS-XR デバイス（Cisco
NCS 1000、Cisco NCS 4000、Cisco NCS 5000、Cisco NCS 5500、および Cisco NCS 6000）でサ
ポートされています。
イメージのデバイス要件を調節する場合は、ソフトウェア イメージをアップグレードするため
のデバイス要件の変更 （163 ページ）を参照してください。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software
Images）] の順に選択します。
ステップ 2 [便利なリンク（Useful Links）] で、[アップグレード分析（Upgrade Analysis）][ソフトウェアイメージアッ
プグレード分析（Software Image Upgrade Analysis）] をクリックします。（[ソフトウェア イメージ（Software
Images）] ページから画像を選択しないでください）。
ステップ 3 [アップグレード分析（Upgrade Analysis）] ダイアログで以下を行います。
a)

ソフトウェア イメージのソース（イメージ リポジトリまたは Cisco.com）を選択します。

b) 分析するデバイスを選択します。
c)

デバイスを分析するソフトウェア イメージを選択します。

d) [レポートの実行（Run Report）] をクリックします。
レポートでは、デバイスが IP アドレスでグループ化されます。

デバイスへ新しいソフトウェア イメージを配布
イメージ配布操作では、新しいソフトウェア イメージがデバイス上の指定場所にコピーされま
す。類似デバイスのイメージは、1 回の展開で配布できます。この場合、デバイスごとに選択
内容を調整します。ジョブを作成するときに、ジョブを即時に実行するか、スケジュールした
時点で実行するかを決定します。

（注）

Cisco EPN Manager では、TFTP によりサーバからデバイスにイメージを配布する操作はサポー
トされていません。
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配布するイメージを選択すると、Cisco EPN Manager では、そのイメージに適切なデバイスだ
けが表示されます。配布ジョブを作成するときに、Cisco EPN Manager が次のいずれを実行す
るかを指定します。
• 同じジョブでイメージをアクティブにするか、またはアクティブ化をスキップする。アク
ティブ化を遅らせることで、イメージをアクティブにする前に次の作業を実行できます。
• メモリ不足が発生していないか確認し、イメージまたはパッケージの配布のために
ディスク スペースを空ける。
• アップグレード分析を実行し、選択したイメージに対してデバイスが適切であるかど
うかを確認する。
• （Cisco IOS XR のみ）同じジョブでイメージをコミットするか、またはコミットをスキッ
プする。
制限事項：
• Cisco IOS-XR デバイス（Cisco ASR 9000 デバイスを除く）にイメージを配布すると、イン
ストール パッケージがアクティブ化およびコミットされる前に、イメージがデバイスのス
トレージにコピーされます。ただし Cisco ASR 9000 デバイスでは、イメージが Cisco EPN
Manager からデバイスに直接インストールおよび追加され、デバイス ストレージにコピー
されません。これにより、デバイス上のイメージによって消費される領域が減少します。
イメージをデバイス ストレージにコピーせずに、イメージを非アクティブ状態にするに
は、次のコマンドを使用します。
install add protocol://image path/image name

• Cisco ASR 9000 デバイスの場合、同時にアクティブ化できるデバイス/パッケージ ペアは
最大 16 個です。また、.tar イメージをアクティブ化するには、同じ最大数のパッケージが
含まれている必要があります。
• 配布プロセスでは、配布に使用されているプロトコルがデバイスでサポートされていない
場合、配布に失敗する可能性があります。たとえば SCP プロトコルを使用してイメージ
を Cisco ASR 9000 デバイスに配布すると、これらのデバイスのコマンド ラインではデバ
イス ストレージへのイメージのコピーがサポートされていないため、配布に失敗します。
イメージはデバイス上の任意のファイル システム（ルート ディレクトリにあるフォルダを含
む）に配布できます。これは、NCS 42XX、NCS520（IOS-XE）、および ASR907 デバイスで
のみサポートされています。スタンバイ フラッシュがあるファイル システムを選択すると、
イメージはアクティブ フラッシュとスタンバイ フラッシュの両方に配布されます。つまり、
イメージをアクティブ フラッシュに配布する場合、スタンバイ フラッシュにイメージを再配
布する必要はありません。

（注）

デバイス フォルダにイメージを直接配布するオプションは、Cisco ASR907 デバイスと Cisco
NCS42xx デバイスでのみサポートされています。
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処理の進行に伴い、Cisco EPN Manager にフィードバックとステータスが表示されます。イメー
ジを多数のデバイスに配布する場合は、アップグレード期間中にサイトのサービスが完全に停
止することがないように、各リブートをずらすことができます。イメージ配布を効率的に実行
するには、配布の実行元となるデバイスおよびサーバが、地理的に同じ場所や建物内にある必
要があります。ネットワークの速度低下や元々速度が遅いために配布に時間がかかる場合、配
布ジョブはエラーを返します。

（注）

デバイスへのイメージの配布には、デバイスでサポートされている最もセキュアなプロトコル
（TFTP ではなく SCP など）を使用します。非常に大きなファイルを転送する場合、または
サーバとクライアントが地理的に離れている場合には、TFTP はタイムアウトになる傾向があ
ります。イメージの配布に SCP プロトコルを選択する場合は、デバイスがフル ユーザ権限（特
権 EXEC モード）を使用して Cisco EPN Manager で管理されていることを確認してください。
フル ユーザ権限を使用しないと、配布はコピー権限エラー（「SCP：プロトコル エラー：権
限拒否（SCP: protocol error: Privilege denied）」）が原因で失敗します。
はじめる前に
• デバイスへのイメージの配布には、デバイスでサポートされている最もセキュアなプロト
コル（TFTP ではなく SCP など）を使用します。非常に大きなファイルを転送する場合、
またはサーバとクライアントが地理的に離れている場合には、TFTP はタイムアウトにな
る傾向があります。イメージの配布に SCP プロトコルを選択する場合は、デバイスがフ
ル ユーザ権限（特権 EXEC モード）を使用して Cisco EPN Manager で管理されていること
を確認してください。フルユーザ権限を使用しないと、配布はコピー権限エラー（「SCP：
プロトコル エラー：権限拒否（SCP: protocol error: Privilege denied）」）が原因で失敗しま
す。
• イメージを Cisco ME 1200 デバイスに配布するときには、配布直後にデバイスでイメージ
をアクティブにする必要があります。デバイスでイメージのアクティブ化を実行できる状
態であることを確認します。

ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software
Images）] の順に選択します。

ステップ 2

ソフトウェア イメージ管理ライフサイクル ウィジェットの青い [Distribute] アイコンをクリックします。
Cisco EPN Manager に、イメージに適切なデバイスが表示されます。イメージ設定は、配布ジョブの作成
時にデバイスごとに変更できます。
（注）

必要なデバイスがリストにない場合は、ファイルに関連付けられているイメージ ファミリが、
選択されているデバイスのファミリと同一であることを確認してください。
デバイス ファミリ、タイプ、バージョン、サイズを確認するには、[デバイスの詳細（Device
Details）] ページの [イメージ（Image）] タブを使用します。

ステップ 3

[イメージの選択（Image Selection）] タブから、デバイスに配布するイメージを選択します。
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（注）

選択したイメージのイメージ ファミリ、タイプ、バージョン、およびサイズの詳細を確認しま
す。

ステップ 4

[デバイスの選択（Device Selection）] タブから、イメージを配布するデバイスを選択します。デバイスご
とに配布設定を詳細に調整できます。

ステップ 5

[イメージ詳細の検証（Image Details Verification）] タブの [配布場所（Distribute Location）] ドロップダウ
ン メニューを使用して、イメージを配布する必要があるデバイス上のファイル システムを選択します。
このフィールドには、デバイス上で使用可能なフォルダが表示されます。新しいフォルダにイメージを
配布するには、デバイスでフォルダを手動で作成してから、このステップに戻ります。あるいは、配布
プロセス中に自動的に新しいフォルダを作成することもできます。このためには、「/opt/CSCOlumos/swim」
内の「swim_configuration.xml」ファイルを選択し、新しいフォルダの名前を指定します。このディレク
トリの下にフォルダが自動的に作成されます。[検証状態（Verification State）] フィールドに、選択した
ソフトウェアのステータスが表示されます。ステータス（[成功（Success）] または [失敗（Failure）]）
に基づいて、選択したデバイスの互換性の状態を判断できます。たとえば、状態が成功の場合はイメー
ジの配布を続行するのに十分なスペースがあります。
a)

Cisco EPN Manager の [イメージの詳細の検証（Image Details Verification）] タブには、デバイスとイ
メージごとに 1 つの行が表示されます。

b) 各デバイスのイメージのコピー先の場所を確認します。Cisco EPN Manager では、メモリの計算に基
づいて場所が選択されます。
（注）

Cisco NCS 2000 ファミリおよび Cisco ONS ファミリのデバイスでは、場所が指定されませ
ん。

場所を変更するには、[イメージの配布（Distribute Image）] フィールドで場所の値をダブルクリック
し、ドロップダウンリストから別の場所を選択します。
[Save] をクリックすると、Cisco EPN Manager により、その場所にイメージを格納できるだけの十分
なスペースがあるかどうかが判別されます。十分なスペースがある場合は、[Save] のクリック後に
Cisco EPN Manager に緑のチェックマークが表示されます。それ以外の場合は、別の場所を選択する
か、またはステップ 5 で [配布前にスマート フラッシュ削除（Smart Flash Delete Before Distribution）]
オプションを選択する必要があります。実行中のイメージはデバイスから削除されないことに注意
してください。
次に、イメージ配布中に生成されるネットワーク監査イベントの例を示します。

ステップ 6

配布設定を行います。
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[イメージ展開（Image Deployment）] タブ領域で、配布ジョブの動作（一括配布ジョブで配布がデバイス
で失敗した場合に続行するかどうかなど）を設定します（この設定は、管理者が設定したデフォルトに
基づいて読み込まれます。詳細については、イメージの転送および配布設定の調整 （153 ページ）を参照
してください）。
イメージ展開オプション
• [配布前にスマートフラッシュ削除（Smart Flash Delete Before Distribution）]：デバイスのメモリが不
足している場合に備えて、（実行中のイメージを除く）すべてのファイルを削除し、ディスクスペー
スを空けます（選択したフラッシュに十分な空きスペースができるまで、他のイメージ ファイルも
削除されます）。
• [失敗時に配布を続行（Continue on Failure）]：デバイスで配布が失敗しても、配布を続行します。
• [TFTPフォールバック（TFTP Fallback）]：TFTP フォールバック コマンドを実行イメージに挿入し
て、配布の失敗時にイメージをリロードします。
• [ブートコマンドの挿入（Insert Boot Command）]：イメージの配布後に、実行イメージにブート コ
マンドを挿入します。
• [ISSU]：In-Service Software Upgrade（ISSU）をアクティブ化して、最小限のサービス中断でデバイス
のソフトウェアを更新します。
• [FPDイメージのアップグレード（Upgrade FPD image）]：Field Programmable Device（FPD）とは、
個別のソフトウェア アップグレードをサポートする、ルータ カードに実装されたハードウェア デバ
イスのことです。このオプションを選択すると、イメージの配布とアクティブ化のプロセスで、アッ
プグレードのために FPD イメージ パッケージが自動的に選択されます。その他の機能には次のもの
があります。
• [配布前にスマート フラッシュ削除（Smart Flash Delete Before Distribution）]
• [同時配布（Parallel Distribution）]
• [失敗時に配布を続行（Continue distribution on failure）]
• [インターフェイスモジュールの遅延（Interface Module Delay）]：各インターフェイス モジュール
（IM）の活性挿抜（OIR）間の遅延を調整します。
• [実行中のイメージの消去（Erase Running Image）]：デバイスの実行中のイメージを消去します。
• [VRFによる配布（Distribute via VRF）]：VRF を使用してイメージを配布するには、[VRFによる配布
を追加する（Add Distribute via VRF）] チェック ボックスをオンにします。
• [VRF名（VRF Nam）]：イメージの配布およびファイル転送に使用する適切な VRF（VPN ルー
ティングおよび転送）名を入力します。
（注）

このフィールドは、[VRFによる配布（Distribute via VRF）] チェック ボックスがオンに
なっている場合にのみ使用できます。
複数のデバイスが選択されている場合は、[VRF 名（VRF Name）] フィールドに共通の
VRF 名のみが表示されます。
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表 11 : イメージ展開オプションのサポート

デバイス

[配布前にスマート [失敗時に配布 [TFTPフォール [ブートコマン
フラッシュ削除
を続行
バック（TFTP
ドの挿入
（Smart Flash
（Continue
Fallback）]
（Insert Boot
Delete Before
distribution on
Command）]
Distribution）]
Failure）]

Cisco IOS（ASR 901）

Y

Y

Y

Y

Cisco IOS-XE（ASR 903/920）

Y

Y

Y

Y

Cisco IOS XE（NCS 4200/ASR 907）

Y

Y

-

Y

Cisco Nexus

Y

Y

Y

Y

Cisco IOS（ME36X/ME38X）

Y

Y

Y

Y

Y（Cisco ASR
9000 デバイスの場
合、実行中のイ
メージより前の
バージョンの .tar
イメージは削除さ
れます）

Y

-

-

Cisco NCS 2000 と Cisco ONS 15454

-

Y

-

-

Cisco NCS 4000

Y

Y

-

-

Cisco NCS 1000

Y

Y

-

-

Cisco NCS 6000

-

-

-

-

Cisco IOS-XR

表 12 : イメージ展開オプションのサポート

デバイス

ISSU

[FPDイ
[インター
メージの フェイスモ
アップグ ジュールの
レード
遅延
（Upgrade （Interface
FPD
Module
image）]
Delay）]

[実行中のイ [VRFによ
メージの消
る配布
去（Erase （Distribute
Running
via VRF）]
Image）]

Cisco IOS（ASR 901）

-

-

-

-

Y

Cisco IOS-XE（ASR 920）

-

-

-

-

Y
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ISSU

デバイス

[実行中のイ [VRFによ
メージの消
る配布
去（Erase （Distribute
Running
via VRF）]
Image）]

Y（デバイス
が「インス
トール」
モードの場
合のみ）

-

Y（ISSU が
使用可能な
場合のみ）

-

Y

Cisco Nexus

-

-

-

-

-

Cisco IOS（ME36X/ME38X）

-

-

-

Y

-

Cisco IOS-XR

Y

-

-

-

-

Cisco NCS 2000 と Cisco ONS 15454

-

-

-

-

-

Cisco NCS 4000

Y

Y

-

-

-

Cisco NCS 1000

-

Y

-

-

-

Cisco NCS 6000

-

-

-

-

-

Cisco IOS XE（NCS 4200/ASR
903/907）

ステップ 7

[FPDイ
[インター
メージの フェイスモ
アップグ ジュールの
レード
遅延
（Upgrade （Interface
FPD
Module
image）]
Delay）]

必要に応じて [ジョブオプションのアクティブ化（Activate Job Options）] ウィンドウで、必要な設定を選
択します。
• [アクティブ化オプション（Activate Options）]：[順次（Sequential）] または [並行（Parallel）]
• [失敗後に続行（Continue on Failure）]：デバイスで配布が失敗した場合でも、配布を続行します。
• [コミット（Commit）]：配布後にデバイスでイメージをコミットします。
• [FPD アップグレード（FPDs Upgrade）]：Field-Programmable Device（FPD）とは、ルータ カードに
実装し、個別のソフトウェア アップグレードをサポートするハードウェア デバイスのことです。こ
のオプションを有効にすると、アップグレードに FPD イメージ パッケージが使用されます。

ステップ 8

イメージ アクティブ化の設定を行います。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
170

インベントリの管理
デバイスへ新しいソフトウェア イメージを配布

デバイスの OS

設定

Cisco IOS および デバイスのリロード時にイメージをアクティブ化する場合は、[Insert Boot Command
Cisco IOS XE
] をオンにして、以下の操作を行います。
• 処理の完了時にデバイスをリロードする（およびイメージをアクティブ化する）
場合は、ドロップダウンリストから [Sequential] または [Parallel] を選択します。
このオプションは Cisco IOS XE デバイスでは使用できません。
• 処理の完了時にデバイスをリロードしない場合は、ドロップダウンリストから
[OFF] を選択します。
[ブートコマンドの挿入（Insert Boot Command）] をオンにせずにイメージをアクティ
ブ化する場合は、[Sequential] または [Parallel] を選択します。
（注）

Cisco IOS XR、
Cisco NCS 2000、
Cisco ONS

ISSU アップグレードを実行する場合は、ドロップダウンリストから [オフ
（OFF）] を選択します。このオプションは、一部の Cisco IOS XE デバイス
（Cisco NCS42xx など）だけに適用されます。

• イメージをアクティブ化またはリロードする場合は、ドロップダウンリストから
[Sequential] または [Parallel] を選択します。
• イメージをアクティブ化しない場合は、ドロップダウンリストから [OFF] を選
択します。
（注）

ISSU アップグレードを実行する場合は、ドロップダウンリストから [オフ
（OFF）] を選択します。このオプションはすべての Cisco IOS XR デバイス
に適用されます。

（注）

ドロップダウンリストから [オフ（OFF）] を選択すると、[イメージのダウ
ングレードのみ（Only image downgrade）] オプションが無効になります。
このオプションはすべての Cisco NCS 2000 デバイスに適用されます。

Admin 設定で、配布プロセスでイメージをアクティブにする機能が無効に設定されているために、アク
ティブ化オプションが表示されないことがあります。イメージをアクティブにするには、[インベントリ
（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software Images）] に
戻り、[アクティブ化] アイコンをクリックします。
ステップ 9

（Cisco IOS XR デバイス）イメージ コミット設定を行います。このジョブでイメージをコミットするに
は、[Commit] をオンにします。イメージを後でコミットする場合は、[Commit] をオンにせずに、デバ
イスのリロード間での Cisco ISO XR イメージのコミット （178 ページ）の手順に従います。

ステップ 10

[配布スケジュール（Schedule Distribution）] エリアでは、ジョブを即時実行するか、後で実行するか、ま
たは定期的に実行するかをスケジュール設定します。

ステップ 11

Submit をクリックします。

ステップ 12

Administration > Job Dashboard を選択し、イメージ配布ジョブに関する詳細を確認します。
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（注）

コピー タスクにかかる時間が 2 時間を超える場合は、Cisco EPN Manager から選択したデバイス
までの接続速度を確認します。

次のタスク
次に示すイメージ配布エラーが発生した場合は、示されているコマンドを使用してデバイスを
設定し、もう一度試してください。
問題：[この端末からの ssh 接続は許可されていません（ssh connections not permitted from this
terminal'）] というエラーが発生する。
原因：デバイスの設定が誤っています。
解決策：次のコマンドを使用してデバイスを設定します。
line vty 0 <number available in the device>
transport input ssh
transport output ssh

<number available in the device>：デバイスで実行されている IOS バージョンに応じた固有識別
子（15 ～ 100 以上）を表します。

（注）

これらのコマンドは、Cisco IOS-XR デバイスではサポートされていません。

デバイスで新しいソフトウェアイメージをアクティブに
する
（注）

Cisco IOS XR イメージをアクティブにするには、以下の手順、またはCisco IOS XR イメージの
アクティブ化、非アクティブ化、およびデバイスからの削除 （176 ページ）の手順（単一デバ
イスで非アクティブ化操作を実行します）を実行できます。
新しいイメージがデバイスでアクティブになっている場合、それがディスクで実行されている
イメージになります。新しいイメージをアクティブにしても、非アクティブにされたイメージ
は削除されません。デバイスからイメージを手動で削除する必要があります。
同じジョブで、イメージの配布とアクティブ化を実行する場合、デバイスへ新しいソフトウェ
ア イメージを配布 （164 ページ）を参照してください。
新しいイメージをデバイスに配布せずに、イメージをアクティブにするには（たとえば、デバ
イスにアクティブにしたいイメージが存在する）、次の手順を実行します。アクティブ化は配
布操作を使用しますが、新しいイメージを配布しません。
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始める前に
• Cisco NCS 2000 デバイスでイメージをアクティブにする、または復元する前に、デバイス
で抑制されているすべてのアラームが無効にされていることを確認してください。
• ISSU オプションを選択してバンドル モードでイメージをアクティブにする場合は、show
version | in image コマンドを実行してイメージが「.bin」形式であるかどうかをチェック
し、デバイスが現在バンドル モードであるかどうかを確認できます。また、[デバイスの
詳細（Device Details）] ビューの [イメージ（Images）] タブで、イメージのファイル名を
確かめることによって、イメージの形式を確認することができます。
• ISSU オプションを使用してアクティブにする際、デバイスがサブパッケージ モードであ
る場合（たとえば、イメージが「bootflash:ISSU/packages.conf」という形式である場合）、
必ず同じフォルダを使用してイメージをアクティブにします。

ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software
Images）] の順に選択します。

ステップ 2

ソフトウェア イメージ管理ライフサイクル ウィジェットの [有効化（Activate）] アイコンをクリックし
ます。

ステップ 3

（注）

スタンバイ バージョンがアクティブ バージョンよりも古い場合、アクティブ化の操作は実行で
きません。

[有効化ソース（Activation Source）] タブで、必要に応じて [ライブラリから有効化（Activate from
Library）]、[完了した配布ジョブから有効化（Activate from Completed Distribution Jobs）]、または [スタ
ンバイ/代替イメージから有効化（Activate from Standby/Alternate Images）] を選択します。
ステップ 4

[完了した配布ジョブから有効化（Activate from Completed Distribution Jobs）] を選択する場合は、ジョブ
選択タブに移動して、配布に成功または一部成功したジョブを選択します。次に、[プレビューの有効化
（Activate Preview）] タブに移動し、イメージ名とフラッシュの詳細が表示されたデバイスリストを選択
します。[ジョブオプションの有効化（Activate Job Options）] タブをクリックします。

ステップ 5

[ジョブ オプションの有効化（Activate Job Options）] ウィンドウで、必要な設定を選択し、ステップ 10
に移動します。
• [失敗後に続行（Continue on Failure）]：デバイスで配布が失敗した場合でも、アクティブ化を続行し
ます。
• [コミット（Commit）]：配布後にデバイスでイメージをコミットします。
• [ブートコマンドの挿入（Insert Boot Command）]：イメージの配布後に、実行イメージにブート コ
マンドを挿入します。これは、ISSU オプションを指定したデバイスをアクティブ化する際の前提条
件です。
• [オプションのアクティブ化（Activate Options）]：[オフ（Off）]、[順次（Sequential）]、または [並
行（Parallel）]
• [失敗後に続行（Continue on Failure）]：デバイスで配布が失敗した場合でも、配布を続行します。
• [コミット（Commit）]：配布後にデバイスでイメージをコミットします。
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• [FPD アップグレード（FPDs Upgrade）]：Field-Programmable Device（FPD）とは、ルータ カードに
実装し、個別のソフトウェア アップグレードをサポートするハードウェア デバイスのことです。こ
のオプションを有効にすると、アップグレードに FPD イメージ パッケージが使用されます。
• ISSU オプション：
• [デバイスアップグレードモード（Device Upgrade Mode）]：オプションは次のとおりです。
• [バンドルモード（Bundle Mode）]：ISSU オプションを選択してイメージをアクティブにす
るには、[バンドルモード（Bundle Mode）] を選択し、モノリシック Cisco IOS イメージを
使用して起動します。これにより、.bin ファイルをポイントしているデバイスのブート変数
がバンドルモードで稼働しているデバイスを取得します。このオプションを選択するには、
アクティブ化後にデバイスをリロードする必要があります。デバイスがバンドル モードで
あるかどうかを確認するには、コマンド show version | in image を実行して、イメージが
「.bin」形式であるかどうかを確認します。また、[デバイスの詳細（Device Details）] ビュー
の [イメージ（Images）] タブで、イメージのファイル名を確かめることによって、イメー
ジの形式を確認することができます。
• [インストールモード（Install Mode）]：ISSU オプションを使用してアクティブにするとき、
デバイスがサブパッケージモードである場合（たとえば、イメージが
「bootflash:/ISSU/packages.conf」形式である場合）に、このオプションを使用します。デバ
イスはインストールモードで実行されます。イメージをアクティブにするために、同じフォ
ルダを使用します。フォルダの場所を変更すると、アクティブ化の操作が失敗します。イ
メージ モードですでに実行しているデバイスのインストール モードを選択した場合、デバ
イスは（ISSU の）リロードをしなくてもアクティブになり、ブート イメージは packages.conf
ファイルをポイントし続けます。他のすべてのシナリオでは、デバイスがリロードされま
す。
（注）

重複するブート変数を回避するため、デバイスの現在のブート変数が
「bootflash:/ISSU/packages.conf」であることを確認します。

• [すでに存在（Currently Exists）]：現在動作しているモード（インストールまたはバンドル）
と同じモードでデバイスをアクティブにする場合、このオプションを選択して同じモード
でイメージをアクティブにします。
• [インターフェイスモジュールの遅延（Interface Module Delay）]：このオプションで指定した時
間（秒単位）により、各インターフェイス モジュール（IM）の活性挿抜（OIR）間の遅延が調
整されます。このオプションは、ブート コマンドの挿入と ISSU オプションが有効である場合
のみ、サポート対象デバイスが選択されている場合に有効です。アップグレードに十分な時間
を確保するために、遅延の値を 1200 秒以上に設定することをお勧めします。
ステップ 6

[有効化ソース（Activation Source）] タブの [ライブラリから有効化（Activate from Library）] を選択する
場合は、[イメージ選択（Image Selection）] タブをクリックします。

ステップ 7

[スタンバイ イメージからアクティブ化（Activate from Standby Image）] を選択する場合、ステップ 9 に
進みます。

ステップ 8

[イメージ選択（Image Selection）] タブで、配布するソフトウェア イメージを選択します。
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ステップ 9

[デバイスの選択（Device Selection）] タブをクリックし、イメージをアクティブ化するデバイスを選択し
ます。
a)

[デバイスの選択方法（Select devices by）] トグル ボタンをクリックして、[グループ（Group）] また
は [デバイス（Device）] オプションからデバイスを選択できます。

b) [グループ（Group）] オプションを選択した場合は、デバイス グループを選択し、[デバイスの選択
（Choose Devices）] ペインに一覧表示されるデバイスを選択します。選択したデバイスは、[選択さ
れたデバイス（Selected Devices）] ペインに表示されます。
デフォルトで、選択したイメージを適用できるデバイスが表示されます。たとえば、ステップ 3 で [スタ
ンバイ/代替イメージからアクティブ化（Activate from Standby/Alternate Images）] オプションを選択した
場合、[デバイスの選択（Device Selection）] タブには、スタンバイ/代替イメージのアクティブ化をサポー
トする Cisco NCS 2000、Cisco ONS 15454、Cisco ME1200 などのデバイスだけが表示されます。
ステップ 10

[イメージの有効化（Activate Image）] タブをクリックし、選択したデバイスおよびソフトウェア イメー
ジを有効化するために正しくマッピングしているかどうかを確認します。アクティブ化にスタンバイ イ
メージを使用する場合は、[イメージ選択の確認（Verify Image Selection）] タブをクリックします。
（注）

ステップ 11

スタンバイ/代替イメージをアクティブにする際に、スタンバイ/代替イメージのバージョンがデ
バイスで実行されているイメージよりも古いバージョンである場合、[確認ステータス メッセー
ジ（Verification Status Message）] 列に、赤色で古いバージョンにダウングレードしようとして
いることが示されます。

[ジョブ オプションの有効化（Activate Job Options）] タブをクリックし、必要なジョブの有効化オプショ
ンを選択します。
[有効化（Activate）] ドロップダウン リストから [ISSU] オプションを選択した場合、デバイスの再起動
は不要で、デバイスのソフトウェアイメージがアップグレードされます。
ISO XR デバイスの場合、[ISSU] チェックボックスをオンにすると、デバイスでステートフルスイッチ
オーバーが設定されます。
スタンバイイメージでアクティブ化する際に、選択したデバイスがダウングレードをサポートする場合、
[イメージのダウングレードのみ（Only image downgrade）] チェックボックスが表示されます。このチェッ
クボックスをオンにすると、デバイスがダウングレード操作をサポートしている場合のみ（たとえば、
Cisco NCS 2000 デバイスの場合など）、ダウングレードされます。また、指定されたアップグレード操
作はすべて失敗します。

ステップ 12

[スケジュールのアクティブ化（Schedule Activation）] タブに移動し、[今すぐ（Now）] または [日付
（Date）] を選択して、[送信（Submit）] をクリックし、選択したデバイスのソフトウェア イメージをア
クティブにします。
シスコ デバイスに関する情報、およびそれらがイメージ配布でサポートするプロトコルについては、以
下の表を参照してください。
表 13 : シスコ デバイスとサポートされるイメージ配布プロトコル

シスコ デバイス TFTP

[FTP]

SCP

SFTP

HTTPS

Cisco ASR 1000 対応

対応

×

対応

×
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×

×

対応

×

Cisco IOS XR
対応
（Cisco
ASR9000 デバイ
スを除く）

対応

対応

対応

×

Cisco
対応
NCS42xx、Cisco
ASR9XX、また
は Cisco ASR
1000

対応

対応

×

×

Cisco ME1200

対応

対応

×

対応

×

Cisco NCS2000
および Cisco
ONS デバイス

×

対応

×

×

対応

Cisco ASR9000

対応

CiscoIOSXRイメージのアクティブ化、非アクティブ化、
およびデバイスからの削除
[シャーシビュー（Chassis View）] ページページから特定のデバイスでのアクティブ化、非ア
クティブ化、および削除操作を実行できます。このビューには、ディスク上のすべての実行イ
メージがリストされます。
始める前に
Cisco NCS 2000 デバイスでイメージをアクティブにする、または復元する前に、デバイスで抑
制されているすべてのアラームが無効にされていることを確認してください。
ステップ 1 [シャーシビュー（Chassis View）] ページ ページを開き、[イメージ（Image）] タブをクリックします。
ステップ 2 [適用済みイメージ（Applied Images）] エリアを展開し、デバイスにインストールされたイメージをすべて
表示します。
• アクティブ：デバイスがアクティブに使用しているイメージ。
• 非アクティブ：ブート デバイスに追加されているものの、アクティブ化されていないイメージ。
• 使用可能：物理的にデバイス上に存在するものの、ブート デバイスに追加されていないイメージ。
ステップ 3 [表示（Show）] ドロップダウンリストを使用してデバイスのイメージのリストをフィルタします。管理し
たいイメージを特定し、その [ステータス（Status）] フィールドをダブルクリックします。フィールドが編
集可能な行に変わります。
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ステップ 4 [ステータス（Status）] ドロップダウン リストから実行する操作を選択し、[保存（Save）] をクリックしま
す。選択できるオプションは、次のとおりです。
• Active
• 非アクティブ化
• 削除（Remove）
• 追加（Add）
• 追加して有効化
• Available
ステップ 5 イメージ テーブルの上で [適用（Apply）] をクリックします。
ステップ 6 [管理（Administration）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）] の順に選択し、イメージ アクティ
ブ化ジョブの詳細を表示します。

FPD イメージの表示およびアップグレード
Field Programmable Device（FPD）とは、個別のソフトウェア アップグレードをサポートする、
ルータ カードに実装されたハードウェア デバイスのことです。イメージの配布とアクティブ
化のプロセスで、アップグレードのために FPD イメージ パッケージが自動的に選択されるよ
うに設定できます。アップグレードの実行前には、FPD の詳細（デバイス名、カードの種類、
ハードウェアのバージョンなど）を表示できます。
手順は次のとおりです。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] の順に選択します。
ステップ 2 FPD イメージを含むデバイスを探して選択します。
ステップ 3 [イメージ（Images）] タブをクリックします。
FPD デバイス名、ロケーション、使用可能なカードの種類とハードウェア バージョン、ATR 値、イメージ
のステータス、および実行中のプログラムされた値を表示できるようになりました。
ステップ 4 FPD イメージの詳細を確認したら、[FPDイメージのアップグレード（Upgrade FPD image）] ボタンをクリッ
クしてアップグレード設定を行います。
ステップ 5 アップグレードをすぐに実行する、将来の特定の日時に実行する、または定期的に実行するようにスケ
ジュールします。
ステップ 6 [送信（Submit）] をクリックします。
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デバイスのリロード間でのCiscoISOXRイメージのコミッ
ト
（注）

Cisco IOS XR デバイスの場合、デバイスがその設定で一定期間稼働し、パッケージの変更が適
切であると確信できるまでは、パッケージ変更をコミットしないことが推奨されます。
デバイスに Cisco IOS XR パッケージをコミットすると、パッケージの設定はデバイスのリロー
ド後にも維持されます。また、コミット操作では、ロールバック操作に使用できるロールバッ
ク ポイントがデバイスに作成されます。
イメージの配布、アクティブ化、コミットを同一ジョブで行う場合は、「デバイスへ新しいソ
フトウェア イメージを配布 （164 ページ） 」で説明する手順を使用します。
アクティブ化したイメージをコミットするには、次の手順に従います。

（注）

単一デバイスだけを使用している場合は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページからコ
ミット操作を実行します（[Image] タブをクリックしてイメージを選択し、[Commit] をクリッ
クします）。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software
Images）] の順に選択します。
ステップ 2 ソフトウェア イメージ管理ライフサイクル ウィジェットの [コミット（Commit）] アイコンをクリックし
ます。
ステップ 3 コミットするイメージのあるデバイスを選択して、[送信（Submit）] をクリックします。（アクティブ化
されているイメージだけがコミット可能です。）
ステップ 4 アクティブ化するソフトウェア イメージを選択し、[送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 5 [配布スケジュール（Schedule Distribution）] エリアで、コミット ジョブを即時実行するか、後で実行する
か、または定期的に実行するかをスケジュールします。
ステップ 6 [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 7 Administration > Job Dashboard を選択し、イメージ アクティブ化ジョブに関する詳細を確認します。

Cisco IOS XR イメージのロールバック
Cisco IOS XR イメージをロールバックすると、デバイス イメージが以前のインストール状態
（具体的にはインストール ロールバック ポイント）に戻ります。イメージがデバイスから削

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
178

インベントリの管理
ソフトウェア イメージ操作に関するネットワーク監査の確認

除された場合、パッケージに関連付けられているロールバック ポイントもすべて削除され、そ
のポイントにはロールバックできなくなります。
ロールバック ジョブは、一度に 1 台のデバイスでのみ実行できます。同じジョブで複数のデバ
イスに対してロールバックを実行することはできません。

（注）

ロールバック機能は、Cisco ASR 9000 デバイスなどの Cisco IOS-XR デバイスでのみサポート
されます。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）] を選択し、イメージをロールバックするデバイスの名前のハイパーリンクをクリックします。
ステップ 2 [イメージ（Image）] タブをクリックし、[ロールバック情報（Rollback Info）] 領域を展開します。
ステップ 3 ロールバックするソフトウェア イメージのコミット ID を選択し、[ロールバック（Rollback）] をクリック
します。ロールバック スケジューラが開きます。
ステップ 4 ロールバック操作が完了した後にイメージをコミットする場合は、[ロールバック後にコミットする（Commit
After Rollback）] をオンにします。
ステップ 5 [ロールバックのスケジュール（Schedule Rollback）] 領域で、ロールバック ジョブをすぐに実行するか後
で実行するようにスケジュールし、[送信（Submit）] をクリックします。

ソフトウェアイメージ操作に関するネットワーク監査の
確認
デバイスのソフトウェア イメージの変更に関する履歴情報を取得するには、ネットワーク監査
を確認します。ネットワーク監査機能の詳細については、設定アーカイブとソフトウェア管理
の変更を監査する（ネットワーク監査） （1095 ページ）を参照してください。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Managemen）] > [ネットワーク監査（Network
Audit）] の順に選択します。イメージ管理の操作だけが表示されるように結果をフィルタリングするには、
[監査コンポーネント（Audit Component）] フィールドに software image と入力します。
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ステップ 2 イベント ドロワーを展開して、デバイスの変更に関する詳細情報を表示します。たとえば、上記の図で強
調表示されているドロワーを展開すると、ジョブにリストされているイメージがデバイスに正常に配布さ
れたことがわかります。
Device/Module ID
Distribution Option : ActivatePatches
Distribution Option : BackUpCurrentImageFetch
Distribution Option : CfgXferProtocolOrder
Distribution Option : Commit
Distribution Option : DeviceUpgradeMode
Distribution Option : HaltUponError
Distribution Option : ISSUUpgrade
Distribution Option : ImgXferProtocolOrder
Distribution Option : InsertBootCommand
Distribution Option : JobDirectory
Distribution Option : RebootImmediately
Distribution Option : RebootMode
Distribution Option : SCPDirectory
Distribution Option : SkipDistribution
Distribution Option : TftpDirectory
Distribution Option : TftpFallback
Distribution Option : UpgradeMode
Distribution Option : UseSSH
Operation
Running Image File Name
Running Image File Name

544544
Yes
No
TELNET, SSH
No
currentlyExists
No
No
SCP,SFTP,FTP,TFTP
No
/opt/CSCOlumos/conf/ifm/swim/jobs
No
Sequential
/localdisk/sftp
No
/localdisk/sftp
No
Sequential
Yes
Starting distribution of image to device
asr903rsp1-universalk9_npe.03.13.00.S.154-3.S-ext.bin
asr903rsp1-universalk9_npe.03.13.00.S.154-3.S-ext.bin

イメージ リポジトリからのソフトウェア イメージ ファ
イルの削除
ソフトウェア イメージは手動でのみイメージ リポジトリから削除できます。Cisco EPN Manager
がイメージ リポジトリの自動消去を行うことはありません。十分な権限がある場合、次の手順
に従って、イメージ リポジトリからソフトウェア イメージ ファイルを削除することができま
す。
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ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ（Software
Images）] の順に選択します。
ステップ 2 左側の [ソフトウェア イメージ サマリー（Software Images Summary）] パネルで、削除するイメージを選択
します。
ステップ 3 [削除（Delete）] をクリックします。
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第

6

章

コンプライアンスを使用した設定の監査の
実行
• コンプライアンス監査の実行方法 （183 ページ）
• コンプライアンス監査の有効化および無効化 （184 ページ）
• 新しいコンプライアンス ポリシーの作成 （185 ページ）
• コンプライアンス ポリシー ルールの作成 （185 ページ）
• ポリシーとルールが含まれているコンプライアンス プロファイルの作成 （192 ページ）
• コンプライアンス監査の実行 （193 ページ）
• コンプライアンス監査の結果の表示 （194 ページ）
• 違反ジョブの詳細の表示 （195 ページ）
• 監査の失敗および違反のサマリー詳細の表示 （196 ページ）
• デバイスのコンプライアンス違反の修正 （197 ページ）
• 監査の失敗および違反のサマリー詳細の表示 （198 ページ）
• コンプライアンス ポリシーのインポートおよびエクスポート （199 ページ）
• コンプライアンス ポリシー XML ファイルのコンテンツの表示 （200 ページ）
• PSIRT および EOX 情報の表示 （200 ページ）

コンプライアンス監査の実行方法
次の表に、コンプライアンス機能を使用するための基本的な手順を示します。
説明

参照先：

1 名前と他の説明テキストを含むコンプライアンス ポリ 新しいコンプライアンス ポリシー
の作成 （185 ページ）
シーを作成します。
2 コンプライアンス ポリシーにルールを追加します。
ルールは違反を構成するものを指定します。

コンプライアンス ポリシー ルール
の作成 （185 ページ）
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3 （ネットワーク デバイスで監査を実行するために使用 ポリシーとルールが含まれている
する）コンプライアンス プロファイルを作成し、次の コンプライアンス プロファイルの
作成 （192 ページ）
手順を実行します。
• コンプライアンス ポリシーをそのプロファイルに
追加します。
• 監査に含めるポリシー ルールを選択します。
同じプロファイルに複数のカスタム ポリシーや定義済
みのシステム ポリシーを追加できます。
4 プロファイルを選択し、監査ジョブをスケジューリン コンプライアンス監査の実行 （193
グして、コンプライアンス監査を実行します。
ページ）
5 コンプライアンス監査の結果を表示し、必要に応じて コンプライアンス監査の結果の表
違反を修正します。
示 （194 ページ）

コンプライアンス監査の有効化および無効化
コンプライアンス機能は、デバイス設定ベースラインと監査ポリシーを使用して、ネットワー
ク デバイスの設定の逸脱を検出して訂正します。一部のコンプライアンス レポートはシステ
ム パフォーマンスに影響する可能性があるため、デフォルトではこれは無効になっています。
コンプライアンス機能を有効にするには、次の手順を実行します。

（注）

コンプライアンス機能を使用するには、システムが『Cisco Evolved Programmable Network Manager
Installation Guide』で指定されているプロフェッショナル サイジング要件を満たす必要があり
ます。

（注）

Cisco EPN Manager で、コンプライアンス監査を無効にすると、GUI からのコンプライアンス
が無効になり、バックグラウンドでのコンプライアンスデータの収集が停止します。コンプラ
イアンス設定を機能させるには、ユーザが Cisco EPN Manager サーバを再起動してデバイスを
再同期する必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[一般
（General）] > [サーバ（Server）] を選択します。
ステップ 2 [コンプライアンス サービス（Compliance Services）] の横の [有効化（Enable）] をクリックし、次に [保存
（Save）] をクリックします。
ステップ 3 アプリケーションを再起動します。
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ステップ 4 デバイス インベントリを再同期します。手順としては、[インベントリ（Inventory）] > [ネットワークデバ
イス（Network Devices）] の順に選択し、すべてのデバイスを選択した後、[同期（Sync）] をクリックしま
す。
（注）

バージョン 3.0 にアップグレードする前に Cisco EPN Manager でコンプライアンスが有効になって
いた場合、アップグレード後は [システム設定（System Settings）] でコンプライアンスが無効にな
ります。ユーザは、この項で説明する手順に従って手動でコンプライアンスを有効にする必要が
あります。この場合は、Cisco EPN Manager サーバの再起動とデバイスの再同期は必要ありませ
ん。

新しいコンプライアンス ポリシーの作成
空のポリシー テンプレートから新しいコンプライアンス ポリシーを作成できます。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] を選択します。
ステップ 2 左側の [コンプライアンス ポリシー（Compliance Policies）] ナビゲーション領域にある [コンプライアンス
ポリシーの作成（Create Compliance Policy）]（+）アイコンをクリックします。
ステップ 3 ダイアログボックスに名前と任意の説明を入力し、[作成（Create）] をクリックします。ポリシーが左側の
[コンプライアンス ポリシー（Compliance Policies）] ナビゲーション領域に追加されます。
ポリシーを複製するには、[i] アイコンをクリックし、[ポリシーの複製（Duplicate Policy）] を選択します。

次のタスク
コンプライアンス ポリシーにルールを追加します。コンプライアンス ポリシー ルールの作成
（185 ページ） を参照してください。

コンプライアンス ポリシー ルールの作成
コンプライアンス ポリシー ルールはプラットフォーム固有であり、デバイスの違反と見なさ
れるものを定義します。また、違反を修正する CLI コマンドをルールに含めることもできま
す。コンプライアンス監査ジョブを設定する際に監査に含めるルールを選択できます（コンプ
ライアンス監査の実行 （193 ページ）を参照）。
Cisco EPN Manger は、AireOS ワイヤレス LAN コントローラ プラットフォームの監査をサポー
トします。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] を選択して、左側
のナビゲーション領域からポリシーを選択します。
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ステップ 2 作業領域ペインから [新規（New）] をクリックし、新しいルールを追加します。
類似するルールがある場合は、[複製（Duplicate）] をクリックし、ルールを編集して新しい名前で保存す
ることができます。
ステップ 3 ルールの基準を入力して新しいルールを設定します。
（注）

a)

Cisco EPN Manager は、すべての Java ベースの正規表現をサポートしています。
http://www.rexegg.com/regex-quickstart.htmlを参照してください。

タイトル、説明、およびその他の情報を [ルール情報（Rule Information）] テキスト フィールドに入力
します。この情報は、フリー テキストであり、ルールの設定には影響しません。

b) このルールの対象デバイスを [プラットフォームの選択（Platform Selection）] 領域に指定します。
c)

（任意）[ルールの入力（Rule Inputs）] 領域で、[新規（New）] をクリックし、このルールを含んでい
るポリシーの実行時にユーザに表示する入力フィールドを指定します。たとえば、IP アドレスの入力
を求めるプロンプトを表示できます。
（注）

[複数の値の承認（Accept Multiple Values）] チェックボックスをオンにした場合は、すべての
ルール入力が条件に一致している場合にのみ監査に合格します。

d) [条件とアクション（Conditions and Actions）] 領域で、[新規（New）] をクリックし、確認する基準を
指定します。これにより、ルールの合否の条件が決定します。例：ルールの条件とアクション （186
ページ）の例を参考にしてください。
ステップ 4 [作成（Create）] をクリックします。ルールがコンプライアンス ポリシーに追加されます。
必要な数だけルールを作成できます。監査ジョブを実行する場合は、検証するルールを選択できることを
覚えておいてください。
（注）

新しいコンプライアンス ポリシー ルールを作成したとき、正規表現を使用してルールまたはコマ
ンドを検証するには、Java 正規表現を使用して式をテストすることをお勧めします。

次のタスク
コンプライアンス ポリシーとそのルールを含むプロファイルを作成し、そのプロファイルを使
用して監査を実行します。ポリシーとルールが含まれているコンプライアンス プロファイルの
作成 （192 ページ） を参照してください。

例：ルールの条件とアクション
• 条件およびアクションの例：デバイスに設定された DNS サーバ （187 ページ）
• 例：ブロック オプション （187 ページ）
• 条件およびアクションの例：コミュニティ文字列 （189 ページ）
• 条件およびアクションの例：IOS ソフトウェア バージョン （190 ページ）
• 条件およびアクションの例：NTP サーバの冗長性 （191 ページ）
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条件およびアクションの例：デバイスに設定された DNS サーバ
このコンプライアンス ポリシーは、IP name-server 1.2.3.4 または IP name-server2.3.4.5 がデバ
イスに設定されているかどうかを確認します。設定されている場合、ポリシーは「DNSサーバ
を1.2.3.4または2.3.4.5として設定する必要があります（DNS server must be configured as either
1.2.3.4 or 2.3.4.5）」というメッセージで違反を発生させます。
タブ

タブ領域

フィールド

値

[条件の詳細
（Condition
Details）]

[条件範囲の詳細
（Condition Scope
Details）]

条件の範囲
設定（Configuration）
（Condition Scope）

条件一致基準
（Condition Match
Criteria）

演算子

式と一致させます。

値

ip name-server {1.2.3.4|2.3.4.5}

アクションの 一致アクションの選 アクションの選択
（Select Action）
詳細（Action 択（Select Match
Details）
Action）

違反は発生しません

違反を発生させる
不一致アクションの アクションの選択
（Select Action）
選択（Select Does
Not Match Action）
違反メッセージ タイ ユーザ定義の違反メッセージ
プ（Violation
Message Type）
違反テキスト
（Violation Text）

DNS サーバを 1.2.3.4 または 2.3.4.5
として設定する必要があります

例：ブロック オプション
このコンプライアンス ポリシーでは、ある特定のブロック内に定義されている不正または未承
認の SNMP コミュニティ文字列があるかどうかを確認します。ブロック内で検出された場合、
ポリシーは「承認されていないコミュニティ文字列 <1.1> を検出しました（Detected unauthorized
community string <1.1>）」というメッセージで違反を報告し、すべての非準拠 SNMP 文字列を
ブロックから削除します。
タブ
ルール情報
（Rule
Information）

タブ領域

フィールド

値

ルール タイトル
（Rule Title）

snmp-server community having
non-standard entries
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Cisco IOS デバイス、Cisco IOS-XE デ
バイス

プラット
フォームの選
択（Platform
Selection）
Condition 1
[条件の詳細
（Condition
Details）]

条件の範囲
設定（Configuration）
[条件範囲の詳細
（Condition Scope （Condition Scope）
Details）]
ブロック オプショ ブロック開始表現
（Block Start
ン（Block
Expression）
Options）

^snmp-server community .*

（このフィールド
は、[ブロックとし
て解析（Parse as
Blocks）] チェック
ボックスがオンに
なっている場合にの
み有効になります）
演算子
条件一致基準
（Condition Match
値
Criteria）
アクションの 一致アクションの アクションの選択
詳細（Action 選択（Select Match （Select Action）
Details）
Action）
不一致アクション アクションの選択
（Select Action）
の選択（Select
Does Not Match
Action）
Condition 2
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snmp-server community (.*)
続行（Continue）

違反を発生させません（Does Not
Raise a Violation）
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[条件の詳細
（Condition
Details）]

条件の範囲
以前に一致したブロック（Previously
[条件範囲の詳細
（Condition
Scope）
Matched Blocks）
（Condition Scope
Details）]
ブロック オプショ ブロック開始表現
（Block Start
ン（Block
Expression）
Options）

^snmp-server community .*

（このフィールド
は、[ブロックとし
て解析（Parse as
Blocks）] チェック
ボックスがオンに
なっている場合にの
み有効になります）
演算子
条件一致基準
（Condition Match
値
Criteria）
アクションの 一致アクションの アクションの選択
詳細（Action 選択（Select Match （Select Action）
Details）
Action）
不一致アクション アクションの選択
（Select Action）
の選択（Select
Does Not Match
違反メッセージ タ
Action）
イプ（Violation
Message Type）
違反テキスト
（Violation Text）

（注）

式と一致させます。
snmp-server community ((public
RO)|(private RW))
続行（Continue）

違反を発生させます。

ユーザ定義の違反メッセージ

承認されていないコミュニティ文字
列 <1.1> を検出しました。（Detected
unauthorized community string <1.1>.）

上記の例では、最初の条件での一致基準は 1.1、1.2 などと呼びます。2 番目の条件での一致基
準は 2.1、2.2 などと呼びます。

条件およびアクションの例：コミュニティ文字列
このコンプライアンス ポリシーは、snmp-server community public または snmp-server community
private が（望ましくない）デバイスに設定されているかを確認します。設定されている場合、
ポリシーは「コミュニティストリングxxxxxが設定されています（Community string xxxxx
configured）」というメッセージで違反を発生させます。ここで、xxx は最初に見つかった違反
です。
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タブ

タブ領域

フィールド

[条件の詳細
（Condition
Details）]

条件の範囲
設定（Configuration）
[条件範囲の詳細
（Condition Scope （Condition Scope）
Details）]
演算子
条件一致基準
（Condition Match
値
Criteria）

アクションの 一致アクションの アクションの選択
詳細（Action 選択（Select Match （Select Action）
Details）
Action）
不一致アクション アクションの選択
（Select Action）
の選択（Select
Does Not Match
違反メッセージ タ
Action）
イプ（Violation
Message Type）
違反テキスト
（Violation Text）

値

式と一致させます。
snmp-server community {public|private}
違反を発生させる

続行（Continue）

ユーザ定義の違反メッセージ

コミュニティ ストリング xxxxx が設
定されています。

条件およびアクションの例：IOS ソフトウェア バージョン
このコンプライアンス ポリシーは、Cisco IOS ソフトウェアのバージョン 15.0(2)SE7 がデバイ
スにインストールされているかどうかを確認します。インストールされていない場合、ポリ
シーは「show versionの出力に文字列xxxxxが含まれています（Output of show version contains the
string xxxxx）」というメッセージで違反を発生させます。ここで xxxx は 15.0(2)SE7 と一致しな
い Cisco IOS ソフトウェア バージョンです。
タブ

タブ領域

フィールド

[条件の詳細
（Condition
Details）]

条件の範囲
デバイス コマンド出力
[条件範囲の詳細
（Condition Scope （Condition Scope）
Details）]
show version
show コマンド
（Show
Commands）
演算子
条件一致基準
（Condition Match
値
Criteria）
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アクションの 一致アクションの アクションの選択 続行（Continue）
詳細（Action 選択（Select Match （Select Action）
Details）
Action）
不一致アクション アクションの選択 違反を発生させます。
の選択（Select Does （Select Action）
Not Match Action）
違反メッセージ タ ユーザ定義の違反メッセージ
イプ（Violation
Message Type）
違反テキスト
（Violation Text）

show version の出力に文字列 xxxxx が
含まれています。

条件およびアクションの例：NTP サーバの冗長性
このコンプライアンス ポリシーは、デバイスでコマンド ntp server が少なくとも 2 回表示され
るかどうかを確認します。表示されない場合、ポリシーは、「少なくとも2つのNTPサーバを
構成する必要があります（At least two NTP servers must be configured）」というメッセージで違
反を発生させます。
タブ

タブ領域

[条件の詳細 [条件範囲の詳細
（Condition （Condition Scope
Details）]
Details）]

アクション
の詳細
（Action
Details）

フィールド

値

条件の範囲（Condition 設定（Configuration）
Scope）

条件一致基準
（Condition Match
Criteria）

演算子

式と一致させます。

値

(ntp server.*\n){2,}

一致アクションの選
択（Select Match
Action）

アクションの選択
（Select Action）

続行（Continue）

違反を発生させる
不一致アクションの アクションの選択
選択（Select Does Not （Select Action）
Match Action）
違反メッセージ タイ ユーザ定義の違反メッセージ
プ（Violation Message
Type）
違反テキスト
（Violation Text）

NTP サーバを 2 つ以上設定する
必要があります。
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ポリシーとルールが含まれているコンプライアンスプロ
ファイルの作成
コンプライアンス プロファイルには、1 つ以上のコンプライアンス ポリシーが含まれていま
す。コンプライアンス ポリシーをプロファイルに追加すると、すべてのポリシー ルールがプ
ロファイルに適用されます。含めるポリシー ルールを選択すること（および、その他を無視す
ること）で、プロファイルをカスタマイズできます。複数のポリシーをプロファイルにグルー
プ化すると、ルールをポリシーごとに選択したり、選択を解除することができます。
ルート ユーザ、管理者ユーザ、またはスーパー ユーザとしてログインする場合は、次の操作
を行えます。
• プロファイルの作成、編集、削除。
• [ポリシー（Policies）] ページで作成したルールの選択。

（注）

「その他」のユーザが関連アクションを実行するには、次のタスク権限を有効にする必要があ
ります。
• [コンプライアンス監査プロファイルアクセス（Compliance Audit Profile Access）]：プロ
ファイルを実行および更新し、プロファイル内のポリシーを参照する。
• [コンプライアンス監査プロファイル編集アクセス（Compliance Audit Profile Edit Access）]：
コンプライアンス監査プロファイルを作成および編集する。
タスク権限は、[管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、およびAAA
（Users, Roles & AAA）] > [ユーザグループ（User Groups）] ページで確認できます。
[コンプライアンス監査プロファイルへのアクセス（Compliance Audit Profile Access）] タスク
権限を選択していないと、[コンプライアンス監査プロファイルの編集アクセス（Compliance
Audit Profile Edit Access）] タスク権限を選択していても、[プロファイル（Profile）] ページを
表示できません。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [プロファイル（Profiles）] を選択します。
ステップ 2 [コンプライアンス プロファイル（Compliance Profiles）] ナビゲーション領域にある [ポリシー プロファイ
ルの作成（Create Policy Profile）]（+）アイコンをクリックします。この操作によって [コンプライアンス
ポリシーの追加（Add Compliance Policies）] ダイアログボックスが開きます。
ステップ 3 プロファイルに含めるポリシーを選択します。ユーザ定義のポリシーが、[ユーザ定義（User Defined）] カ
テゴリで使用できるようになります。
a)

[コンプライアンス ポリシーの追加（Add Compliance Policies）] ダイアログ ボックスで、追加するポ
リシーを選択します。
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b) [OK] をクリックします。ポリシーが [コンプライアンス ポリシー セレクタ（Compliance Policy Selector）]
領域に追加されます。
ステップ 4 ポリシーに含めるルールを選択します。
a)

[コンプライアンス ポリシー セレクタ（Compliance Policy Selector）] 領域でポリシーを選択します。ポ
リシーのルールは、右側の領域に表示されます。

b) 特定のルールを選択するか、または選択を解除して、[保存（Save）] をクリックします。
（注）

ここで選択したルールのみが、このプロファイルのポリシー インスタンスに適用されます。この
選択によって、コンプライアンス ポリシーの元のバージョンが変更されることはありません。

次のタスク
コンプライアンス監査の実行 （193 ページ）の説明に従って、コンプライアンス監査ジョブを
スケジュールします。

コンプライアンス監査の実行
コンプライアンス監査を実行するには、プロファイルを選択し、監査するデバイスを選択し
（プロファイル内のポリシーとルールを使用）、監査ジョブのスケジュールを設定します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [プロファイル（Profiles）] を選択します。
ステップ 2 左側の [コンプライアンス プロファイル（Compliance Profiles）] ナビゲーション領域でプロファイルを選択
します。
ステップ 3 [コンプライアンス プロファイル（Compliance Profiles）] ナビゲーション領域で [コンプライアンス監査の
実行（Run Compliance Audit）] アイコンをクリックします。
ステップ 4 [デバイスおよび設定（Devices and Configuration）] 領域で、目的のデバイスと監査するコンフィギュレー
ション ファイルを選択します。
a)

デバイス（またはデバイス グループ）を選択します。

b) 監査するコンフィギュレーション ファイルを指定します。
• [最新のアーカイブ済みの設定を使用（Use Latest Archived Configuration）]：アーカイブから最新の
バックアップ ファイルを監査します。使用可能なバックアップ ファイルがない場合、Cisco EPN
Manager はデバイスの監査を実行しません。
• [現在のデバイス設定を使用（Use Current Device Configuration）]：デバイスの実行コンフィギュ
レーションをポーリングし、監査します（たとえば、showコマンド出力はデバイスの実行コンフィ
ギュレーションから生成されます）。
このオプションを選択すると、Cisco EPN Manager は最初にデバイスからコンフィギュレーション
のバックアップを取得してから監査を実行します。これは、定期的またはイベントがトリガーし
たコンフィギュレーション バックアップが有効になっていない場合に役に立ち、また、Cisco EPN
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Manager にアーカイブ済みのコンフィギュレーションがデバイスとの同期が取れていないことが頻
繁にあるため、便利です。
c)

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5 [アイドル時間制限の設定（分）（Configure Idle Time Limit (min)）] フィールドに値を入力します。デフォ
ルトでは、制限時間は 5 分に設定されます。ユーザが制限時間を変更する場合は、5 ～ 30 の数字を入力で
きます。設定された制限時間の間アイドル状態が続くと、監査ジョブは中止されます。
ステップ 6 すぐに監査ジョブをスケジュール設定する場合は [今すぐ（Now）] を選択し、後でスケジュール設定する
場合は [日付（Date）] を選択して日時を入力します。
監査ジョブを定期的に繰り返すには、[定期（Recurrence）] オプションを使用します。
ステップ 7 [終了（Finish）] をクリックします。監査ジョブがスケジュール設定されます。監査ジョブがスケジュール
されると、通知ポップアップが表示されます。監査ジョブのステータスを表示するには、[管理
（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブダッシュボード（Job Dashboard）] > [ユー
ザジョブ（User Jobs）] > [コンプライアンスジョブ（Compliance Jobs）] を選択します。

次のタスク
コンプライアンス監査の結果の表示 （194 ページ）の説明に従って、監査結果を確認します。

コンプライアンス監査の結果の表示
この手順を使用して、監査ジョブの結果を確認します。結果から、監査したデバイス、スキッ
プしたデバイス、違反があったデバイスなどがわかります。単一のデバイスでさまざまなコン
プライアンス ポリシーが実行されている場合があります。
ジョブを作成したら、そのジョブに関して次の設定を行えます。
• [シリーズを一時停止（Pause Series）]：後日に実行するようにスケジュール設定されてい
るジョブのみに適用できます。実行中のジョブを一時停止することはできません。
• [シリーズを再開（Resume Series）]：一時停止されているジョブのみに適用できます。
• [スケジュールを編集（Edit Schedule）]：スケジュール済みのジョブを別の時間に再度スケ
ジュール設定します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブダッシュボード（Job Dashboard）] >
[ユーザジョブ（User Jobs）] > [コンプライアンスジョブ（Compliance Jobs）] を選択します。
ステップ 2 [監査ジョブ（Audit Jobs）] タブをクリックしてジョブを見つけ、[前回の実行（Last Run）] 列の情報を確
認します。
最後の実行結果の値

説明
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[失敗（Failure）]

監査した 1 つ以上のデバイスが、プロファイルで指定されたポリシーに違反して
います。

[一部成功（Partial
Success）]

コンプライアンス ジョブに、監査済みおよび監査なしのデバイスが両方含まれ、
監査済みデバイスのコンプライアンス ステータスは成功です。

[成功 (Success)]

監査したすべてのデバイスは、プロファイルで指定されたポリシーに準拠してい
ます。

コンプライアンス監査ジョブの場合、サポートされる違反の数は Cisco EPN Manager の標準設定で 20,000
件、Pro 以上の設定では 80,000 件です。
ステップ 3 監査の確認が失敗した場合は、次の手順を実行します。
• 失敗したデバイスを確認するには、[失敗（Failure）] ハイパーリンクの横にある [i] アイコンにカース
ルを合わせて詳細のポップアップを表示します。
• ジョブを選択し、[ジョブの詳細を表示（View Job Details）] をクリックし、ポップアップのデバイス
の横にある [i] アイコンをクリックして [デバイス 360（Device 360）] ビューを起動します。
ステップ 4 最も詳細な情報を確認するには、[失敗（Failure）] ハイパーリンクをクリックして [コンプライアンス監査
違反の詳細（Compliance Audit Violation Details）] ウィンドウを開きます。
（注）

[コンプライアンス監査違反の詳細（Compliance Audit Violation Details）] ウィンドウを行き来する
には、[次へ（Next）] および [前へ（Previous）] ボタンを使用します。

次のタスク
違反を修正するには、デバイスのコンプライアンス違反の修正 （197 ページ）を参照してくだ
さい。

違反ジョブの詳細の表示
次の表に、[違反の詳細（Violation Details）] ページから表示できる詳細を示します。
表示内容

選択方法

スケジュール済み修正可能違反ジョブ 1. [違反の詳細（Violation Details）] ページに移動しま
のステータス。
す。
2. [修正可能（Fixable）] 列のフィルタ ボックスをク
リックして、[実行中（Running）] を選択します。
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修正済み違反ジョブの詳細。

1. [違反の詳細（Violation Details）] ページに移動しま
す。
2. [修正可能（Fixable）] 列のフィルタ ボックスをク
リックして、[修正済み（Fixed）] を選択します。
3. [修正済み（Fixed）] リンクをクリックします。

修正失敗違反ジョブの詳細。

1. [違反の詳細（Violation Details）] ページに移動しま
す。
2. [修正可能（Fixable）] 列のフィルタ ボックスをク
リックして、[修正失敗（Fix Failed）] を選択します。
3. [修正失敗（Fix Failed）] リンクをクリックします。

監査の失敗および違反のサマリー詳細の表示
詳細な違反情報を表示し、このデータをエクスポートし、コンプライアンス ジョブの詳細を表
示できます。特定のジョブの詳細データをエクスポートしたり、複数のジョブのサマリー デー
タをエクスポートすることができます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブダッシュボード（Job Dashboard）] >
[ユーザジョブ（User Jobs）] > [コンプライアンスジョブ（Compliance Jobs）] を選択します。
ステップ 2 特定の監査ジョブの詳細を表示するには、次の手順を実行します。
a)

[監査ジョブ（Audit Jobs）] タブをクリックして、ジョブを見つけます。

b) [失敗（Failure）] ハイパーリンクをクリックし、[コンプライアンス監査の詳細（Compliance Audit
Details）] ウィンドウを表示します。
ポリシー名、設定したルール、そのコンプライアンス状態、合計違反数、ジョブのインスタンス カウ
ント、その中で最も重大度の高い値、および無視したカウント値に関する情報を表示できます。
c)

これらの詳細をエクスポートするには、次のいずれかのオプションを使用します。
• 違反の詳細は Microsoft Excel スプレッドシートに XLS でエクスポートするには、[XLS としてエク
スポート（Export as XLS）] をクリックします。
• 違反の詳細を Microsoft Excel スプレッドシートにカンマ区切りのテキストでエクスポートするに
は、[CSV としてエクスポート（Export as CSV）] をクリックします。
• 違反の詳細を HTML ファイルにエクスポートするには、[HTML としてエクスポート（Export as
HTML）] をクリックします。

d) [ファイルの保存（Save File）] をクリックします。
ステップ 3 すべての監査ジョブの総合的なサマリーを表示するには、次の手順を実行します。
a)

[違反サマリー（Violation Summary）] タブをクリックします。
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違反が発生したすべてのデバイス、その関連のポリシーとプロファイル名、監査ジョブ ID、関連ルー
ルとルールの重大度値、違反の修正が可能かどうかの詳細、またはすでに修正されているかどうか、
違反に関連付けられたメッセージについて総合的なレポートを表示できます。
b) この詳細なサマリー レポートをエクスポートするには、ドロップダウン メニューから次のいずれかの
オプションを選択します。
• サマリーを Microsoft Excel spreadsheet にカンマ区切りのテキストでエクスポートするには、[違反
レポート CSV（Violation Report CSV）] をクリックします。
• サマリーを PDF ファイルをエクスポートするには、[違反レポート PDF（Violation Report PDF）]
をクリックします。
c)

[ファイルの保存（Save File）] をクリックします。

次のタスク
違反を修正するには、デバイスのコンプライアンス違反の修正 （197 ページ）を参照してくだ
さい。

デバイスのコンプライアンス違反の修正
この手順を使用して、失敗したコンプライアンス監査のコンプライアンス違反を修正します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブダッシュボード（Job Dashboard）] >
[ユーザジョブ（User Jobs）] > [コンプライアンスジョブ（Compliance Jobs）] を選択します。
ステップ 2 [監査ジョブ（Audit Jobs）] をクリックしてジョブを見つけ、[前回の実行結果（Last Run Result）] 列の情報
を確認します。
ステップ 3 [失敗（Failure）] ハイパーリンクをクリックし、[コンプライアンス監査違反の詳細（Compliance Audit
Violation Details）] ウィンドウを開きます。
（注）

[コンプライアンス監査違反の詳細（Compliance Audit Violation Details）] ウィンドウを行き来する
には、[次へ（Next）] および [前へ（Previous）] ボタンを使用します。

ステップ 4 [ジョブの詳細と違反（Job Details and Violations）] 領域で [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 5 [デバイス別の違反（Violations by Device）] 領域でデバイスと違反を選択し、[次へ（Next）] をクリックし
ます。
ステップ 6 [修正ルールの入力（Fix Rule Inputs）] 領域で、以前にポリシーで定義した修正コマンドをプレビューし、
[次へ（Next）] をクリックします。
条件に対するアクションとして修正 CLI の ^<Rule input ID>^ を使用してカスタム ポリシーを作成した場合
は、[修正ルールの入力（Fix Rule Inputs）] タブが表示されます。必須の修正ルールの値を入力して [次へ
（Next）] をクリックします。
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ステップ 7 [修正コマンドのプレビュー（Preview Fix Commands）] ポップアップに表示された設定を確認します。
ステップ 8 生成された設定がデバイスに展開できるように修正ジョブのスケジュールを設定し、[修正ジョブのスケ
ジュール設定（Schedule the Fix Job）] をクリックします。
（注）

ユーザは、デバイスのスタートアップ コンフィギュレーションにコンプライアンス修正 CLI を追
加できます。これにより、デバイスの再起動時にも修正 CLI が保持されます。

次のタスク
違反ジョブの詳細を表示するには、監査の失敗および違反のサマリー詳細の表示（196ページ）
を参照してください。

監査の失敗および違反のサマリー詳細の表示
詳細な違反情報を表示し、このデータをエクスポートし、コンプライアンス ジョブの詳細を表
示できます。特定のジョブの詳細データをエクスポートしたり、複数のジョブのサマリー デー
タをエクスポートすることができます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブダッシュボード（Job Dashboard）] >
[ユーザジョブ（User Jobs）] > [コンプライアンスジョブ（Compliance Jobs）] を選択します。
ステップ 2 特定の監査ジョブの詳細を表示するには、次の手順を実行します。
a)

[監査ジョブ（Audit Jobs）] タブをクリックして、ジョブを見つけます。

b) [失敗（Failure）] ハイパーリンクをクリックし、[コンプライアンス監査の詳細（Compliance Audit
Details）] ウィンドウを表示します。
ポリシー名、設定したルール、そのコンプライアンス状態、合計違反数、ジョブのインスタンス カウ
ント、その中で最も重大度の高い値、および無視したカウント値に関する情報を表示できます。
c)

これらの詳細をエクスポートするには、次のいずれかのオプションを使用します。
• 違反の詳細は Microsoft Excel スプレッドシートに XLS でエクスポートするには、[XLS としてエク
スポート（Export as XLS）] をクリックします。
• 違反の詳細を Microsoft Excel スプレッドシートにカンマ区切りのテキストでエクスポートするに
は、[CSV としてエクスポート（Export as CSV）] をクリックします。
• 違反の詳細を HTML ファイルにエクスポートするには、[HTML としてエクスポート（Export as
HTML）] をクリックします。

d) [ファイルの保存（Save File）] をクリックします。
ステップ 3 すべての監査ジョブの総合的なサマリーを表示するには、次の手順を実行します。
a)

[違反サマリー（Violation Summary）] タブをクリックします。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
198

インベントリの管理
コンプライアンス ポリシーのインポートおよびエクスポート

違反が発生したすべてのデバイス、その関連のポリシーとプロファイル名、監査ジョブ ID、関連ルー
ルとルールの重大度値、違反の修正が可能かどうかの詳細、またはすでに修正されているかどうか、
違反に関連付けられたメッセージについて総合的なレポートを表示できます。
b) この詳細なサマリー レポートをエクスポートするには、ドロップダウン メニューから次のいずれかの
オプションを選択します。
• サマリーを Microsoft Excel spreadsheet にカンマ区切りのテキストでエクスポートするには、[違反
レポート CSV（Violation Report CSV）] をクリックします。
• サマリーを PDF ファイルをエクスポートするには、[違反レポート PDF（Violation Report PDF）]
をクリックします。
c)

[ファイルの保存（Save File）] をクリックします。

次のタスク
違反を修正するには、デバイスのコンプライアンス違反の修正 （197 ページ）を参照してくだ
さい。

コンプライアンス ポリシーのインポートおよびエクス
ポート
コンプライアンス ポリシーは XML ファイルとして保存されます。個別のコンプライアンス ポ
リシーをエクスポートし、必要に応じて、それらのポリシーを別のサーバにインポートするこ
とができます。ファイルは、XML 形式でのみインポートできます。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] を選択します。
ステップ 2 コンプライアンス ポリシーをエクスポートするには、次の手順を実行します。
a)

左側の [コンプライアンス ポリシー（Compliance Policies）] ナビゲーション領域のポリシーの横にある
[i] アイコンの上にマウスを合わせます。

b) ポップアップ ウィンドウで、[XML としてポリシーをエクスポート（Export Policy as XML）] ハイパー
リンクをクリックし、ファイルを保存します。
ステップ 3 コンプライアンス ポリシーをインポートするには、次の手順を実行します。
a)

左側の [コンプライアンス ポリシー（Compliance Policies）] ナビゲーション領域の上にある [ポリシー
のインポート（Import Policies）] アイコンをクリックします。

b) [ポリシーのインポート（Import Policies）] ダイアログボックスで、[ポリシーの選択（Choose Policies）]
をクリックします。
c)

XML ファイルを参照して選択します。
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d) [インポート（Import）] をクリックします。

コンプライアンスポリシーXMLファイルのコンテンツの
表示
コンプライアンス ポリシーは XML ファイルとして保存されます。ポリシーの XML ファイル
の内容を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] を選択します。
ステップ 2 左側の [コンプライアンス ポリシー（Compliance Policies）] ナビゲーション領域でポリシーを見つけ、その
ポリシーの横にある [i] アイコンの上にマウスを合わせます。
ステップ 3 ポップアップ ウィンドウで、[XMLとしてポリシーを表示（View Policy as XML）] ハイパーリンクをクリッ
クします。Cisco EPN Manager によって内容が XML 形式で表示されます。

PSIRT および EOX 情報の表示
• デバイスのセキュリティ脆弱性の表示 （200 ページ）
• デバイスのハードウェアとソフトウェアのサポート終了レポートの表示 （201 ページ）
• モジュール ハードウェアのサポート終了レポートの表示 （202 ページ）
• デバイスのフィールド通知の表示 （202 ページ）

（注）

[PSIRTとEOX（PSIRT and EOX）] ページには、PAS および RBML バンドルの生成日が表示さ
れます。PAS レポートには、バンドルの生成日以前に公開された PSIRT および EoX レコード
が保持されます。バンドルの生成後に公開された PSIRT レコードは表示されません。

デバイスのセキュリティ脆弱性の表示
レポートを実行して、Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）によって定義され
ているセキュリティの脆弱性が、ネットワーク内のデバイスにあるかどうかを判断できます。
レポートには、[デバイスPSIRT（Device PSIRT）]、[デバイスハードウェアEOX（Device Hardware
EOX）]、[デバイスソフトウェアEOX（Device Software EOX）]、[モジュールハードウェアEOX
（Module Hardware EOX）]、および [フィールド通知（Field Notice）] の情報が含まれます。ま
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た、特定の脆弱性に関するマニュアルを参照できます。このマニュアルでは、脆弱性の影響と
環境を保護するために必要と考えられる手順が説明されています。

（注）

PSIRT および EOX レポートを特定のデバイスに対して実行することはできません。PSIRT お
よび EOX ジョブのスケジュールを設定すると、管理対象で完了状態にあるすべてのデバイス
に対してレポートが生成されます（[インベントリ（Inventory）] > [設定（Configuration）] > [ネッ
トワークデバイス（Network Devices）] ページ）。
始める前に
ジョブのスケジュールを設定する前にデバイスを同期します。[設定（Configuration）] > [ネッ
トワーク デバイス（Network Devices）] を選択し、デバイスを選択して [同期（Sync）] をク
リックします。

ステップ 1 [レポート（Reports）] > [PSIRT と EOX（PSIRT and EoX）] を選択します。
ステップ 2 ジョブのスケジュールを設定して実行します。[スケジュール（Schedule）] ダイアログボックスが表示され
ます。[開始時刻（Start Time）] オプションと [繰り返し（Recurrence）] オプションを設定してから、[送信
（Submit）] ボタンをクリックしてジョブをスケジュールすることができます。表示されるポップアップで
[OK] ボタンをクリックして、すでにスケジュールされているジョブを削除し、新しいジョブを作成しま
す。
[デバイスPSIRT（Device PSIRT）]、[デバイスハードウェアEOX（Device Hardware EOX）]、[デバイスソフ
トウェアEOX（Device Software EOX）]、[モジュールハードウェアEOX（Module Hardware EOX）]、およ
び [フィールド通知（Field Notice）] の情報を収集して報告するジョブが作成されます。作成する必要のな
いジョブはそれぞれのタブで区別します。
ステップ 3 PSIRT レポートの現在のステータスを表示するには、[ジョブの詳細を表示（View Job Details）] をクリッ
クします。
ステップ 4 レポートが完了したら、[デバイス PSIRT（Device PSIRT）] タブをクリックして PSIRT 情報を表示します。
ステップ 5 [PSIRT タイトル（PSIRT Title）] 列のハイパーリンクをクリックすると、セキュリティの脆弱性の詳しい
説明が表示されます。
ステップ 6 （任意）デバイスの PSIRT の詳細はデバイスごと、またはすべてのデバイスをまとめて PDF 形式および
CSV 形式でエクスポートできます。

デバイスのハードウェアとソフトウェアのサポート終了レポートの表
示
レポートを実行して、ネットワーク内のシスコ デバイス ハードウェアまたはソフトウェアが
サポート終了（EOX）に到達しているかどうかを判断できます。これは、製品のアップグレー
ドや代替オプションを決定する際に役立ちます。
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ステップ 1 [レポート（Reports）] > [PSIRTとEOX（PSIRT and EOX）] を選択します。
ステップ 2 [ジョブのスケジュール（Schedule Job）] をクリックします。[スケジュール（Schedule）] ダイアログボッ
クスが表示されます。[開始時刻（Start Time）] オプションと [繰り返し（Recurrence）] オプションを設定
してから、[送信（Submit）] ボタンをクリックしてジョブをスケジュールすることができます。表示され
るポップアップで [OK] ボタンをクリックして、すでにスケジュールされているジョブを削除し、新しい
ジョブを作成します。
[デバイスPSIRT（Device PSIRT）]、[デバイスハードウェアEOX（Device Hardware EOX）]、[デバイスソフ
トウェアEOX（Device Software EOX）]、[モジュールハードウェアEOX（Module Hardware EOX）]、およ
び [フィールド通知（Field Notice）] の情報を収集して報告するジョブが作成されます。タブごとに個別の
ジョブは作成しません。
ステップ 3 ジョブの完了後に、次の EOX タブのいずれかをクリックすると、そのタブ固有のレポート情報が表示され
ます。
• デバイス ハードウェア EOX（Device Hardware EOX）
• デバイス ソフトウェア EOX（Device Software EOX）
ステップ 4 （任意）これらのデバイス EOX の詳細は、デバイスごとまたはすべてのデバイスをまとめて PDF 形式お
よび CSV 形式でエクスポートできます。

モジュール ハードウェアのサポート終了レポートの表示
レポートを実行して、ネットワーク内のシスコモジュールハードウェアがサポート終了（EOX）
に到達しているかどうかを判断できます。これは、製品のアップグレードや代替オプションを
決定する際に役立ちます。

ステップ 1 [レポート（Reports）] > [PSIRTとEOX（PSIRT and EOX）] を選択します。
ステップ 2 [ジョブのスケジュール（Schedule Job）] をクリックします。[デバイスPSIRT（Device PSIRT）]、[デバイ
スハードウェアEOX（Device Hardware EOX）]、[デバイスソフトウェアEOX（Device Software EOX）]、[モ
ジュールハードウェアEOX（Module Hardware EOX）]、および [フィールド通知（Field Notice）] の情報を
収集して報告するジョブが作成されます。タブごとに個別のジョブは作成しません。
ステップ 3 [モジュールハードウェアEOX（Module Hardware EOX）] タブをクリックして、モジュール ハードウェア
の情報を表示します。
ステップ 4 （任意）これらの EOX の詳細は、モジュールごとに PDF 形式および CSV 形式でエクスポートできます。

デバイスのフィールド通知の表示
レポートを実行して、完全なインベントリ収集が完了している管理対象シスコ デバイスに Field
Notice があるかどうかを判断できます。Field Notice とは、セキュリティ脆弱性の問題以外でシ
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スコ製品に直接関係する重要な問題に関する通知です。通常、アップグレード、回避策、また
はその他の対策が必要となります。

ステップ 1 [レポート（Reports）] > [PSIRTとEOX（PSIRT and EOX）] を選択します。
ステップ 2 [ジョブのスケジュール（Schedule Job）] をクリックします。[スケジュール（Schedule）] ダイアログボッ
クスが表示されます。[開始時刻（Start Time）] オプションと [繰り返し（Recurrence）] オプションを設定
してから、[送信（Submit）] ボタンをクリックしてジョブをスケジュールすることができます。表示され
るポップアップで [OK] ボタンをクリックして、すでにスケジュールされているジョブを削除し、新しい
ジョブを作成します。
[デバイスPSIRT（Device PSIRT）]、[デバイスハードウェアEOX（Device Hardware EOX）]、[デバイスソフ
トウェアEOX（Device Software EOX）]、[モジュールハードウェアEOX（Module Hardware EOX）]、およ
び [フィールド通知（Field Notice）] の情報を収集して報告するジョブが作成されます。タブごとに個別の
ジョブは作成しません。
ステップ 3 [フィールド通知（Field Notice）] タブをクリックすると、フィールド通知の情報が表示されます。
ステップ 4 [脆弱（Vulnerable）] 列の [i] アイコンをクリックして、[フィールド通知URL（Field Notice URL）] および
[警告の詳細（Caveat Details）] ダイアログ ボックスを開きます。cisco.com で詳細を確認するには、[フィー
ルド通知URL（Field Notice URL）] をクリックします。
ステップ 5 （任意）デバイスのフィールド通知の詳細はデバイスごと、またはすべてのデバイスをまとめて PDF 形式
および CSV 形式でエクスポートできます。
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ネットワークの視覚化
• ネットワーク トポロジの視覚化 （207 ページ）

第

7

章

ネットワーク トポロジの視覚化
この章では、次のトピックについて説明します。
• ネットワーク トポロジの概要 （207 ページ）
• ネットワークトポロジマップからのアラーム、ネットワークインターフェイス、回線/VC、
およびリンクの詳細テーブルの表示 （210 ページ）
• マップでのデバイスの検索 （213 ページ）
• トポロジ マップの表示内容の決定 （213 ページ）
• デバイスの詳細情報の取得 （223 ページ）
• リンクの詳細情報の取得 （223 ページ）
• リンクに関する問題のトラブルシューティング （230 ページ）
• リンクでの帯域幅使用率をマップに表示 （231 ページ）
• デバイスおよびリンクの障害情報の表示 （233 ページ）
• ネットワーク トポロジ マップのレイアウトの変更 （233 ページ）
• ネットワーク トポロジへの背景イメージの追加 （235 ページ）
• 回線/VC の可視化とトレース （236 ページ）
• ネットワーク トポロジ マップでのクロック同期ネットワークの表示 （237 ページ）
• トポロジ マップでのルーティング ネットワークの表示 （238 ページ）
• OMS リンクの表示 （241 ページ）
• トポロジマップでのデバイス間の SR パスの特定 （244 ページ）
• イメージ ファイルとしてトポロジ マップを保存する （245 ページ）
• 地理的マップ（Geo マップ）でのネットワークの表示 （245 ページ）

ネットワーク トポロジの概要
[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウには、デバイスのグラフ形式のトポ
ロジ マップ ビュー、それらの間のリンク、およびマップ内の要素のアクティブなアラームが
表示されます。また、表示されたトポロジ マップ内で回線/VC を可視化することもできます。
また、[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウでは、マップ要素のツールと
機能にアクセスでき、ドリルダウンしてマップ要素の詳細情報を取得できます。
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[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウは、左側のサイドバーからアクセス
します（[マップ（Maps）] > [トポロジ（Topology）] > [ネットワークトポロジ（Network
Topology）]）。[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウの内容は、選択した
デバイス グループによって決まります。デバイス グループを選択するには、ツールバーの [デ
バイスグループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、[デバイスグループ（Device Groups）]
パネルで 1 つ以上のグループを選択します。[デバイスグループ（Device Groups）] パネルか
ら、中央のデバイス グループ化機能にアクセスして、新しいグループを作成したり、グループ
にデバイスを追加したりできます。詳細については、簡単な管理と設定のためのデバイス グ
ループの作成 （83 ページ）を参照してください。

各ネットワーク トポロジ マップは、アラーム/回線/VC/リンク情報を表示する左ペインと、マッ
プ自体を表示する右ペインに分かれています。左ペインのツールバーを使用して、両方のペイ
ンのスペースを制御します。たとえば、100% を選択するとマップのみが表示されます。50%
を選択すると、マップと左ペインが画面に均等に表示されます。左ペインが展開されると、タ
ブ内のテーブルに追加の列が追加されることがあります。
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• [アラーム（Alarms）]、[回線/VC（Circuits/VCs）]、および [リンク（Links）]（左ペイ
ン）：マップに表示されているデバイスおよびトポロジに関連する情報が提供されます。
• [アラーム（Alarms）] タブ：選択したグループの現在のアラームとその重大度がリス
トされたテーブルを表示します。アラームを選択し、クリアや確認などの基本アク
ションを実行できます。アラームの詳細については、[アラーム（Alarms）] タブの下
部にある [アラームテーブル（Alarms Table）] リンクをクリックします。
• [回線/VC（Circuits/VCs）] タブ：選択したグループ内のデバイスに関連する回線/VC
を一覧表示し、各回線/VC のプライマリ状態を示します。プライマリ状態は、プロビ
ジョニング、有用性、ディスカバリ、およびアラーム状態に基づいて回線の現在の最
も重大な状態を反映します。回線または VC の状態 （796 ページ）を参照してくださ
い。デフォルトで、回線/VC はプライマリ状態別に重大度の高い順に並べ替えられま
す。次の点に注意してください。
• リストで回線/VC を選択すると、トポロジ マップに回線/VC が視覚的に表示され
ます。
• タブの下部にある [回線/VC（Circuits/VCs）] リンクをクリックすると、個別の
ウィンドウが起動されてテーブルに各回線/VC の詳細が表示されます。
• タブの下部にある [ネットワークインターフェイス（Network Interfaces）] リンク
をクリックすると、UNI や ENNI などの回線/VC への参加が設定されたインター
フェイスが一覧表示されます。
• 該当するツールバー アイコンをクリックして、新しい回線の作成や、選択した回
線での ITU-T Y.1564 テストなどのアクションを実行できます。
• [リンク（Links）] タブ：選択したデバイス グループに関連するリンクが一覧表示さ
れ、リンク上で最も重大度の高いアラームが表示されます。テーブル内のリンクを選
択すると、トポロジ マップ内のリンクが強調表示されます。タブの下部にある [リン
クテーブル（Links Table）] リンクをクリックすると、別のウィンドウが開き、リン
クのテーブルが表示されます。
• [トポロジマップ（Topology map）]（右ペイン）：選択したデバイス グループのトポロジ
がグラフ形式で表示されます。グループのデバイスとサブグループ（存在する場合）と、
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それらの間のリンク（物理、イーサネット、およびテクノロジー固有のリンク）が表示さ
れます。さらに、デバイスまたはリンクのアクティブ アラームも表示されるため、ネット
ワークの問題を簡単に特定できます。問題をトラブルシューティングするには、トポロジ
マップからデバイスやリンクの詳細情報にドリルダウンできます。トポロジ マップは、カ
スタマイズ、フィルタリング、および必要な情報を正確に表示するための操作が可能で
す。
マップの右上隅にあるトグル ボタンを使用して、ネットワーク トポロジ マップと地理的
マップを切り替えることができます。

（注）

[ユーザ設定（User Preferences）] のテーブル設定の更新時間間隔
に基づいて、回線/VC およびインターフェイスのトポロジ マップ
ビューが更新されます。詳細については、「ユーザ設定の変更」
を参照してください。

ネットワーク トポロジ マップからのアラーム、ネット
ワーク インターフェイス、回線/VC、およびリンクの詳
細テーブルの表示
[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウから拡張テーブルにアクセスして、
選択したデバイス グループのアラーム、ネットワーク インターフェイス、回線/VC、およびリ
ンクの詳細を一覧表示できます。これらの拡張テーブルは、別個のブラウザ ウィンドウで開き
ます。
[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウからアクセスするテーブルには、選
択したデバイス グループの情報のみが表示されます。システム内のすべてのアラーム/回線/計
画された回線/削除された回線/ネットワーク インターフェイス/リンクの完全なリストにアクセ
スするには、[インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] を選択してから目的のテーブ
ル（リンク、ネットワーク インターフェイスなど）を選択します。
拡張詳細テーブルを開くには、タブの右上隅にある [切断（Detach）] アイコンをクリックする
か、特定のタブの下部にあるハイパーリンクをクリックします（たとえば、[アラーム（Alarms）]
タブの下部にある [アラームテーブル（Alarms Table）] リンクをクリックします）。
拡張テーブルを表示するウィンドウには、[アラーム（Alarms）]、[回線/VC（Circuits/VCs）]、
[計画された回線/VC（Planned Circuits/VCs）]、[削除された回線/VC（Deleted Circuits/VCs）]、
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[ネットワークインターフェイス（Network Interfaces）]、[リンク（Links）] の各タブがありま

す。
拡張テーブルを使用する場合は、次の点に注意してください。
• 拡張テーブル ウィンドウを開くと、[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィン
ドウの左ペインが無効になります。拡張テーブル ウィンドウを閉じると、[ネットワーク
トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの左ペインにあるタブが再び有効になります。
• 拡張テーブルと [ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウ内の対応するタ
ブ間には同期が確立されています。たとえば、回線/VC の拡張テーブルで回線/VC を選択
すると、[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC
（Circuits/VCs）] タブでもその回線が選択され、回線/VC オーバーレイがトポロジ マップ
に表示されます。逆に、[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウで回
線/VC を選択してから拡張テーブルを開くと、同じ回線/VC が拡張テーブルで選択されて
います。
• テーブルはすべて、ユーザ設定に基づいて更新されます。アラームとイベントの表示設定
のセットアップ （301 ページ）およびアラーム サマリーのカスタマイズ （304 ページ）を
参照してください。
• テーブルの右上にある [エクスポート（Export）] アイコンをクリックすると、テーブルの
データがファイルにエクスポートされます。
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（注）

回線/VC およびネットワーク インターフェイス テーブルでは、
CSV 形式のみがサポートされています。これら 2 つのテーブルの
データは、フィルタまたは UI ページに関係なくエクスポートさ
れます。それ以外のテーブルの場合、[エクスポート（Export）]
では CSV 形式と PDF 形式の両方がサポートされ、適用されたフィ
ルタと現在の UI ページに基づいてデータがエクスポートされま
す。

• [回線/VC（Circuits/VCs）] および [削除済み回線/VC（Deleted Circuits/VCs）] タブの [プロ
ビジョニング（Provisioning）] 列の横にある [i] アイコンをクリックすると、回線/VC に参
加している各デバイスの設定、設定エラー、ロールバック設定、およびロールバック設定
エラーの詳細が表示されます。[i] アイコンは、[なし（None）] を除くすべてのプロビジョ
ニング状態で使用できます。
GUI 表示設定をカスタマイズして、回線/VC およびインターフェイスの [ネットワークトポロ
ジ（Network Topology）] ページを制御できます。手順は次のとおりです。

（注）

1.

Cisco EPN Manager ウィンドウの右上にある
ます。

をクリックし、[My Preferences] を選択し

2.

[ネットワークトポロジ（Network Topology）] で、[マップおよびテーブルのリフレッシュ
間隔（Refresh Interval for Maps and Tables）] ドロップダウンリストからオプションを選択
してリフレッシュ間隔を設定します。指定した更新間隔によって、回線/VCおよびインター
フェイスでトポロジ ページのテーブルを更新する間隔が決まります。

使用可能なオプションは、[30秒（30 seconds）]、[1分（1 minute）]、[2分（2 minute）]、[5分
（5 minute）]、[更新しない（Do not Refresh）] です。たとえば間隔を 2 分に設定すると、イン
ベントリ内のすべてのトポロジが 2 分ごとに自動的に更新されます。

詳細テーブルでのデータのフィルタ処理
[表示（Show）] ドロップダウン リストからクイック フィルタまたは高度なフィルタを使用し
て、特定のアラーム、回線/VC、ネットワークインターフェイス、またはリンクを見つけるた
めにデータをフィルタ処理することもできます。クイック フィルタでは、列の上部に入力した
テキストに従って、列に表示されるコンテンツが絞り込まれます。高度なフィルタを使用する
と、「次を含まない（Does not contain）」、「等しくない（Does not equal）」、「次で終わる
（Ends with）」、「が空である（Is empty）」などの複数の演算子を使用してフィルタを適用
し、テーブル内のデータを絞り込むことができます。また、ユーザ定義フィルタを作成するこ
ともできます。これを保存すると、[表示（Show）] ドロップダウン メニューに追加されます。
ユーザ定義フィルタを作成して保存するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1 アラーム、回線/VC、ネットワーク インターフェイス、およびリンクの拡張テーブルの上にある [表示
（Show）] ドロップダウン リストから、[高度なフィルタ（Advanced Filter）] を選択します。
ステップ 2 [高度なフィルタ（Advanced Filter）] データ ポップアップ ウィンドウで、高度なフィルタ条件を入力し、
[名前を付けて保存（Save As）] をクリックします。
ステップ 3 [フィルタの保存（Save Filter）] ダイアログボックスで、フィルタの名前を入力して [保存（Save）] をク
リックします。
ユーザ定義フィルタを編集または削除するには、[表示（Show）] ドロップダウン リストから [ユーザ定義
フィルタの管理（Manage User Defined Filters）] を選択します。

マップでのデバイスの検索
トポロジ マップと Geo マップで、次の条件でデバイスを検索できます。
• デバイス名
• デバイス ファミリ
• IP アドレス
• ユーザ定義フィールドの値
マップで特定のデバイスを検索するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ツールバーの [検索（Search）] アイコンをクリックします。
ステップ 2 デバイス名、IP アドレス、デバイス ファミリ、ユーザ定義フィールドの値の全部または一部を検索テキス
ト ボックスに入力し、Enter を押します。トポロジ マップに、検索条件に一致するデバイスの一覧が表示
されます。Geo マップの [検索結果（Search Results）] パネルには、検索に一致するデバイスが一覧表示さ
れ、それらのデバイスがマッピングされているかどうかが示されます。[i] アイコンをクリックして、デバ
イスに関する詳細情報が含まれている [デバイス 360（Device 360）] を表示します。デバイスをクリックし
て、マップ内でハイライト表示します。

トポロジ マップの表示内容の決定
• ネットワーク トポロジ マップに表示するデバイス グループの選択 （214 ページ）
• トポロジ マップにサブグループのコンテンツを表示する （215 ページ）
• トポロジ マップへのリンクの手動による追加 （216 ページ）
• ネットワーク トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更 （219 ページ）
• トポロジ マップでのアラームとラベルの表示/非表示 （220 ページ）
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• 大規模なトポロジ マップの特定のセクションを隔離する （222 ページ）

ネットワーク トポロジ マップに表示するデバイス グループの選択
トポロジ マップを使用すると、1 つまたは複数のデバイス グループのトポロジを視覚化できま
す。選択されたグループでは、特定のネットワーク セグメント、顧客ネットワーク、またはそ
の他のネットワーク要素の組み合わせがカバーされている場合があります。デバイスのグルー
プ化は、階層的に行われます。他の複数のサブグループを含む最上位の親グループが 2 つあり
ます。それらは、ロケーション グループとユーザ定義グループです。同一の最上位の親グルー
プ内に複数のグループを表示することができます。たとえば、ロケーション グループを複数表
示することはできますが、1 つのロケーション グループと 1 つのユーザ定義グループを表示す
ることはできません。
トポロジ マップに表示するデバイスを決定するには、左ペインの [デバイスグループ（Device
Groups）] ボタンをクリックして 1 つ以上のデバイス グループを選択します。
トポロジマップでグループごとに表示できるデバイスの最大数は 1,500 です。トポロジマップ
をロードすると、Cisco EPN Manager は 2 つのしきい値で次の警告メッセージを表示します。
• 1,000 デバイス：低速である可能性を示すポップアップメッセージでマップを表示します。
• 1,500 デバイス：空のマップにポップアップメッセージが表示され、非常に多いデバイス
の場合はマップを表示できないことが示されます。

（注）

しきい値の制限は、デバイス間のリンク数ではなく、デバイス数
に基づいています。

必要なグループをトポロジ マップに表示させた後、任意のデバイスまたはリンクに関する追加
情報にアクセスできます。「デバイスの詳細情報の取得」および「リンクの詳細情報の取得 （
128 ページ）」を参照してください。
トポロジ マップには、ユーザに割り当てられている仮想ドメインに基づき、ログインしている
ユーザがアクセス特権を持つデバイスのみが表示されます。

（注）

トポロジ コンポーネントが適切に描画されない、あるいはコンポーネント データがマップに
表示されないなど、トポロジに関する問題が発生した場合は、ブラウザ キャッシュをクリアし
て再試行することをお勧めします。
トポロジ マップにネットワーク要素を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network Topology）]
を選択します。
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ステップ 2 左側のペインにある [デバイス グループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、[デバイス グループ（Device
Groups）] パネルを開きます。
ステップ 3 トポロジ マップに表示するデバイス グループをクリックし、[ロード（Load）] をクリックします。デバイ
ス グループの選択は、トポロジ マップの上に表示されます。
ステップ 4 必要に応じて特定のデバイス/リンク タイプを表示し、手動リンクを追加するなどを行って、トポロジ マッ
プをカスタマイズします。詳細については、次のトピックを参照してください。
• ネットワーク トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更 （219 ページ）
• トポロジ マップへのリンクの手動による追加 （216 ページ）
• ネットワーク トポロジ マップのレイアウトの変更 （233 ページ）

トポロジ マップにサブグループのコンテンツを表示する
サブグループを展開すると現在のコンテキストでそのコンテンツを表示できます。またはドリ
ルダウンすると、現在のマップ コンテキストとは別にサブグループのコンテンツを表示できま
す。

（注）

あるデバイスが複数のグループに属している場合、サブグループを展開すると、展開されたグ
ループの 1 つにのみ、そのデバイスが表示されることに注意してください。デバイスは、属し
ているすべてのグループに表示されるわけではありません。複数のグループに属するデバイス
が設定に含まれる場合は、この方法ではなく、[デバイス グループ（Device Groups）] ペインで
それらのグループを選択して、トポロジ マップで個々にグループを表示してください。これに
より、特定のグループに属するすべてのデバイスが常に表示されます。
サブグループの内容を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 トポロジ マップのサブグループをクリックします。
ステップ 2 表示されたポップアップで、次のいずれかをクリックします。
• [グループのドリルダウン（Drill down group）]：トポロジ マップにサブグループがそのまま表示され
ます。つまり、現在表示されているグループが、選択したサブグループに置き換えられます。サブグ
ループ名が [デバイス グループ（Device Groups）] ペインで選択されることに注意してください。
（注）

サブグループをダブルクリックすると、グループへのドリル ダウンをすばやく実行できま
す。

• [グループの展開（Expand group）]：現在のトポロジ マップ表示にサブグループのコンテンツが追加さ
れます。
下の図では、IL グループが展開されています。
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トポロジ マップへのデバイスとネットワークの手動による追加
システムで管理されていないデバイスやネットワークは、それらを手動で追加することでトポ
ロジ マップや Geo マップに表示できます。

ステップ 1 トポロジ ツールバーで、[作成（Create）] > [管理対象外デバイスの作成（Create Unmanaged Device）] か、
または [作成（Create）] > [管理対象外ネットワークの作成（Create Unmanaged Network）] を選択します。
ステップ 2 マップをクリックし、デバイスまたはネットワークをマップに追加します。
ステップ 3 マップに新たに追加したデバイスまたはネットワークをクリックします。表示されたパネルから、デバイ
スまたはネットワークをグループに追加する、デバイスまたはネットワークの名前を変更する、あるいは
デバイスまたはネットワークを削除することができます。
デバイスまたはネットワークをトポロジ マップに追加した後は、Geo マップでも使用できるようになりま
す。管理対象外デバイスがマップされていないデバイスのリストに表示され、その位置を設定することが
できます。Geo マップへのマップされていないデバイスの配置 （249 ページ）を参照してください。

トポロジ マップへのリンクの手動による追加
2 台のデバイスが接続されていることがわかっているものの、Cisco EPN Manager がリンクを検
出できず、それをマップに表示している場合は、そのリンクを手動で追加できます。このリン
クを追加した後は、関連するグループがマップに表示される場合は常にデフォルトで表示され
ます。
手動リンクを使用できる最も一般的なシナリオを次に示します。
• IOS-XR（NCS 4000、9000、5000、1000）を実行している Cisco NCS デバイス上のトラン
ク ポートの光/DWDM コントローラと NCS 2000 デバイスのアド/ドロップ ポート ペア間。
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• IOS-XR（NCS 4000、9000、5000、1000）を実行している Cisco NCS デバイス上のクライ
アント ポートの光/DWDM コントローラと NCS 2000 トランスポンダ クライアント ポート
間（10GE/100GE ポートの接続を表す）。
• IOS-XR（NCS 4000、9000、5000、1000）を実行している Cisco NCS デバイス上のポート
の 10GE/100GE コントローラと NCS 2000 トランスポンダ クライアント ポート間
（10GE/100GE ポートの接続を表す）。
• 400-G-XP ラインカードを搭載した Cisco NCS 2000 シリーズ デバイス上の 2 つのトランク
ポート間。このリンクは、管理対象 OTU リンクとして作成する必要があります。
• 400-G-XP ラインカードを搭載した Cisco NCS 2000 シリーズ デバイスと、4H-OPW-QC2 ラ
インカードを搭載した Cisco NCS 4000 シリーズ デバイス間。このリンクは、管理対象 OTU
リンクとして作成する必要があります。
手動リンクは、管理対象または管理対象外にすることができます。
• 管理対象外のリンク：視覚化する場合に限ります。2 台のデバイスが接続されているもの
の、それらのデバイス間のリンクを完全に管理する必要がない場合は、管理対象外の手動
リンクをマップに追加できます。このリンクは、グレーの破線で表示されます。
• 管理対象リンク：管理対象の手動リンクを追加すると、そのリンクはデータベースに保存
されてすべてのリンク テーブルに組み込まれます。他のすべての管理対象リンクと同様に
マップ上に実線で表示されます。Cisco EPN Manager は、接続先の管理対象デバイス イン
ターフェイスからリンク ステータスを取得します。手動で追加した管理対象リンクの検出
ステータスは [事前プロビジョニング済み（Pre-provisioned）] になります。これは、シス
テムで検出されなかったことを示します。
2 台のデバイス間にリンクを手動で追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 トポロジ ツールバーで、[作成（Create）] > [管理対処外リンクの作成（Create Unmanaged Link）]、また
は [作成（Create）] > [管理対象リンクの作成（Create Managed Link）] を選択します。
ステップ 2 トポロジ マップ内で最初のデバイスをクリックし、マウス ボタンを押したまま 2 番目のデバイスまでド
ラッグします。
ステップ 3 [インターフェイスの詳細（Interface Details）] ダイアログで、使用可能なインターフェイスのドロップダウ
ン リストから最初のデバイスの送信元インターフェイスと、2 番目のデバイスのターゲット インターフェ
イスを選択し、[OK] をクリックします。
選択した 2 台のデバイス間のリンクがマップに表示されます。

手動で追加したリンクの削除
マップに手動で追加したリンクは、システムから削除できます。
• 手動で追加した管理対象リンクは、以下の手順に従って [リンク（Links）] テーブルから
削除します。
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• 手動で追加した管理対象外リンクを削除するには、マップ内のリンクをクリックし、[リ
ンク（Link）] パネルの [削除（Delete）] をクリックします。
手動で追加した管理対象リンクを削除する手順は次のとおりです。

ステップ 1 左側のサイドバーで、[インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [リンク（Links）] を選択しま
す。
ステップ 2 [リンク（Links）] テーブルの [ステータス（Status）] 列をフィルタ処理して、事前プロビジョニングされ
たリンクを表示し、目的のリンクを選択します。
ステップ 3 [削除（Delete）] アイコンをクリックしてリンクを削除します。[削除（Delete）] アイコンは、手動で追加
したリンクに対してのみ有効になります。
ステップ 4 または、手動で作成したリンクを削除するには、削除するリンクの情報アイコン（I）をクリックします。
[リンクの詳細（Link Details）] ウィンドウに、[タイプ（Type）] が [手動（Manual）] の単一リンクが表示
されます。
ステップ 5 エントリを選択し、削除アイコン（X）をクリックしてリンクを削除します。
手動で追加した管理対象外リンクを削除する手順は次のとおりです。
1.

[リンク（Links）] テーブルの [ステータス（Status）] 列をフィルタ処理して、事前プロビジョニングさ
れたリンクを表示し、目的のリンクを選択します。

2.

手動で作成した管理対象外リンクを削除するには、削除するリンクの情報アイコン（I）をクリックし
ます。[リンクの詳細（Link Details）] ウィンドウに、[タイプ（Type）] が [手動（Manual）] の単一リ
ンクが表示されます。

3.

エントリを選択し、削除アイコン（X）をクリックしてリンクを削除します。

リンク名の変更
デフォルトで、リンク名は A エンドおよび Z エンドのインターフェイス名に基づいてシステ
ムによって自動的に生成されます。リンク名は変更できます。この場合、すべてのリンク テー
ブル、[リンク360（Link 360）] ビュー、およびマップ上に新しい名前が表示されます。
リンクの名前を変更する手順は次のとおりです。

ステップ 1 いずれかのリンク テーブルに移動します。
ステップ 2 名前を変更するリンクを選択します。
ステップ 3 [アクション（Actions）] > [名前の変更（Rename）] を選択します。
ステップ 4 リンクの一意の名前を入力し、[名前の変更（Rename）] をクリックします。
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ネットワーク トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの
変更
特定タイプのリンクやデバイスのみを選択してネットワーク トポロジ マップに表示すること
ができます。[表示（Show）] ボタンをクリックして [リンク（Links）] または [デバイス ファ
ミリ（Device Families）] を選択し、リンクとデバイス タイプの完全なリストを表示し、表示
するものを選択します。

（注）

マップ上に表示する特定の回路/VC を選択すると、リンク/デバイス タイプのフィルタは無効
になります。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] の順に選択します。
ステップ 2 [デバイスグループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、必要なデバイス グループを選択して、[ロード
（Load）] をクリックします。
ステップ 3 トポロジ ツールバーで [表示（Show）] をクリックし、[リンク（Links）] または [デバイス ファミリ（Device
Families）] を選択します。
ステップ 4 [リンク（Links）] ダイアログで、次の手順を実行します。
• トポロジ マップに表示するリンクのタイプ（たとえば、物理層リンク、イーサネット層リンクなど）
を選択します。[リンク（Links）] ダイアログには、ネットワーク内に存在するリンク タイプのみが表
示されます。ネットワーク内にリンク タイプが存在していても、選択したデバイス グループにない場
合、そのリンク タイプは無効になります。
• 単一のリンクから集約リンクを差別化する場合は、チェックボックスとして[集約リンクの表示（Display
Aggregated Links）] を選択します。
• この機能をサポートするリンク上の帯域幅利用の仮想化を有効にできます。詳細については、リンク
での帯域幅使用率をマップに表示 （231 ページ） を参照してください。
• [OK] をクリックします。トポロジ マップに選択内容が反映されます。選択したリンク タイプのみが
表示されます。
ステップ 5 [デバイス（Devices）] ダイアログで次の手順を実行します。
• トポロジ マップに表示するデバイス タイプ（たとえば、ルータ、スイッチおよびハブ、オプティカル
ネットワーキングなど）を選択します。[デバイス（Device）] ダイアログには、ネットワーク内に存
在するデバイス タイプのみが表示されます。ネットワーク内にデバイス タイプが存在していても、選
択したデバイス グループにない場合、そのデバイス タイプは無効になります。
• [OK] をクリックします。トポロジ マップに選択内容が反映されます。選択したデバイス タイプのみ
が表示されます。
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（注）

マップ上にオプティカル ネットワークを表示する場合、デフォルトでは、光回線増幅器として機
能するデバイスがある場合は、それらが表示されます。これらの光回線増幅器デバイスをマップ
に表示しない場合は、[デバイス機能（Device Functions）] の下にある [光回線増幅器の表示（Display
Optical Line Amplifier）] チェックボックスをオフにします。[デバイスの機能（Device Functions）]
の下にある [光回線増幅器の表示（Display Optical Line Amplifier）] チェックボックスは、回線増
幅器の機能をサポートする光デバイスがセットアップに存在する場合にのみ表示されます。

トポロジ マップでのアラームとラベルの表示/非表示
デバイス名のラベルを非表示にする、アラームすべてを非表示にする、あるいは特定の重要度
のアラームのみを表示することができます。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] の順に選択します。
ステップ 2 トポロジ ツールバーの [表示（Show）] ボタンをクリックします。
ステップ 3 トポロジ マップに表示させる項目を選択します。
• [ラベル（Labels）]：デバイスに関連するラベル（デバイス名など）。
• [障害（Faults）]：チェックボックスをオフにして、障害情報すべてを非表示にします。すべてのアラー
ムを表示するにはチェックボックスをオンにします。または、特定の重大度以上の障害のみを表示す
るには、スライダーを使用します。詳細については、アラームによるデバイスとリンクのフィルタ処
理 （220 ページ）を参照してください。
ステップ 4 [表示（Show）] ダイアログを閉じます。選択内容がトポロジ マップに適用されます。

アラームによるデバイスとリンクのフィルタ処理
アラームが含まれているデバイスまたはリンクのみを表示し、残りのデバイスを抑制するに
は、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーで、[マップ（Maps）] > [トポロジマップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ
（Network Topology）] の順に選択します。
ステップ 2 トポロジ ツールバーの [表示（Show）] クリックし、[アラーム（Alarms）] を選択します。
ステップ 3 チェックボックスを選択してすべてのアラームを表示するか、またはスライダを使用して特定の重大度以
上のアラームを表示します。
ステップ 4 アラームを含んでいるデバイスとリンクのみを表示するには、[選択されたアラームを含む要素のみを表示
（Show only elements with the selected alarms）] を選択します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
220

ネットワークの視覚化
マップ表示のグローバル設定の保存

ステップ 5 [表示（Show）] ダイアログを保存して閉じるには、[OK] をクリックします。

マップ表示のグローバル設定の保存
マップツールバーの [表示（Show）] ボタンを使用すると、デバイス名（ラベル）、デバイス
タイプ、リンクタイプ、アラームの重大度など、マップ表示に表示する項目を選択できます。
スーパー ユーザまたは管理ユーザは、すべての新しいユーザに自動的に適用され、すべての
ユーザがオンデマンドで読み込めるグローバル設定として選択肢を保存できます。グローバル
設定を削除することもできます。

（注）

ネットワークトポロジの編集権限を持つユーザは、グローバル設定を保存および削除できま
す。トポロジマップにアクセスするには、ネットワークトポロジの権限も必要です。
次の項目がグローバル設定として保存されます。
• ラベルのオン/オフ
• デバイス ファミリ
• リンク タイプ
• アラーム重大度
• 帯域幅使用率
マップ表示のグローバル設定を保存する手順は次のとおりです。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジマップ（Topology Maps）] >[ネットワークトポロジ
（Network Topology）] の順に選択します。
ステップ 2 [デバイスグループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、必要なデバイス グループを選択して、[ロード
（Load）] をクリックします。
ステップ 3 トポロジ ツールバーの [表示（Show）] をクリックし、マップに表示する項目を選択します。
ステップ 4 [グローバル設定（Global Preferences）] > [保存（Save）] を選択します。
保存したグローバル設定は、必要に応じて [削除（Delete）] をクリックして削除できます。

マップ表示のグローバル設定の読み込み
マップ ツールバーの [表示（Show）] ボタンを使用すると、デバイス名（ラベル）、デバイス
タイプ、リンク タイプ、アラームの重大度など、マップ表示に表示する項目を選択できます。
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マップ表示のグローバル設定が定義されている場合は、読み込むことができます。読み込んだ
マップ表示に必要に応じて独自の変更を加えることができます。
次の項目がグローバル設定として保存されます。
• ラベルのオン/オフ
• デバイス ファミリ
• リンク タイプ
• 障害の重大度
• 帯域幅使用率
マップ表示のグローバル設定を読み込む手順は次のとおりです。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジマップ（Topology Maps）] >[ネットワークトポロジ
（Network Topology）] の順に選択します。
ステップ 2 [デバイスグループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、必要なデバイス グループを選択して、[ロード
（Load）] をクリックします。
ステップ 3 [グローバル設定（Global Preferences）] > [ロード（Load）] を選択します。グローバル設定が定義されてい
ない場合、このオプションは無効になります。

大規模なトポロジ マップの特定のセクションを隔離する
トポロジ マップに何千ものデバイスが表示される場合は、特定のデバイスまたはデバイス セッ
トのみを重点的に扱うことができます。[概要（Overview）] ペインにはトポロジ マップ全体が
縮小サイズで表示されるので、そこから大きなトポロジ マップ内の表示させたい領域を選択で
きます。また、トポロジ マップ内の要素のアラーム ステータスも見やすく表示されます。

ステップ 1 トポロジ ツールバーで [概要（Overview）] アイコンをクリックします。トポロジ マップの右下に [概要
（Overview）] ペインが表示され、次の項目が表示されます。
• ドット：ネットワークの任意の要素を示します。ドットの色は、ネットワーク要素に関連するアラー
ムの重大度を示します。
• 実線：リンクを示します。線の色は、関連するアラームの重大度を示します。
• 青い四角：選択された領域を表します。四角内の領域がマップ ペインに表示されます。四隅のハンド
ルを使用して、選択領域のサイズを変更できます。
• パン モード カーソル：選択領域内に表示されるカーソル。このカーソルを使って選択領域を移動する
と、マップ ペインのさまざまな要素を参照できます。
• ズーム モード カーソル：選択領域の外に表示されます。このカーソルを使用して、新しい選択領域を
定義したり、既存の選択領域を拡大します。
ステップ 2 トポロジ マップに表示させたい領域上でマウスをドラッグし、四角形を描きます。
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ステップ 3 右上隅にある [x] をクリックして [概要（Overview）] ペインを閉じます。

デバイスの詳細情報の取得
トポロジ マップでドリルダウンすると、デバイスに関する詳細を得ることができます。

ステップ 1 トポロジ マップで該当するデバイスをクリックします。ポップアップが開き、デバイスの基本情報とア
ラーム情報が表示されます。
ステップ 2 [360 度表示（View 360）] をクリックすると、[デバイス 360（Device 360）] ビューにアクセスしてデバイ
スの詳細情報を表示できます。
詳細については、基本デバイス情報を取得する：[デバイス 360（Device 360）] ビュー （98 ページ） を参
照してください。

リンクの詳細情報の取得
Cisco EPN Manager には、リンクを表示し、それらの詳細を取得するさまざまな方法が用意さ
れています。
次のリンク情報を表示するには： 以下の手順を参照：
特定のリンク

特定のリンクの概要：[リンク 360（Link 360）] ビュー （
223 ページ）

トポロジ マップ内の特定のリン トポロジ マップでの特定のリンクの表示 （227 ページ）
ク
トポロジ マップ内のグループ

ネットワーク トポロジ マップでのデバイス グループのリ
ンクの表示 （227 ページ）

Cisco EPN Manager のすべて

リンク テーブルの表示 （228 ページ）

特定のリンクの概要：[リンク 360（Link 360）] ビュー
[リンク 360（Link 360）] ビューでは、デバイスのリンクの設定とステータスをすばやく確認
できます。[リンク 360（Link 360）] ビューそれぞれには、リンクの A 側と Z 側に関する情報
（タイプ、方向、容量など）が表示されます。また、リンクとデバイス タイプによっては、電
力レベル、スパン損失、ビット エラーなどのさまざまなメトリックも表示されます。
[リンク 360（Link 360）] ビューを起動するには、リンク テーブルのリンク名の横にある [i] ア
イコンをクリックします。これには、トポロジ マップで [リンク テーブル（Links Table）] を
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クリックするか、または [インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [リンク（Links）]
を選択すると開くテーブルが含まれています。
[リンク 360（Link 360）] ビューでは、ビューの上部にリンクとパフォーマンスに関する一般
情報が示され、ビューの下部にあるタブにはより詳細なリンク情報が示されます。
[リンク 360（Link
360）] ビューで提
供される情報

説明

一般情報

リンク名、サービサビリティ ステータス、最高重大度アラーム、タイ
プ、方向、容量、および使用率。リンク サービサビリティの状態の定義
については、リンクの有用性状態 （225 ページ）を参照してください。
表示されているリンクが OTS リンクまたは OTU リンクの場合は、[使用
率（Utilization）] フィールドの [i]（情報）アイコンをクリックして [使
用波長（Used Wavelengths）] ポップアップ ウィンドウを開くことができ
ます。このウィンドウには、リンク上に設定されている光チャネルと、
現在これらのチャネルを使用している回線が一覧表示されます。
[自動更新（Auto-Refresh）]：ステータスとトラブルシューティングをリ
アルタイムで更新する場合は、[更新（Refresh）] アイコンをクリックし
てオンデマンド更新を有効にします。または、ドロップダウンリストか
ら、自動更新の間隔を 30 秒、1 分、2 分、または 5 分に設定することも
できます。デフォルトでは、自動更新はオフになっています。
（注）

自動更新設定は、現在開いている [360° ビュー（360° View）]
ポップアップウィンドウにのみ適用されます。このビューを閉
じてからもう一度開いた場合または別のビューを開いた場合
は、デフォルトでは自動更新がオフになります。

パフォーマンス
データ

リンク パフォーマンスをさまざまな側面から示すグラフまたはチャー
ト。

アラーム

重大度、ステータス、生成された時刻、アラームの発生源、アラームの
ID を含む、リンクに関する現在のアラーム。また、アラーム ブラウザ
の起動ポイントも示されます。

Links

（LAG のみ）リンク集約グループの A 側と Z 側のポートのステータス、
名前、および IP アドレス。
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エンドポイント

リンクのエンドポイントとして機能するデバイスおよびインターフェイ
ス。[インターフェイス360（Interface 360）] ビューの起動ポイントが示
されます。光デバイスの場合、このタブには、送信および受信された信
号について記録された最新の電力値も表示されます。
（注）

電力値は通常、手動リンクの場合は表示されません。ただし、
Cisco NCS 1000 デバイスと Cisco NCS 2000 デバイスの間の手
動の LMP リンクまたは OTS リンクについて [リンク360（Link
360）] ビューを開くと、両方のエンドポイントの電力値が
ビューに表示されます。

回線/VC

（リンクを横断する回線/VC の場合）回線/VC 名、タイプ、顧客、ステー
タス、作成日。また、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューの起動ポ
イントも示されます。

SRRG（SRRGs）

リンクまたはリンクのエンドポイント デバイスに割り当てられている共
有リスク リソース グループ（SRRG）のリスト。一覧表示されている各
SRRG については、それがリンク/デバイスのデフォルトの SRRG か、ま
たはリンク/デバイスに割り当てられたものかを確認できます。SRRG に
関する詳細については、「Geo マップでの共有リスク リソース グループ
（SRRG）の管理」を参照してください。

リンクの有用性状態
サービスアビ アイコン
リティ状態

説明

管理上ダウン

リンクは意図的に管理者によってシャットダウンされました。

ダウン

リンクがダウンしています（ただしダウンは不適切な状態）。

アップ

リンクはアップの状態で、トラフィックがリンクを通過していま
す。

自動アップ

信号が検出されたためリンクはアップ状態です（この状態は光デ
バイスでのみサポートされています）。

取得不可
（Unavailable）

リンクがまだ検出されていないか、またはそのステータスが取得
できません。
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Partial

リンクの要求、リソース、またはリソース状態に不一致がありま
す。例：
• リンクが、一部のサービス リソースをアクティブ化し、他の
サービス リソースを非アクティブにする要求を処理してい
る。
• リンクにいくつかのアクティブ リソースといくつかの非アク
ティブ リソースがある。
• アップしているリンク リソースとダウンしているリンク リ
ソースがある。
• リンクのリソースのいずれかの状態が不明である。

リンクの情報とステータスの比較
[比較ビュー（Comparison View）] では、複数のリンクの対照比較を実行し、発生したアラーム
や、関連するエンドポイント、回線、および VC のステータスなどの情報を表示できます。リ
ンクを比較するには、次の手順を実施します。

ステップ 1 比較するリンクごとに次の手順を行います。
a)

「特定のリンクの概要：[リンク 360（Link 360）] ビュー」の説明に従って、[リンク360（Link 360）]
ビューを開きます。

b) [アクション（Actions）] > [追加して比較（Add to Compare）] を選択します。
選択したリンクがページの下部に表示されます。最大 4 つのリンクを選択できます。
ステップ 2 [比較（Compare）] をクリックします。
比較ビューが開きます。
ステップ 3 ビューの上部にあるドロップダウンリストで、利用可能なすべての情報をビューに表示するか、リンクご
とに一意の情報だけを表示するかを指定します。
ステップ 4 [比較ビュー（Comparison View）] をクリックして、ビューに表示するカテゴリのチェックボックスをオン
にしてから、[保存（Save）] をクリックします。
デフォルトで、すべてのカテゴリがすでに選択されています。
ステップ 5 選択したカテゴリごとに提供される情報が表示されるようにページをスクロール ダウンします。
次の点に注意してください。
• [比較ビュー（Comparison View）] には、一度に 2 つのリンクに関する情報しか表示されません。3 つ
以上を選択した場合は、現在表示されていないリンクに切り替える必要があります。
• 選択したリンクの順序を変更するには、[並べ替え（Rearrange）] をクリックします。
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• 各リンクの [アクション（Actions）] メニューは、[リンク360（Link 360）] ビューで提供されるメニュー
と同じです。オプションを選択すると、対応するページが開きます。
• 必要に応じて、表示されるカテゴリを最小化または最大化できます。
• [比較ビュー（Comparison View）] は、回線と VC、デバイス、およびインターフェイスでも利用でき
ます。それぞれの 360 ビューからこれらの要素のいずれかを比較用に選択すると、対応するタブにそ
の要素が表示されます。これにより、必要に応じて要素のタイプを切り替えることができます。
• リンクの比較を終了する場合は、ビューの上部にある [戻る（Back）] をクリックしてから、ページの
下部にある [すべてクリア（Clear All）] をクリックします。他の要素タイプのタブが表示されている
場合は、それらのタブもクリアする必要があります。

トポロジ マップでの特定のリンクの表示
次のページから特定のリンクを選択し、そのリンクをトポロジ マップに表示します。
• リンク 360 ビューを起動し、[アクション（Actions）] > [トポロジに表示（Show in
Topology）] を選択します。リンク 360 ビューを表示する方法については、特定のリンク
の概要：[リンク 360（Link 360）] ビュー （223 ページ）を参照してください。
• リンク テーブルから特定のリンクを選択し、[アクション（Actions）] > [トポロジに表示
（Show in Topology）] を選択します。リンク テーブルにアクセスするには、トポロジ マッ
プの [リンク（Links）] タブで [リンク テーブル（Links Table）] ハイパーリンクをクリッ
クするか、または [インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [リンク（Links）]
を選択します。

ネットワーク トポロジ マップでのデバイス グループのリンクの表示
Cisco EPN Manager は、次の規則を使用して、トポロジ マップにリンクを表示します。
• 実線は、トポロジ マップ内の 2 つの要素間で検出されたリンク タイプを表します。
• 点線は、トポロジで手動で描画された管理対象外リンクを表します。
• （[表示（Show）] > [リンク（Links）] メニューで有効にした場合）鎖線は、集約リンク
を表します。
• 重要なアラームがあるリンクは赤色で表示され、リンク上にアラーム アイコンが表示され
ます。
• ダウンしており、重要なアラームがない既存のリンクはグレーで表示され、リンク上に
[?] アイコンが表示されます。そのリンクは、6 時間経過すると自動的にマップから削除さ
れますが、必要に応じ、[リンク（Links）] テーブルから、または [リンクの詳細（Link
Details）] ビューから時間の経過前に手動で削除することができます。
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アラーム重大度バッジがリンクに表示されている場合は、リンクに影響を与えている最も重大
なアラームを表します。集約リンクについては、集約内のいずれかのリンクに影響する最も重
大なアラームを表します。
トポロジ マップ内のリンクの詳細を取得するには、次の手順を実行します。
• マウスを使用してリンク上にカーソルを移動し、最も重大なアラームまたはリンクの帯域
幅使用率の情報など、そのリンクに関する有用な情報を（もしあれば）「概要表示」する
パネルを表示します。リンク上にアラームがなく、帯域幅使用率の情報もない場合は、こ
のパネルは表示されません。リンク上にアラームがある場合は、アラームの重大度アイコ
ンの横にある数字をクリックすると、それらのアラームだけを一覧表示するテーブルが表
示されます。
• リンクをクリックすると、リンクのタイプ、リンクの A 側および Z 側のデバイスとイン
ターフェイス、リンクの使用状況などのリンク情報を表示するポップアップ ウィンドウが
表示されます。集約リンクの場合は、次の例に示すように、基盤となっているすべてのリ
ンクがポップアップ ウィンドウに一覧表示されます。

リンク テーブルの表示
Cisco EPN Manager は、管理しているすべてのリンクを一覧表示したリストを提供します。こ
れによって、特定のタイプ、または共通の文字列を共有する名前を持ったすべてのリンクを簡
単に見つけることができます。また、重大なアラームがあるリンクを特定し、インターフェイ
ス 360 ビューを起動して影響を受ける側を表示することができます。
このテーブルでは、リンク使用率や容量もすばやく確認できます。
さらに、トポロジ マップに表示されている現在のグループのリンクを示すテーブルを開くこと
もできます。このテーブルは、システム内のすべてのリンクを示すテーブルと同じ情報および
アクションを提供します。

ステップ 1 リンク テーブルを表示するには、次の手順を実行します。
• すべてのリンクの場合：左側のサイドバーで、[インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [リ
ンク（Links）] の順に選択します。
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• 選択したデバイス グループのリンクの場合：トポロジ マップ ウィンドウの左側のペインで [リンク
（Link）] タブを選択し、タブの右上隅にある [解除（Detach）] アイコンをクリックするか、タブの下
部にある [リンクテーブル（Links Table）] ハイパーリンクをクリックします。[リンク（Links）] テー
ブルが新しいウィンドウで開きます。
ステップ 2 ここでは、次の操作を実行できます。
• 特定タイプのリンクの検索：たとえば、物理的、疑似ワイヤ、LAG、ODU などです。[タイプ（Type）]
フィールドにマウスのカーソルを置き、ドロップダウン リストからリンク タイプを選択します。ま
た、この方法で手動リンクを検索することもできます。
• [リンク名（Link Name）] テキスト ボックスにテキストを入力し、名前でリンクを検索します。また、
部分的な文字列（たとえば、「3.3.3.3_」）を入力することもできます。
• 重大アラームが設定されたリンクを検索するには、[重大度（Severity）] テキスト ボックスをクリック
して重大度ドロップダウン リストを表示し、重大度を選択します。A 側または Z 側からもこの同じ手
順を実行できます。テーブルには、リンクのどちらの側により重大なアラームがあるかが示されます。
また、インターフェイス 360 ビューを両側に起動できます。
• [ステータス（Status）] 列のリンクの動作および検出ステータスを参照してください。リンクの動作ス
テータスは [アップ（Up）] または [ダウン（Down）] です。検出ステータスは次のいずれかになりま
す。
• [事前プロビジョニング済み（Pre-provisioned）]：ユーザが手動で作成したものの、システムで検
出されなかった管理対象リンク。これらのリンクは、システムやマップから削除できます。リン
クを選択し、[削除（Delete）] アイコンをクリックします。
• [事前プロビジョニング済み - 未完了（Pre-provisioned-Incomplete）]：完全に検出できなかった手
動で作成されたリンク。
• [検出済み - 未完了（Discovered-Incomplete）] ：完全に検出できなかったリンク。一部検出された
これらのリンクはトポロジ マップに表示されません。
• [不明（Unknown）]：ダウンしているため、検出できなくなっている既存のリンク。これらのリン
クは、トポロジ マップ上に 6 時間残りますが、色がグレーになっており、リンク上に表示される
[?] アイコンで識別されます。ステータスが [不明（Unknown）] のリンクは、テーブル上で当該の
リンクを選択し、[削除（Delete）] をクリックすると削除できます。
• 光リンク（OTS、OTN、ODU）とパケットリンク（物理、LAG）での帯域幅使用率を確認します。リ
ンクの各側の [使用率（Utilization）] 列には、実際の使用状況データ（たとえば、OTS リンクのチャネ
ルの数）、使用されている総容量のパーセンテージ、およびデフォルトの使用率計算期間（1 時間）
が表示されます。[容量（Capacity）] 列には、リンクの総帯域幅容量が表示されます。
（注）

パケット リンクおよびケーブル リンクでの使用率を表示するには、インターフェイス ヘル
スのモニタリング ポリシーを作成し、関連するデバイスで有効にする必要があります。詳細
については、基本的なインターフェイス モニタリングの設定 （271 ページ） を参照してくだ
さい。
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• リンク タイプによっては、リンクをクリックし、[アクション（Actions）] ドロップダウン メニューか
ら選択することでアクションを実行します（たとえば、OTS リンクの場合は、[OTDR スキャン（OTDR
Scan）] を実行できます）。
• トポロジ マップに特定のリンクを表示するには、[アクション（Actions）] > [ネットワーク トポロジ
（Network Topology）] をクリックします。

リンクに関する問題のトラブルシューティング
ここでは、リンクを使用する際に発生する可能性がある問題の解決策を紹介します。
リンクの問題

考えられる原因

以前に存在していたリンクが エンドポイント デバイスの 1 1.
トポロジ マップに表示されな つでホスト名が変更された可
くなった。
能性があります。

ホスト名が変更されたデバ
イスをシステムから削除し
て、もう一度追加します。

2.

デバイスとそれに接続され
ているすべてのデバイスを
同期して、すべての情報が
更新されていることを確認
します。
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リンクでの帯域幅使用率をマップに表示
トポロジ マップおよび Geo マップでは、回線のプロビジョニングに使用されている光リンク
（OTS、OTN、ODU）、パケット リンク（物理、LAG）、およびケーブル リンク（L2TP）で
の帯域幅使用率の可視化を有効にできます。このようにすると、リンクが過剰使用状態になっ
ていたり、過剰使用状態に近くなっていることを簡単に特定できます。
帯域幅使用率を有効にするには、トポロジ マップまたは Geo マップの右上隅にある [帯域幅使
用率（Bandwidth Utilization）] アイコンの横にある矢印をクリックし、[使用率（Utilization）]
チェック ボックスをオンにします。物理リンクと LAG リンクの場合は、[使用率（Utilization）]
チェック ボックスの横にある矢印をクリックして、リンクの使用率を表示する期間を選択でき
ます。WAE が統合されていない場合、MPLS リンク 360 ビューの MPLS リンク帯域幅使の用
率の値は使用できません。
帯域幅使用率を有効にすると、太いリンクがマップに表示され、帯域幅使用率のしきい値に基
づいて色分けされます。サポートされているリンク タイプでの帯域幅使用率の色分けを確認す
るには、マップの右上にある [使用率（Utilization）] パネルで [?] アイコンをクリックします。
帯域幅使用率の色分けのしきい値は、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム
（System）] [設定（Settings）] > [マップ（Maps）] > [帯域幅使用率（Bandwidth Utilization）] で
設定できます。リンク帯域幅使用率の色分けしきい値の定義 （232 ページ）を参照してくださ
い。
帯域幅使用率のデータは、帯域幅使用率の可視化が無効になっている場合も、リンク関連のす
べてのビュー（リンクをクリックすると表示される [リンク（Link）] パネルや、[リンク
（Links）] テーブル、[リンク360（Link 360）] など）に表示されます。
帯域幅使用率は、次のように計算されます。
• NCS 2000 デバイス間の OTS リンクの場合、リンク容量は、デバイスで設定可能な光ファ
イバ属性パラメータから計算されます。OTS リンクが SSON 回線（チャネル番号が
「Nyquist」に設定されています）を許可するように設定されている場合は、容量は 96 チャ
ネルと見なされます。帯域幅使用率は、容量に関連して使用されている 50 GHz ITU チャ
ネルの数という観点から計算されます。SSON 回線の場合、各キャリア NC またはキャリ
ア トレールが実際のサイズに関係なく 1 つの使用中のチャネルとしてカウントされるた
め、結果は概算です。
[使用率（Utilization）] 列の [i] アイコンをクリックし、使用されているチャネルと、それ
らのチャネルを使用している回線の詳細を表示するダイアログを表示します。

（注）

ダイアログは 50 GHz ITU の波長/周波数のみを表示するため、
SSON キャリア回線は表示されない場合もあります。

• OTN リンクと ODU リンクの場合、帯域幅使用率は予約済みの ODU0 タイムスロットの数
に基づいて計算され、1 秒あたりのギガビット数で表示されます。
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• 物理リンクおよび LAG リンクの場合、帯域幅使用率はリンク インターフェイスの入力と
出力のデータ レートから計算されます。これらのリンク タイプについては、平均使用率
またはピーク使用率を表示するかどうかを定義できます。使用率データを表示する期間を
15 分、1 時間、6 時間、または 1 日に指定することもできます。
• ケーブル L2TP リンクの場合、L2TP 使用率は、使用可能な L2TP トンネルについて計算さ
れます。L2TP トンネルが存在する場合、L2TP リンクの使用率は、関連付けられているダ
ウンストリーム コントローラの OFDM チャネル使用率を取得することにより、RPD ごと
に計算されます。

（注）

パケット リンクおよびケーブル リンクでの使用率を表示するには、インターフェイス ヘルス
のモニタリング ポリシーを作成し、関連するデバイスで有効にする必要があります。詳細につ
いては、基本的なインターフェイス モニタリングの設定 （271 ページ）を参照してください。

リンク帯域幅使用率の色分けしきい値の定義
帯域幅使用率の視覚化を有効にすると、マップ内のリンクはリンク上で現在使用されている総
帯域幅のパーセンテージに基づいて色分けされます。リンクでの帯域幅使用率をマップに表示
（231 ページ）を参照してください。デフォルトのしきい値はシステムによって定義されます
が、独自のしきい値を定義して帯域幅使用率がどのようにリンクに反映されるかを決定するこ
とができます。
色分けしきい値を定義するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [マップ（Maps）] > [帯
域幅使用率（Bandwidth Utilization）]。
ステップ 2 しきい値を定義するリンクのタイプを選択します。
ステップ 3 [リンクの色分けしきい値（Link Coloring Thresholds）] 領域で、リンクを色分けする基準を定義します。各
行で、色とその色が表す帯域幅のパーセンテージ範囲を定義します。デフォルトのしきい値は、緑色が 0
～ 25 %、黄色が 26 ～ 50 %、オレンジ色が 51 ～ 75 %、赤色が 76 ～ 100 % です。
次の点に注意してください。
• 最大 4 個のしきい値を定義できます。
• 最初のしきい値はゼロから始まり、最後のしきい値は 100 で終わる必要があります。
• しきい値は連続している必要があります。つまり、各行の範囲は前の行の範囲の次から始める必要が
あります。たとえば、行 1 の範囲が 0 ～ 25 % であれば、行 2 の範囲は 26 % で始まる必要があります。
ステップ 4 [保存（Save）] をクリックします。
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マップで帯域幅使用率の視覚化を有効にした場合は、これらのしきい値に従ってリンクが色分
けされます。

デバイスおよびリンクの障害情報の表示
デバイスまたはリンクにアラームが関連付けられいる場合は、トポロジ マップのデバイス ア
イコンまたはリンクにアラーム バッジが表示されます。アラーム バッジの色はアラームの重
大度に対応してマイナー（黄色）、メジャー（オレンジ）、クリティカル（赤）で表示され、
[アラームブラウザ（Alarm Browser）] に表示されるアラームと一致しています。
グループの場合、アラーム バッジは、グループ メンバーに関する現在アクティブな最も重大
度の高いアラームを表します。
リンク ダウンなどのリンク関連のアラームは、トポロジ マップの関連リンク上にアラーム バッ
ジを生成させます。リンク アップ アラームが受信されると、リンク アラームおよび対応する
バッジがクリアされます。
詳細については、アラーム重大度アイコン （306 ページ）を参照してください。

ネットワーク トポロジ マップのレイアウトの変更
トポロジ マップは、初めて開いたときは、デフォルトのグローバル レイアウトに従って表示
されます。グローバル レイアウトは、ネットワーク トポロジの「編集」権限を持つユーザに
よって変更できます。マップに加えた変更は、現在のブラウザ セッションでのみ維持されま
す。つまり、次にマップを開いたときは、グローバル レイアウトが適用されます。自分のマッ
プ レイアウトを将来のセッションでも維持する場合は、レイアウトを保存できます。保存した
レイアウトは、グローバル レイアウトをオーバーライドします。
トポロジ ツールバーの [レイアウト（Layout）] アイコンをクリックし、レイアウト オプショ
ンにアクセスします。
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• チェックマークは、現在使用されているのはどのレイアウトであるかを示します。たとえ
ば、[グローバルレイアウト（Global Layout）] で [ロード（Load）] の隣にチェックマーク
がある場合、現在使用されているのはグローバル レイアウトです。
• マップ内でデバイスを移動し、その新しいレイアウトをすべてのユーザに向けたグローバ
ル レイアウトとして保存する場合は、[グローバルレイアウト（Global Layout）] で [保存
（Save）] をクリックします。このオプションは、ネットワーク トポロジの「編集」権限
を持つユーザのみが使用できます。
• マップ内でデバイスを移動し、その自分のレイアウトを次回のブラウザ セッションのため
に保存する場合は、[ユーザレイアウト（User Layout）] で [保存（Save）] をクリックしま
す。
• グローバル レイアウトが使用されているときに自分の保存したレイアウトを使用する場合
は、[ユーザレイアウト（User Layout）] で [ロード（Load）] をクリックします。
トポロジ マップ内にデバイスおよびその他のネットワーク要素（ラベル、ノード、それらの間
の接続など）を配置する方法を指定することができます。そうするには、それらをマップ内の
必要な位置にドラッグするか、次の事前定義のオプションのいずれかを選択します。
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• [対称（Symmetrical）]（デフォルト）：トポロジ固有の対称性を維持します。これによっ
て隣接ノードがさらに接近するので、ノードが重なるのを防ぐことができます。
• [円形（Circular）]：ネットワーク要素を円形に配置し、ネットワーク トポロジ固有のクラ
スタを強調表示します。
• [階層（Hierarchical）]：依存関係および要素間のフローが維持されるようにします。
• [増分（Incremental）]：特定要素の相対的な位置を維持し、新たに追加された要素の位置
を調整します。ノード/リンクを再描画して重なりを解消するには、このレイアウトを使
用します。

ネットワーク トポロジへの背景イメージの追加
背景画像は、選択したグループのトポロジ マップに適用できます。これは、地理的な場所に応
じてネットワークをグループ化する場合などに便利です。サブグループには、親グループとは
異なる画像を含めることができます。たとえば、1 つのグループに国マップを適用し、そのサ
ブグループに州マップを適用できます。背景画像は、グループおよびユーザごとに保存されま
す。
背景画像が適用されると、ズーム機能を使用できるようになり、ズームインやズームアウトに
応じて画像上のデバイスの位置が維持されます。
このシステムでは、背景画像として選択できる事前定義済みの画像がいくつか用意されていま
す。または、独自のカスタム背景画像を使用することができます。
始める前に
カスタム背景画像を追加するときは、次のガイドラインに従います。
• 背景画像ファイルは、高可用性（HA）の対象となるディレクトリ内のサーバに存在する
必要があります。つまり、プライマリ サーバに障害が発生した場合はセカンダリ サーバ
に移動されます。
• 画像は .png 形式または .jpg 形式である必要があります（.png を推奨）。
• マップをレンダリングするのに要する時間は画像のサイズに比例するため、ファイル サイ
ズはできるだけ小さくする必要があります。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] の順に選択します。
ステップ 2 [ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウで、トポロジ ツールバーの [背景画像の追加（Add
Background Image ）] アイコンをクリックします。[グループ背景画像の管理（Manage Group Background
Image）] ダイアログが開きます。
ステップ 3 [グループの選択（Select Group）] ドロップダウンリストから必要なグループを選択します。
ステップ 4 [背景画像（Background Image）] ドロップダウンリストから、[事前定義（Predefined ）] または [カスタム
画像（Custom Image ）] を選択します。
ステップ 5 カスタム画像の場合は、[画像の選択（Select Image ）] をクリックし、イメージ ファイルに移動してダブ
ルクリックします。定義済み画像の場合は、表示される画像の 1 つを選択します。
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ステップ 6 Apply をクリックします。
ステップ 7 トポロジ マップで、必要に応じてデバイスを配置します（デバイスはマップ上にランダムに配置されてい
ます）。
ステップ 8 [レイアウト（Layout）] > [現在のレイアウトを保存（Save Current Layout）] を選択して新しいレイアウ
トを保存します。

回線/VC の可視化とトレース
回線/VC を使用する場合は、既存のネットワーク トポロジ内で回線/VC がどのように展開され
ているかを確認することが非常に役立ちます。Cisco EPN Manager は、既存のトポロジ マップ
上に回線/VC をオーバーレイして、回線/VC のエンドポイントとミッドポイント、エンドポイ
ントのロール（該当する場合）、および回線/VC に関連する障害情報をわかりやすく示しま
す。
トポロジマップのオーバーレイ機能に関する注意事項は次のとおりです。
• トポロジマップで回線をオーバーレイするには、左側の [回線/VC（Circuits/VCs）] タブで
回線/VC を選択します。
• 選択したグループに回線/VC に参加しているすべてのデバイスが含まれていない場合は、
グループを切り替えてフル オーバーレイを表示するかどうかを確認するポップアップが表
示されます。
• 選択した回線/VC に参加しているデバイス以外のすべてのデバイスをマップから削除する
には、[参加デバイスのみを表示する（Show Participating Devices Only）] チェックボックス
をオンにします。

（注）

このオプションは、回線オーバーレイ中にデバイスの上限である
1,500 を超えると強制的にチェックされます。

• デバイスグループを変更または展開するときに、コンテキストを失うことなく、論理マッ
プ上にデバイスグループをオーバーレイできます。
詳細については、検出/プロビジョニングされた回線/VC の表示と管理 （795 ページ）を参照し
てください。

回線のルートの表示
光回線および CEM 回線、MPLS-TE、および SR-TE サービスの場合は、特定の回線に関連付け
られたルートを表示できます。
表示するには、トポロジ ツールバーの [ルート（Routes）] ドロップダウン メニューを使用し
ます。[ルート（Routes）] メニューでは、サービス内のリンクからのルートが計算されます。
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また、回線ルートに関するその他のデータを確認することもできます。たとえば、リンク上の
作業パスは「W」ラベルで表され、保護されたパスには「P」ラベルが付いています。回線に
関連付けられているルートの表示 （822 ページ）を参照してください。
光チャネル（OCH）回線の場合は、参加デバイスの [シャーシビュー（Chassis View）] を起動
して回線のエンドツーエンドの物理ルートを表示できます。この場合は、物理ルートを表示す
るOCH回線を選択します。マップで、参加デバイスのいずれかをクリックして[シャーシビュー
（Chassis View）] を起動します。
[シャーシビュー（Chassis View）] に回線の物理ルートが表示されます。同じカードのポート
間の内部接続は、点線で表示されます。[シャーシビュー（Chassis View）] の目のアイコンを
使用して、物理ルート、電力レベル、およびスパン損失を表示または非表示にします。

（注）

OCH 回線の場合のみ、参加しているデバイスのシャーシビューを起動できます。この機能は、
他のタイプの回線またはサービスではサポートされていません。

回線のすべてのルートのトレースと視覚化
[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウから回線の完全なマルチレイヤ ト
レースを実行できます。詳細については、回線/VCの完全なルートをトレースおよび可視化す
る （862 ページ）を参照してください。

ネットワーク トポロジ マップでのクロック同期ネット
ワークの表示
同期イーサネット（Sync-E）または Precision Time Protocol（PTP）によるクロック同期がネッ
トワーク内のデバイスに設定されている場合、クロック同期ネットワークをトポロジ マップ上
に表示できます。
• Sync-E オーバーレイには、プライマリ クロックと、各デバイスのプライマリおよびセカ
ンダリ クロック入力を含め、Sync-E ネットワークのトポロジと階層が表示されます。こ
れにより、任意の Sync-E 対応デバイスからプライマリ クロックまでのクロック信号また
はプライマリ クロックから Sync-E 対応デバイスまでのクロック信号をトレースできます。
• PTP オーバーレイには、クロック同期ツリートポロジ、PTP 階層、ツリー上の各デバイス
のクロックロール（プライマリ、境界、従属、またはトランスペアレント）が表示されま
す。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] の順に選択します。
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ステップ 2 [デバイスグループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、必要なデバイス グループを選択して、[ロード
（Load）] をクリックします。
ステップ 3 トポロジ ルーツバーで [表示（Show）] をクリックし、[テクノロジー（Technology）] を選択します。各テ
クノロジーでマップに表示される内容についての説明を表示するには、疑問符アイコンをクリックします。
ステップ 4 対象のテクノロジーを選択し、[OK] をクリックします。
クロック同期ネットワークが、マップ内の既存のネットワークの上にオーバーレイとして表示されます。
右下の凡例に、選択したテクノロジーのマップで使用されている表記が説明されます。
（注）

別のデバイス グループを選択すると、テクノロジー オーバーレイが削除されます。

トポロジ マップでのルーティング ネットワークの表示
ネットワークで使用されるルーティング プロトコルを、トポロジ マップでオーバーレイとし
てグラフィック表示できます。次のルーティング プロトコルのオーバーレイがサポートされて
います。
• OSPF：
• OSPF オーバーレイには、ネットワーク内のさまざまな OSPF ドメインと、それらの
ドメイン間のリンクが表示されます。リンクにはエリア間 OSPF リンクのラベルが付
いています。オーバーレイには、各リンクが属する OSPF エリア ID と各ルータのロー
ル（エリア境界ルータ（ABR）や代表ルータ（DR）など）が表示されます。
• OSPF オーバーレイは、IOS-XE を実行しているデバイス（ASR 90x、ASR 920、およ
び NCS 42xx デバイス）および IOS-XR を実行しているデバイス（ASR 9000、NCS
4000 デバイス）でサポートされます。OSPF オーバーレイは、XR-XE クロスプラット
フォーム デバイスでもサポートされています。
• BGP：
• BGP オーバーレイは、各デバイスが属する自律システムの ID をデバイスにラベル付
けし、自律システム内および自律システム間のリンクを表示します。
• 接続された 2 台のルータが同じ自律システムに属している場合、リンクは内部 BGP
リンクです。異なる自律システムに属している場合は外部リンクとしてマークされま
す。
• 一意の自律システムはそれぞれ異なる色で示されるため、同じ AS に属するデバイス
を簡単に識別できます。
• オーバーレイでは、ルート リフレクタまたはルート クライアントとして機能するデ
バイスもマークされます。
• BGP オーバーレイは、ASR 920、ASR 901、ASR 901_10G、NCS 42xx、および ASR
9000 デバイスでサポートされています。
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• ISIS：
• ISIS オーバーレイには、内部ゲートウェイ プロトコル（IGP）として ISIS を実行して
いるデバイス（中継システム - IS）が表示されます。これらのデバイスの上には、IS
タイプ、さまざまな ISIS ドメインを識別するエリア ID、およびデバイスが指定中継
システム（DIS）かどうかを示す表記が表示されます。表記では、NET アドレスの最
初の 6 バイトが示されます。表記にカーソルを合わせると、完全な NET アドレスと
プロセス ID を含むツールチップが表示されます。
• IS タイプは、エリア内ルーティングの場合は L1、エリア間ルーティングの場合は
L2、エリア内ルーティングとエリア間ルーティングの両方の場合は L1L2 です。
• 各 ISIS ドメインは異なる色で表されます。
• ISIS ネットワーク内のリンク上の表記は、ISIS 隣接関係を示します。複数の隣接関係
タイプが存在する集約リンクの場合、複数の隣接関係タイプの表記がリンクに表示さ
れます。
• ISIS オーバーレイは、IOS-XE を実行しているデバイス（ASR 903、ASR 907、および
NCS 42xx デバイス）および IOS-XR を実行しているデバイス（ASR 9000、NCS 4000
デバイス）でサポートされます。

（注）

DIS 表示は、特定の IS レベルのコンテキストではなく、デバイス
レベルで表示されます。

マップ内の ISIS オーバーレイの例を次に示します。
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マップにテクノロジー オーバーレイを表示する手順は次のとおりです。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] の順に選択します。
ステップ 2 [デバイスグループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、必要なデバイス グループを選択して、[ロード
（Load）] をクリックします。
ステップ 3 トポロジ ツールバーで [表示（Show）] をクリックし、[リンク（Links）] を選択します。ISIS リンク、BGP
リンク、OMS リンクなど、関連するタイプのリンクがマップに表示されていることを確認します。また、
帯域幅使用率が有効になっている場合は、無効にします。
ステップ 4 トポロジ ルーツバーで [表示（Show）] をクリックし、[テクノロジー（Technology）] を選択します。各テ
クノロジーでマップに表示される内容についての説明を表示するには、疑問符アイコンをクリックします。
ステップ 5 必要なルーティング プロトコルを選択し、[OK] をクリックします。
ルーティング ネットワークが、マップ内の既存のネットワーク上にオーバーレイとして表示されます。右
下の凡例に、選択したテクノロジーのマップで使用されている表記が説明されます。
（注）

別のデバイス グループを選択すると、テクノロジー オーバーレイが削除されます。
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OMS リンクの表示
EPNM で、OTS リンクのシーケンスによって接続されている ROADM デバイスの自動検出 OMS
リンクを表示します。OMS リンクのマルチトレース ビュー、[回線/VC 360*（Circuit/VCs 360*）]
ビュー、OMS の OMS リンクおよびアラーム リンク層の特性を表示できます。
OMS リンクのマルチトレース ビューを表示する手順は次のとおりです。
• [マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ
（Network Topology）] を選択します。
• [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックしてデバイスを選択し、[マルチレイヤトレース
（Multilayer Trace）] リンクをクリックして接続されたリンクを表示します。たとえば、
次の図には OCH および OPS リンク層だけでなく、OMS リンクのマルチトレース ビュー
が示されています。
図 2 : [マルチレイヤトレース（Multilayer Trace）] ビュー

[タイプ（Type）] フィルタを使用して、OMS リンクとそのネットワークのみを選択して
表示します。
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図 3 : [タイプ（Type）] フィルタで [OMS] を選択する

OMS リンクの特性を表示する手順は次のとおりです。
• [表示（Show）] ボタンをクリックし、[リンクの詳細（Link Details）] ダイアログ ボック
スに OMS リンクが使用されている場所を表示します。OMS リンク タイプを選択した場
合は、エンドポイント、計画されている回線 VC（存在する場合）、および OTS リンクの
シーケンスの詳細が表示されます。
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図 4 : [リンクの詳細（Link Details）] と [リンク360*（Link 360*）] ビュー

• OTS リンク名の横にある [i] アイコンをクリックして、OMS リンク タイプの [リンク360*
（Link 360*）] ビューを表示します。
• OMS リンクのアラーム リンク層を表示します。
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図 5 : アラームを使用した [リンクの詳細（Link Details）]

トポロジマップでのデバイス間の SR パスの特定
トポロジマップで SR がサポートしているデバイス間のアクティブな SR パスを検索するには、
次の手順を実行します。

ステップ 1 SR パスを検索する SR サポート対象デバイスをクリックします。ポップアップが開き、デバイスの基本情
報とアラーム情報が表示されます。
ステップ 2 Show SR Path をクリックします。[SR パスの表示（Show SR Path）] ダイアログが開きます。
ステップ 3 エンドポイントを選択するには、SR パスを検出する SR サポート対象デバイスをクリックします。[エンド
ポイント（Endpoint）] フィールドに、選択したデバイスの詳細が入力されます。
（注）

選択したデバイスがセグメント化されたルーティングをサポートしていない場合は、エラーメッ
セージが表示されます。
また、フィールドにデバイス名を入力するか、またはドロップダウンリストから選択することに
よっても、デバイスを選択できます。

ステップ 4 OK をクリックします。選択したデバイスのトポロジマップで SR パスが強調表示されます。
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イメージ ファイルとしてトポロジ マップを保存する
トポロジ マップ全体、またはトポロジ マップから選択したオブジェクトをイメージ ファイル
として保存できます。これにより、特定の状態にあるトポロジ マップのコピーを保存できるの
で、将来、トポロジに対して複数の変更を行う際にそれを基準として使用できます。
イメージ ファイルとしてトポロジ マップを保存するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network Topology）]
を選択します。
ステップ 2 [デバイスグループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、必要なデバイス グループを選択して、[ロード
（Load）] をクリックします。
ステップ 3 必要に応じて、トポロジ マップの内容やレイアウトを変更します。
ステップ 4 トポロジ ツールバーの [イメージの保存（Save Image）] アイコンをクリックします。
ステップ 5 [イメージの保存（Save Image）] ドロップダウンリストから、保存するイメージのファイルタイプを選択し
ます。
ローカルの Temp フォルダにイメージが保存されます。

地理的マップ（Geo マップ）でのネットワークの表示
• Geo マップの概要 （245 ページ）
• Geoマップの設定 （248 ページ）
• Geo マップに表示されないデバイス（マップされていないデバイス）の特定 （248 ページ）
• Geo マップへのマップされていないデバイスの配置 （249 ページ）
• Geo マップでのデバイスのロケーションの変更 （249 ページ）
• クラスタでのデバイスのロケーションの変更 （250 ページ）
• Geo マップからのデバイスの削除 （251 ページ）
• Geo マップに表示されないデバイス（マップされていないデバイス）の特定 （248 ページ）
• マップでのデバイスの検索 （213 ページ）
• Geo マップにリンク層を表示する （253 ページ）
• Geo マップでのデバイス間の SR パスの特定 （256 ページ）

Geo マップの概要
Geo マップを使用すると、ネットワーク デバイスを世界地図上に配置し、それらの地理的コン
テキスト内でモニタすることができます。世界地図は、インターネットを介してマップ プロバ
イダーにアクセスしてインポートするか（オンライン モード）、またはローカルにインストー
ルされているマップ リソースから（オフライン モード）表示されます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
245

ネットワークの視覚化
Geo マップの概要

（注）

オンライン モードで Geo マップを使用して作業する場合は、各クライアントからか、または
Cisco EPN Manager サーバがプロキシとして使用されている場合はそのサーバからインターネッ
トへの接続が必要です。
Geo マップにはトポロジ マップを介してアクセスします。Geo マップを開くには、次の手順を
実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーで、[マップ（Maps）] > [トポロジマップ（Topology Maps）] > [ネットワークトポロジ
（Network Topology）] を選択します。
ステップ 2 マップの右上にある [地理的マップ（Geographical Map）] トグル ボタンをクリックします。

Geo マップの概要：
• マップの右上の隅にあるトグル ボタンを使用して、トポロジ マップと Geo マップを相互
に切り替えることができます。
• Geo マップには、GPS 座標が定義されているデバイスが表示されます。GPS 座標を持たな
いデバイスは Geo マップに表示されず、また、「マップされていないデバイス」と呼ばれ
ます。Geo マップへのマップされていないデバイスの配置 （249 ページ）を参照してくだ
さい。
• Geo マップ内のデバイスをクリックすると、アラーム、基本情報、ロケーション座標、シ
ビック ロケーション（デバイスに定義されている場合）を確認できます。
• GPS ロケーション設定をサポートする光デバイス（NCS 2000 デバイス）の場合、Geo マッ
プのデバイスのロケーションに加える変更はデバイスと同期され、デバイスに加えられた
変更は Geo マップのデバイスのロケーションと同期されます（デバイス自体に加えられた
ロケーションの変更が Geo マップに反映されます）。
• GPS 座標は DMM 形式（度数と 10 進数の分数）で表示されますが、ユーザは DMM、DD
（10 進数の度数）、または DMS（度数、分数、秒数）の形式で GPS 座標を定義できま
す。
• Geo マップ上にデバイスが存在しない場合は、世界地図全体が表示されます。特定の領域
にデバイスが存在する場合は、世界のその領域のみが表示されます。Geo マップには、世
界地図のうちデバイスが含まれている部分のみが表示されます。
• トポロジ マップの場合と同様に、Geo マップには、選択したデバイス グループのデバイ
スが表示されます。デバイス グループの選択は、あるマップでの選択を変更すると別の
マップも変更されるように、トポロジ マップと Geo マップ間で同期されます。
• 選択したデバイス グループ内の定義された地理的位置を持つデバイス グループがある場
合、そのグループはデバイス グループ アイコンで Geo マップに表示されます。デバイス
グループに地理的位置がない場合、そのグループに含まれているデバイスは Geo マップに
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個別に表示されます。詳細については、Geo マップのデバイス グループ （247 ページ） を
参照してください。
• Geo マップは、クラスタ内で相互に地理的に近接するグループをグループ化し、クラスタ
内のデバイス数を表す数が示されたクラスタ アイコンで表示されます。個々のデバイスを
表示するには、拡大します。クラスタのメンバーの特定 （251 ページ）を参照してくださ
い。
• トポロジ マップと同様に、Geo マップに回線/VC を表示できます。ただし、回線/VC の作
成や、回線/VC の変更のようなプロビジョニング アクションを開始すると、ビューはトポ
ロジ マップに切り替わります。

Geo マップのデバイス グループ
Geoマップには、個々のデバイスに加えて、特定の住所にある建物内のデバイスなど、定義さ
れた場所を持つデバイス グループが表示されます。
Geo マップでグループを表示するときは、次の点を考慮してください。
• Geo マップに表示できるのは、ロケーションタイプのデバイス グループだけで、定義され
た地理的位置がある場合にのみ表示されます。ロケーションは、デバイス グループのプロ
パティで定義されます。ロケーション デバイス グループを作成または編集し、グループ
の地理的位置を定義するには、[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group
Management）] > [ネットワークデバイスグループ（Network Device Groups）] に移動しま
す。詳細については、ロケーション グループの作成 （90 ページ） を参照してください。
• グループ メンバーはグループのロケーションを継承します。
• グループのロケーションが他のデバイスまたはグループと同じ場合、そのロケーションは
クラスタに含まれます。クラスタ アイコンに表示される数字は、クラスタ内のデバイスの
合計数（グループに含まれるデバイスを含む）を表します。
• グループ内のいずれかのデバイスにアラームがある場合、最も重大度の高いアラーム アイ
コンがデバイス グループ アイコンに表示されます。
• ロケーション グループ アイコンをクリックすると、グループに関する情報（名前、GPS
座標、アラーム情報など）を含むパネルが表示されます。グループのシビック ロケーショ
ン情報を定義すると、このパネルにも表示されます。パネルの [メンバーを表示（Show
Members）] リンクをクリックすると、そのグループに属するデバイスとサブグループの
リストが表示されます。または、ロケーション グループ アイコンをダブルクリックする
と、同じ結果を得られます。
• グループ メンバー デバイスに地理的な位置が指定されている場合、そのデバイスは Geo
マップ上に個々のデバイスとして表示され、アラームはグループではなくデバイス自体に
表示されます。グループのロケーションの重要性を保持するために、地理的位置グループ
内のすべてのデバイスが、そのグループの GPS 座標を継承することが推奨されます。
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Geoマップの設定
このシステムは、クライアントからの直接インターネット接続を介して、またはプロキシとし
て機能する EPN Manager サーバ経由で、マップ タイルを特定の Mapbox URL から取得するよ
うにデフォルトで設定されています。必要に応じて、特定の URL を指定して別のマップ タイ
ル プロバイダーを使用できます。どちらのオプションもインターネット接続が必要です。イン
ターネットに接続していない場合は、マップ リソースをローカルにインストールし、システム
がローカル マップ リソースを使用するよう指定することで、オフライン モードで効果的に作
業できます。
Geo マップの設定は、[システム設定（System Settings）] で管理できます。左側のナビゲーショ
ン ウィンドウで、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System
Settings）] > [マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択しま
す。
[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ページでは、次の操作を実行できます。
• Geo マップの有効化または無効化。デフォルトでは、Geo マップが有効になっています。
つまり、すべてのクライアントに Geo マップ機能があります。[Enable geo map] チェック
ボックスをオフにして、機能を無効にできます。
• マップ タイルのソースの特定（インターネット接続を使用）。デフォルトのマップ タイ
ル プロバイダーは Mapbox です。別のマップ タイル プロバイダーを使用している場合は、
マップ タイル アクセスの URL を指定する必要があります。この URL の正確な形式は、
マップ タイル プロバイダーからリクエストしてください。[マッププロバイダー（Map
Provider）] ドロップダウンリストで [カスタム（Custom）] を選択し、URL を入力します。
Geo マップ機能は、Mapbox 以外のプロバイダーからのマップ タイルではテストされてい
ないことに注意してください。
• Cisco EPN Manager サーバをインターネットにアクセスしてマップ タイルを取得するため
のプロキシにする。セキュリティ上の理由から、各クライアントから直接インターネット
にアクセスしたくない場合があります。[Via management application proxy] チェッ クボッ
クスを有効にすると、マップ プロバイダーの URL へのインターネット アクセスは、クラ
イアント経由で直接行うのではなく、Cisco EPN Manager サーバ経由で行われます。
• インターネットに接続する必要のないインストールされたマップ リソースを使用して、
Geo マップを表示するように指定する。[マッププロバイダー（Map Provider）] ドロップ
ダウンリストで [インストール済みマップリソース（Installed Map Resources）] を選択しま
す。マップ リソースをインストールする方法については、『Cisco Evolved Programmable
Network Manager Installation Guide』を参照してください。

Geo マップに表示されないデバイス（マップされていないデバイス）
の特定
任意の選択したデバイス グループ地理地図 GPS 座標で定義されているデバイスのみに自動的
に表示されます。地質地図、または別のデバイス グループを選択するときに切り替えた、ポッ
プアップ メッセージが表示され、そこにどのように多くのマップされていないデバイスは、ど
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のように多くのデバイス座標を持っていない、したがって、マップには表示されませんを意味
表示されます。
Geo マップに表示されていないデバイスを特定するには、マップ上にある [ Unmapped Devices]
ボタンをクリックします。

Geo マップへのマップされていないデバイスの配置
マップされていないデバイスを Geo マップ上の目的の位置にドラッグ アンド ドロップするか、
または GPS 座標を指定して Geo マップ上でのデバイスの位置を定義できます。
GPS 座標は、次のいずれかの形式で指定できます。
• 度と 10 進数の分（DMM）：41 24.2028、2 10.4418
• 10 進数の度（DD）：41.40338、2.17403
• 度、分、および秒（DMS）：41°24'12.2""N 2°10'26.5""E

（注）

DMS 形式を使用する場合は、二重引用符（""）を使用して秒を示してください。
マップされていないデバイスを Geo マップ上に配置するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーで、[マップ（Maps）] > [トポロジマップ（Topology Maps）] > [ネットワークトポロジ
（Network Topology）] を選択します。
ステップ 2 マップの右上にある [地理的マップ（Geographical Map）] トグル ボタンをクリックします。
ステップ 3 マップの上にある [マップされていないデバイス（Unmapped Devices）] ボタンをクリックします。
ステップ 4 右側の [マップされていないデバイス（Unmapped Devices）] パネルで、次のいずれかを実行します。
a)

マップ上にデバイスをドラッグ アンド ドロップするか、または複数のデバイスを選択してマップ上に
ドラッグ アンド ドロップします。

b) マップ上に配置するデバイスを選択し、Set Location をクリックします。表示されたダイアログで、
GPS 座標を指定します（例：緯度 59.623325、経度 103.535156）。Place Device をクリックします。
（注）

複数のデバイスを選択すると、それらのデバイスは 1 つのクラスタに統合されてマップ上の同じ
位置に配置されます。クラスタ アイコンにはクラスタに含まれているデバイスの数が表示されま
す。

Geo マップでのデバイスのロケーションの変更
Geo マップ上の別のロケーションにデバイスを異動するには、[ロケーションの編集（Edit
Location）] ダイアログを開き、マップ上の必要なロケーションにデバイスをドラッグするか、
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または座標を手動で設定する必要があります。デバイスがクラスタ内にある場合は、クラスタ
を開いてデバイスを表示してから、そのデバイスのロケーションを変更する必要があります。
GPS 座標は、次のいずれかの形式で指定できます。
• 度と 10 進数の分（DMM）：41 24.2028、2 10.4418
• 10 進数の度（DD）：41.40338、2.17403
• 度、分、および秒（DMS）：41°24'12.2""N 2°10'26.5""E

（注）

DMS 形式を使用する場合は、二重引用符（""）を使用して秒を示してください。
デバイスのロケーションを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Geo マップ上のデバイスをクリックします。ポップアップが開き、デバイスの基本情報とアラーム情報が
表示されます。
ステップ 2 Actions ドロップダウンリストから Edit Location を選択します。[ロケーションの編集（Edit Location）] が
開きます。
ステップ 3 必要なロケーションにデバイスをドラッグするか、必要に応じて GPS 座標を変更します。
ステップ 4 Save をクリックします。

クラスタでのデバイスのロケーションの変更
互いに近接するデバイスは Geo マップのクラスタ内にグループ化されます。クラスタ内の 1 つ
以上のデバイスのロケーションを変更できます。デバイスはクラスタから削除され、個別のデ
バイスとして Geo マップに表示されます。
クラスタ内のデバイスのロケーションを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Geo マップのクラスタをクリックします。クラスタの基本情報が示されたポップアップが表示されます。
ステップ 2 [デバイスの表示（Show Devices）] をクリックします。マップの右側にパネルが表示され、クラスタ内の
すべてのデバイスのリストが表示されます。
ステップ 3 右側のパネルで、次のいずれかを実行します。
a)

マップ上にデバイスをドラッグ アンド ドロップするか、または複数のデバイスを選択してマップ上に
ドラッグ アンド ドロップします。

b) マップ上に配置するデバイスを選択し、Set Location をクリックします。表示されたダイアログで、
GPS 座標を指定します（例：緯度 59.623325、経度 103.535156）。Place Device をクリックします。
デバイスがクラスタから削除され、マップ上の指定されたロケーションに配置されます。
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Geo マップからのデバイスの削除
Geoマップにデバイスを表示する必要がなくなった場合は、そのデバイスを削除できます。削
除したデバイスは [マップされていないデバイス（Unmapped Devices）] リストに表示されま
す。
Geo マップからのデバイスを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Geo マップ上のデバイスをクリックします。ポップアップが開き、デバイスの基本情報とアラーム情報が
表示されます。
ステップ 2 Actions ドロップダウンリストから Edit Location を選択します。[ロケーションの編集（Edit Location）] が
開きます。
ステップ 3 [ロケーションの編集（Edit Location）] ダイアログで、[Remove Location] をクリックします。

Geo マップからのクラスタ デバイスの削除
クラスタ内のデバイスを Geo マップから削除できます。個々のクラスタ デバイスを削除する
ことも、同じクラスタ内の複数のデバイスを一度に削除することも可能です。削除したデバイ
スは [マップされていないデバイス（Unmapped Devices）] リストに表示されます。
Geo マップからクラスタ デバイスを削除する手順は次のとおりです。

ステップ 1 削除するデバイスを含むクラスタをクリックします。ポップアップが開き、デバイスの基本情報とアラー
ム情報が表示されます。
ステップ 2 Show Devices をクリックします。クラスタに含まれるデバイスの一覧が表示されます。
ステップ 3 削除するデバイスを選択します。
ステップ 4 Set Location をクリックします。
ステップ 5 表示されるダイアログ ボックスで [Remove Location] をクリックします
ステップ 6 デバイスが [マップされていないデバイス（Unmapped Devices）] リストに移動されることを知らせる警告
メッセージが表示されたら、[はい（Yes）] をクリックします。

クラスタのメンバーの特定
クラスタは、マップ上で 2 つ以上のデバイス グループが相互に近接している場合に形成されま
す。クラスタは Geo マップ上に円で示され、中心部分にはそのクラスタ内に存在するデバイス
の数（個々のデバイスもグループ内のデバイスも含む）を示す数字が表示されます。拡大する
と、マップ上に個々のクラスタ メンバーが表示されます。
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（注）

クラスタ メンバーが相互に近接している（約 8 メートル以内の距離にある）場合、拡大しても
個々のデバイスおよびグループは表示されません。クラスタ内の個々のメンバーを表示するに
は、次の手順を実行してください。
クラスタ内のデバイスおよびグループの一覧を表示する手順は次のとおりです。

ステップ 1 クラスタ アイコンをクリックします。
ステップ 2 表示されたポップアップで、[Show Members] をクリックします。クラスタに含まれているデバイスまたは
デバイス グループがマップ右側のパネルに表示されます。クラスタにグループが含まれている場合は、ド
リルダウンしてグループ内のデバイスを表示できます。前のリストに戻るには、ダイアログの上部にある
ナビゲーション リンクを使用します。
ステップ 3 デバイスのロケーションを変更するには、そのデバイスをリストからマップ上にドラッグするか、[Set
Manually] をクリックして新しい座標を指定します。

Geo マップでの特定のロケーションの検索
Geoマップで特定のロケーション（都道府県、国、市区町村、特定の住所など）を検索できま
す。検索ボックスにキーワードを入力すると、そのキーワードを含むすべてのロケーションが
番地レベルで結果に表示されます。検索結果で目的のロケーションを選択して、マップ内で特
定できます。

（注）

このロケーション検索を実行するには、インターネット接続が必要です。
Geo マップで特定のロケーションを検索する手順は次のとおりです。

ステップ 1 ツールバーの [検索（Search）] アイコンをクリックします。
ステップ 2 検索キーワードの全部または一部を検索テキスト ボックスに入力し、Enter を押します。
検索結果パネルの [住所（Address）] タブに、検索に一致するロケーションが一覧表示されます。
ステップ 3 検索結果でロケーションを選択します。
指定したロケーションがマップによってパンおよびズームされ、マップ上のマーカーが正確な位置を示し
ます。

Geo マップのロケーション フィルタ
Geo マップのロケーション フィルタを使用する手順は次のとおりです。
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ステップ 1 [マップ（Map）] > [トポロジマップ（Topology Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）]
に移動し、[表示（Show）] ボタンをクリックして [ロケーション（Location）] を選択します。
ステップ 2 [ロケーション（Location）] ポップアップ ウィンドウで、[フィルタを有効にする（Enable Filter）] オプショ
ンをオンにします。次のいずれかのフィールドの値を指定します。
• [シビックロケーション（Civic Location）]：任意のシビック ロケーション（デバイスのロケーション
とは関係ない）
• [緯度/経度（Latitude/Longitude）]：ロケーション座標（マップをクリックして値を自動的に入力するこ
ともできます）
• [デバイス名によるロケーション（Location by Device name）]：デバイスの名前（Geo マップに現在表
示されているデバイスの一覧から）
ステップ 3 [半径（radius）] の値を指定すると、指定した検索領域内のすべてのデバイスが表示されます。
ステップ 4 完了したら、[保存（Save）] をクリックします。

Geo マップにリンク層を表示する
Geo マップでは、ネットワーク内のリンクの 3 次元表示をリンク タイプ別に表示できます。
右側の [リンク層（Link Layers）] アイコンをクリックして、3D リンク層のビューにアクセス
します。アイコンをもう一度クリックすると、完全な Geo マップに戻ります。
3D リンク層のビューは、最大 3 つの個別の層で構成されています。下位の層には、すべての
リンクとデバイスを含む Geo マップが表示されます。2 つの上位層には、特定のリンク タイプ
カテゴリ（例えば、物理層、コントロール プレーンなど）のリンクが関連するデバイスと共に
表示されます。3D リンク層のビューに表示される層は、リンク フィルタに表示するために現
在選択されているリンク タイプ カテゴリに対応しています（ツールバーの [フィルタ（Filter）]
アイコンをクリックし、[リンクタイプ（Link Types）] を選択）。

（注）

3D リンク層のビューでは、パン、ズーム、フィルタ、検索などの操作は使用できません。

Geo マップでの光ファイバ パスの表示と管理
Geo マップで光ファイバを表示するには、光ファイバのロケーション データを含む KML ファ
イルを作成して Cisco EPN Manager にインポートする必要があります。光ファイバのロケーショ
ン データのインポートについては、KML ファイルからのロケーション データのインポート （
257 ページ）を参照してください。
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光ファイバのロケーション データを含む KML ファイルをインポートすると、Geo マップに光
ファイバが表示されます。マップ上に表示されないようにする場合は、[表示（Show）] > [リ
ンク（Links）] に移動し、物理層リンクで [ファイバ（Fiber）] の選択を解除します。
光ファイバは、Geo マップで次のように表示されます。

光ファイバを編集/削除する方法と光ファイバをリンクに関連付ける方法については、光ファ
イバ パスの管理 （254 ページ）および光ファイバへのリンクの関連付け （255 ページ） を参照
してください。

光ファイバ パスの管理
Geo マップに表示される光ファイバ パスは、[ファイバ管理（Fiber Management）] ダイアログ
ボックスで編集、削除したり、リンクに関連付けたりすることができます。Geo マップ ツール
バーの [ファイバ（Fibers）] ボタンをクリックすると、[ファイバ管理（Fiber Management）] ダ
イアログ ボックスが開きます。
次の点に注意してください。
• [ファイバ管理（Fiber Management）] ダイアログには、マップに現在表示されている光ファ
イバのみが一覧表示されます。Geo マップに表示できない光ファイバは、[ファイバ管理
（Fiber Management）] ダイアログに表示されません。管理する光ファイバが表示されるよ
うに Geo マップを設定してください。
• [ファイバ管理（Fiber Management）] ダイアログで光ファイバを選択すると、選択した光
ファイバが Geo マップで紫色でハイライト表示されます。光ファイバがリンクに関連付け
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られている場合、リンクもマップで紫色でハイライト表示されます。Geo マップで光ファ
イバをクリックすると、その光ファイバが [ファイバ管理（Fiber Management）] ダイアロ
グで選択されます。
• 特定の光ファイバに関する追加の詳細情報を表示するには、光ファイバ名の横にある矢印
をクリックして光ファイバの説明を表示します。
• 光ファイバ名、長さ（km 単位）、および説明を編集できます。光ファイバを編集するに
は、光ファイバを選択して [編集（Edit）] ボタンをクリックします。編集が完了したら、
[保存（Save）] をクリックします。
• 光ファイバを削除するには、目的の光ファイバを選択して [削除（Delete）] ボタンをクリッ
クします。
• [関連付けられたリンク（Associated Link）] 列には、光ファイバが関連付けられているリ
ンクが表示されます（存在する場合）。光ファイバを選択し、テーブル上にある [ファイ
バとリンクの関連付けを削除] アイコンをクリックすれば、必要に応じてリンクの関連付
けを解除できます。詳細については、光ファイバへのリンクの関連付け （255 ページ） を
参照してください。

光ファイバへのリンクの関連付け
光ファイバを OTN または OTS リンクに関連付けて、光ファイバと関連リンクの両方をマップ
上で可視化できます。光ファイバをリンクに関連付けるには、必要な情報を KML ファイルに
入力してシステムにインポートする必要があります。
光ファイバとリンクの関連付けを指定する形式を説明した KML テンプレートをダウンロード
して、必要な情報を追加してからインポートできます。
リンクを光ファイバに関連付ける手順は次のとおりです。

ステップ 1 正しい KML 形式および光ファイバとリンクの関連付け手順を含む KML テンプレートをダウンロードしま
す。
• Geo マップ ツールバーの [インポート（Import）] アイコンをクリックし、[KML] を選択します。
• 表示されたダイアログの下部にあるリンクをクリックして、KML テンプレートをダウンロードしま
す。
• KML ファイルで、「リンクの関連付け情報（Links association info）」というフォルダを見つけます。
このフォルダには、光ファイバとリンクの関連付けを作成するための形式と手順が含まれています。
ステップ 2 KML ファイルに必要な情報を入力して保存し、システムにインポートします。KML ファイルからのロケー
ション データのインポート （257 ページ）を参照してください。
ステップ 3 Geo マップに光ファイバが表示されていることを確認し、ツールバーの [ファイバ（Fibers）] をクリックし
ます。[ファイバ管理（Fiber Management）] ダイアログの [関連付けられたリンク（Associated Link）] 列に
リンクが表示されます。光ファイバを選択し、テーブル上にある [ファイバとリンクの関連付けを削除] ア
イコンをクリックすれば、リンクの関連付けを削除できます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
255

ネットワークの視覚化
Geo マップでの回路/VC の可視化

Geo マップでの回路/VC の可視化
Geo マップの回線/VC オーバーレイ機能は、トポロジ マップのオーバーレイと非常によく似て
います。ただし、マップの機能にいくつかの違いがあるため、Geoマップのオーバーレイ機能
に関するいくつかの項目には注意が必要です。
• Geo マップで回線をオーバーレイするには、トポロジ マップの場合と同様に、左側の [回
線/VC（Circuits/VCs）] タブで回線/VC を選択します。
• 選択した回線/VC に参加しているデバイス以外のすべてのデバイスをマップから削除する
には、[参加デバイスのみを表示する（Show Participating Devices Only）] チェック ボック
スをオンにします。
• [参加デバイス（Participating Devices）] リンクをクリックすると、回線/VC に参加してい
るすべてのデバイスの一覧が表示されます。この一覧にはデバイスのロール（A 側や Z 側
など）が表示され、デバイスのロケーションを変更したり、マップからデバイスを削除し
たりできます。
• 参加デバイスが Geo マップ上のクラスタ内にある場合、デバイスのロールを示すバッジが
クラスタ アイコンに表示されます。個々のデバイスを拡大表示すれば、ロール バッジが
指しているデバイスを正確に確認できます。または、[参加デバイス（Participating Devices）]
リンクをクリックして、回線/VC 内のすべてのデバイスとそのロールを確認してくださ
い。
• 一部の参加デバイスがマップに現在表示されていない場合は、メッセージが表示され、
マッピングされていないデバイスの一覧を開くことができます。マップ上にデバイスを配
置するには、デバイスをドラッグ アンド ドロップするか、[ロケーションの設定（Set
Location）] をクリックして GPS 座標を入力します。

Geo マップでのデバイス間の SR パスの特定
Geo マップ上のデバイス間のアクティブな SR パスを検索するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 SR パスを検索する SR サポート対象デバイスをクリックします。ポップアップが開き、デバイスの基本情
報とアラーム情報が表示されます。
ステップ 2 Actions ドロップダウンリストから Show SR Path を選択します。[SR パスの表示（Show SR Path）] ダイア
ログが開きます。
ステップ 3 エンドポイントを選択するには、SR パスを検出する SR サポート対象デバイスをクリックします。[エンド
ポイント（Endpoint）] フィールドに、選択したデバイスの詳細が入力されます。
（注）

選択したデバイスがセグメント化されたルーティングをサポートしていない場合は、エラーメッ
セージが表示されます。
また、フィールドにデバイス名を入力するか、またはドロップダウンリストから選択することに
よっても、デバイスを選択できます。
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ステップ 4 OK をクリックします。選択したデバイスの Geo マップで SR パスが強調表示されます。

ロケーション データのインポート
Geo マップにデバイスを手動で配置する以外にも、デバイスまたは光ファイバの座標を外部
ファイルで指定してインポートすることもできます。システムはファイルから座標を読み取
り、デバイス/光ファイバをマップ上に配置します。これは、マップ上にアイテムを一括で配
置したり、別のシステムからロケーション データを転送したりする場合に便利です。Geo マッ
プから既存のロケーションをエクスポートし、変更を加えたデータをシステムにインポートし
直すこともできます。
デバイスおよび光ファイバパスのロケーション、KML ファイルから手動で作成した管理対象
リンクをインポートできます。
KML ファイル形式の場合は、システムが読み取れる形式で情報を入力するテンプレートを GUI
からダウンロードできます。テンプレートをダウンロードするには、ジオマップ上の [ロケー
ションのインポート（Import Locations）] アイコンをクリックし、テンプレートリンクをクリッ
クします。
詳細については、KML ファイルからのロケーション データのインポート （257 ページ）を参
照してください。

KML ファイルからのロケーション データのインポート
KML（Keyhole Markup Language）は、2 次元もしくは 3 次元のマップ、または Google Earth の
ような Earth ブラウザで地理データの表示に使用されるファイル形式です。KML は XML 標準
に基づいており、要素と属性が入れ子になったタグベースの構造を使用します。デバイスと光
ファイバ パスのロケーション データを含む KML ファイルを作成してインポートし、Geo マッ
プにデバイスと光ファイバを配置できます。KML ファイルには、次のロケーション データを
含めることができます。
• デバイスのロケーション データ
• 光ファイバのロケーション データ
• 光ファイバとリンクの関連付け
• 手動で作成した管理対象リンク。インポートした管理対象リンクは、トポロジ マップと
Geoマップに表示されます（管理対象リンクの両方のエンドポイントがGeoマップに「マッ
ピング」されている場合）。
KML ファイル内に情報を入力する際に必要な形式を示したテンプレートが用意されています。

（注）

座標は 10 進数（DD）形式（例：41.40338、2.17403）で入力する必要があります。
次にデバイス ロケーションの KML 形式の例を示します。
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<Placemark>
<name>454A-234-157</name>
<Point>
<coordinates> -121.930938,37.411522</coordinates>
</Point>
<ExtendedData>
<Data namename="nodeIpAddress">
<value>10.56.23.47</value>
</Data>
</ExtendedData>
</Placemark>

次に光ファイバ パスの KML 形式の例を示します。
<Placemark>
<name>Fiber-1</name>
<description>Fiber-1 long description</description>
<LineString>
<coordinates> -121.930938,37.411522,0.0 -121.931405,37.413011,0.0
-121.929364,37.413588,0.0 -121.930973,37.414602,0.0
</coordinates>
<LineString>
</Placemark>

次の例に示す光ファイバとリンクの関連付けの KML 形式では、以下の必須事項に注意してく
ださい。
• 各フォルダに「linkAssociation」という名前でリンクの関連付けを 1 つ定義する。
• 関連付けるリンクの A から Z へのパスに続くシーケンス内に光ファイバのセグメントを
指定する。
• 関連付けるリンクの A 側と Z 側の IP アドレスを指定する。
<Folder>
<name>Links association info</name>
<Folder>
<name>linksAssociation</name>
<description>OTS link-1</description>
<ExtendedData>
<Data> name="segments">
<value>Fiber-1,Fiber-1-to-2-segment,Fiber-2</value>
</Data>
<Data> name="nodeAIpAddress">
<value>10.56.23.47</value>
</Data>
<Data> name="nodeZIpAddress">
<value>2001:cdba:0000:0000:0000:0000:3257:9652</value>
</Data>
<Data> name="nodeAInterfaceName">
<value>LINE-2-17-3-TX</value>
</Data>
<Data> name="nodeZInterfaceName">
<value>LINE-1-1-3-TX</value>
</Data>
<Data> name="linktype">
<value>OTS</value>
</Data>
</ExtendedData>
</Folder>
</Folder>
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次の例に示す光ファイバとリンクの関連付けの KML 形式では、以下の必須事項に注意してく
ださい。
• 各フォルダに「linkAssociation」という名前でリンクの関連付けを 1 つ定義する。
• 関連付けるリンクの A から Z へのパスに続くシーケンス内に光ファイバのセグメントを
指定する。
• 関連付けるリンクの A 側と Z 側の IP アドレスを指定する。
<Folder>
<name>Links association info</name>
<Folder>
<name>linksAssociation</name>
<description>OTS link-1</description>
<ExtendedData>
<Data> name="segments">
<value>Fiber-1,Fiber-1-to-2-segment,Fiber-2</value>
</Data>
<Data> name="nodeAIpAddress">
<value>10.56.23.47</value>
</Data>
<Data> name="nodeZIpAddress">
<value>2001:cdba:0000:0000:0000:0000:3257:9652</value>
</Data>
<Data> name="nodeAInterfaceName">
<value>LINE-2-17-3-TX</value>
</Data>
<Data> name="nodeZInterfaceName">
<value>LINE-1-1-3-TX</value>
</Data>
<Data> name="linktype">
<value>OTS</value>
</Data>
</ExtendedData>
</Folder>
</Folder>

KML ファイルからロケーション データをインポートする手順は次のとおりです。

ステップ 1 Geo マップ ツールバーの [インポート（Import）] アイコンをクリックし、[KML] を選択します。
ステップ 2 必要に応じて、表示されたダイアログの下部にあるリンクをクリックして、KML テンプレートをダウン
ロードします。
ステップ 3 KML ファイルを作成し、テンプレートの形式と情報をガイドとして使用してデバイス/光ファイバ/リンク
データを入力します。KML ファイルを保存します。
ステップ 4 [KMLのインポート（Import KML）] ダイアログで、保存した KML ファイルを参照して [インポート
（Import）] をクリックします。デバイスと光ファイバが Geo マップ上の指定したロケーションに配置され
ます。管理対象リンクはトポロジ マップに表示されます。インポートした管理対象リンクを Geo マップに
表示するには、リンクの両側にあるデバイスが Geo マップにマッピングされている必要があります。
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Geo マップからのロケーション データのエクスポート
デバイス、光ファイバ、光ファイバとリンクの関連付け、および手動で作成した管理対象リン
クのロケーション データを Geo マップから KML ファイルにエクスポートできます。KML ファ
イルにデータをエクスポートしたら、必要に応じてデータを編集し、Geoマップにインポート
し直すことができます。

（注）

光ファイバのロケーション データを他のロケーション データと一緒にエクスポートすること
はできません。個別にエクスポートする必要があります。

ステップ 1 Geo マップ ツールバーの [KMLのエクスポート（Export KML）] アイコンをクリックします。
ステップ 2 [エクスポートオプション（KML）（Export Options (KML)）] ダイアログで、エクスポートするロケーショ
ン データを選択します。[関連付けられていない光ファイバ（Unassociated Fibers）] を選択した場合、他の
オプションは無効になります。光ファイバは他のロケーション データとは別にエクスポートする必要があ
るためです。
ステップ 3 [エクスポート（Export）] をクリックします。選択したロケーション データを含む KML ファイルが作成さ
れます。

Geo マップでの共有リスク リソース グループ（SRRG）の管理
（注）

この機能がサポートされるのは、光デバイスとリンク上のみです（とくに NCS 2000 および
NCS 4000 デバイス、OTS、OTU、および OCH リンク）。
共有リスク リソース グループ（SRRG）は、共通のリソースを共有し、障害が発生すると、グ
ループ内のデバイスとリンクおよびそれらが参加している回線のすべてに影響するデバイスと
リンクのセットです。グループ内のデバイスとリンクが、同じ障害のリスクを共有しているた
め、同じ SRRG に属していると見なされます。たとえば、光ファイバの障害がグループ内のす
べてのリンクの障害につながる可能性があるため、共通の光ファイバを共有しているリンクは
同じ SRRG に属していると見なされます。
各 SRRG には 32 ビットの数値識別子があります。デバイスでは、SRRG がグローバル デバイ
ス レベルで設定されます。リンクでは、同じ SRRG が A 側インターフェイスと Z 側インター
フェイスで設定されます。
Geo マップ上の [共有リスク（SRRG）（Shared Risks (SRRGs)）] ボタンから次の SRRG 機能を
使用できます。
• SRRG が設定されたデバイスとリンクを可視化する。
• SRRG に数値識別子よりも識別しやすいユーザ定義の名前を付ける。
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• SRRG リソース プールに割り当てることができる新しい SRRG を作成する。
• SRRG プールとプール タイプを作成および管理できるシステム設定ウィンドウをクロス起
動する。
SRRG を管理している場合は、SRRG をサポートしているデバイスだけを表示するようにマッ
プがフィルタ処理されます。
詳細については、以下を参照してください。
• SRRG プールと SRRG ID について （261 ページ）
• 割り当て済みの SRRG と未割り当ての SRRG を表示する （263 ページ）
• SRRG 割り当てを管理する （263 ページ）
• SRRG プール タイプとリソース プールの作成および管理 （264 ページ）

SRRG プールと SRRG ID について
SRRG プール タイプとリソース プールを使用して、識別および ID の割り当てを目的として
SRRG をカテゴリにグループ化できます。各プール タイプに SRRG ID の範囲を指定します。
特定のプール タイプの SRRG リソース プール（プール タイプに対して定義された範囲内の一
連の SRRG ID を持つ）を複数作成できます。デバイスまたはリンク用に新しい SRRG を作成
する際に、特定の SRRG プール タイプおよびリソース プールに割り当てることができます。
新しい SRRG の ID は、選択したリソース プールの ID 範囲から作成されます。

（注）

SRRG プール タイプおよびプールの管理には、コンフィグレット アクセス権限が必要です。
詳細については、「SRRG プール タイプとリソース プールの作成および管理 （264 ページ）」
を参照してください。
プール タイプ
SRRG リソース プールを作成する前に、プール タイプを作成する必要があります。プール タ
イプを使用すると、ネットワークに応じて SRRG のカテゴリを作成できます。
使用可能なプール タイプが 15 個、予約済みのプール タイプが 1 個あります。各プール タイプ
に ID の範囲が指定されています。次の表は、SRRG プール タイプの定義例を示しています。
プール タイプ ID

2 進数

プール タイプ名

範囲の開始

範囲の終了

0

0000

セントラル オ
フィス

0

1048575

1

0001

ROADM ノード

1048576

2097151

2

0010

ROADM 度

2097152

3145727
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プール タイプ ID

2 進数

プール タイプ名

範囲の開始

範囲の終了

3

0011

ROADM アド/ド
ロップ

3145728

4194303

4

0100

スイッチ ノード

4194304

5242879

5

0101

リンク

5242880

6291455

6

0110

カード

6291456

7340031

7

0111

将来的にサポート 7340032

8388607

8

1000

光ファイバ ダク
ト/コンジット

9437183

9

1001

将来的にサポート 9437184

10485759

10

1010

将来的にサポート 10485760

11534335

11

1011

将来的にサポート 11534336

12582911

12

1100

将来的にサポート 12582912

13631487

13

1101

将来的にサポート 13631488

14680063

14

1110

将来的にサポート 14680064

15728639

15

1111

EPNM 保存済みグ 15728640
ローバル

16777215

8388608

SRRG リソース プール
プール タイプを作成した後は、特定のタイプのリソース プールを作成できます。各リソース
プールには、プール タイプの範囲内で一連の ID を割り当てることができます。プールの範囲
を重複させることはできません。
特定のリソース プールに新しい SRRG を割り当てることができます。SRRG の ID は、リソー
ス プールに定義された範囲から取得されます。
SRRG プールの ID は、以下で構成される 32 ビット数値です。
• ビット 0 ～ 1：予約済み。00 に設定されます。
• ビット 2：SRRG が Cisco EPN Manager を使用して設定されていることを示します。1 に設
定されます。
• ビット 3 ～ 7：リソース プールに対して選択されたグループ/リージョン。
• ビット 8 ～ 11：プール タイプ ID。
• ビット 12 ～ 31：プール ID の範囲。
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割り当て済みの SRRG と未割り当ての SRRG を表示する
管理対象デバイス上で設定された SRRG のグローバル リストを表示できます。これらの SRRG
は特定のデバイスまたはリンク上で定義されたシステムまたはユーザによって検出されたた
め、そのすべてが「割り当て済みの」SRRG になります。また、未割り当ての SRRG を表示す
ることもできます。未割り当ての SRRG は、システムからしか削除できません。

（注）

デバイスの SRRG の割り当て解除または SRRG の削除は、Cisco EPN Manager からのみ行って
ください。デバイスから削除しても、Cisco EPN Manager の ENE から SRRG が割り当て解除ま
たは削除されることはありません。
各 SRRG には変更できない数値 ID が割り当てられますが、SRRG にラベルを割り当てて、よ
り識別しやすい名前を付けることができます。
SRRG を選択すると、Geo マップに割り当てられたデバイス/リンクを表示できます。
SRRG を表示してラベルを付けるには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーで、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ
（Network Topology）] を選択します。
ステップ 2 マップの右上にある [地理的マップ（Geographical Map）] トグル ボタンをクリックします。
ステップ 3 マップの上にある [共有リスク（SRRG）（Shared Risks (SRRGs)）] ボタンをクリックして、[表示と命名
（View and Name）] を選択します。[共有リスク リソース グループ（Shared Risk Resource Groups）] ダイア
ログが表示されます。これには、割り当て済みの SRRG と未割り当ての SRRG を示す 2 つのタブが表示さ
れます。SRRG の割り当てを表示すると、デバイス グループの選択がデフォルトのすべてのロケーション
グループに変更されることに注意してください。
ステップ 4 Geo マップに表示する SRRG を選択します。SRRG が定義されたデバイスとリンクがマップ内で強調表示
されます。
ステップ 5 SRRG の名前を変更するには、関連する SRRG ID の横にある [SRRG ラベル（SRRG Label）] 列をクリック
して、必要な一意の名前を入力し、[保存（Save）] をクリックします。
（注）

割り当てられた SRRG の [SRRGラベル（SRRG Label）] 列のみ編集できます。

SRRG 割り当てを管理する
単純なウィザードを使用して、特定のデバイスとリンクを選択し、それらに割り当てられた
SRRG を表示して、必要に応じて、割り当てを変更することができます。
SRRG 割り当てを管理するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーで、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ
（Network Topology）] を選択します。
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ステップ 2 マップの右上にある [地理的マップ（Geographical Map）] トグル ボタンをクリックします。
ステップ 3 マップの上にある [共有リスク（SRRG）（Shared Risks (SRRGs)）] ボタンをクリックして、[割り当ての管
理（Manage Assignments）] を選択します。SRRG 割り当ての管理ウィザードが開きます。
ステップ 4 SRRG 割り当てを管理するデバイス/リンクを選択します。マップ内の必要なデバイス/リンクをクリックす
ることも、ウィザードのステップ 1 でボックスをクリックし、リストからデバイスを選択することもでき
ます。
ステップ 5 [次へ（Next）] をクリックします。上記のステップで選択したすべてのデバイス/リンクに共通するすべて
の SRRG のリストが表示されます。SRRG が選択されたデバイスのいずれかにだけ割り当てられている場
合は、リストに表示されません。SRRG は、デバイス上のデフォルトか、割り当て済みか、未割り当てか
に基づいて色分けされます。疑問符アイコンをクリックすると、凡例が表示されます。
ステップ 6 プラス アイコンをクリックして、選択したデバイス/リンク用の追加の SRRG を選択するか、SRRG 名を入
力することにより、その場で新しい SRRG を作成します。名前が一意の場合は、[新規作成（Create New）]
リンクが表示されます。リンクをクリックして SRRG を作成します。
ステップ 7 前のステップで新しい SRRG を作成した場合は、選択したタイプのプール タイプと SRRG リソース プー
ルを選択できるようになっています。SRRG の ID は、選択した SRRG プールに対して定義された範囲から
取得されます。SRRG ID には、範囲内の数値に加えて、リージョンとタイプのビットが含まれます。
ステップ 8 [次へ（Next）] をクリックして、選択肢と SRRG 割り当ての概要を表示します。
ステップ 9 [終了（Finish）] をクリックします。SRRG の変更が成功した場合に、その旨が通知されます。失敗した場
合は、エラー ダイアログに失敗の詳細が表示されます。

SRRG プール タイプとリソース プールの作成および管理
SRRG プール タイプとリソース プールを使用して、識別および ID の割り当てを目的として
SRRG をカテゴリにグループ化できます。各プール タイプに SRRG ID の範囲を指定します。
特定のプール タイプの SRRG リソース プール（プール タイプに対して定義された範囲内の一
連の SRRG ID を持つ）を複数作成できます。デバイスまたはリンク用に新しい SRRG を作成
する際に、特定の SRRG プール タイプおよびリソース プールに割り当てることができます。
新しい SRRG の ID は、選択したリソース プールの ID 範囲から作成されます。

（注）

SRRG プール タイプおよびプールの管理には、コンフィグレット アクセス権限が必要です。
SRRG プール タイプおよびリソース プールを作成するには、[管理（Administration）] > [シス
テム設定（System Settings）] > [インベントリ（Inventory）] > [プールタイプ（Pool Types）] に
移動するか、Geo マップの [SRRG] メニューから [プール設定（Pool Settings）] を選択します。
新しい SRRG プールを作成する手順は次のとおりです。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム設定（System Settings）] > [インベントリ（Inventory）] > [プールタイ
プ（Pool Types）] に移動し、新しい SRRG プールに関連するプール タイプの既存のプール タイプを確認
します。存在しない場合は、次のように新しいプール タイプを作成します。
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a)

[SRRGプールタイプ（SRRG Pool Types）] ウィンドウで、プラス アイコンをクリックしてテーブルに
行を追加します。

b) [名前（Name）] フィールドに、SRRG 用に作成するグループ化を表すプール タイプの一意の名前を入
力します。たとえば、「NCS 2000 デバイス」などです。
c)

[タイプID（Type ID）] フィールドに、0 ～ 14 の範囲内の ID を入力します。プール タイプ ID ごとの
使用可能な ID の範囲に関する説明は、SRRG プールと SRRG ID について （261 ページ）のプール タイ
プ定義の表を参照してください。

d) このプール タイプの ID 範囲の開始値と終了値を入力します。使用可能な範囲のすべてまたは一部を使
用できます。[範囲の開始（Start Range）] または [範囲の終了（End Range）] フィールドのツールチッ
プには、プール タイプで使用可能な範囲が表示されます。
e)

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 2 次の手順に従って SRRG プールを作成します。
a)

[管理（Administration）] > [システム設定（System Settings）] > [インベントリ（Inventory）] > [SRRG
プール（SRRG Pool）] に移動します。

b) [SRRGプール（SRRG Pool）] ウィンドウで、プラス アイコンをクリックしてテーブルに行を追加しま
す。
c)

[SRRGプールの詳細（SRRG Pool Details）] 領域で、[タイプ（Type）] ドロップダウン メニューから必
要なプール タイプを選択します。

d) SRRG プールの一意の名前を入力し、オプションで説明を入力します。
e)

[グループ（Group）] ドロップダウン メニューから、この SRRG プールのデバイス グループを選択し
ます。

f)

このプールの SRRG ID 範囲の開始と終了を入力します。範囲は、選択したプール タイプの範囲内であ
る必要があります。

g) [保存（Save）] をクリックします。
新しい SRRG プールが SRRG プール テーブルに追加されます。選択したデバイスまたはリンクの SRRG ID
を作成するときにも選択できます。
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第

IV

部

ネットワークの監視
• デバイスおよびネットワークの健全性とパフォーマンスのモニタ （269 ページ）
• アラームとイベントのモニタリング （295 ページ）
• Cisco ASR 9000 ネットワーク仮想化（nV）サテライトおよびクラスタ サービスのモニタ
リング （327 ページ）
• レポートの管理 （341 ページ）

第

8

章

デバイスおよびネットワークの健全性とパ
フォーマンスのモニタ
• デバイスのヘルスとパフォーマンスのモニタ方法：モニタリング ポリシー （269 ページ）
• 基本的なデバイス ヘルス モニタリングのセットアップ （271 ページ）
• 基本的なインターフェイス モニタリングの設定 （271 ページ）
• ダッシュボードを使用したネットワークとデバイスの状態の確認 （275 ページ）
• Cisco EPN Manager によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）
• モニタリング ポリシーのデバイス、ポーリング、しきい値、およびアラーム設定の確認
（279 ページ）
• モニタ対象を調整する （280 ページ）
• 過去のモニタリング ポリシー データ収集のステータスの確認 （283 ページ）
• ポリシーでモニタするデバイス セットの変更 （284 ページ）
• モニタリング ポリシーのポーリングの変更 （284 ページ）
• モニタリング ポリシーのしきい値およびアラーム動作の変更 （285 ページ）
• パフォーマンス テストの実行 （286 ページ）
• レポートを使用したネットワーク パフォーマンスのモニタ （293 ページ）

デバイスのヘルスとパフォーマンスのモニタ方法：モニ
タリング ポリシー
モニタリング ポリシーは、Cisco EPN Manager が以下を制御することによってどのようにネッ
トワークをモニタするかを制御します。
• モニタ対象：Cisco EPN Manager がモニタするネットワークとデバイスの属性。
• モニタ頻度：パラメータをポーリングするレート。
• 問題を指摘するタイミング：ポーリングする属性の受け入れ可能な値。
• 問題の指摘方法：しきい値を超えた場合に Cisco EPN Manager がアラームを生成するかど
うかとアラームの重大度。
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モニタリング ポリシーは、モニタ対象の制御は別として、レポート、ダッシュボード、および
Cisco EPN Manager のその他の領域に表示可能なデータを決定する点で重要です。モニタリン
グ ポリシーは、デバイス上の変更を行いません。
デフォルトで、デバイス ヘルス モニタリング（つまり、デバイス ヘルス モニタリング ポリ
シー）のみが有効になります。インターフェイス ヘルス モニタリングは、大規模な展開でシ
ステム パフォーマンスを保護するためにデフォルトでは有効になりません。デバイス ヘルス
モニタリング ポリシーは、デバイスの Cisco NCS 2000 ファミリと Cisco ONS ファミリに適用
されないことに注意してください。これらのデバイス タイプをモニタするには、モニタリング
ポリシー リファレンス （1213 ページ）に記載された光モニタリング ポリシーを使用します。
次の手順は、モニタリング ポリシーの設定方法を要約したものです。
1.

モニタリング ポリシー用のテンプレートとしてモニタリング ポリシー タイプを使用し、
ポリシーにわかりやすい名前を付けます。ポリシー タイプは、Cisco EPN Manager に同梱
されており、Quality of Service、光 SFP、TDM/SONET などのさまざまなテクノロジーと
サービスのモニタリングを簡単に開始できるようにします。完全なリストは、モニタリン
グ ポリシー リファレンス （1213 ページ）に記載されています。

2.

ポリシーのポーリング頻度を調整するか、特定のパラメータのポーリングをすべて無効に
します。

3.

パラメータのしきい値を超えたときに Cisco EPN Manager が生成する Threshold Crossing
Alarm（TCA）を指定します。一部の TCA はデフォルトで設定されます。これらを調整ま
たは無効にしたり、新しい TCA を設定したりできます。

4.

ポリシーでモニタするデバイスを指定します。デバイスは、ポリシー タイプに基づいて
フィルタ処理されます。

5.

ポリシーをアクティブにします。ポーリングされたデータが Web GUI のダッシュボード、
レポート、[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] テーブルなどの領域に表示さ
れます。

モニタリングポリシーは、一定のポーリング間隔でネットワークとデバイス属性をポーリング
することでデータを収集します。次の理由により、ポリシーがポーリング間隔を超えて実行さ
れる場合があります。
1.

毎日のバックアップや毎日のインベントリ収集などのプロセスへのサーバの負荷

2.

デバイスへの接続またはネットワーク遅延の問題

3.

デバイスからのデータ収集には、設定されているポーリング間隔よりも時間がかかりま
す。

ポーリング中のデバイスがある場合や、または以前のポリシーの実行によりキュー内にデバイ
スがある場合、ポリシーは現在のポーリング間隔でのこれらのデバイスのポーリングをスキッ
プします。この動作により、特定のデバイスのモニタ対象データが最大10％失われる可能性が
あります。
モニタリング ポリシーを表示して管理するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール
（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー（Monitoring Policies）] を選択します。
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ナビゲーション

説明

自動監視
Cisco EPN Manager でデフォルトで有効になるポリシーが一覧表示されま
（Automonitoring） す。デバイス ヘルス モニタリング ポリシーだけがデフォルトで有効にな
ります。このポリシーの設定を調整できます。
マイ ポリシー
（My Policies）

自分が作成したポリシーがここに表示されます。[マイ ポリシー（My
Policies）] からポリシーを選択すると、そのポリシーの詳細を表示できま
す。

基本的なデバイス ヘルス モニタリングのセットアップ
デバイス ヘルス モニタリング ポリシーは、デフォルトで有効になっています。シスコ デバイ
スとサード パーティ デバイスの両方をモニタします。シスコ デバイスの場合、デバイス ヘル
ス モニタリングは管理対象デバイスで CPU 使用率、メモリ プールの使用率、環境温度、デバ
イスの可用性をチェックします。サード パーティ デバイスの場合、デバイス ヘルス モニタリ
ングは管理対象デバイスの可用性のみをチェックします。このポリシーに、使用率や温度のし
きい値を指定します。もしこのしきい値を超えた場合、GUI クライアントに表示されるアラー
ムをトリガーします。
このポリシーの現在の設定を表示するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール
（Monitoring Tools）] > [モニタリングポリシー（Monitoring Policies）] の順に選択し、左側の
リストから [自動モニタ（Automonitoring）] を選択します。また、ポーリング頻度やさまざま
なパラメータのしきい値を調整できます。ポーリング頻度やしきい値を調整するには、GUI ク
ライアントに表示されるドロップダウン リストを使用します。
また、特定のデバイス（たとえば、特定のタイプのデバイスや特定の地理的場所に位置するデ
バイスなど）をモニタするデバイス ヘルス モニタリング ポリシーを作成することもできます。
その実行方法については、モニタ対象を調整する （280 ページ）を参照してください。

基本的なインターフェイス モニタリングの設定
デフォルトでは、インターフェイスはモニタされません。これにより、多数のインターフェイ
スがあるネットワークのシステム パフォーマンスが保護されます。
基本的なインターフェイス モニタリングを設定するには、次の手順を使用します。
インターフェイス モニタリングを設定して有効するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー（Monitoring
Policies）] の順に選択し、左側のリストから [マイ ポリシー（My Policies）] を選択します。
ステップ 2 [追加（Add）] をクリックして、新しいポリシーを作成します。
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図 6 : モニタリング ポリシーの追加

ステップ 3 汎用インターフェイス モニタリングの場合は [インターフェイス ヘルス（Interface Health）] を選択します。
光デバイスをモニタリングする場合は、[光15分（Optical 15 Mins）] またはその他の光ポリシー（モニタリ
ング ポリシー リファレンス （1213 ページ）を参照）を選択します。
ポリシーを選択すると、Cisco EPN Manager によりこのウィンドウにポリシー設定が読み込まれます。
ステップ 4 わかりやすい名前と説明を入力します。
ステップ 5 [デバイスの選択（Device Selection）] ドロップダウン リストから適切なオプション ボタンをクリックし、
モニタするデバイスまたはデバイス グループを選択します。インターフェイス ヘルスのモニタリング ポ
リシーを選択した場合は、ポート グループも選択できます。
Cisco EPN Manager では、ステップ 3 で選択したポリシーに該当するデバイスまたはポートのみが一覧表示
されます。
次の点に注意してください。
• ポーリングとしきい値にデフォルト設定を使用するには、ステップ 8 に進みます。
• 現在のリリースの制約により Cisco EPN Manager では、インターフェイス ヘルスのモニタリング ポリ
シーは、巡回冗長検査（CRC）エラー データについて、選択したポート グループに関連付けられてい
るインターフェイスだけでなく、ネットワーク内のすべてのインターフェイスをポーリングします。
CRC エラーのデータを確認するときは、常にこのことに注意してください。
ステップ 6 インターフェイスのポーリング頻度を調整するには、[ポーリング頻度（Polling Frequency）] ドロップダウ
ンリストから値を選択します。異なるパラメータのポーリング頻度を設定できるポリシーと、すべてのパ
ラメータに 1 つのポーリング頻度だけが適用されるポリシーがあります。
Cisco ASR 9000 インターフェイスをモニタするポリシーの例を次に示します。このポリシーには [インター
フェイスヘルス（Interface Health）] ポリシー タイプが使用されており、すべてのパラメータが同一間隔で
ポーリングされます。
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また、Cisco NCS 2000 インターフェイスをモニタするポリシーの例を次に示します。このポリシーでは [光
15分（Optical 15 mins）] ポリシー タイプが使用され、インターフェイス タイプごとに固有のポーリング間
隔が設定されています。間隔を編集するには、その間隔をダブルクリックします。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
273

ネットワークの監視
基本的なインターフェイス モニタリングの設定

ステップ 7 ポリシーで TCA カスタマイズがサポートされている場合は、しきい値を調整できます。モニタリング ポ
リシーのしきい値およびアラーム動作の変更 （285 ページ）を参照してください。
ステップ 8 次をクリックします。
• モニタリングを今すぐ開始する場合は、[保存してアクティブにする（Save and Activate）] をクリック
します。
• ポリシーを保存して後でアクティブ化する場合は [保存して閉じる（Save and Close）] をクリックしま
す。
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ダッシュボードを使用したネットワークとデバイスの状
態の確認
Cisco EPN Manager は、デバイスとネットワークをモニタするためのさまざまなダッシュボー
ドを提供します。ダッシュボードが提供できる内容の例を次に示します。
• ネットワーク全体のリアルタイムのステータス情報（到達不能なデバイス、ダウンしてい
るインターフェイス、最新のアラームなど）。
• 履歴情報の要約（最も頻繁に発生するアラーム、メモリと CPU の使用率が最も高いデバ
イスとインターフェイスなど）。
• デバイス固有の情報（デバイスの可用性履歴、使用率、インターフェイス統計情報、ア
ラームなど）。
• テクノロジー固有の情報（キャリア イーサネット サービスなど）。
ダッシュボードの詳細については、ダッシュボードのセットアップと使用 （7 ページ） を参
照してください。

Cisco EPN Manager によるモニタリング対象のチェック
このトピックでは、次の情報を取得する方法について説明します。
• 有効化されているポリシー、そのステータス、およびその履歴。
• Cisco EPN Manager がポーリングしている特定のパラメータ、ポーリング頻度、およびそ
のしきい値超過アラーム（TCA）の設定。
• ポリシーの作成者、およびポリシーのベースとして使用されたポリシー タイプ。
ポリシーによるポーリング対象、ポリシーの前回の実行時間、およびポリシーが現在アクティ
ブかどうかを確認するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] >
[モニタリングポリシー（Monitoring Policies）] を選択してから、[マイポリシー（My Policies）]
を選択します。 Cisco EPN Manager に、作成したモニタリング ポリシー、またはアクセス権の
あるモニタリング ポリシーが、次の情報とともに一覧表示されます。
ポリシーのフィールド

説明

名前（Name）

ポリシー名（ポリシーの作成者が指定しま
す）。ポリシーの作成者を確認するには、こ
の表の後にある手順を参照してください。

[説明（Description）]

ポリシーの説明（ポリシーの作成者が指定し
ます）。
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ポリシーのフィールド

説明

[タイプ（Type）]

このポリシーを作成するときに使用されたテ
ンプレート（ポリシー タイプ）。ポリシー タ
イプの詳細については、デバイスのヘルスと
パフォーマンスのモニタ方法：モニタリング
ポリシー （269 ページ）を参照してください。

[ステータス（Status）]

[アクティブ（Active）] または [非アクティブ
（Inactive）]

[しきい値（Threshold）]

ポリシーがパラメータしきい値をモニタし、
TCA を生成するかどうか。「はい（Yes）」
が表示される場合、この表の後にある手順を
使用して TCA 設定を確認できます。

[有効化履歴（Activation History）]

アクティブなモニタリングポリシー：ポリシー
が有効化された回数を表示し、次の情報が含
まれる [有効化履歴（Activation History）] ポッ
プアップ ウィンドウへのハイパーリンクを提
供します。
• ポリシーが有効化された時間。
• 各ポリシー実行でポーリングされたデバ
イス。非常に長い一覧の場合は、マウス
カーソルを一覧の [有効化対象（Activated
for）] 列にホバーし、ポップアップ ウィ
ンドウを起動します。
非アクティブなモニタリング ポリシー：[使用
できません（Not Available）] が表示されます。
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ポリシーのフィールド

説明

[収集ステータス（Collection Status）]

アクティブなモニタリング ポリシー：次の情
報が含まれる [収集ステータス（Collection
Status）]ポップアップウィンドウへのハイパー
リンクを提供します。
• ポリシーによってポーリングされた各デ
バイスのデバイス名、IP アドレス、およ
び可用性状態。
• 各ポリシー実行でポーリングされたパラ
メータ。非常に長い一覧の場合は、マウ
ス カーソルを一覧の [パラメータ
（Parameters）] 列にホバーし、ポップアッ
プ ウィンドウを起動します。
非アクティブなモニタリング ポリシー：[使用
できません（Not Available）] が表示されます。

ポーリング頻度と TCA の詳細を表示するには、[ポリシー（My Policies）] で、左側の一覧から
ポリシーを選択します。ポリシー タイプに応じて次の情報が表示されます。

（注）

[オプティカル1日（Optical 1 day）]、[オプティカル15分（Optical 15 mins）]、および [オプティ
カル30秒（Optical 30 secs）] のパラメータを表示するには、モニタリング ポリシー リファレン
ス （1213 ページ）を参照してください。
ポリシーのフィールド

説明

全般情報（General Information）

名前、説明、作成者、ステータス、ポリシー
タイプ（機能カテゴリ）。ポリシー タイプの
詳細については、デバイスのヘルスとパフォー
マンスのモニタ方法：モニタリング ポリシー
（269 ページ）を参照してください。

[デバイスの選択（Device Selection）]

ポリシーがモニタするデバイス。

[ポーリング頻度（Polling Frequency）]

Cisco EPN Manager がデバイス パラメータを
ポーリングする頻度。
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モニタリング ポリシーによりポーリングされるパラメータとカウンタの確認

ポリシーのフィールド

説明

[パラメータとしきい値（Parameters and
Thresholds）]

ポーリングされたパラメータとその TCA 設定
（ある場合）。TCA 設定を表示するには、パ
ラメータ名の横にある矢印をクリックします。
さまざまなポリシー タイプによってポーリン
グされるパラメータを表示する方法について
は、モニタリング ポリシーによりポーリング
されるパラメータとカウンタの確認 （278 ペー
ジ）を参照してください。

モニタリングポリシーによりポーリングされるパラメータとカウンタ
の確認
Cisco EPN Manager によるモニタリング対象のチェック （275 ページ） 現在アクティブなモニ
タリング ポリシーを確認する方法を説明します。ポリシーでポーリングされるパラメータを確
認するには、次の手順に従います。

（注）

[オプティカル1日（Optical 1 day）]、[オプティカル15分（Optical 15 mins）]、および [オプティ
カル30秒（Optical 30 secs）] のパラメータを表示するには、モニタリング ポリシー リファレン
ス （1213 ページ）を参照してください。
この手順では、次のパラメータを確認できます。
• 既存のポリシーにより（ポリシーがアクティブ/非アクティブであるかどうかに関係なく）
ポーリングされるパラメータ。
• 1 つのポリシー タイプで使用されるパラメータ。ポリシーの作成前に、新しいポリシーで
ポーリングされる内容を確認する場合に便利です。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー（Monitoring
Policies）] を選択し、[マイ ポリシー（My Policies）] を選択します。Web GUI に、既存のアクティブなモ
ニタリング ポリシーと非アクティブなモニタリング ポリシーのリストが表示されます。
ステップ 2 既存のポリシーで使用されるパラメータを確認するには：
• 最後にポーリングされたパラメータを確認するには、右側のウィンドウでポリシーを見つけ、[収集ス
テータス（Collection Status）] 列の [詳細（Details）] をクリックします。[収集データ（Collection Data）]
ダイアログボックスの [パラメータ（Parameter）] 列のテキストにマウス カーソルを合わせます。ポー
リングされたパラメータのリストが表示されます。
• パラメータとそのポーリング設定を確認するには、左側のナビゲーション エリアで [マイ ポリシー
（My Policies）] を展開し、確認するポリシーを選択します。右側のウィンドウに、パラメータとその
ポーリング設定が表示されます。
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[ポリシー（Policies）] ペインのポップアップ ウィンドウ

ステップ 3 特定のポリシー タイプで使用されるパラメータを確認するには：
a)

[編集（Edit）] をクリックします。左側のナビゲーション エリアに、サポートされるポリシー タイプ
のリストが表示されます。

b) ポリシータイプを選択します。右側のウィンドウに、そのポリシーでポーリングされるパラメータと、
デフォルトのポーリング設定および TCA 設定が表示されます。（モニタリング ポリシーの作成時にこ
れらの設定をカスタマイズできます。）

[ポリシー（Policies）] ペインのポップアップ ウィンドウ
[モニタリングポリシー（Monitoring Policies）] ページの [ポリシー（Policies）] ペインで、対応
するポリシーまたはポリシー フォルダの概要情報とアクション リンクを提供するポップアッ
プ ウィンドウを開くことができます。ポップアップ ウィンドウを開くには、該当する [i]（情
報）アイコン上にカーソルを移動します。
• ポリシーのポップアップ ウィンドウを開くと、そのポリシーのタイプ、ステータス、最終
更新時のタイムスタンプなどの情報が表示されます。[アクション（Actions）] 領域のリン
クをクリックして、ポリシーを編集、削除、または複製できます。
• ポリシー フォルダのポップアップ ウィンドウを開くと、フォルダの名前とそこに含まれ
るポリシーの数が表示されます。[アクション（Actions）] 領域のリンクをクリックして、
フォルダを削除したり、新しいサブフォルダを追加したりできます。フォルダを追加およ
び削除できるのは、[マイポリシー（My Policies）] 内のみです。また、ユーザが作成した
フォルダが配置されている場合は、新しいポリシーの作成時に必ず宛先フォルダを指定す
る必要があります。

モニタリングポリシーのデバイス、ポーリング、しきい
値、およびアラーム設定の確認
モニタリング ポリシーのしきい値とアラーム設定を確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー（Monitoring
Policies）] を選択してから、[マイ ポリシー（My Policies）] を選択します。
ステップ 2 モニタリング ポリシーを選択し、[編集（Edit）] をクリックしてポリシーの詳細を開きます。
ステップ 3 ポリシーで監視するデバイスを確認するには、[デバイスの選択（Device Selection）] ドロップダウン リス
トをクリックします。監視されているデバイスは、チェック マークで示されます。デバイスを追加または
削除するには、ポリシーでモニタするデバイス セットの変更 （284 ページ）を参照してください。
ステップ 4 ポリシーで使用されているポーリング間隔を確認するには、[ポーリング間隔（Polling Interval）] の設定を
クリックします。パラメータごとのポーリングについては、個別のパラメータを展開して設定を確認しま
す。ポーリングの設定を調整するには、モニタリング ポリシーのポーリングの変更 （284 ページ）を参照
してください。
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光ポリシー ポーリング周波数は変更できません。無効にすることのみが可能です。
ステップ 5 ポリシーで使用されているしきい値とアラームの設定を確認するには、[ポーリングとしきい値（Polling
and Thresholds） 領域のパラメータを展開します。しきい値とアラームの設定を変更するには、モニタリン
グ ポリシーのしきい値およびアラーム動作の変更 （285 ページ）を参照してください。
光ポリシーのしきい値はカスタマイズできません。

モニタ対象を調整する
Cisco EPN Manager のモニタ対象を調整するには、次の表のガイダンスに従って、必要な最良
の方法を見つけてください。
条件：

参照先：

Cisco EPN
ポーリング頻度を変更する必要が モニタリングポリシーのポーリングの変更
Manager が必要 ある
（284 ページ）
なデータを収
アラーム動作を調整する必要があ モニタリング ポリシーのしきい値および
集している
る
アラーム動作の変更 （285 ページ）
モニタするデバイスを調整する必 ポリシーでモニタするデバイス セットの
要がある
変更 （284 ページ）
Cisco EPN
同様のモニタリング ポリシーが
Manager が必要 すでに存在する
なデータを収
同様のモニタリング ポリシーは
集してない
存在しないが、ポリシー タイプ
の 1 つにモニタするパラメータが
含まれている

既存のポリシーベースの新規モニタリング
ポリシーの作成 （281 ページ）
事前設定されたポリシー タイプを使用し
た新規モニタリング ポリシーの作成 （281
ページ）

同様のモニタリング ポリシーは サポートされないパラメータとサードパー
存在せず、どのポリシー タイプ ティ デバイスを対象としたモニタリング
にもモニタするパラメータが含ま ポリシーの作成 （282 ページ）
れていない
サポートされていないデバイスま
たはサードパーティ デバイスを
モニタする必要がある
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既存のポリシー ベースの新規モニタリング ポリシーの作成

既存のポリシー ベースの新規モニタリング ポリシーの作成
ステップ 1 現在のモニタ対象を調べて、新しいポリシーを作成する必要があるかどうかを確認します。Cisco EPN
Manager によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）を参照してください。
ステップ 2 既存のポリシーの複製を作成します。
a)

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー（Monitoring
Policies）] の順に選択し、左側にあるリストで [マイ ポリシー（My Policies）] をクリックします。

b) 複製するポリシーを見つけます。
c)

ポリシーを選択し、[複製（Duplicate）] をクリックします。

d) [複製ポリシーの作成（Duplicate Policy Creation）] ダイアログで、親フォルダを選択し、ポリシーの名
前と説明を入力して [OK] をクリックします。
ステップ 3 複製したポリシーに変更を加えます。
a)

[マイ ポリシー（My Policies）] でポリシーを見つけます。

b) ポリシーを選択して、[編集（Edit）] をクリックします。
c)

必要に応じて、設定を変更します。参照先：
• ポリシーでモニタするデバイス セットの変更 （284 ページ）
• モニタリング ポリシーのポーリングの変更 （284 ページ）
• モニタリング ポリシーのしきい値およびアラーム動作の変更 （285 ページ）

ステップ 4 次をクリックします。
• ポリシーを保存し、選択したデバイスで即座にアクティブ化する場合には、[保存してアクティブにす
る（Save and Activate）]。
• ポリシーを保存して後でアクティブ化する場合は [保存して閉じる（Save and Close）]。

事前設定されたポリシータイプを使用した新規モニタリングポリシー
の作成
ステップ 1 現在モニタされている対象を確認します。Cisco EPN Manager によるモニタリング対象のチェック （275
ページ）を参照してください。
ステップ 2 [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー（Monitoring
Policies）] を選択し、[追加（Add）] をクリックします。
ステップ 3 [ポリシー タイプ（Policy Types）] メニューから、使用するポリシー タイプ テンプレートを選択します。
ステップ 4 新しいポリシーを設定します。
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サポートされないパラメータとサードパーティ デバイスを対象としたモニタリング ポリシーの作成

a)

[デバイスの選択（Device Selection）] ドロップダウン リストから、デバイス、デバイス グループ、ま
たはポート グループを選択します。（すべてのモニタリング タイプをポート グループに適用できるわ
けではありません。）

b) 名前と連絡先を入力し、説明を編集します。
c)

[パラメータとしきい値（Parameters and Thresholds）] で、ポーリング設定、パラメータ値、およびア
ラームの条件を設定します。モニタリング ポリシーのポーリングの変更 （284 ページ）およびモニタ
リング ポリシーのしきい値およびアラーム動作の変更 （285 ページ）を参照してください。

ステップ 5 次をクリックします。
• ポリシーを保存し、選択したデバイスで即座にアクティブ化する場合には、[保存してアクティブにす
る（Save and Activate）]。
• ポリシーを保存して後でアクティブ化する場合は [保存して閉じる（Save and Close）]。

サポートされないパラメータとサードパーティデバイスを対象とした
モニタリング ポリシーの作成
サードパーティまたはシスコのデバイスおよびデバイス グループをモニタするためのカスタム
MIB ポーリング ポリシーを設計できます。また、Cisco EPN Manager がデフォルト ポリシーを
提供していないデバイスの機能をモニタするためのカスタム MIB ポリシーを作成することも
できます。この機能を使用して、以下の操作を実行することができます。
• デバイス タイプの SNMP MIB をアップロードし、ポーリングするデバイスと属性および
ポーリング頻度を選択する。
• 単一の MIB 定義ファイルまたは依存関係がある MIB のグループを ZIP ファイルとしてアッ
プロードする。
• 折れ線グラフまたは表として結果を表示する。
この機能により、同じデバイスおよび属性に対するポーリングを容易に繰り返すことができ、
SNMP を使用してシスコ デバイスをポーリングする方法をカスタマイズできます。
最大 25 のカスタム MIB ポーリング ポリシーを作成できます。
カスタム MIB ポーリング ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー（Monitoring
Policies）] を選択し、[マイ ポリシー（My Policies）] を選択し、[追加（Add）] をクリックします。
ステップ 2 [ポリシー タイプ（Policy Types）] メニューから、[カスタム MIB ポーリング（Custom MIB Polling）] を選
択します。
ステップ 3 ポリシーの名前を入力します。
ステップ 4 [MIB の選択（MIB Selection）] タブで、ポーリング頻度を指定し、MIB 情報を入力します。
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• Cisco EPN Manager でモニタする MIB が [MIB（MIBs）] ドロップダウンリストに表示されない場合
は、URL http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2 からモニタする MIB を
ダウンロードします。
• MIB をアップロードするには、ZIP ファイルをアップロードする場合にのみファイル名の拡張子を指
定します。
• ZIP ファイルをアップロードする場合は、すべての依存 MIB ファイルが ZIP に含まれているか、また
はすでにシステムに存在することを確認してください。
• ファイルをアップロードし、MIB 定義に同じ名前が付いていることを確認します。ZIP ファイルをアッ
プロードする場合、そのファイル名を好きなように指定できますが、その中に含まれている MIB ファ
イルも同じ規則に従う必要があります（例：MyMibs.zip は、ZIP 内のすべての MIB ファイルがその
MIB 名に一致していれば許容可能です）。
ステップ 5 デバイスで作成したポリシーをアクティブ化する前にテストするには、[テスト（Test）] タブをクリックし
て、新しいポリシーをテストするデバイスを選択します。
ステップ 6 指定したデバイスでポリシーを即座にアクティブ化するには、[保存してアクティブにする（Save and
Activate）] をクリックします。
ステップ 7 MIBポーリングデータを表示するには、作成したポリシーの名前を使用して[パフォーマンス（Performance）]
ダッシュボードの汎用ダッシュレットを作成します。
（注）

Cisco ASR デバイスの SNMP ポーリングの日付を表示するには、CPU 使用率の場合は show platform
hardware qfp active datapath utilization | inc Processing コマンドを、メモリ使用率の場合は show platform
hardware qfp active infrastructure exmem statistics | sec DRAM コマンドを使用する必要があります。

過去のモニタリングポリシーデータ収集のステータスの
確認
モニタリング ポリシーの過去のデータ収集を確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー（Monitoring
Policies）] を選択し、[マイ ポリシー（My Policies）] をクリックします。
ステップ 2 ポリシーを見つけ、[収集ステータス（Collection Status）] の下にある [詳細（Details）] をクリックして [収
集データ（Collection Data）] ダイアログを開きます。デバイスに対してポーリングを行ったパラメータを
確認するには、[パラメータ（Parameter）] 列のテキストの上にマウスを重ねます。
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ポリシーでモニタするデバイス セットの変更

ポリシーでモニタするデバイス セットの変更
モニタリング情報の収集頻度（ポーリング間隔）をカスタマイズできます。すべてのポリシー
にこれらの設定がすべて含まれているわけではありません。たとえば、統計情報だけを収集す
るポリシーには、しきい値やアラームが関連付けられていない可能性があります。

ステップ 1 Monitor > Monitoring Policies > My Policies を選択してから、編集するポリシーを選択します。
ステップ 2 編集するポリシーを確認して [Edit] をクリックします。
ステップ 3 [デバイスの選択（Device Selection）] ドロップダウン リストをクリックします。
ステップ 4 必要に応じてデバイスを選択および選択解除します。
ステップ 5 [Save and Activate ] をクリックしてポリシーを保存し、選択したデバイスですぐにアクティブ化します。

モニタリング ポリシーのポーリングの変更
モニタリング情報の収集頻度（ポーリング間隔）をカスタマイズできます。すべてのポリシー
にこれらの設定がすべて含まれているわけではありません。たとえば、統計情報だけを収集す
るポリシーには、しきい値やアラームが関連付けられていない可能性があります。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー（Monitoring
Policies）] を選択し、[マイ ポリシー（My Policies）] をクリックします。
ステップ 2 編集するポリシーを選択して、[編集（Edit）] をクリックします。
ステップ 3 ポーリング頻度を調整します。ポーリングの調整方法は、モニタリング ポリシーのタイプに応じて異なり
ます。
• すべての属性に 1 つのポーリング頻度を適用するポリシー：ポーリング頻度を調整するには、[ポーリ
ング頻度（Polling Frequency）] ドロップダウンリストから新しい間隔を選択します。ポーリングを無
効にするには、ページ下部にある [保存して非アクティブ化（Save and Deactivate）] をクリックしてポ
リシーを非アクティブ化します。
• 属性ごとにポーリング頻度を設定するポリシー：特定の属性のポーリング設定を変更するには、属性
の行をダブルクリックして設定を変更します。[ポーリングなし（No Polling）] を選択すると、その属
性のポーリングだけが無効になります。
ポリシーですべての属性のポーリングを無効にするには、ページ下部にある [保存して非アクティブにする
（Save and Deactivate）] をクリックしてポリシーを非アクティブにします。次の手順に進まないでくださ
い。
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ステップ 4 ポリシーを保存して選択したデバイスで即座にアクティブ化する場合は [保存してアクティブにする（Save
and Activate）] をクリックします。

モニタリングポリシーのしきい値およびアラーム動作の
変更
問題を示すしきい値と、問題が検出された場合に Cisco EPN Manager で情報イベントまたは（任
意の重大度の）アラームを生成するかどうかをカスタマイズできます。すべてのポリシーにこ
れらの設定がすべて含まれているわけではありません。たとえば、統計情報だけを収集するポ
リシーには、しきい値やアラームが関連付けられていない可能性があります。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー（Monitoring
Policies）] を選択し、[マイ ポリシー（My Policies）] を選択します。
ステップ 2 編集するポリシーを選択して、[編集（Edit）] をクリックします。
ステップ 3 変更するパラメータを検索します。パラメータを検索するには、[パラメータ（Parameters）] テキスト ボッ
クスに文字列を入力します。
ステップ 4 パラメータを展開します。既存の条件を変更するか、新しい条件を追加することができます。次の図では、
Cisco ASR 9000 デバイスの CPU 使用率のしきい値とアラームが指定されています。
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（注）

次の表に示すように、各メトリックに対して設定できるしきい値は合計 50 個までです。

ステップ 5 操作が完了したら、[保存してアクティブにする（Save and Activate）] をクリックして、選択したデバイス
にポリシーを保存して即座にアクティブにします。

パフォーマンス テストの実行
パフォーマンス テストを実行すると、Cisco EPN Manager がリアルタイムでネットワーク デバ
イスに接続して情報を取得します。一方、レポートにはデータベースに保存された履歴データ
が使用されます。詳細については、実行するテストの種類に応じて次のトピックを参照してく
ださい。
• EVC の Y.1564 に基づくパフォーマンス テスト （850 ページ）
• EVC の Y1731 に基づくパフォーマンス テスト （854 ページ）
• 光回線のパフォーマンス テスト （855 ページ）
• 回線エミュレーション サービスのパフォーマンス テスト （858 ページ）
Cisco EPN Manager は、OTS 光リンクでの OTDR パフォーマンス テストの実行もサポートして
います。詳細については、OTS リンクでの OTDR パフォーマンス テストの実行 （286 ページ）
を参照してください。

OTS リンクでの OTDR パフォーマンス テストの実行
光タイム ドメイン反射率計（OTDR）テストは、光ファイバの長さに応じた減衰のグラフィカ
ルなシグネチャであり、リンク コンポーネント（ケーブル、コネクタ、スプライス）の性能に
関する分析情報を提供します。OTS リンク関連の問題（デバイスやスプライスの劣化、ケーブ
ルの曲げなど）のリモート診断が可能です。
OTDR テストは、TNC カードの OTDR ポートに接続されている OTS リンクでのみ開始できま
す。

（注）

NCS1001 デバイスの場合、デフォルトの xml 設定がデバイス設定によって異なる場合
は、/opt/CSCOlumos/conf/ncs1k-otdr-ports.xml にデバイス固有の設定を含む .xml ファイルを追加
する必要があります。これにより、EDFA 回線ポートに関連付けられた OTS リンクと OTDR
ポート間のアソシエーション/接続が提供されます。
次の表に示すように、OTDR 機能の一部は特定のユーザ グループに制限されています。
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ユーザ グループ

OTDR スキャン OTDR スキャン OTDR スキャン ベースライ
結果の表示
の実行と分析 の設定
ンの設定

Web GUI

Root

対応

対応

対応

対応

スーパーユーザ

対応

対応

対応

対応

Admin

対応

対応

対応

対応

Config Managers

対応

対応

対応

対応

System Monitoring 対応

対応

×

対応

OTDR スキャンには、リンク テーブルの [アクション（Actions）] メニューまたは [インター
フェイス360（Interface 360）] ビューからアクセスできます。[OTDRスキャン（OTDR Scan）]
メニュー オプションは、OTDR がサポートされているリンクまたはインターフェイスでのみ使
用できます。
OTDR スキャンを実行する手順は次のとおりです。

ステップ 1 次のいずれかの方法で OTDR スキャン ウィンドウにアクセスします。
• [インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [リンク（Links）] を選択します。目的の OTS リ
ンクを選択し、[アクション（Actions）] > [OTDRスキャン（OTDR Scan）] を選択します。
• テストするリンクのどちらかの側の [インターフェイス360（Interface 360）] ビューを開き、[アクショ
ン（Actions）] > [OTDRスキャン（OTDR Scan）] を選択します。
[OTDRスキャン（OTDR Scan）] ウィンドウが開いて、このリンクの最後のスキャン結果が表示されます。
ステップ 2 [設定（Configure）] タブで、リンクの両側の OTDR 設定を確認し、必要に応じて変更します。OTDR ポー
ト値の設定 （289 ページ）を参照してください。
ステップ 3 [Scans] タブで、[Change Scan Direction）] の横にある矢印をクリックして領域を展開し、方向設定を表示し
ます。[スキャン方向（Scan Direction）] 領域に、選択した OTS リンクの A 側と Z 側が表示され、テストを
実行する方向を選択できます。
ステップ 4 [スキャン方向（Scan Direction）] で、関連する矢印をクリックしてテストの方向を選択します。各方向矢
印の上には、その方向の最後のスキャンが実行された時期を示す情報が表示されます。
テーブルには、選択した方向のすべてのシステム、ベースライン、およびインポートされたスキャンが表
示されます。次の操作を実行できます。
• 使用可能な場合は、マグアイコンをクリックして最新のスキャンをダウンロードするか（使用可能な
場合）、または 1 つまたは複数のスキャンを選択し、円矢印をクリックして複数のスキャンをダウン
ロードします。
（注）

デバイスから EPNM にスキャン結果を表示/ダウンロードするには、TFTP を有効にする必要
があります。

ステップ 5 テーブルから目的のスキャンを選択し、[Start new scan] アイコンをクリックします。
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• テーブルでスキャンが選択されていない場合は、自動モード用に新しいスキャンが作成されます。同
じ距離プロファイルから最大 2 つのスキャンを選択してスキャンを実行できます。
• スキャンが完了すると、スキャン結果が、指定した距離プロファイル（km）上の電力測定値（dB）と
ともにグラフィカル表示されます。ベースライン グラフを表示して、最後のスキャン読み取り値と比
較することもできます。
• [i] アイコンをクリックすると、[Events] タブに、距離（km）、ベースライン読み取り値（dB）、およ
び以前のスキャン読み取り値（dB）を含むテーブルが表示されます。ベースラインとスキャン結果の
比較である相対/絶対しきい値が表示されます。[タイプ（Type）] フィールドを使用して、イベントの
詳細の [反射（Reflection）]、[挿入損失（Insertion Loss）]、または [反射と損失（Reflection with Loss）]
をフィルタリングします。イベントを分析するには、テーブルでイベントを選択して [イベントの分析
（Analyze Event）] をクリックします。これにより、イベントの特定の場所でスキャンが再実行されま
す。
（注）

• しきい値がデバイスに設定された値を超えると、アラームが発生します。[Reflection]、
[Insertion Loss]、および [Reflection with Loss] の情報は、[Type] フィールドのアイコンを
使用すると再表示されます。
• 繰り返しおよびしきい値は、NCS1001 デバイスではサポートされません。
• NCS2K デバイスの場合、新しいスキャンを開始するときに、[高速（Fast）] スキャンと
[ハイブリッド（Hybrid）] スキャンのいずれかを選択できます。このオプションは、
NCS1001 デバイスでは使用できません。

• Geo マップのコンテキスト内にスキャン結果を表示するには、[Geoマップで表示（View on Geo Map）]
をクリックします。Geo マップでの OTDR スキャン結果の表示 （292 ページ）を参照してください
図 7 : [スキャンイベントの詳細（Scan Event Details）] の表示
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ステップ 6 （任意）[ベースラインの設定（Set Baseline）] をクリックして、OTDR テストのベースラインを設定しま
す。ベースラインを設定すると、最後のスキャン結果と比較できます。
[ベースラインの設定（Set Baseline）] は NCS1001 デバイスではサポートされていません。
ステップ 7 スキャン結果をエクスポートするには、OTDR スキャン結果のエクスポート （291 ページ）を参照してく
ださい。
ステップ 8 スキャンをインポートするには、OTDR スキャンのインポート （291 ページ）を参照してください。
ステップ 9 定義した一定の間隔で OTDR スキャンを実行するようにスケジュールするには、OTDR スキャンの繰り返
しのプロビジョニング （290 ページ）を参照してください。

OTDR ポート値の設定
OTDR スキャンでは、各セクターの TNCS カードのデフォルト設定を使用するか、必要に応じ
て設定を変更できます。

ステップ 1 「OTS リンクでの OTDR パフォーマンス テストの実行」トピックの説明に従って、OTDR スキャン ペー
ジにアクセスします。
ステップ 2 [設定（Configure）] タブの [デバイス（Device）] ドロップダウンリストからデバイスを選択します。次の
列にデフォルト値を持つすべてのセクターがテーブルに一覧表示されます。
• スキャンステータス（Scan Status）：スキャンの累積ステータス
• 損失感度（dB）（Loss Sensitivity (dB)）
• 反射感度（dB）（Reflection Sensitivity (dB)）
• 始点（km）（Start Point (km)）
• 終点（km）（End Point (km)）
• パルス幅（マイクロ秒）（Pulse Width (microseconds)）
• 解像度（m）（Resolution (m)）
• 測定時間（s）（Measure Time (s)）
• ベースライン（Baseline）：デフォルトでは設定されていない
• しきい値損失（dB）（Threshold Loss (dB)）
• しきい値反射（dB）（Threshold Reflection (dB)）
• 繰り返し（Recurrence）：デフォルトでは設定されていない
OTDR の測定範囲は、各セクターに定義された光ファイバ スパンに基づいて分類されます。OTDR 測定セ
クターは以下のとおりです。
• ゾーン #1：距離 0 ～ 1 km
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• ゾーン #2：距離 0 ～ 25 km
• ゾーン #3：距離 0 ～ 80 km
• ゾーン #4：全距離
• エキスパート モード：カスタム距離設定の場合は、始点パラメータと終点パラメータを編集できま
す。
• 自動モード（システム検出）：終点パラメータが自動的に定義されます。
（注）

NCS1K デバイスの場合、[Expert Mode] と [Auto Mode (System Detect)] のみがサポートされます。
[設定（Configure）] タブに表示されている距離プロファイルのパラメータは、30 秒ごとに更新さ
れます。

ステップ 3 デバイスの OTDR 設定を変更するには、[デバイスのOTDR設定（Device OTDR Settings）] ハイパーリンク
をクリックします。OTDR 設定の詳細については、光インターフェイスのプロビジョニング （440 ページ）
の「OTDR 自動スキャンの設定」を参照してください。
ステップ 4 セクターのパラメータを編集するには、テーブルで目的の距離プロファイルを選択して [編集（Edit）] を
クリックします。ポップアップ ウィンドウが表示されます。
ステップ 5 ポップアップ ウィンドウで、以下を実行できます。
• ゾーン #1 ～ゾーン #4 の場合は、[損失感度（dB）（Loss Sensitivity (dB)）]、[反射感度（dB）（Reflection
Sensitivity (dB)）]、[しきい値損失（dB）（Threshold Loss (dB)）]、[しきい値反射（dB）（Threshold
Reflection (dB)）]、および [繰り返し（Recurrence）] の値を編集できます。スキャンの繰り返しの設定
については、OTDR スキャンの繰り返しのプロビジョニング （290 ページ）を参照してください。
• エキスパート モードの場合は、スキャン ステータスとベースラインを除き、テーブル内のすべての列
を編集できます。
• 自動モードの場合は、[損失感度（dB）（Loss Sensitivity (dB)）]、[反射感度（dB）（Reflection Sensitivity
(dB)）]、[しきい値損失（dB）（Threshold Loss (dB)）]、[しきい値反射（dB）（Threshold Reflection
(dB)）]、および [繰り返し（Recurrence）] の値を編集できます。[終点（End Point）] の値（OTDR ス
キャンの光ファイバ スパンの長さ）は自動的に定義されます。スキャンの他の値（[パルス幅（Pulse
Width）]、[測定時間（Measure Time）]、[解像度（Resolution）]）は、検出された光ファイバ スパンの
長さに基づいて設定されます。
絶対しきい値を有効にするには、[OTDR設定（OTDR Settings）] ページで [絶対光ファイバパスの不合格基
準（Absolute Fiber Pass Fail Criteria）] チェックボックスをオンにする必要があります。
ステップ 6 [保存（Save）] をクリックします。

OTDR スキャンの繰り返しのプロビジョニング
選択したポートで OTDR スキャンの繰り返しを設定するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1 [OTDRスキャン（OTDR Scan）] ページの [設定（Configure）] タブで、[デバイス（Device）] ドロップダウ
ンリストから、定期的なスキャンをプロビジョニングするポートを選択します。
ステップ 2 該当する距離プロファイルを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。ポップアップ ウィンドウが表示
されます。
ステップ 3 [繰り返し（Recurrence）] 領域で、次のいずれかを選択してスキャン頻度を設定します。
• [なし（None）]：繰り返しは設定されない（デフォルト）。
• [毎週（Weekly）]：毎週繰り返すスキャンをスケジュールするには、ステップ 4 （291 ページ） に進み
ます。
• [間隔（Intervals）]：詳細に指定した定期的なスキャンをスケジュールするには、ステップ 5 （291 ペー
ジ） に進みます。
ステップ 4 [曜日（on）] ドロップダウンリストから希望する曜日を選択し、時間と分を入力します。
ステップ 5 0 ～ 365 の範囲で目的の日数を選択し、時間と分を入力します。
ステップ 6 [保存（Save）] をクリックします。

OTDR スキャン結果のエクスポート
スキャン結果をローカル マシンにエクスポートできます。

ステップ 1 エクスポートファイルを作成するスキャンを選択します。
ステップ 2 [Export Scans] アイコンをクリックします。
エクスポートしたファイル（.sor 形式）がローカル マシンにダウンロードされます。

OTDR スキャンのインポート
スキャン結果をローカルからインポートできます。

ステップ 1 [Import Scans] アイコンをクリックします。
[Import Scan (.sor)] ウィンドウが表示されます。
ステップ 2 [Browse] をクリックし、インポートする必要がある .sor ファイルを選択します。
ステップ 3 ドロップダウンリストから [Distance Profile] を選択します。
ステップ 4 方向を示す目的の線をクリックして、[Scan Direction] を選択します。
ステップ 5 [インポート（Import）] をクリックします。
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Geo マップでの OTDR スキャン結果の表示
OTDR スキャン結果を Geo マップのコンテキストに表示して、問題が発生している光ファイバ
のロケーションを特定できます。たとえば、OTDR テストでリンク エンドポイントから 20 km
の集中損失が報告された場合、その地理的な位置をマップ上で可視化できます。
前提条件：
• 光ファイバを Geo マップ上に表示するには、光ファイバ データと座標を含む KML ファイ
ルをインポートする必要があります。を参照してくださいKML ファイルからのロケーショ
ン データのインポート （257 ページ）。
• OTDR スキャンを実行する OTS リンクが光ファイバに関連付けられている必要がありま
す。光ファイバへのリンクの関連付け （255 ページ）を参照してください。
• A 側デバイスと Z 側デバイスが Geo マップにマッピングされている必要があります。Geo
マップへのマップされていないデバイスの配置 （249 ページ）を参照してください。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 OTDR スキャンを起動します。
ステップ 2 スキャン パラメータを定義してスキャンを実行しま
す。
ステップ 3 [Geoマップで表示（View on Geo Map）] をクリック Geo マップが開きます。OTDR スキャン結果のグラ
フが左側に表示されます。Geoマップがズームされ、
します。
関連するデバイス、リンク、および光ファイバ（紫
色で強調表示）が表示されます。
ステップ 4 OTDR スキャン結果のグラフ内のポイントをクリッ Geoマップの光ファイバ上の正確な位置にロケーショ
クします。
ン アイコンが表示され、光ファイバに沿った距離
（km）、正確な座標、住所など、ロケーションに関
する情報がポップアップ パネルに表示されます。
（注）

正確なロケーションを計算できない場合、
ロケーション アイコンは、正確なロケー
ションの特定の半径内に収まるおおよその
位置を示します。ポップアップ パネルに
半径（km）が表示され、マップ内のロケー
ションアイコンを囲む円が、正確なロケー
ションの半径内に収まるおおよその位置を
示します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5 必要に応じて OTDR スキャン ページに戻るには、
OTDR スキャン結果のグラフの下にある [OTDR] リ
ンクをクリックします。

レポートを使用したネットワークパフォーマンスのモニ
タ
Cisco EPN Manager は、ネットワークのパフォーマンスをモニタするのに役立つさまざまなレ
ポートを提供します。次に例を示します。
• 環境温度、CPU とメモリの使用率
• インターフェイス エラーと破棄
• キャリア イーサネット デバイスの場合：IPSLA イーサネット OAM、PWE3、QoS、およ
びその他の CE レポート
• 光デバイスの場合：イーサネット、OTN、SDH/SONET、およびその他の光レポート
パフォーマンス レポートを実行すると、データベースに保存されている履歴データが取得され
ます。レポートには、Cisco EPN Manager が収集するように設定されているデータ、つまりモ
ニタリング ポリシーを使用して収集およびモニタされるデータのみが表示されます。（イベン
トおよびアラーム関連のレポートではモニタリング ポリシーを有効にする必要はありません。
そのデータは自動的に収集されます。）さまざまなレポートに対してどのモニタリング ポリ
シーを有効にする必要があるかについては、使用可能なレポート （342 ページ） を参照してく
ださい。
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アラームとイベントのモニタリング
• アラームおよびイベントとは （295 ページ）
• アラームおよびイベントはどのように作成および更新しますか。 （296 ページ）
• サポートされるイベント （300 ページ）
• アラームとイベント管理の設定 （300 ページ）
• イベントとアラームのバッジと色の解釈 （306 ページ）
• アラームの検索および表示 （306 ページ）
• アラームの追跡とモニタリング （311 ページ）
• トポロジ マップでの特定のアラームの表示 （311 ページ）
• 根本原因と相関アラームを表示する （312 ページ）
• トラブルシューティングと詳細なアラーム情報の取得 （313 ページ）
• アラームの確認とクリア （316 ページ）
• アラームへの注釈の追加 （319 ページ）
• アラームがトリガーされる方法の管理（アラームしきい値） （319 ページ）
• イベントの表示（汎用イベントを含む) （320 ページ）
• CSV ファイルまたは PDF ファイルへのアラーム、イベント、または syslog のエクスポー
ト （321 ページ）
• アラーム ポリシーとは （322 ページ）
• アラームおよびイベントの通知ポリシー （325 ページ）
• シスコからサポートを受ける （325 ページ）
• Cisco EPN Manager 内の問題への対応 （325 ページ）

アラームおよびイベントとは
イベントとは、特定の時点で発生する個別のインシデントです（ポート ステータスの変更、デ
バイスが到達不能になるなど）。イベントは、ネットワーク内のエラー、障害、または例外的
な状況を示す場合があります。また、イベントは、それらのエラー、障害、または状況のクリ
アを示す場合もあります。イベントには重大度が関連付けられています（これは、アラーム重
大度レベルの変更 （1082 ページ）の説明に従って調整できます）。
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アラーム は、1 つ以上の関連イベントへの Cisco EPN Manager 応答です。特定のイベントだけ
がアラームを生成します。アラームには、状態（クリア済みまたはクリアされていない）と重
大度（クリティカル、メジャー、マイナーなど）があります。アラームは、最新のイベントの
重大度を継承します。クリア イベントが生成されるまで（またはアラームが手動でクリアされ
るまで）、アラームは開いたままです。
関連トピック
アラームおよびイベントはどのように作成および更新しますか。 （296 ページ）
アラームの確認とクリア （316 ページ）
イベントとアラームのバッジと色の解釈 （306 ページ）

アラームおよびイベントはどのように作成および更新し
ますか。
Cisco EPN Manager は、IPv4 と IPv6 の両方のデバイスの SNMP トラップ、syslog、および TL1
メッセージを処理します。これは、これらのイベントに対する応答方法を決定するイベント カ
タログを維持します。以下のフローチャートは、これらのアラームやイベントの処理方法を表
します。
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図 8 : アラーム処理フローチャート

Cisco EPN Manager は、イベントを処理するときに次の一般的手順を実行します。
1.

受信した SNMP トラップ、syslog、または TL1 メッセージについて、イベント カタログを
確認して、（一般的な処理ではなく）上位レベルの処理が必要かどうかを確認します（raw
イベントを調べ、事前定義済みのパターンがないかを確認することにより）。
• raw イベントをカタログに一致させることができない場合、イベントは、汎用イベン
トと見なされ、一般的な処理が行われます。汎用イベントはGUIに表示され、通知で
転送できます。（汎用イベント処理は無効にできます。汎用トラップおよび Syslog の
処理の無効化および有効化 （1090 ページ）を参照）。これにより、Cisco EPN Manager
が受信したトラップおよび syslog が破棄されないようになります。つまり、一般的な
処理が行われて汎用イベントが作成されるか、上位レベルの処理が行われてアラーム
や処理済みイベントが作成されるかのいずれかになります。
• raw イベントをカタログに一致させることができる場合、raw イベントは上位レベル
の処理の対象と見なされ、Cisco EPN Manager によって、処理済みイベントが重大度お
よび（場合によっては）アラームとともに作成されます。

2.

イベントの原因となっているデバイスおよびデバイス コンポーネントを特定します（イベ
ントの場所を特定します）。
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3.

サポートされているイベントによってインベントリ収集がトリガーされるかどうかをチェッ
クします。
一部のイベントには、収集が必要な情報を Cisco EPN Manager に指示する特定のルールが
あります。詳細については、次を参照してください。 インベントリはどのように収集され
ていますか。 （59 ページ）

4.

イベントの重大度が [情報（INFO）] または [クリア済み（CLEARED）] かどうかを確認し
ます。
• [情報（INFO）] または [クリア済み（CLEARED）] の場合、Cisco EPN Manager はイ
ベントを保存し、GUI に表示します。
• 他の重大度の場合、Cisco EPN Manager は新しいアラームを作成する必要があるかどう
かを評価します（次のステップ）。

5.

アラームがすでに存在するか、新しいアラームを作成する必要があるかどうかを確認しま
す。
• アラームが存在する場合、Cisco EPN Manager は、イベントを既存のアラームに関連付
けます。アラームの重大度が、新しいイベントの重大度に対応するように変更され、
アラームのタイム スタンプが更新されます。これがクリア イベント（リンク アップ
イベントなど）の場合、アラームが作成されます。

（注）

場合によっては、デバイスがクリア アラームを生成しないことが
あります。管理者は、アラームの自動クリア間隔の変更（1084ペー
ジ）の手順に従って、アラームの自動クリア間隔を設定する必要
があります。

• アラームが存在しない場合、Cisco EPN Manager は新しいアラームを作成し、これにイ
ベントと同じ重大度を割り当てます。
6.

新規または既存のアラームを他のアラームに関連付けることができるかどうかを確認しま
す。（アラームは、イベントではなく、他のアラームに関連付けられていることに注意し
てください）関連付けることができる場合、Cisco EPN Manager によって次のことが実行
されます。
• 原因となっているアラームを根本原因アラームとして特定します。
• 結果として生じたアラームを症状アラームとして特定します。
関連付けられたアラームでクリアされていないものを特定するには、[アラームおよびイベ
ント（Alarms and Events）] テーブルの [関連付けられたアラーム（Correlated Alarms）] タ
ブを確認します。これらの種類のアラームの詳細については、根本原因と相関アラームを
表示する （312 ページ）を参照してください。
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例：リンク ダウン アラーム
この例では、Cisco EPN Manager はデバイスからリンク ダウン トラップを受信してリンク ダウ
ン イベントを生成します。ポートが動作していないため、Cisco EPN Manager はリンク ダウン
アラームも生成します。

Cisco EPN Manager はデバイスからリンク アップ トラップを受信すると、リンク アップ イベ
ントを生成してアラームをクリアします。

ポートがメンテナンスのためにダウンしているか、またはネットワーク管理者によって無効に
されている場合、Cisco EPN Manager は重大度が MINOR のリンクダウンアラームを生成しま
す。このアラームの重大度を変更するには、[システム設定（System Settings）] > [アラーム設
定（Alarm Settings）] > [アラームの重大度と自動消去（Alarm Severity and Auto Clear）]で
[リンクダウン（管理者ダウン）（Link down(admin down)）] フラグを変更します。詳細につい
ては、「アラーム重大度レベルの変更 （1082 ページ）」を参照してください。

フラッピング イベントとフロー制御
フラッピングとは、同じアラームに関連するイベント通知が連続して大量に発生することで
す。障害によってイベント通知が繰り返された場合に起きる可能性があります（コネクタの取
り付けが緩いケーブルなど）。同じタイプの複数のイベントが同じソースに関連付けられてお
り、短期間に繰り返されている場合、フラッピングイベントとして識別され、CiscoEPNManager
によってフラッピング イベントのアラームが生成されます。このアラームは、300 秒以内に同
じイベントが 5 回発生した場合に生成されます。インターフェイス ダウン、インターフェイス
アップ、インターフェイス ダウン、インターフェイス アップ、インターフェイス ダウンなど
の順番の 5 つのオカレンスが考えられます。
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フラッピング イベントのアラームが生成されると、デバイスは継続的な同期状態になります。
これにより、デバイスでサービス プロビジョニングや OAM などのデバイス設定を展開できな
くなります。ところが Cisco EPN Manager の場合、モニタ対象デバイスでフラッピング アラー
ムが発生すると、Cisco EPN Manager によってこのアラームが検出され、デバイスのフラッピ
ング状態がクリアされるまでアラームの更新が停止されます。
フラッピング イベントとして検出されたアラームは、終了条件（300 秒以内に同じイベントが
発生しなかった場合にアラームがクリアされる）に基づいてクリアされます。これにより、イ
ベントのフローを制御してデバイス同期の不要なトリガーを回避できます。

サポートされるイベント
Cisco EPN Manager でサポートされているイベントの詳細については、次のドキュメントを参
照してください。
• Cisco Evolved Programmable Network Manager のサポート対象トラップ
• Cisco Evolved Programmable Network Manager のサポート対象 Syslog
• Cisco Evolved Programmable Network Manager のサポート対象 TL1 メッセージ
サポートされていないイベントの処理方法については、イベントの表示（汎用イベントを含む)
（320 ページ） を参照してください。

アラームとイベント管理の設定
• アラームとイベントの表示設定のセットアップ （301 ページ）
• アラーム サマリーのカスタマイズ （304 ページ）
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（注）

アドバンス ユーザは、Cisco EPN Manager の Representational State Transfer（REST）API を使用
して、デバイスの障害情報にアクセスすることもできます。API の詳細については、Cisco EPN
Manager ウィンドウの右上にある
Help）] を選択します。

をクリックし、[ヘルプ（Help）] > [APIヘルプ（API

アラームとイベントの表示設定のセットアップ
Cisco EPN Manager の [アラーム（Alarms）] および [イベント（Events）] テーブルには、デフォ
ルトで最後の 4000 個のアラームまたはイベントが表示されます。Cisco EPN Manager は、キャッ
シュ内で使用可能な情報のみを表示できます（4000 未満の場合もあります）。4,000 を超える
アラームまたはイベントを表示する場合は、テーブルの上にある [アラーム履歴の表示（Show
Alarm History）] をクリックします。

（注）

4,000 のアラームとイベントの一覧には、表示されないクリアされたアラームも含まれていま
す。開いているすべてのアラームを表示するには、[アラーム履歴の表示（ShowAlarmHistory）]
をクリックします。
Cisco EPN Manager ウィンドウの右上にある
をクリックし、[マイプリファレンス（My
Preferences）] を選択すると、次のアラームおよびイベントの表示をカスタマイズできます。変
更を加えたら、[保存（Save）] をクリックして新しい設定を適用します。確認済み、クリア済
み、割り当て済みアラームを表示するかどうかなどのその他の設定は、管理者によってグロー
バルに制御されます。（確認済み、クリア済み、および割り当て済みのアラームのグローバル
表示と検索設定を構成する （1079 ページ） を参照）。
ユーザプリファ 説明
レンス設定
[アラームおよび [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] ページの自動更新を有効ま
イベント
たは無効にします。有効にすると、[アラームのまとめ（Alarm Summary）]
（Alarms &
のアラーム数を更新の設定に従ってページが更新されます。
Events）] ペー
ジの自動更新
[アラームのまと [アラームのまとめ（Alarm Summary）] のアラーム カウントの更新間隔を設
め]のアラームカ 定します（デフォルトは 1 分です）（アラーム サマリーのカスタマイズ （
ウントを___分/ 304 ページ） を参照）。
秒ごとに更新
（Refresh Alarm
count in the
Alarm Summary
every ___
minutes/seconds）
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ユーザプリファ 説明
レンス設定
[アラームおよび
イベント
（Alarms &
Events）] ペー
ジの [アラーム
バッジング
（Alarm
Badging）] の有
効化

ユーザが [アラームバッジング（Alarm Badging）] を有効にすると、[モニタ
（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよ
びイベント（Alarms & Events）] ページでデバイス グループの横にアラー
ム重大度のアイコンが表示されます。

[アラーム
（Alarm）]の有
効化 [確認
（Acknowledge）]
[警告メッセージ
（Warning
Message）]

（注）

この設定は、[確認済みのアラームを非表示（Hide Acknowledged
Alarms）] も有効になっている場合にのみ設定できます。その設定
はデフォルトで無効になっています（前の表を参照）。

ユーザがアラームを選択して [ステータスの変更（Change Status）] > [確認
（Acknowledge）] を選択したときに、次のメッセージが表示されないよう
にします。
「警告：今このアラームを確認すると、7日以内に元のイベントが再び発生
した場合は、このアラームは生成されません。（Warning: This alarm will
not be generated, if the original event recurs again, within next 7 days, as it is
acknowledged now.）」「確認せずにアラームをクリアすると、イベントが
再び発生した場合にアラームが生成されます。（Clearing the alarm instead
of acknowledging will cause the alarm to be generated if the event recurs
again.）」「アラーム確認を続行しますか。（Proceed with alarm
acknowledgment?）」

「この状態のす
べてをクリア」
に対する確認プ
ロンプトの無効
化

ユーザがアラームを選択して [ステータスの変更（Change Status）] > [この
状態のすべてをクリア（Clear all of this condition）] を選択したときに、次
のメッセージが表示されないようにします。
「この状態のすべてのアラームをクリアしてよろしいですか。（Are you
sure you want to clear all alarms of this condition?）」
（デフォルトでは無効）
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ユーザプリファ 説明
レンス設定
「この状態のす
べてをクリア」
に対する「重大
度を [情報
（Information）]
に設定」プロン
プトの無効化

ユーザがアラームを選択して [ステータスの変更（Change Status）] > [この
状態のすべてをクリア（Clear all of this condition）] を選択したときに表示
される次のメッセージを無効化します。
「選択したアラームの状態の重大度を[情報（Information）]に設定します
か。（Do you want to set the severity for the selected alarm's condition to
Information?）」
「警告：これはシステム全体の変更で、この状態に関する今後のアラームが
作成されなくなります。（WARNING: This is a system-wide change that will
prevent creation of future alarms of this condition.）」「この変更は、[システ
ム設定（System Settings）]の[重要度設定（Severity Configuration）]ページ
で元に戻すことができます。（You can undo this change on the Severity
Configuration page under System Settings.）」
（デフォルトでは無効）
（注）

十分な権限を持つユーザは、確認済み、クリア済み、および割り
当て済みのアラームのグローバル表示と検索設定を構成する（1079
ページ）の手順を使用して重大度を元の値にリセットできます。

[アラームのまと [アラームのまとめ（Alarm Summary）] に表示される内容を管理します（ア
め（Alarm
ラーム サマリーのカスタマイズ （304 ページ） を参照）。
Summary）]
ツールバーのア
ラーム カテゴリ
の選択
特定の状態のア ユーザがアラームを選択し、[ステータスの変更（Change Status）] > [この
ラームをすべて 状態のすべてをクリア（Clear all of this condition）] を選択した場合。（デ
クリアする場
フォルトでは無効）
合、状態の重大
度を常に [情報
（Information）]
に設定する
新規の重大なア 重大なアラームのカウントを表示する通知ポップアップを有効にします。こ
ラームカウント のカウントは、[アラームのまとめ（Alarm Summary）] の [アラーム カウン
の通知の有効化 トの更新（Refresh Alarm count）] に設定されている間隔（アラーム サマリー
のカスタマイズ （304 ページ）を参照）に応じてアラーム間隔が更新される
と更新されます。未処理の重大なアラームのみが表示されます。
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重大なアラーム通知の表示
ネットワーク内の重大なアラームのカウントは、すべてのページに通知ポップアップとして表
示されます。カウントの更新は 1 分ごと、または [マイ設定（My Preferences）] ページの設定
に応じて一定の間隔で行われます。

[詳細の表示（Show Details）] ハイパーリンクをクリックすると、[モニタ（Monitor）] > [モニ
タリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] > [ア
ラーム（Alarms）] ページに重大なアラームの一覧が表示されます。

（注）

未処理の重大なアラームのみがカウントおよび表示されます。
通知はデフォルトでは有効になっていないため、[自分の環境設定（My Preferences）] ページか
ら有効にする必要があります。重大なアラーム カウントの通知を有効にする詳しい方法につい
ては、アラームとイベントの表示設定のセットアップ （301 ページ）を参照してください。

アラーム サマリーのカスタマイズ
表示するアラーム カテゴリを指定できます。
• Cisco EPN Manager [Cisco Prime Infrastructure] タイトル バーのアラーム カウント（ベル）
では、関心のあるアラーム カウントを視覚的に容易に確認できます。
• アラーム カウントをクリックしたときに起動する [アラームのまとめ（Alarm Summary）]
ポップアップ ウィンドウでは、次の図に示すように、アラーム カウントを重大度ともに
視覚的に容易に確認できます。
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この情報をカスタマイズするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [アラームのまとめ（Alarm Summary）] ポップアップ ウィンドウの左上にある [編集（Edit）] をクリック
します。これにより、[マイ プリファレンス（My Preferences）] が開きます。また、Web の GUI ウィンド
ウの右上にある
をクリックし、[マイ プリファレンス（My Preferences）] を選択しても、このページを
開くことができます。
ステップ 2 [アラームおよびイベント（Alarms & Events）] タブをクリックします。
ステップ 3 [アラームのまとめ（Alarm Summary）] の更新間隔を変更するには、[[アラームおよびイベント]ページと
[アラームのまとめ]のアラームカウントを次の間隔で更新（Refresh Alarms & Events page and Alarm count in
the Alarm Summary every）] ドロップダウンリストから数値を選択します。
ステップ 4 [アラームのまとめ（Alarm Summary）] に表示する情報を指定するには、[アラームカテゴリ（Alarm
Categories）] 領域に移動します。[表示するデフォルトカテゴリ（Default category to display）] ドロップダウ
ンリストから [アラームのまとめ（Alarm Summary）] を選択します。対応するチェックボックスを選択ま
たは選択解除して、必要なアラーム カテゴリを有効または無効にします。
ステップ 5 [保存（Save）] をクリックして、[自分の環境設定（My Preferences）] ウィンドウで行った変更を確定しま
す。
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イベントとアラームのバッジと色の解釈
ネットワークに問題がある場合、Cisco EPN Manager は問題が発生している要素にアラームま
たはイベントのアイコンを表示して、問題をフラグします。アラーム重大度アイコン（306ペー
ジ）にアイコンとその色を示します。

アラーム重大度アイコン
次の表に、Web GUI のさまざまな部分に表示されるアイコンのアラームの色とその重大度を示
します。
重大度ア 説明
イコン
クリティカル ア
ラーム

カラー

赤

メジャー アラーム オレンジ
マイナー アラーム 黄
警告アラーム

ライト ブルー

アラームはクリア 緑
済み。正常、OK
情報アラーム

青

不確定アラーム

暗い青色

アラームの検索および表示
アラームを表示するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] >
[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] に移動します。

（注）

[アラーム（Alarms）] タブのすべてのタブを正しく表示するには、Internet Explorer 11 ではなく
Microsoft Edge ブラウザを使用することをお勧めします。Dojo ウィジェットには Internet Explorer
11 の既知の制限があるためです。
次の表で説明するように、表示されるアラーム テーブルから特定のアラームを検索することが
できます。表の下に、カスタマイズ（プリセット）したフィルタを作成して保存する方法を説
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明します。アラームの詳細については、アラームの詳細を表示する （313 ページ）を参照して
ください。

（注）

デフォルトでは、認知済みアラームとクリア済みアラームは検索対象となりません。この動作
は、システム管理者が制御します。参照先 確認済み、クリア済み、および割り当て済みのア
ラームのグローバル表示と検索設定を構成する （1079 ページ）
検索対象のアラーム

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [ア
ラームおよびイベント（Alarms and Events）] の順に選択した後の操作

特定のデバイスに
よって生成されたア
ラーム

アクティブなアラームを確認する場合、デバイス名の横にある「i」ア
イコンをクリックしてデバイスの 360 度ビューを表示し、[アラーム
（Alarms）] タブをクリックします。クリアされたアラームを確認する
場合は、表「アラームおよびイベント」を参照してください。
クリアされたアラームまたは相関付けられたアラームを確認する場合、
該当するタブをクリックし、[場所（Location）] 列にデバイス名または
コンポーネントを入力します。ワイルドカードを使用できます。
特定のデバイスについて、シャーシ ビューを使用してデバイスのア
ラームを確認することもできます。シャーシ ビューでのアラームの表
示 （117 ページ）を参照してください。

特定の回線/VCによっ 1.
て生成されたアラー
ム

デバイス名の横にある [i] アイコンをクリックして [デバイス360
（Device 360）] ビューを表示し、[回線/VC（Circuit/VC）] タブを
クリックします。

2.

回線/VC 名の横にある [i] アイコンをクリックして [回線/VC 360
（Circuit/VC 360）] ビューを表示し、[アラーム（Alarms] タブをク
リックします。

回線/VC のアラーム情報を取得する別の方法については、回線/VC の
エラーのチェック （841 ページ）を参照してください。
ネットワーク内のす
べてのアラーム

[アラーム履歴の表示（Show Alarm History）] リンクをクリックしま
す。

自分に割り当てられ
ているアラーム

[表示（Show）] ドロップダウン フィルタ リストをクリックし、[自分
への割り当て（Assigned to me）] を選択します。このフィルタは、[ク
リア済みアラーム（Cleared alarms）] および [相関アラーム（Correlated
alarms）] タブでも使用できます。

未割り当てのアラー
ム

[表示（Show）] ドロップダウン フィルタ リストをクリックし、[未割
り当てのアラーム（Unassigned Alarms）] を選択します。このフィルタ
は、[クリア済みアラーム（Cleared alarms）] および [相関アラーム
（Correlated alarms）] タブでも使用できます。
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検索対象のアラーム

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [ア
ラームおよびイベント（Alarms and Events）] の順に選択した後の操作

クリア済みアラーム

[表示（Show）] ドロップダウン フィルタ リストをクリックし、[クリ
ア済みアラーム（Cleared Alarms）] を選択します。このフィルタは、
[クリア済みアラーム（Cleared alarms）] および [相関アラーム
（Correlated alarms）] タブでも使用できます。

Cisco EPN Manager タ アクティブなアラームを確認する場合：:
イムスタンプに基づ
• 過去 30 分間に発生したアラーム：[表示（Show）] ドロップダウ
く最新のアラーム
ン フィルタをクリックし、過去 5 分、15 分、または 30 分を選択
します（CEPNM タイムスタンプ）。
• 過去 24 時間に発生したアラーム：[表示（Show）] ドロップダウ
ン フィルタをクリックし、過去 1 時間、8 時間、または 24 時間を
選択します（CEPNM タイムスタンプ）。
• 過去 7 日間に発生したアラーム：[表示（Show）] ドロップダウン
フィルタをクリックし、過去 7 日間（CEPNM タイムスタンプ）
を選択します。
これらのフィルタは、クリアされたアラームと相関付けられたアラー
ムにも使用できます。クリア済みアラームと相関アラームではデバイ
ス タイムスタンプによるフィルタリングがサポートされていないた
め、フィルタに（CEONM タイムスタンプ）サフィックスはありませ
ん。（CEPNM タイムスタンプ）と（デバイス タイムスタンプ）の詳
細については、デバイス タイムスタンプと CEPNM タイムスタンプ （
310 ページ）を参照してください。
デバイスのタイムス
タンプに基づく最新
のアラーム

前の行と同じ手順ですが、（CEONM タイムスタンプ）サフィックス
が付いたフィルタを選択します。このフィルタは、クリア済みアラー
ムまたは相関アラームを検索する場合はサポートされません。

デバイスのグルー
プ、シリーズ、また
はタイプによって生
成されたすべてのア
ラーム

左側のナビゲーション ペインで、グループを選択します。このフィル
タは、クリアされたアラームと相関付けられたアラームにも使用でき
ます。

カスタマイズされた
フィルタを使用した
アラーム

高度なフィルタを作成して保存します（この表の後に続く手順を参
照）。

[Show] ドロップダウンリストのクイック フィルタまたは高度なフィルタを使用してデータを
フィルタリングし、特定のアラームを検索することもできます。
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アラームテーブルのデータのフィルタリング
特定のアラームを検索するには、[表示（Show）] ドロップダウンリストのクイックフィルタま
たは高度なフィルタを使用してデータをフィルタリングできます。クイック フィルタでは、列
の上部に入力したテキストに従って、列に表示されるコンテンツが絞り込まれます。高度な
フィルタを使用すると、「次を含まない（Does not contain）」、「等しくない（Does not
equal）」、「次で終わる（Ends with）」、「が空である（Is empty）」などの複数の演算子を
使用してフィルタを適用し、テーブル内のデータを絞り込むことができます。また、ユーザ定
義フィルタを作成することもできます。これを保存すると、[表示（Show）] ドロップダウンメ
ニューに追加されます。
EPNM でローカルに作成されたルートユーザと管理者ユーザには、他のユーザと共有できるパ
ブリックフィルタを作成するオプションがあります。また、（どちらかによって作成された）
パブリックフィルタを編集および削除することもできます。パブリックフィルタを作成するオ
プションは、ルートユーザと管理者ユーザのみが使用できます。他のユーザにはこのオプショ
ンがなく、デフォルトではプライベートユーザ定義フィルタのみを作成できます。
ユーザ定義フィルタを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 アラームの拡張テーブルの上にある [表示（Show）] をクリックし、[高度なフィルタ（Advanced Filter）]
を選択します。
ステップ 2 [高度なフィルタ（Advanced Filter）] データ ポップアップ ウィンドウで、高度なフィルタ条件を入力し、
[名前を付けて保存（Save As）] をクリックします。
ステップ 3 [フィルタの保存（Save Filter）] ダイアログボックスで、フィルタの名前を入力して [保存（Save）] をク
リックします。
a)

ルートユーザと管理者ユーザのみ：表示されるダイアログボックスで、次のいずれかのオプションを
選択します。
• フィルタを他のユーザと共有する場合は、[パブリック（Public）] を選択します。新しく作成された
フィルタは、[高度なフィルタ（Advanced Filters）] の下の [表示（Show）] ドロップダウンリストに追
加され、他のユーザが使用できます。
• フィルタを他のユーザと共有しない場合は、[プライベート（Private）] を選択します。新しく作成さ
れたフィルタは、[高度なフィルタ（Advanced Filters）] の下の [表示（Show）] ドロップダウンリスト
に追加されますが、他のユーザには表示されません。

（ルートユーザおよび管理者ユーザのみ）：ユーザ定義フィルタを編集または削除するには、
[表示（Show）] > [ユーザ定義フィルタの管理（Show Manage User Defined Filters）]をクリッ
クし、ユーザ定義フィルタを選択して [編集（Edit）] または [削除（Remove）] をクリックし
ます。
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[アラーム（Alarms）] テーブルでのカスタム値用のユーザ定義フィー
ルド（UDF）の作成
独自のフィールドを作成し、これらのフィールドにカスタム値を定義して、[アラーム（Alarms）]
テーブルに表示できます。たとえば、特定のアラームに顧客名のラベルを設定します。ユーザ
定義フィールドを作成し、値を割り当てると、[アラーム（Alarms）] テーブルでこれらの値を
使用してアラームを検索できます。

（注）

設計上、高度なフィルタはユーザ定義フィールド（UDF）ではサポートされていません。
アラーム用にユーザ定義フィールドを作成するには、次の手順を実行します。
始める前に
ユーザ定義フィールドを有効にするには、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [シ
ステム設定（System Settings）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] > [その他
の設定のアラーム（Alarm Other Settings）]に移動し、[アラームのユーザ定義フィールド機能
を有効にする（Enable User Defined Field feature for alarms）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [全般（General）] >
[ユーザ定義フィールド（User Defined Fields）] に移動します
ステップ 2 [+] アイコンをクリックします。ドロップダウンリストから [アラーム（Alarms）] を選択し、ラベルと説明
を入力します。

アラームのユーザ定義フィールドの値を編集するには、次の手順を実行します。
1.

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベ
ント（Alarms and Events）] > [アラーム（Alarms）] に移動します。

2.

テーブルの右上にある設定アイコンをクリックし、[列（Columns）] を選択してからユー
ザ定義フィールドを選択し、列として表示するユーザ定義フィールドをリストから選択し
ます。

3.

対応するアラームのチェックボックスをオンにし、[UDF の編集（Edit UDF）] をクリック
します。

4.

ユーザ定義フィールドに必要な値を入力し、[保存（Save）] をクリックします。

デバイス タイムスタンプと CEPNM タイムスタンプ
デバイス タイムスタンプは syslogs メッセージ内に埋め込まれた情報であり、一方 CEPNM タ
イムスタンプはデバイスからのメッセージが Cisco EPN Manager エンドで受信されるときの時
間です。
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デバイスでは次の構成が推奨されます。
service timestamps log datetime show-timezone msec year
これらはデバイス タイムスタンプの場合にサポートされている既定のフォーマットであること
に注意してください。
• yyyy MMM dd HH:mm:ss.SSS z
• yyyy MMM dd HH:mm:ss z
• MMM dd HH:mm:ss z
• yyyy MMM dd HH:mm:ss.SSS
• yyyy MMM dd HH:mm:ss
• MMM dd HH:mm:ss
フォーマット内の z はタイム ゾーンを意味します。

（注）

3 文字のタイム ゾーンのみサポートされており、時間/分オフセットでのタイム ゾーンはサポー
トされていません。

アラームの追跡とモニタリング
アラームを追跡およびモニタするには、[更新（Refresh）] ドロップダウンリストでアラームの
自動更新間隔を 10 秒に設定します。アラームのリストが更新され、最新の 4000 アラームと対
応する [アラームID（Alarm ID）] が表示されます。

トポロジ マップでの特定のアラームの表示
[アラーム（Alarms）] テーブルで特定のアラームを選択し、トポロジ マップを起動して、マッ
プ上にアラームを表示できます。

ステップ 1 [アラーム（Alarms）] テーブルを表示するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring
Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] を選択します。
ステップ 2 [アラーム（Alarms）] タブで目的のアラームを見つけて選択します。
ステップ 3 [トラブルシュート（Troubleshoot）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。
ビューがトポロジ マップに切り替わり、アラーム付きのデバイスがマップでハイライト表示されます。
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根本原因と相関アラームを表示する
アラームとアラーム シーケンスの因果関係は、Cisco EPN Manager の相関プロセスによって決
まります。相関プロセスをサポートするアラームは、次のとおりです。
• 根本原因アラーム：他のアラームを引き起こすアラーム（「相関」アラーム）。
• 症状アラーム：別のアラームの結果として引き起こされるアラーム（「相関対象」アラー
ム）。
根本原因アラームと症状アラームは階層状に表示されるため、影響を受けたネットワーク要素
を簡単に識別できます。次の図は、未クリアのリンク ダウン アラームが他の 2 つのリンク ダ
ウン症状アラームの根本原因となっている例です。階層でアラームのツールチップを表示する
には、アラームにマウスを合わせます。

このビューは、アラーム シーケンスに複数の階層がある場合に特に役立ちます。階層の数に関
係なく、すべてのアラーム シーケンスには根本原因アラームが 1 つしかありません。
未クリアの相関アラームを表示する手順は次のとおりです。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [アラームとイベント（Alarms and Events）] を選択します。
ステップ 2 [相関アラーム（Correlated Alarms）] タブをクリックします。
ステップ 3 [相関タイプ（Correlation Type）] 列の
示します。

をクリックして、アラームに関する詳細情報を新しいビューで表

未クリアの相関アラームは、メインの [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] テーブルで確認す
ることもできます。[相関タイプ（Correlation Type）] 列の
を新しいビューで表示します。

をクリックして、アラームに関する詳細情報

このビューでは、次の操作を実行できます。
1.

アラームの確認やクリアなどのアクションを実行する。詳細については、アラームの確認とクリア （
316 ページ）を参照してください。

2.

重大度、ステータス、タイム スタンプに基づいてリストをフィルタリングする。
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3.

テーブルの右上隅にある

をクリックして、表示する列の一覧を選択する。

[クリア済み（Cleared）] の相関アラームは、[クリア済みアラーム（Cleared Alarms）] タブに表示されま
す。未クリアのアラームと同様に、[相関タイプ（Correlation Type）] 列には、そのクリア済みアラームが
根本原因アラームまたは症状アラームとして示されます。

トラブルシューティングと詳細なアラーム情報の取得
• アクティブ アラームのトラブルシューティング情報の検索 （314 ページ）
• アラームに関連付けられているイベントの検索 （314 ページ）
• アラームが他のサービスまたはネットワーク要素に影響を及ぼすかどうかを調べる （315
ページ）

アラームの詳細を表示する
アラームの詳細を取得するには、それを展開します。[アラーム（Alarms）] リストからこれを
行うことができます（[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [ア
ラームおよびイベント（Alarms and Events）] を選択するか、[アラームのまとめ（Alarm
Summary）] ポップアップで [詳細（Details）] をクリックします）。アラームを展開すると、
テーブルの自動更新が一時停止されます。丸で囲まれた領域については、この図の下の表で説
明します。
図 9 : アラームの詳細を表示する
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General Information：アラームの検出日と Device Details：管理対象デバイスの名前、アド
最終更新日、現在の重大度と最新の重大度、 レス、稼働時間、到達可能性ステータス、収集
アラーム ID、およびアラームの検出方法
ステータスなど
Messages：トラップ、syslog、または TL1
メッセージ

Device Events：過去 1 時間の最近のデバイス イ
ベント（任意のタイプ、時系列順）

Impacted Circuits/VCs：アラームの影響を
受けるキャリア イーサネットまたは光回
線/VC

アクティブ アラームのトラブルシューティング情報の検索
この手順を使用して、アクティブなアラームの発生原因の説明や、そのアラームに対して推奨
される対応を把握します。

（注）

すべてのアラームにこの情報があるとは限りません。十分な権限を持つユーザが、ポップアッ
プ ウィンドウに表示される情報を追加または変更できます。アラームのトラブルシューティン
グ テキストのカスタマイズ （1083 ページ）を参照してください。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms
and Events）] を選択し、[アラーム（Alarms）] タブをクリックします（インターフェイス アラームの場合
は、[アラーム（Alarms）] タブの下の [インターフェイス 360（Interface 360）] ビューからこの情報を取得
することもできます）。
ステップ 2 アラームを見つけて [重大度（Severity）] 列の [i] アイコンをクリックし、アラームの説明とトラブルシュー
ティングの推奨アクションが表示されたポップアップ ウィンドウを開きます。
何らかのアクションを取る場合は、そのアクションを文書化することをお勧めします。アラームを選択し、
[注釈（Annotation）] をクリックします。

アラームに関連付けられているイベントの検索
アラームに関連付けられているイベントを表示するには、[アラーム（Alarms）] テーブルから
[重要度（Severity）] の横にある [i] アイコンをクリックします。
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アラームが他のサービスまたはネットワーク要素に影響を及ぼすかど
うかを調べる
[アラーム（Alarms）] テーブルには、アラームがネットワークの他の部分に影響するかどうか
を示す [影響するサービス（Service Affecting）] 列が含まれています。

（注）

サービスに影響を与える情報は、光デバイスのみに表示されます。
• SA サービスに影響を与えるアラームであることを意味します
• NSA サービスに影響を与えるアラームではないことを意味します
サービスに影響を与える可能性があるすべてのアラームを識別するには、[表示（Show）] ド
ロップダウンリストから [Quick Filter] を選択し、[サービスの影響（Service Affecting）] 列の
上にあるフィールドに SA と入力します。
どのサービスが影響を受けるを見つける、アラームを展開し、アラームの詳細の影響を受ける
回路/VCs 領域で詳細を確認します。
または、[アラームとイベント（Alarms and Events）] ページの [影響を与えるサービス（Service
Affecting）] タブから、アラームに影響を与えるすべてのサービスのリストを表示することも
できます。このリストには、Cisco EPN Manager によって管理されるすべてのデバイスについ
て、影響を与えるサービスの情報が含まれています。[影響を与えるサービス（Service
Affecting）] タブに移動するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring
Tools）] > [アラームとイベント（Alarms and Events）] を選択し、[影響を与えるサービス
（Service Affecting）] タブをクリックします。

（注）

このタブには、[アクティブなアラームを表示（Showing Active Alarms）] オプションはありま
せん。デフォルトでは、アラームのリスト全体が表示されます。
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[アラーム（Alarms）] テーブルには、アラームが他のアラーム（根本原因アラーム）を引き起
こしているか、またはアラームが別のアラームの症状（症状アラーム）であるかを示す [相関
タイプ（Correlation Type）] 列も含まれています。詳細については、根本原因と相関アラーム
を表示する （312 ページ）を参照してください。

アラームの確認とクリア
アラームの有効なステータスは、[未確認（Not Acknowledged）]、[確認済み（Acknowledged）]、
または [クリア済み（Cleared）] です。

未確認
[未確認（Not Acknowledged）] は、問題が対応されていないことを表します。ネットワーク内
の新しい障害状態、または再発したクリア済みの障害状態を示す場合があります。[未確認（Not
Acknowledged）] アラームは、確認応答またはクリアされるまで、[アラームおよびイベント
（Alarms and Events）] テーブルから削除されません。

確認済み
[確認済み（Acknowledged）] とは、障害状態が認識されて対応されているか、または無視でき
ることを表します。アラームを確認済みステータスに移行することは手動操作であり、その際
にアラームのステータスが [確認済み（Acknowledged）] に変わります。確認されたイベントは
引き続き未解決とみなされる（つまり、クリアされていない）ので、関連するイベントが再発
すると、イベントがアラームに追加されます。
デフォルトでは、確認済みのアラームは [アラーム（Alarms）] リストから削除されません。こ
の動作は、管理者によって制御される [Hide Acknowledge Alarms] 設定によって異なります。
確認されたアラームは、[未確認（Not Acknowledged）] ステータスに戻すことができます（た
とえば、誤ったアラームを確認した場合など）。

クリア済み
クリア済みとは、障害状態が現在は存在しないことを意味します。アラームがクリアされてい
ても、関連するイベントが繰り返される場合、Cisco EPN Manager は新しいアラームを表示し
ます。アラームはユーザまたは Cisco EPN Manager システムによってクリアされる場合があり
ます。クリア済みのアラームは [アラーム（Alarms）] リストから削除されます（ただし、[ク
リア済みのアラーム（Cleared Alarms）] タブにはそれらを表示できます）。
デフォルトでは、クリア済みのアラームは [アラームおよびイベント（Alarms and Events）]
ページに表示されません。クリア済みのアラームを [アラームおよびイベント（Alarms and
Events）] ページの [アラーム履歴（Alarms History）] テーブルに表示するには、次の手順を実
行します。
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（注）

FRU アラームの生成時にインベントリにロケーション パラメータがない場合、生成されたア
ラームにはロケーション パラメータがありません。この FRU アラームがクリアされると、ア
ラームにはインベントリ ロケーション パラメータがない可能性があります。
• [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System settings）] を選択
し、[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] を選択します。
• [アラームの表示オプション（Alarm Display Options）] の下にある [クリア済みのアラーム
を非表示（Hide cleared Alarms）] チェックボックスをオフにします。
[Clear all of this Condition] を選択してアラームをクリアすることもできます。この場合は、同
じ問題のアラームがすべてクリアされます。その条件を持つすべてのアラームを情報の重大度
に変更するように求めるプロンプトが表示されることがあります。これは、関連するイベント
が繰り返される場合に新しいアラームが表示されないことを意味します。この設定は慎重に使
用する必要があります。
アラームのステータスを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Monitor > Monitoring Tools > Alarms & Eventsを選択します。
ステップ 2 アラームを選択し、[Change Status] と該当するステータス（[確認（Acknowledge）]、[未確認
（Unacknowledge）]、[クリア（Clear）]、[この条件のすべてをクリア（Clear all of this Condition）]）を選
択します。
（注）

[Clear all of this Condition] により、選択したアラームと同じ条件のすべてのアラームに対してイ
ベントのクリアがトリガーされます。このステータスを選択すると、Cisco EPN Manager は選択し
たアラーム条件の重大度を [情報（Information）] に変更するかどうかを確認するダイアログを表
示します。これにより、Cisco EPN Manager では指定した条件のアラームが作成されなくなりま
す。条件の重大度を後でリセットするには、Administration > System Settings > Severity Configuration
を選択して重大度を変更します。詳細については、アラーム重大度レベルの変更 （1082 ページ）
を参照してください。

ステップ 3 [Yes] をクリックして、指定した条件のすべてのアラームをクリアすることを確認します。

サポートされているアラーム クリア メカニズムについて
イベントがクリアされているかどうかにかかわらず、使用可能なアラームが多く存在する状況
に直面する場合があります。このような問題が発生した場合に、Cisco EPN Manager でサポー
トされている解決策の一部を紹介します。
• アラームのデフォルトのクリア：障害がデバイスで解決され、同じデバイスでイベントが
トリガーされます。たとえば、デバイス到達可能イベントは、デバイス到達不能イベント
をクリアします。次に、これによって、デバイス到達不能アラームがクリアされます。
• アラームの自動クリア：場合によっては、デバイスがクリア アラームを生成しないことが
あります。この場合、Cisco EPN Manager は 24 時間（デフォルトの間隔）待機してから、
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アラームを自動クリアします。自動クリアの間隔を変更するには管理者権限が必要です。
間隔を設定する方法については、アラームの自動クリア間隔の変更 （1084 ページ）を参照
してください。
• ポートのインベントリ ステータスに基づいたアラームのクリア：デバイスが再起動した
り、カードがリロードされたり、RSP フェールオーバーが発生したりすると、そのデバイ
スのインベントリ収集がトリガーされます。このインベントリ同期中に、CiscoEPN Manager
はデバイスの特定のポートの動作状態に基づいて、その特定のポートにある複数のタイプ
のアラームをクリアします。たとえば、Cisco EPN Manager はデバイスからリンク ダウン
トラップを受信すると、動作がダウンしている特定のポートでリンク ダウン アラームを
生成します。デバイスの再起動後、ポートの動作状態がアップに変わると、Cisco EPN
Manager によってリンク ダウン アラームが自動的にクリアされます。
• デバイスを同期してアラームをクリアする：クリアする未処理のアクティブ アラームと存
在しないイベントのリストを Cisco EPN Manager が取得するように、デバイスが同期され
ます。これは、イベント ベースのアラーム/イベント レポート（トラップ/syslog による）
とは異なるメカニズムです。同期が完了すると、[アラーム（Alarms）] テーブルが更新さ
れて未処理のアクティブ アラームのみが表示されます。

（注）

この機能は、特定のデバイスまたは特定のデバイス機能でのみサ
ポートされます。たとえば、光デバイス、または NCS 4K、NCS
1K などのデバイスの光部分でこの機能がサポートされています。

（注）

この機能は、NCS 42xx などの特定のパケット デバイスでもサポー
トされます。NCS 42xx デバイスでサポートされている syslog の
一覧については、『Cisco Evolved Programmable Network Manager
Supported Syslogs』スプレッドシートを参照してください。NCS
42xx デバイスの場合、デバイスで設定されているアラーム重大度
は、Cisco EPN Manager で設定されているアラーム重大度（[管理
（Administration）] > [システム設定（System Settings）] > [アラー
ムおよびイベント（Alarms and Events）] > [アラーム重大度と自
動クリア（Alarm Severity and Auto Clear）]）を上書きします。
この機能は、ASR 9K や 9xx などの他のパケット デバイスではサ
ポートされていません。

• アラームの手動クリア：クリア イベントが欠落している場合、特定のアラームを選択して
ステータスを [クリア（Clear）] に変更することで、アラームを手動でクリアできます。
詳細については、アラームの確認とクリア （316 ページ）の「クリア済み」を参照してく
ださい。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
318

ネットワークの監視
アラームへの注釈の追加

アラームへの注釈の追加
注釈機能では、自由形式のテキストをアラームに追加できます。テキストはアラーム詳細の
[メッセージ（Messages）] 領域に表示されます。アラームにテキストを追加するには、[アラー
ムおよびイベント（Alarms and Events）] テーブルでアラームを選択し、[注釈（Annotate）] を
クリックしてテキストを入力します。確認応答と同様に、アラームに注釈を付けると、Cisco
EPN Manager はユーザ名と注釈のタイム スタンプをアラーム詳細の [メッセージ（Messages）]
領域に追加します。

アラームがトリガーされる方法の管理（アラームしきい
値）
情報の収集頻度（ポーリング間隔）、問題を示すしきい値、および問題が検出された場合に
Cisco EPN Manager で情報イベントまたは（ある重大度の）アラームを生成するかどうかをカ
スタマイズできます。すべてのポリシーにこれらの設定がすべて含まれているわけではありま
せん。たとえば、統計情報だけを収集するポリシーには、しきい値やアラームが関連付けられ
ていない可能性があります。

ステップ 1 Monitor > Monitoring Tools > Monitoring Policies > My Policies を選択してから、編集するポリシーを選択
します。
ステップ 2 変更するパラメータを検索します。パラメータを検索するには、[パラメータ（Parameters）] テキスト ボッ
クスに文字列を入力します。
ステップ 3 ポーリング間隔を調整するには、[ポーリング頻度（Polling Frequency）] ドロップダウン リストから新しい
間隔を選択します。ポーリングを無効にするには、[No Polling] を選択します。パラメータのグループに適
用されるポーリング頻度があることに注意してください。グループ間隔を変更すると、そのグループのす
べての設定のポーリングが変更されます。ポリシーに、関連付けられたしきい値またはイベントがない場
合、Cisco EPN Manager は変更を保存するように求めるプロンプトを表示します。
ステップ 4 しきい値を変更するには、パラメータを展開し、パラメータのドロップダウン リストから値を選択しま
す。
ステップ 5 しきい値を超過した場合に Cisco EPN Manager が何を実行するかを指定するには、パラメータのドロップ
ダウン リストからアラーム値を選択します。指定した重要度のアラームを生成する、情報イベントを生成
する、または何もしない（何の対応も指定しない場合）ように Cisco EPN Manager を設定できます。
ステップ 6 次をクリックします。
• Save and Activate ポリシーを保存し、選択したデバイスですぐに有効化します。
• Save and Close ポリシーを保存し、後で有効にします。
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イベントの表示（汎用イベントを含む)
[イベント（Events）] タブには、サポートされているイベントと汎用（サポートされていない）
イベントが表示されます。サポートされるイベントは、ネットワークに関する情報に基づいて
Cisco EPN Manager が生成するイベントです。このネットワーク情報は、デバイスによって生
成された Syslog とトラップ、またはポーリングとインベントリ収集を通じて受信されます。こ
のプロセスについては、アラームおよびイベントはどのように作成および更新しますか。 （
296 ページ）で説明します。汎用イベントは、Cisco EPN Manager が認識しないイベントです。
Cisco EPN Manager は、イベントをドロップするのではなく、イベントをマイナー重大度に割
り当てます（この重大度はすべての汎用イベントに適用されます。変更するには、アラーム重
大度レベルの変更 （1082 ページ） を参照してください）。必要に応じて、汎用イベントで表示
される情報をカスタマイズできます（Web GUI に表示される汎用イベントのカスタマイズ （
1090 ページ）を参照）。サポートされるイベントについては、サポートされるイベント （300
ページ） を参照してください。
汎用イベントの処理は、デフォルトでは無効になっています。管理者権限を持つユーザは、無
効にしたり、再度有効にすることができます。
[イベント（Events）] タブにはさまざまなフィルタが用意されており、それを使用して探して
いる情報を見つけることができます。アラームの検索および表示 （306 ページ） で説明されて
いる同じ手順を使用して、カスタマイズ（プリセット）したフィルタを作成して保存すること
もできます。次の表に、イベントをフィルタリングする方法の一部を示します。
検索するイベント

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring
Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] を
選択し、[イベント（Events）] タブをクリックして、次の手順
を実行します。

ネットワーク内のすべてのイ
ベント

[イベント履歴の表示（Show Event History）] ハイパーリンク
をクリックします。

最新の 4,000 のイベント

[アクティブなイベントの表示（Showing Active Events）] ハイ
パーリンクをクリックします。

デバイス グループ、シリー
左側のサイドバー メニューからグループを選択します。
ズ、タイプ、ロケーション グ
ループ、またはユーザ定義グ
ループによって生成されたす
べてのイベント
最後の x 分、時間、または日
のイベント

[表示（Show）] ドロップダウン フィルタ リストをクリック
し、適切なフィルタを選択します。

直前の 1 時間に生成された非
情報イベント

[表示（Show）] ドロップダウン フィルタ リストから、[過去
1時間の非情報イベント（Non-info events in last hour）] を選択
します。
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検索するイベント

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring
Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] を
選択し、[イベント（Events）] タブをクリックして、次の手順
を実行します。

カスタマイズされたフィルタ
を使用したイベント

高度なフィルタを作成して保存します（アラームの検索およ
び表示 （306 ページ） を参照）。

CSV ファイルまたは PDF ファイルへのアラーム、イベン
ト、または syslog のエクスポート
この手順を使用して、アラーム、イベント、または syslog を CSV ファイルまたは PDF ファイ
ルとして保存します。

ステップ 1 エクスポートするデータに移動します。
• アラーム：[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベ
ント（Alarms and Events）] を選択し、[アラーム（Alarms）] タブ、または [クリア済みのアラーム
（Cleared Alarms）] または [関連付けられているアラーム（Correlated Alarms）] タブをクリックしま
す。
• イベント：[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベ
ント（Alarms and Events）] を選択し、[イベント（Events）] タブをクリックします。
• syslogs：[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームとイベント
（Alarms and Events）] を選択し、[syslog（Syslogs）] タブをクリックします。
ステップ 2 データが大量にある場合はフィルタを適用します。フィルタを適用しないと、エクスポートの処理に時間
がかかることがあります。
ステップ 3 テーブルの右上にある

をクリックし、[エクスポート（Export）] ダイアログボックスを開きます。

ステップ 4 [CSV] または [PDF] を選択して [OK] をクリックし、ファイルを保存します。
特定のアラームのイベントをエクスポートするには、[アラーム（Alarms）] タブで、その特定のアラーム
の横にある [i] アイコンの上にマウスを合わせます。ポップアップ ウィンドウが開いたら、そのウィンド
ウの右上隅にある

をクリックし、エクスポート操作を実行します。
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アラーム ポリシーとは
アラーム ポリシーはフィルタリングの方法で、これを使用することでネットワークの状況に関
するアラームを制御し、システムのノイズを削減することができます。アラームポリシーを使
用すると、指定した条件に基づいてネットワークで生成されるアラームを制御できます。ア
ラームポリシーのリストを表示するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール
（Monitoring Tools）] > [アラームポリシー（Alarm Policies）] に移動します。アラームポリ
シーを作成、編集、削除、およびランク付けすることができます。
アラームポリシーには、1 つ以上の条件とアクションが含まれます。Cisco EPN Manager は、指
定したすべての条件を満たすイベントまたはアラームにアクションを適用します。

（注）

新しく作成したアラームポリシーがポリシー作成前に生成されたアラームに遡及的に適用され
ることはありません。
次の操作を実行するアラーム ポリシーを作成できます。
• アラームの抑制：選択したイベントのアラームを生成しません。ただし、イベントは通常
通り作成され、保存されます。
• イベントおよびアラームの抑制：イベントおよびアラームを作成しません。

アラーム ポリシーのランク
Cisco EPN Manager は、ランクに基づいてアラームポリシーの優先順位または実行順序を決定
します。複数のポリシーが同じアラームまたはイベントに適用される場合、Cisco EPN Manager
はより高いランクのアラームポリシーを実行します。デフォルトでは、Cisco EPN Manager は
作成された順序でアラームポリシーをランク付けします。
アラームポリシーをランク付けする際の注意点は次のとおりです。
• アラームポリシーは昇順でランク付けされます。したがって、番号が小さいポリシーほど
優先順位が高くなります。
たとえば、ランク 1 のアラームポリシーは、ランク 10 のアラームポリシーよりも優先さ
れます。
• 優先順位が最も高いポリシーが最初に適用され、以降は優先順位が次に高いポリシーから
順に適用されていきます。
• ランクが高いポリシーがランクが低いポリシーの動作に影響を与えたり、ランクが低いポ
リシーを完全にオーバーライドすることもあります。
• Cisco EPN Manager は、ランクが高いアラーム抑制ポリシーがすでにイベントに適用され
ている場合は、次のインスタンス内のアラームを抑制しません。
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アラームポリシーのランクを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームポリシー（Alarm Policies）]
に移動します。
Cisco EPN Manager には、作成された順序でアラームポリシーのリストが表示されます。
ステップ 2 ランクを変更するアラームポリシーを選択します。
ステップ 3 [移動先（Move To）] アイコンをクリックし、[行（Row）] フィールドにランクを入力するか、[上へ移動
（Move up）] アイコンまたは [下へ移動（Move down）] アイコンをクリックしてランクを変更します。

アラーム ポリシーの表示
ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームポリシー（Alarm Policies）]
を選択します。
すべてのアラームポリシーのリストがこのページに表示されます。
ステップ 2 ポリシーを表示するには、展開アイコンをクリックします。

新しいアラーム ポリシーの作成
新しいアラームポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームポリシー（Alarm Policies）]
を選択します。
ステップ 2 [追加（Add）] アイコンをクリックし、[ポリシー タイプの選択（Select A Policy Type）] ウィンドウからポ
リシー タイプを選択します。
[新しいアラーム ポリシーの作成（Create a New Alarm Policy）] ウィザードが表示されます。
ステップ 3 [ポリシーの属性（Policy Attributes）] ページで [名前（Name）]、[説明（Description）]（任意）に入力し、
実行するアクションのタイプを選択します。
ステップ 4 [アクションオプション（Action Options）] タブにある次のオプションのうち、いずれか 1 つを選択します。
• [完全に抑制（Suppress Permanently）]。
• [この期間に条件が改善されない場合に表示（分）（Display if the condition persists for this duration
(minutes)）]：タイム スライダを使用して期間を選択します。
（注）

このタブは、ステップ 3 で [アラームの抑制（Suppress Alarms）] を選択した場合にのみ有効
になります。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
323

ネットワークの監視
既存のアラーム ポリシーの編集

ステップ 5 デバイス グループを選択します。
どのデバイスも選択しなかった場合は、ポリシーがすべてのデバイスに適用されます。
ステップ 6 [ポリシーの属性（Policy Attributes）] ページで選択したアクションに基づいて抑制するアラームまたはイ
ベントを選択します。
ステップ 7 [概要（Summary）] をクリックして、ポリシーの詳細を表示します。設定を変更する場合は、それぞれの
ページに移動して必要な変更を行います。
ステップ 8 [終了（Finish）] をクリックします。

既存のアラーム ポリシーの編集
アラームポリシーを編集するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームポリシー（Alarm Policies）]
を選択します。
ステップ 2 ポリシーを選択し、[編集（Edit）] アイコンをクリックします。
このアイコンをクリックすると、[アラームポリシーの編集（Edit Alarm Policy）] ウィザードが起動しま
す。
ステップ 3 [ポリシーの属性（Policy Attributes）] ページで、必要に応じて [説明（Description）] を確認し、変更しま
す。
（注）

ポリシー作成中は、選択したポリシー名およびアクションを編集できません。

ステップ 4 [アラーム ポリシーの編集（Edit Alarm Policy）] ウィザードでの残りのステップは、[新しいアラーム ポリ
シーの作成（Create a New Alarm Policy）] ウィザードの手順と同じです。新しいアラーム ポリシーの作成
（323 ページ）を参照してください。
ステップ 5 [終了（Finish）] をクリックして、変更を保存するか、または [キャンセル（Cancel）] をクリックして、変
更を廃棄します。

アラーム ポリシーの削除
アラームポリシーを削除するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームポリシー（Alarm Policies）]
を選択します。
ステップ 2 削除するアラームポリシーを選択し、[削除（Delete）] アイコンをクリックします。
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ステップ 3 [Delete Confirmation] ダイアログボックスで [Yes] をクリックして削除するか、または [No] をクリックして
キャンセルします。

アラームおよびイベントの通知ポリシー
特定のデバイス グループから特定の受信者グループに生成された特定の対象アラームに関する
通知を送信するためのポリシーを作成できます。
詳細については、「障害管理タスク」の「イベントの受信、転送、および通知（1063ページ）」
の項を参照してください。.

シスコからサポートを受ける
Monitor > Monitoring Tools > Alarms and Events でアラームを受信し、シスコ サポート コミュ
ニティ（アラームをクリックして Troubleshoot > Support Forum を選択）で解決策が見つから
ない場合は、Cisco EPN Manager を使用してサポート要求を開きます（アラームをクリックし
て Troubleshoot > Support Case を選択）。

Cisco EPN Manager 内の問題への対応
Cisco EPN Manager は、サーバの CPU とディスクの使用率、ファンと電源装置の障害、高可用
性（HA）状態の変化など、独自の機能を監視するための内部 SNMP トラップを生成します。
これらのタイプのイベントの詳細については、サーバ内部 SNMP トラップをトラブルシュート
する （983 ページ）を参照してください。
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Cisco ASR 9000 ネットワーク仮想化（nV）
サテライトおよびクラスタ サービスのモ
ニタリング
• Cisco ASR 9000 nV サテライトのモニタリング （327 ページ）
• Cisco ASR 9000 nV エッジ クラスタのモニタリング （337 ページ）

Cisco ASR 9000 nV サテライトのモニタリング
• Cisco ASR 9000 nV サテライトのデバイスと OS の最小要件 （329 ページ）
• トポロジ マップでの Cisco ASR 9000 ホスト/サテライト トポロジの表示 （330 ページ）
• Cisco ASR 9000 ホストに接続されているサテライトの特定 （332 ページ）
• サテライトに接続されているホストの特定 （333 ページ）
• Cisco ASR 9000 nV サテライトの障害のモニタリング （334 ページ）
Cisco ASR 9000 nV サテライト機能セットを使用すると、1 つ以上の小規模なサテライト スイッ
チを Cisco ASR9000 デバイスと相互接続し、単一の結合アクセス、アグリゲーション、エッジ
システムを形成できます。
Cisco EPN Manager Cisco ASR 9000v、Cisco ASR 901、Cisco ASR 901S、Cisco ASR 903、および
Cisco NCS 5001/2 デバイスをサテライトとしてサポートします。Cisco ASR 9000v は、Cisco ASR
9000 デバイスと共に nV サテライト モードでのみ使用できる専用サテライト スイッチです。
Cisco ASR 901 および Cisco ASR 903 スイッチは「デュアル モード」スイッチです。つまり、
両方ともスタンドアロンスイッチとして、または Cisco ASR 9000 デバイスを搭載した nV シス
テム内のサテライトスイッチとして動作できます（その場合は、プライマリ Cisco ASR 9000 で
完全に管理、制御できます）。
サテライト機能を使用すると、サテライトスイッチとプライマリ Cisco ASR 9000 間での冗長相
互接続および非冗長相互接続の両方が可能になります。サテライトスイッチのアクセス側イー
サネットポートは、ローカルに接続されたイーサネットポートと同様に、ホストプライマリ
Cisco ASR 9000 のコントロールパネル内と管理パネル内に表示されます。ホスト Cisco ASR
9000 で設定できる機能はすべて、サテライトがあるポートでも同じように設定および実行でき
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ます。サテライト スイッチは事実上、ホスト Cisco ASR 9000 の仮想ライン カードです。サテ
ライト上のハードウェア センサのソフトウェア アップグレード、インベントリ、および環境
モニタリング（電圧、温度など）のようなサテライトのシャーシ管理機能も、ホスト Cisco ASR
9000 シャーシの他のライン カードと同様に、ホスト Cisco ASR 9000 の同じ機能にシームレス
に統合されます。
Cisco EPN Manager は、次のタイプの nV サテライト設定をサポートしています。
• デュアル ホーム ハブとスポーク（インベントリ サポートのみ）

• 同じサテライトは、アクティブとスタンバイの 2 つの個別の Cisco ASR 9000 ホストの
デュアル ホームとなります。
• 各ホストには、サテライトを持つ独立した制御チャネルがあります。
• サテライトには、どちらのホストがアクティブで、どちらがスタンバイかが通知され
ます。
• サテライトがアクティブなホストまたはリンクを失うと、スタンバイホストへのフェー
ルオーバーが発生します。
• L2 ファブリック ハブとスポーク

• L2 ファブリックは、イーサネットレイヤ 2 ドメイン間のサテライト接続をサポート
します。
• サテライト ファブリック リンクの冗長性：2 つの VLAN/EVC を持つ単一の物理リン
ク、またはそれぞれ 1 つの VLAN/EVC を持つ 2 つの物理リンク。
• 各ホスト L2 サブインターフェイスは、1 つのサテライト ファブリック ポートにマッ
プされます。
• シンプル リング

• リング内の各サテライトは、2 つのホストを個別に SDCP で実行します。
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• 各サテライトは、物理リング トポロジ上の論理的なハブ アンドスポーク トポロジを
維持します。
• サテライト間での直接ローカル スイッチングは必要ありません。すべてパケットがホ
ストを通過します。

Cisco EPN Manager でのサテライトの考慮事項
Cisco EPN Manager は [ネットワーク検出（Network Discovery）] ページからのサテライト デバ
イス管理操作をサポートしていないため、サテライトは[ネットワーク検出（NetworkDiscovery）]
ページ（[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワー
クデバイス（Network Devices）]）には表示されません。
通常、サテライトはネットワーク ノードとしてロケーションに従って管理されるため、ロケー
ション グループにのみ属すことができます。さらに、ホスト デバイスをグループに追加する
と、そのグループが次のガイドラインを満たさない限り、そのサテライトは自動的にグループ
に追加されません。
• [デバイスを手動で追加する（Add Devices Manually）] を使用する場合：グループの作成
（または編集）ページから、[追加（Add）] をクリックし、[フィルタ基準（Filter by）] ド
ロップダウンリストから [すべてのロケーション（All Locations）] を選択します。基準に
一致する場合、サテライトがリストされます。
• [デバイスを動的に追加する（Add Devices Dynamically）] を使用する場合：ロケーション
グループを作成していることを確認してください。グループの作成（または編集）ページ
で、ページ上部の [親グループ（Parent Group）] から [すべてのロケーション（All
Locations）] を選択します。

Cisco ASR 9000 nV サテライトのデバイスと OS の最小要件
nV サテライト機能セットのデバイスおよびデバイス オペレーティング システムの最小要件を
次に示します。
• ハードウェア：シャーシ間リンクの場所としての Cisco ASR 9000 Enhanced Ethernet ライン
カードを搭載した Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータと、サテラ
イト デバイスとしての Cisco ASR9000v、Cisco ASR 901、Cisco ASR 903、Cisco NCS 5001、
または Cisco NCS 5002 ルータ。

（注）

サテライトが ASR 9000 デバイスでない場合、その詳細はホスト
デバイスのシャーシ ビューでは確認できません。

• ソフトウェア：Cisco IOS XR 5.2.0
追加サポートが利用できる場合があります。詳細については、Cisco Evolved Programmable
Network Manager のサポート対象デバイスを参照してください。
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特定のサテライトに関するクイック情報の表示：サテライト360ビュー
[サテライト360（Satellite 360）] ビューは、サテライト デバイス、そのインベントリ、および
ステータスに関するクイック情報を表示するポップアップ ウィンドウです。これには、デバイ
ス アラーム、モジュール、インターフェイス、およびホストが含まれます。
サテライト 360 ビューを起動するには、次の手順を実行します。
• ほぼすべてのデバイス テーブルにあるデバイス名の横の [i] アイコンをクリックします。
• ネットワークトポロジで、展開されたグループ内のデバイスをクリックし、[表示（View）]
をクリックします。
•
[サテライト360（Satellite 360）] ビューで、ビューの上部にサテライト デバイスに関する一般
情報が示され、ビューの下部にあるタブにはより詳細なインターフェイス情報が示されます。
[サテライト360
説明
（Satellite 360 ）]
ビューに表示される
情報
一般情報

サテライト デバイスのタイプと名前、ステータス、最後の設定変更、お
よび最後のインベントリ 収集、

モジュール

名前、タイプ、状態、ポート、および場所を含む、サテライト デバイス
上で設定されたモジュール。

インターフェイス

関連付けられているサテライト デバイスそれぞれの名前、動作および管
理者ステータス。また、[インターフェイス 360（Interface 360）] ビュー
の起動ポイントも示されます。

ホスト（Hosts）

サテライトに接続されているホスト デバイスの名前、IP アドレス、およ
びロール（アクティブまたはスタンバイ）。

トポロジ マップでの Cisco ASR 9000 ホスト/サテライト トポロジの表示
Cisco ASR 9000 ホスト/サテライト トポロジを視覚化し、ホストまたはサテライトにアクティ
ブなアラームがあるかどうかを一目で確認できます。トポロジ マップからドリル ダウンする
と、ホスト デバイスとサテライト デバイスに関する詳細な情報を得ることができます。
Cisco ASR 9000 ホストのサテライト ID と IP アドレスを含むラベルで、マップ内のサテライト
を簡単に識別できます。
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（注）

サテライト トポロジ内のデバイス間のリンクを表示するには、リンク タイプ フィルタ（マッ
プの右上隅）でシャーシ間制御リンクと ICCP リンクを有効にする必要があります。ICCP プロ
トコルは、リンクをホストするためにホストに使用されます。

Cisco ASR 9000 ホスト/サテライトのトポロジをマップで表示するには、次の手順を実行しま
す。

ステップ 1 左側のナビゲーション ペインで Maps > Network Topology を選択します。
ステップ 2 左側の [グループ（Groups）] ウィンドウから、Cisco ASR 9000 ホストとサテライトを含むグループを選択
します。トポロジ マップには選択したグループのすべてのデバイスが表示されます。
ステップ 3 マップ内でホストまたはサテライトの 1 つを見つけます。
ステップ 4 ホストとサテライト間のリンクを表示するには、次のサイトを使用します。
• トポロジ ツールバーの [フィルタ（Filter）] アイコンをクリックし、Link Types を選択します。
• コントロール プレーン、シャーシ間制御、および ICCP チェックボックスをオンにしてから、OK を
クリックします。
ステップ 5 サテライトをクリックしてポップアップを起動し、サテライト ID とともにアクティブ ホストとスタンバ
イ ホストの ID も表示します。
ステップ 6 Cisco ASR 9000 ホストに接続されているサテライトの特定 （332 ページ）の説明に従って、ポップアップ
の [ビュー 360（View 360）] をクリックして [サテライト 360（Satellite 360）] ビューのサテライトとその
ホストに関する詳細情報を表示します。
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Cisco ASR 9000 ホストに接続されているサテライトの特定
選択した Cisco ASR 9000 ホストのデバイス 360 ビューには、デバイス自体とホストに接続され
ているサテライトに関する情報が含まれています。
Cisco ASR 9000 ホストに接続されているサテライトを特定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のナビゲーション ペインで Inventory > Network Devices を選択します。
ステップ 2 左側の [デバイス グループ（Device Group）] ペインから、Cisco ASR 9000 ホストを含むグループを選択し
ます。
ステップ 3 右側のデバイス リストでホストを見つけます。
ステップ 4 デバイス IP アドレス/DNS の横にある [i] アイコンをクリックして、ホストのデバイス 360 ビューを開きま
す。
（注）

また、デバイスをクリックし、表示されたポップアップで View 360 をクリックすると、マップか
らデバイス 360 ビューにアクセスすることもできます。

[サテライト（Satellites）] タブには、ホストに関連付けられているサテライトのリストが表示され、タイ
プ、説明、IP アドレス、MAC アドレスなど、各サテライトに関する基本的な情報が表示されます。また、
サテライトが現在ホストに接続されているか、ホストから切断されているかも示されます。[サテライト
（Satellites）] タブは、Cisco ASR 9000 ホストとサテライトのデバイスのデバイス 360 ビューにのみ表示さ
れます。
ステップ 5 [サテライト（Satellites）] タブの IP アドレスの横にある [i] アイコンをクリックして、サテライトのデバイ
ス 360 ビューを開きます。[ホスト（Hosts）] タブには、そのサテライトに関連付けられているアクティブ
なホストとスタンバイ ホストのリストが表示されます。
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サテライトに接続されているホストの特定
通常、マップ内のリンクは、ホストと接続されているサテライトを含めてサテライト トポロジ
を明確に表示します。何らかの理由で、サテライトがリンクなしに表示される場合、サテライ
トが関連付けられているホストは簡単に特定できます。
サテライトに接続されているホストを特定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のナビゲーション ペインで Maps > Network Topology を選択します。
ステップ 2 左側の [デバイス グループ（Device Groups）] ペインから、Cisco ASR 9000 ホストとサテライトを含むグ
ループを選択します。マップには選択したグループのすべてのデバイスが表示されます。
ステップ 3 Satellite ID で始まるラベルで識別されているサテライト デバイスをクリックします。
ステップ 4 表示されたポップアップで、View 360 をクリックし、サテライト 360 ビューをクリックして起動します。
サテライト 360 ビューの [ホスト（Hosts）] タブには、サテライトが接続されているホスト デバイスとそ
れらのローフ（アクティブかスタンバイか）のリストが表示されます。
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Cisco ASR 9000 nV サテライトの障害のモニタリング
サテライトで障害が発生すると、障害のタイプに応じて、Cisco EPN Manager はホスト デバイ
スまたはサテライト デバイスのいずれかに障害を関連付けます（ローカライズ）。
• ポート、ファン、モジュールなどの物理エンティティで障害が発生した場合は、Cisco EPN
Manager はサテライト デバイスを障害の場所として識別します。
• サブインターフェイスなどの論理エンティティで障害が発生した場合は、サブインター
フェイスがホスト上に設定されているため、Cisco EPN Manager はホスト デバイスを障害
の場所として識別します。
デュアルホームのサテライトでアラームが発生すると、そのアラームはアクティブ ホスト上の
1 つのアラームとスタンバイ ホスト上の別のアラームで複製されます。

トポロジ マップでのサテライト障害の表示
トポロジ マップには、アラーム ソース（サテライト デバイス、ホスト デバイス、またはサテ
ライトデバイスとホストデバイス間のリンク）にアラーム バッジがオーバーレイされて表示さ
れます。
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同じエンティティに複数のアラームがある場合、アラーム バッジの重大度は最も重大なアラー
ムの重大度を表します。
アラームが発生したエンティティを右クリックすると、エンティティに関連するすべてのアク
ティブ アラームのカウントを示すポップアップが表示されます。リンク ダウンなどのリンク
関連のアラームは、トポロジ マップの関連リンク上にアラーム バッジを生成させます。

デバイス 360 ビューを使用したサテライト障害の表示
デバイス アラームの影響を受けるオブジェクトを確認するには、ポップアップ メニューから
[ビュー 360（View 360）] をクリックし、[影響を受けるオブジェクト（Affected Objects）] 列
を確認します。特定のアラームの詳細を表示する場合は、[alarmID] ハイパーリンクをクリック
します。
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[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] テーブルでのサテライト障害の表示
[アラーム（Alarm）] テーブルからサテライト アラーム情報を取得するには、[モニタ
（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms
and Events）] を選択し、[アラーム（Alarms）] タブをクリックします。
Cisco EPN Manager は、障害ソースとしてホスト デバイスを一覧表示します。[サテライト ID
（Satellite ID）] フィールドと [場所（Location）] フィールドで、サテライト ソースを識別しま
す。
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Cisco ASR 9000 nV エッジ クラスタのモニタリング
• nV エッジのデバイスと OS の最小要件 （337 ページ）
• トポロジ マップでの nV エッジ クラスタの表示 （338 ページ）
• クラスタでのプライマリ デバイスとバックアップ デバイスの識別 （338 ページ）
• Cisco ASR 9000 nV エッジ クラスタ サービスのモニタリングとトラブルシューティング （
339 ページ）
nV エッジの機能は、2 台以上の Cisco ASR 9000 シリーズ ルータのシャーシが結合され、単一
の論理スイッチングまたはルーティング エンティティを形成します。これにより、2 台の Cisco
ASR 9000 シリーズ ルータ プラットフォームを単一の仮想 Cisco ASR 9000 シリーズ システム
として運用することができます。実質的に、2 台の物理シャーシが共有コントロール プレーン
で論理的にリンクされるので、2 台のルート スイッチ プロセッサ（RSP）が単一のシャーシに
収容されているのと同じことになります。
nV エッジ トポロジには、次の 2 つのタイプのリンクがあります。
• 制御トラフィックに使用される制御リンク。
• シャーシ間のデータ生成と転送に使用されるラック間リンク。

nV エッジのデバイスと OS の最小要件
nV エッジのデバイスとデバイス オペレーティング システムの最小要件を次に示します。
• Cisco IOS XR 5.2.0 を実行している 2 台の Cisco ASR 9000 デバイス
• 4 10G SFP（IRL の場合）
• 4 1G SFP（クラスタ/制御リンクの場合）
• シャーシごとに 2 つの RSP ノード（クラスタ設定をサポートする単一 RSP システムであ
る Cisco ASR 9001 を除く）
追加サポートが利用できる場合があります。Cisco Evolved Programmable Network Manager のサ
ポート対象デバイスを参照してください。
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トポロジ マップでの nV エッジ クラスタの表示
nV エッジ クラスタは、トポロジ マップ内で、2 つのリンクされたシャーシ（1 つのプライマ
リと 1 つのバックアップ）で構成される単一のオブジェクトとして示されます。
Cisco ASR 9000 nV エッジ トポロジをマップに表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のナビゲーション ペインで Maps > Network Topology を選択します。
ステップ 2 左側の [グループ（Groups）] ペインから、Cisco ASR 9000 クラスタを含むグループを選択します。トポロ
ジ マップには選択したグループのすべてのデバイスが表示されます。
ステップ 3 プライマリ シャーシまたはバックアップ シャーシをクリックします。両方のシャーシが選択され、2 つの
シャーシを一緒に表示するポップアップが開きます。各シャーシに個別にアクセスすることはできません。
ステップ 4 クラスタ トポロジにリンクを表示するには、次の手順を実行します。
• トポロジ ツールバーのフィルタ アイコンをクリックし、Link Types を選択します。
• コントロール プレーンとシャーシ間制御チェックボックスをオンにしてから、OK をクリックします。

クラスタでのプライマリ デバイスとバックアップ デバイスの識別
トポロジ マップには、プライマリのシャーシとバックアップのシャーシが明確に表示されま
す。シャーシに関する詳細は、デバイス 360 ビューに表示されます。
プライマリ デバイスとバックアップ デバイスを識別し、詳細情報を表示するには、次の手順
を実行します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
338

ネットワークの監視
Cisco ASR 9000 nV エッジ クラスタ サービスのモニタリングとトラブルシューティング

ステップ 1 左側のナビゲーション ペインで Maps > Network Topology を選択します。
ステップ 2 左側の [デバイス グループ（Device Groups）] ペインから、Cisco ASR 9000 クラスタのセットアップを含む
グループを選択します。マップには選択したグループのすべてのデバイスが表示されます。
ステップ 3 クラスタの表示をクリックします。
ステップ 4 表示されたポップアップで、[View 360] をクリックします。
[デバイス 360（Device 360）] ビューの [シャーシ（Chassis）] タブには、クラスタ内のシャーシのリストが
表示され、識別されて、それらのステータスとロール（プライマリかバックアップか）の情報も表示され
ます。

Cisco ASR 9000 nV エッジ クラスタ サービスのモニタリングとトラブル
シューティング
Cisco EPN Manager は、クラスタにアラーム インジケーターを表示し、Device 360 ビューのプ
ライマリ シャーシの CPU とメモリ使用率を示すグラフが表示されます。
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レポートの管理
• レポートの概要 （341 ページ）
• レポートファイルの圧縮 （342 ページ）
• 使用可能なレポート （342 ページ）
• SFTP リポジトリの設定 （367 ページ）
• 新しいレポートの作成、スケジュール設定、実行 （367 ページ）
• レポート結果のカスタマイズ （369 ページ）
• ユーザ定義フィールドを使用したレポート データのフィルタ処理とカスタマイズ （370
ページ）
• レポート出力の例：Web GUI 出力と CSV ファイル出力 （374 ページ）
• 空のレポートのトラブルシューティングのヒント （376 ページ）

レポートの概要
Cisco EPN Manager レポートでは、システムおよびネットワークの健全性に関する情報と障害
情報が提供されます。定期的にレポートが実行されるようにカスタマイズしてスケジュールす
ることができます。レポートは、表形式またはグラフィック形式（またはこれらの形式の混
合）でデータを表示できます。レポートは CSV または PDF 形式で保存することもできます。
CSV または PDF ファイルは、後でダウンロードするために Cisco EPN Manager サーバに保存す
るか、または電子メール アドレスに送信できます。
Cisco EPN Manager では、次のタイプのデータが提供されます。
• 現在：時間に依存しないデータのスナップショットを提供します。
• 履歴：デバイスから定期的にデータを取得し、そのデータを Cisco EPN Manager データベー
スに保存します。
• 傾向：最小値、最大値、および平均値として集計された集約データを使用してレポートを
生成します。
Cisco EPN Manager では、特定の基準に基づいてこれらのレポートをフィルタリングできます。
たとえば、IPSLA Y.1731 レポートをプローブに基づいてフィルタリングし、PWE3 レポートを
仮想接続識別子（VCID）に基づいてフィルタリングできます。また、レポートをエクスポー
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トしたり、レポートを論理グループにソートしたり、長期間保存するためにレポートをアーカ
イブすることもできます。

レポートファイルの圧縮
特定のファイルサイズ制限を超えるレポートを圧縮することもできます。デフォルトでは、5
MB を超えるレポートは zip 形式で圧縮されます。ファイルサイズの制限を変更するには、
ReportResources.properties ファイル内の変数 minSizeToCompressFile を更新します。

ステップ 1 CLI 管理者ユーザとして Cisco EPN Manager にログインします（Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッ
ションの確立 （967 ページ）を参照）。
ステップ 2

ReportResources.properties

ファイルを開きます。

ファイルパス：/opt/CSCOlumos/conf/rfm/classes/com/cisco/server/resources/ReportResources.properties
ステップ 3

minSizeToCompressFile

を必要な値（バイト単位）で更新します。

たとえば、7 MBを超えるファイルを圧縮する場合は、変数を次のように更新します。
minSizeToCompressFile=7340032

ステップ 4 ファイルを保存します。

この変更を有効にするには、Cisco EPN Manager を再起動する必要があります。

使用可能なレポート
[レポート起動パッド（Reports Launch Pad）] では、次の Cisco EPN Manager レポートにアクセ
スできます。
• キャリア イーサネット パフォーマンス レポート （342 ページ）
• 光パフォーマンス レポート （353 ページ）
• パフォーマンス レポート （360 ページ）
• Network Summary レポート （362 ページ）
• デバイス レポート （363 ページ）

キャリア イーサネット パフォーマンス レポート
この項では、Cisco EPN Manager でサポートされるキャリア イーサネット（CE）パフォーマン
ス レポートを示します。適切なレポート データを収集できるように有効化する必要があるモ
ニタリング ポリシーも含まれます。モニタリング ポリシーの詳細については、デバイスのヘ
ルスとパフォーマンスのモニタ方法：モニタリング ポリシー （269 ページ）を参照してくださ
い。
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レポート タイ 内容
プ

有効にする必要があ 有効化する必要があるパラメー
るモニタリング ポリ タ
シー

IPSLA グラフ

平均遅延後方、平均
遅延前方、平均遅延
双方向、ジッター前
方、ジッター後方、
平均後方パケット損
失率、平均前方パ
ケット損失率、可用
性のグラフィカル表
示。

IPSLA

IPSLA 統計情
報

プローブ インデック
ス、IPSLA プローブ
タイプ、TOS、ター
ゲット IP、VRF 名、
平均遅延双方向、平
均遅延前方、平均遅
延後方、パケット損
失率前方、パケット
損失率後方、平均
ジッター前方、平均
ジッター後方、平均
後方パケット損失
率、平均前方パケッ
ト損失率、可用性の
表形式表示。

IPSLA

応答時間の平均、応答時間の最
IPSLA モニタリング 大、応答時間の最小、ジッター
ポリシーの詳細につ Neg DS 平均、ジッター Neg SD
いては、IP SLA モニ 平均、ジッター Pos DS 平均、
タリング ポリシー （ ジッター Pos SD 平均、パケッ
1217ページ）を参照し ト損失の全体的な Util の平均、
パケット損失 DS Util 平均、パ
てください。
ケット損失 SD Util 平均、遅延
一方向 SD 平均、遅延一方向 SD
最大、遅延一方向 SD 最小、遅
延一方向 DS 平均、遅延一方向
DS 最大、遅延一方向 DS 最小
ジッター Neg DS 平均、ジッ
IPSLA モニタリング ター Neg SD 平均、ジッター Pos
ポリシーの詳細につ DS 平均、ジッター Pos SD 平
いては、IP SLA モニ 均、パケット損失の全体的な
タリング ポリシー （ Util の平均、パケット損失 DS
1217ページ）を参照し Util 平均、パケット損失 SD Util
平均、遅延一方向 SD 平均、遅
てください。
延一方向 SD 最大、遅延一方向
SD 最小、遅延一方向 DS 平均、
遅延一方向 DS 最大、遅延一方
向 DS 最小
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ネットワークの監視
キャリア イーサネット パフォーマンス レポート

レポート タイ 内容
プ

有効にする必要があ 有効化する必要があるパラメー
るモニタリング ポリ タ
シー

IPSLA 上位 N

プローブ インデック
ス、IPSLA プローブ
タイプ、TOS、ター
ゲット IP、VRF 名、
平均遅延双方向、最
大遅延双方向、最小
遅延双方向、平均遅
延前方、最大遅延前
方、最小遅延前方、
平均遅延後方、最大
遅延後方、最小遅延
後方、平均前方パ
ケット損失率、平均
後方パケット損失
率、ジッター前方、
ジッター後方、可用
性の表形式表示。

IPSLA

IPSLA Y.1731
グラフ

Y.1731 プローブの平
均遅延後方、平均遅
延前方、ジッター双
方向、ジッター前
方、ジッター後方、
平均後方フレーム損
失率、平均前方フ
レーム損失率、可用
性のグラフィカル表
示。

IPSLA Y.1731

（注）

応答時間の平均、応答時間の最
IPSLA モニタリング 大、応答時間の最小、ジッター
ポリシーの詳細につ Neg DS 平均、ジッター Neg SD
いては、IP SLA モニ 平均、ジッター Pos DS 平均、
タリング ポリシー （ ジッター Pos SD 平均、パケッ
1217ページ）を参照し ト損失の全体的な Util の平均、
パケット損失 DS Util 平均、パ
てください。
ケット損失 SD Util 平均、遅延
一方向 SD 平均、遅延一方向 SD
最大、遅延一方向 SD 最小、遅
延一方向 DS 平均、遅延一方向
DS 最大、遅延一方向 DS 最小

IPSLA Y.1731 モニタ
リング ポリシーの詳
細については、IP
SLA Y.1731 モニタリ
ング ポリシー （1215
ページ）を参照して
ください。

[プローブ
（Probe
Index）] 列
の値が -1 の
場合は、デ
バイスにプ
ローブイン
デックスが
設定されて
いないこと
を示しま
す。
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平均遅延双方向、平均遅延前
方、平均遅延後方、平均正ジッ
ター前方、平均負ジッター前
方、平均正ジッター後方、平均
負ジッター後方、平均前方フ
レーム損失率、平均後方フレー
ム損失率

ネットワークの監視
キャリア イーサネット パフォーマンス レポート

レポート タイ 内容
プ

有効にする必要があ 有効化する必要があるパラメー
るモニタリング ポリ タ
シー

IPSLA Y.1731
統計情報

Y.1731 プローブの操
作タイプ、CFM ドメ
イン、送信元、宛
先、フレーム タイ
プ、平均遅延双方
向、平均遅延前方、
平均遅延後方、平均
ジッター、前方フ
レーム損失率、後方
フレーム損失率、平
均前方ジッター、平
均後方ジッター、可
用性の表形式表示。

IPSLA Y.1731

平均遅延双方向、平均遅延前
IPSLA Y.1731 モニタ 方、平均遅延後方、平均前方フ
リング ポリシーの詳 レーム損失率、平均後方フレー
ム損失率、平均ジッター
細については、IP
SLA Y.1731 モニタリ
ング ポリシー （1215
ページ）を参照して
ください。

IPSLA Y.1731
上位 N

Y.1731 テクノロジー
を使用して設定され
たデバイスの操作タ
イプ、CFM ドメイ
ン、送信元、宛先、
フレーム タイプ、平
均遅延双方向、最大
遅延双方向、最小遅
延双方向、平均遅延
前方、最大遅延前
方、最小遅延前方、
平均遅延後方、最大
遅延後方、最小遅延
後方、平均前方フ
レーム損失率、最大
前方フレーム損失
率、最小前方フレー
ム損失率、平均後方
フレーム損失率、最
大後方フレーム損失
率、最小後方フレー
ム損失率、ジッター
前方、ジッター後
方、可用性の表形式
表示。

IPSLA Y.1731
IPSLA Y.1731 モニタ
リング ポリシーの詳
細については、IP
SLA Y.1731 モニタリ
ング ポリシー （1215
ページ）を参照して
ください。

平均遅延双方向、平均遅延前
方、平均遅延後方、平均正ジッ
ター前方、平均負ジッター前
方、平均正ジッター後方、平均
負ジッター後方、平均前方フ
レーム損失率、平均後方フレー
ム損失率
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ネットワークの監視
キャリア イーサネット パフォーマンス レポート

レポート タイ 内容
プ

有効にする必要があ 有効化する必要があるパラメー
るモニタリング ポリ タ
シー

インターフェ
イスのアベイ
ラビリティ

ネットワーク内のデ
バイスに関するイン
ターフェイスの詳細
の表示

インターフェイス ヘ 統計情報（Statistics）
ルス

インターフェ
イスのグラフ

一定期間のインター
フェイス トラフィッ
ク統計情報：受信ト
ラフィック、発信ト
ラフィック、受信使
用率、発信使用率。

インターフェイス ヘ 統計情報（Statistics）
ルス

インターフェイス ト
ラフィック統計情報
の上位 N レポートの
表形式表示：最大受
信トラフィック、平
均受信トラフィッ
ク、最大発信トラ
フィック、平均発信
トラフィック、最大
受信使用率、最大発
信使用率と現在の受
信使用率、現在の発
信使用率、受信エ
ラー、発信エラー、
受信破棄、発信破
棄、インターフェイ
スの可用性。

インターフェイス ヘ 統計情報（Statistics）
ルス

インターフェ
イス上位 N

インターフェイス ヘ
ルス モニタリング ポ
リシーの詳細につい
ては、インターフェ
イスのヘルス モニタ
リング ポリシー （
1214ページ）を参照し
てください。

インターフェイス ヘ
ルス モニタリング ポ
リシーの詳細につい
ては、インターフェ
イスのヘルス モニタ
リング ポリシー （
1214ページ）を参照し
てください。

インターフェイス ヘ
ルス モニタリング ポ
リシーの詳細につい
ては、インターフェ
イスのヘルス モニタ
リング ポリシー （
1214ページ）を参照し
てください。
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ネットワークの監視
キャリア イーサネット パフォーマンス レポート

レポート タイ 内容
プ

有効にする必要があ 有効化する必要があるパラメー
るモニタリング ポリ タ
シー

インターフェ
イス トラ
フィック
（Interface
Traffic）

インターフェイス ヘ 統計情報と CRC
ルス

インターフェイス ト
ラフィック統計情報
の表形式表示：受信
トラフィックレー
ト、発信トラフィッ
クレート、受信使用
率、発信使用率、受
信エラー、発信エ
ラー、受信破棄、発
信破棄、受信パケッ
トレート、発信パ
ケットレート（L3 パ
ケット含む）、CRC
エラーと割合。

光リンク SFP A エンド デバイス、
電力レベル レ A エンド インター
ポート
フェイス、Z エンド
デバイス、Z エンド
インターフェイス、
Tx と Rx の電力レベ
ルの表形式表示。
（注）

インターフェイス ヘ
ルス モニタリング ポ
リシーの詳細につい
ては、インターフェ
イスのヘルス モニタ
リング ポリシー （
1214ページ）を参照し
てください。

光 SFP

光 Tx Power、光 Rx Power

光 SFP モニタリング
ポリシーの詳細につ
いては、光 SFP モニ
タリング ポリシー （
1221ページ）を参照し
てください。

このレポー
トの前提条
件は、ネッ
トワークで
CDP/LLDP
対応リンク
を使用する
ことです。
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ネットワークの監視
キャリア イーサネット パフォーマンス レポート

レポート タイ 内容
プ

有効にする必要があ 有効化する必要があるパラメー
るモニタリング ポリ タ
シー

リンク使用率

インターフェイス ヘ 統計情報（Statistics）
ルス

A エンド デバイス、
A エンド インター
フェイス、A メン
バー、A エンド受信
使用率、A エンド発
信使用率、Z エンド
デバイス、Z エンド
インターフェイス、Z
メンバー、イベント
時間、属するリンク
集約グループを含
む、リンクに参加し
ているインターフェ
イスのインターフェ
イス使用率。
（注）

インターフェイス ヘ
ルス モニタリング ポ
リシーの詳細につい
ては、インターフェ
イスのヘルス モニタ
リング ポリシー （
1214ページ）を参照し
てください。

このレポー
トの前提条
件は、ネッ
トワークで
CDP/LLDP
対応リンク
を使用する
ことです。

MPLS リンクの MPLS セグメント
統計情報
ルーティングにおけ
るリンク遅延とジッ
タの表現。

MPLS リンクのパ
フォーマンス
MPLS モニタリング
ポリシーの詳細につ
いては、MPLS リンク
パフォーマンス モニ
タリング ポリシー （
1219ページ）を参照し
てください。
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平均遅延、最小遅延、最大遅
延、RX パケット、TX パケット

ネットワークの監視
キャリア イーサネット パフォーマンス レポート

レポート タイ 内容
プ

有効にする必要があ 有効化する必要があるパラメー
るモニタリング ポリ タ
シー

光 SFP イン
ターフェイス
レポート

光 SFP

インターフェイスの
デバイスの送信/受信
電力レベルの表形式
表示。デバイス名、
インターフェイス
名、RxPower、
TxPower、
EVENTTIME が含ま
れます。

PWE3 統計情報 デバイス名を含む
PWE3 トラフィックと
可用性の統計情報、IP
アドレス、VC ID、ピ
ア アドレス、VC タイ
プ、現在の受信ビッ
ト レート、現在の発
信ビット レート、現
在の受信バイト レー
ト、現在の発信バイ
ト レート、現在の受
信パケット レート、
現在の発信パケット
レート、グローバル
可用性、受信可用性
と発信可用性の表形
式表示。

光 Tx Power、光 Rx Power

光 SFP モニタリング
ポリシーの詳細につ
いては、光 SFP モニ
タリング ポリシー （
1221ページ）を参照し
てください。

PW VC パフォーマンス合計受
信 HC パケット レート、PW VC
パフォーマンス合計受信 HC バ
疑似回線エミュレー
イト レート、PW VC パフォー
ション（エッジ間）
マンス合計発信 HC パケット
のモニタリング ポリ
レート、PW VC パフォーマン
シーの詳細について
ス合計発信 HC バイト レート、
は、疑似回線エミュ
PW VC 操作スタータス アッ
レーション（エッジ
プ、PW VC 受信操作ステータ
間）モニタリング ポ
ス アップ、PW VC 発信操作ス
リシー（1216ページ）
テータス アップ、PW VC 操作
を参照してくださ
ステータス ダウン、PW VC パ
い。
フォーマンス合計受信 HC パ
ケット、PW VC パフォーマン
ス合計受信 HC バイト、PW VC
パフォーマンス合計発信 HC パ
ケット、PW VC パフォーマン
ス合計発信 HC バイト、PW VC
受信操作ステータス ダウン、
PW VC 発信操作ステータス ダ
ウン
疑似回線エミュレー
ション（エッジ間）
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ネットワークの監視
キャリア イーサネット パフォーマンス レポート

レポート タイ 内容
プ

有効にする必要があ 有効化する必要があるパラメー
るモニタリング ポリ タ
シー

PWE3 上位 N

疑似回線エミュレー
ション（エッジ間）

デバイス名、IP アド
レス、VC ID、ピア ア
ドレス、VC タイプ、
平均受信バイト レー
ト、平均発信バイト
レート、最大受信バ
イト レート、最大発
信バイト レート、平
均受信ビット レー
ト、平均発信ビット
レート、最大受信
ビット レート、最大
発信ビット レート、
平均受信パケット
レート、平均発信パ
ケット レート、最大
受信パケット レー
ト、最大発信パケッ
ト レート、グローバ
ル受信可用性とグ
ローバル発信可用性
を含む、PWE3 統計情
報の上位 N レポート
の表形式表示。

PW VC パフォーマンス合計受
信 HC パケット レート、PW VC
パフォーマンス合計受信 HC バ
疑似回線エミュレー
イト レート、PW VC パフォー
ション（エッジ間）
マンス合計発信 HC パケット
のモニタリング ポリ
レート、PW VC パフォーマン
シーの詳細について
ス合計発信 HC バイト レート、
は、疑似回線エミュ
PW VC 操作スタータス アッ
レーション（エッジ
プ、PW VC 受信操作ステータ
間）モニタリング ポ
ス アップ、PW VC 発信操作ス
リシー（1216ページ）
テータス アップ、PW VC 操作
を参照してくださ
ステータス ダウン、PW VC パ
い。
フォーマンス合計受信 HC パ
ケット、PW VC パフォーマン
ス合計受信 HC バイト、PW VC
パフォーマンス合計発信 HC パ
ケット、PW VC パフォーマン
ス合計発信 HC バイト、PW VC
受信操作ステータス ダウン、
PW VC 発信操作ステータス ダ
ウン
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ネットワークの監視
キャリア イーサネット パフォーマンス レポート

レポート タイ 内容
プ

有効にする必要があ 有効化する必要があるパラメー
るモニタリング ポリ タ
シー

PWE3 トラ
平均受信ビット レー
フィック グラ ト、平均発信ビット
フ
レート、平均受信バ
イト レート、平均発
信バイト レート、平
均受信パケット レー
ト、平均発信パケッ
ト レート、グローバ
ル可用性、受信可用
性と発信可用性を含
む、PWE3 トラフィッ
クのグラフィカル表
示。

疑似回線エミュレー
ション（エッジ間）

PW VC パフォーマンス合計受
信 HC パケット レート、PW VC
パフォーマンス合計受信 HC バ
疑似回線エミュレー
イト レート、PW VC パフォー
ション（エッジ間）
マンス合計発信 HC パケット
のモニタリング ポリ
レート、PW VC パフォーマン
シーの詳細について
ス合計発信 HC バイト レート、
は、疑似回線エミュ
PW VC 操作スタータス アッ
レーション（エッジ
プ、PW VC 受信操作ステータ
間）モニタリング ポ
ス アップ、PW VC 発信操作ス
リシー（1216ページ）
テータス アップ、PW VC 操作
を参照してくださ
ステータス ダウン、PW VC パ
い。
フォーマンス合計受信 HC パ
ケット、PW VC パフォーマン
ス合計受信 HC バイト、PW VC
パフォーマンス合計発信 HC パ
ケット、PW VC パフォーマン
ス合計発信 HC バイト、PW VC
受信操作ステータス ダウン、
PW VC 発信操作ステータス ダ
ウン
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ネットワークの監視
キャリア イーサネット パフォーマンス レポート

レポート タイ 内容
プ

有効にする必要があ 有効化する必要があるパラメー
るモニタリング ポリ タ
シー

QoS ポリシン
グ

Quality of Service

ポリシー マップ
ClassMap の詳細の表
形式表示。詳細に
は、ポリシー マップ
の方向、平均超過バ
イト レート、最大超
過バイト レート、最
大超過日付、平均違
反バイト レート、最
大違反バイト レー
ト、最大違反日付、
平均適合バイト レー
ト、最大適合バイト
レート、最大適合日
付、CIR現在のレート
と PIR 現在のレート
が含まれます。ま
た、超過、違反、適
合のバイト レートの
グラフィカル表示も
含まれます。

適合バイトレート、超過バイト
サービス品質モニタ レート、違反バイトレート、超
リング ポリシーの詳 過パケット、違反バイト、
細については、QoS CIR、適合バイト、超過バイ
サービス モニタリン ト、PIR
グ ポリシー （1217
ページ）を参照して
ください。
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ネットワークの監視
光パフォーマンス レポート

レポート タイ 内容
プ

有効にする必要があ 有効化する必要があるパラメー
るモニタリング ポリ タ
シー

Quality of Service
QoS ポリシー ポリシー マップ
（QoS Policy） ClassMap の詳細のグ サービス品質モニタ
ラフィカル表示と表 リング ポリシーの詳
形式表示。詳細に
細については、QoS
は、ポリシー マップ サービス モニタリン
の方向、平均事前ポ グ ポリシー （1217
リシー バイト レー
ページ）を参照して
ト、最大事前ポリ
ください。
シー バイト レート、
平均事後ポリシー バ
イト レート、最大事
後ポリシー バイト
レート、最大事前ポ
リシー日、最大事後
ポリシー日、平均ド
ロップ率、最大ド
ロップ率、最大ド
ロップ日、CIRの平均
事前ポリシー、平均
インターフェイス速
度率、CIRの最大事前
ポリシー、最大イン
ターフェイス速度
率、CIRの平均事前ポ
リシー、CIRの最大事
前ポリシー、イン
ターフェイス速度日
が含まれます。ま
た、事前ポリシー、
事後ポリシー、ド
ロップ ビット レー
ト、ドロップ率のグ
ラフィカル表示も含
まれます。

ドロップ バイト レート、ド
ロップ率、事後ポリシーバイト
レート、事前ポリシー バイト
レート、CIR の事前ポリシー
率、CIR の事後ポリシー率、
CIR、事後ポリシー レート（バ
イト/秒）、事前ポリシー バイ
ト

光パフォーマンス レポート
表 14 : 光パフォーマンス レポートに、Cisco EPN Manager でサポートされる光パフォーマンス
レポートを示します。すべてのグラフィカル レポートについては、レポートのスケジュールま
たは実行時に、最大 4 つのインターフェイスを選択していることを確認してください。すべて
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の表形式レポートについては、レポートのスケジュールまたは実行時に、[表示（Show）]フィー
ルドを使用してページに表示するレコード数を指定してください。
これらのレポートを生成すると表示されるパフォーマンス データは、モニタリング ポリシー
を有効にするときに有効化したモニタリング ポリシー パラメータによって異なります。モニ
タリング タイプおよび関連するパフォーマンス カウンタの詳細な一覧については、モニタリ
ング ポリシー リファレンス （1213 ページ）を参照してください。モニタリング ポリシーの詳
細については、デバイスおよびネットワークの健全性とパフォーマンスのモニタ（269ページ）
を参照してください。レポート結果を理解する方法については、レポート出力の例：Web GUI
出力と CSV ファイル出力 （374 ページ）を参照してください。

（注）

これらのレポートのデータを入力するには、[オプティカル1日（Optical 1 day）]、[オプティカ
ル15分（Optical 15 mins）]、または [オプティカル30秒（Optical 30 secs）] モニタリングポリ
シーを有効にします。
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表 14 : 光パフォーマンス レポート

レポート

レポート タイプ

内容

有効化する必要があ ポーリングす
るモニタリング ポリ る必要がある
シー パラメータ
パラメータ

Ethernet

イーサネット レ
ポート：
NCS1K、
NCS2K、NCS4K
（Ethernet
Reports–NCS1K,
NCS2K and
NCS4K）

上位層プロトコルから送信が要求されて、宛先が
この副層のマルチキャストまたはブロードキャス
ト アドレスではなかったパケットの総数（廃棄ま
たは未送信のものも含む）を示すグラフィカルお
よび表形式のレポート。詳細には、エラーなしで
送信されたマルチキャスト フレームの総数、上位
層プロトコルから要求されたパケットの総数、送
信されたオクテットの総数、インターフェイスで
受信されたオクテットの総数、エラーのために破
棄されたパケットの数も含まれます。

[オプティカル1日
（Optical 1 day）]、

新しいレポートのレポート出力をカスタマイズす
るには、[レポート（Reports）] > [レポート起動
パッド（Report Launch Pad）] > [光パフォーマン
ス（Optical Performance）] > [イーサネット
（Ethernet）] を選択し、[新規（New）] をクリッ
クして、[設定（Settings）] 領域の [カスタマイズ
（Customize）] をクリックします。
既存のレポートのレポート出力をカスタマイズす
るには、[レポート（Reports）] > [レポート起動
パッド（Report Launch Pad）] > [光パフォーマン
ス（Optical Performance）] > [イーサネット
（Ethernet）] を選択し、必要なレポート リンク
をクリックして、[設定（Settings）] 領域で [カス
タマイズ（Customize）] をクリックします。

Ethernet

[オプティカル15分
（Optical 15
mins）]、
または[オプティカル
30秒（Optical 30
secs）]
光モニタリング ポリ
シーによって収集さ
れる情報について
は、モニタリング ポ
リシー リファレンス
（1213ページ）を参照
してください。
レポート結果を理解
する方法について
は、レポート出力の
例：Web GUI 出力と
CSV ファイル出力 （
374ページ）を参照し
てください。
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レポート

レポート タイプ

内容

有効化する必要があ ポーリングす
るモニタリング ポリ る必要がある
シー パラメータ
パラメータ

OTN

セクション モニ
タリング近端およ
び遠端レポート：
NCS1K、
NCS2K、NCS4K
（Section
Monitoring NEnd
& FEnd ReportsNCS1K, NCS2K
and NCS4K）

OTN 回線タイプのデバイスとインターフェイスの
OTN セクション モニタリング詳細を示すグラフィ
カルおよび表形式のレポート。詳細には、バック
グラウンド ブロック エラーの数とその比率、エ
ラー秒数とその比率、重大エラー秒数とその比率、
使用不可秒数、および障害カウントの数が含まれ
ます。

[オプティカル1日
（Optical 1 day）]、

前方誤り訂正レ
ポート：
NCS1K、
NCS2K、NCS4K
（Forward Error
Correction ReportsNCS1K, NCS2K
and NCS4K）

OTN 回線タイプのデバイスとインターフェイスの
OTN 前方誤り訂正詳細を示すグラフィカルおよび
表形式のレポート。詳細には、ECW、UCW、ビッ
トエラー訂正の数、訂正不可能なワードの数、お
よびパフォーマンスモニタリングの時間間隔中に
検出された事前前方誤り訂正ベースのビットエラー
カウントが含まれます。

タンデム接続モニ
タリング近端およ
び遠端レポート
（Tandem
Connection
Monitoring NEnd
& FEnd Reports）

OTN 回線タイプのデバイスとインターフェイスの
タンデム接続モニタリング詳細を提供するグラフィ
カルおよび表形式のレポート。詳細には、バック
グラウンド ブロック エラーの数とその比率、エ
ラー秒数とその比率、重大エラー秒数とその比率、
使用不可秒数、および障害カウントの数が含まれ
ます。

[オプティカル15分
（Optical 15
mins）]、

OTN
DWDM イン
フラストラク
チャ1

または[オプティカル
30秒（Optical 30
secs）]

光モニタリング ポリ
パス モニタリン OTN 回線タイプのデバイスとインターフェイスの シーによって収集さ
グ近端および遠端 OTN パス モニタリング詳細を示すグラフィカル れる情報について
レポート（Path
および表形式のレポート。バックグラウンド ブ は、モニタリング ポ
Monitoring NEnd ロック エラーの数とその比率、エラー秒数とその リシー リファレンス
& FEnd Reports） 比率、重大エラー秒数とその比率、使用不可秒数、 （1213ページ）を参照
してください。
障害カウントの数などの詳細が提供されます。

GFP 統計レポー
ト：NCS2K およ
び NCS4K（GFP
Statistics
Reports–NCS2K
and NCS4K）
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OTN

OTN
DWDM イン
フラストラ
クチャ1

ネットワークの監視
光パフォーマンス レポート

レポート

レポート タイプ

内容

有効化する必要があ ポーリングす
るモニタリング ポリ る必要がある
シー パラメータ
パラメータ

OTN 回線タイプのデバイスのジェネリック フレー
ミング プロシージャ（GFP）統計を提供するグラ
フィカルおよび表形式のレポート。GFP 統計に
は、送受信した GFP フレームとバイトの数、受信
したシングル ビット エラーとマルチ ビット エラー
の数、CRC エラー/無効な GFP タイプ/無効な CID
で受信したパケットの数、送受信した CMF フレー
ムの数、および cHEC と tHEC のマルチ ビット エ
ラーの数が含まれます。
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レポート

レポート タイプ

Physical

光パワーレポー
ト：NCS1K、
NCS2K、SVO、
および NCS4K

内容

有効化する必要があ ポーリングす
るモニタリング ポリ る必要がある
シー パラメータ
パラメータ

物理回線タイプのデバイスで送受信した信号の光 [オプティカル1日
入出力パワーの平均、最小、および最大パーセン （Optical 1 day）]、
テージを提供するグラフィックおよび表形式のレ
[オプティカル15分
ポート。
（Optical 15
（注） グラフィックレポートは、SVO デバイ
mins）]、
スではサポートされていません。
または[オプティカル
30秒（Optical 30
レーザーバイアス レーザー バイアス電流の平均、最小、および最大 secs）]
電流レポート： パーセンテージを提供するグラフィックおよび表
NCS1K、
形式のレポート。レーザー バイアス電流は、整数 光モニタリング ポリ
NCS2K、SVO、 のパーセンテージで表現される正規化された値で シーによって収集さ
れる情報について
および NCS4K
す。
は、モニタリング ポ
（注） グラフィックレポートは、SVO デバイ
リシー リファレンス
スではサポートされていません。
（1213ページ）を参照
してください。
光物理レポート： 単方向ポート上の光パワーの平均、最小、および
レポート結果を理解
CS1K、NCS2K、 最大値を提供するグラフィックおよび表形式のレ
する方法について
SVO、および
ポート。詳細には、光サービスチャネルの平均、
は、レポート出力の
NCS4K
最小、および最大電力レベル、光信号対雑音比の
例：Web GUI 出力と
平均、最小、最大、光パワーの警告、波長分散、
CSV ファイル出力 （
2次偏波モード分散、偏波依存損失、微分群遅延、
374ページ）を参照し
偏波変化率、および位相ノイズが含まれます。
てください。
（注） グラフィックレポートは、SVO デバイ
（注） [オプティ
スではサポートされていません。
カル 30 秒
（Optical
30 secs）]
SVO デバ
イスには適
用されませ
ん。
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レポート

レポート タイプ

SDH また SDH リジェネ
は SONET レータ セクショ
ン レポート
（SDH
Regenerator
Section Report）

内容

有効化する必要があ ポーリングす
るモニタリング ポリ る必要がある
シー パラメータ
パラメータ

ネットワーク内のデバイスの SDH リジェネレータ
セクション層のパフォーマンス モニタリング詳細
を提供するグラフィカルおよび表形式のレポート。
詳細には、バックグラウンド ブロック エラーの数
とその比率、エラー秒数とその比率、重大エラー
秒数とその比率、使用不可秒数、エラー ブロック
の数、およびフレーム同期外れ秒数が含まれます。

SDH/SONET
[オプティカル1日
（Optical 1 day）] ま DWDM イン
たは
フラストラク
1
[光 15 分（Optical 15 チャ

SDH 多重化セク
ション近端および
遠端レポート：
NCS2K（SDH
Multiplex Section
NEnd & FEnd
Reports - NCS4K）

ネットワーク内のデバイスの SDH 多重化セクショ
ン層のパフォーマンス モニタリング詳細を提供す
るグラフィカルおよび表形式のレポート。詳細に
は、バックグラウンド ブロック エラーの数とその
比率、エラー秒数とその比率、重大エラー秒数と
その比率、使用不可秒数、エラー ブロックの数、
障害カウントの数、保護スイッチング（スイッチ
ング カウント）、リング カウント、スパン カウ
ント、作業カウント、時間、着信転送までの時間、
スパン時間、および作業時間が含まれます。

SONET セクショ
ン レポート
（SONET Section
Report）

ネットワーク内のデバイスの SONET セクション
層のパフォーマンス モニタリング詳細を提供する
グラフィカルおよび表形式のレポート。詳細には、
符号違反の数、エラー秒数、重大エラー秒数、お
よび重大エラー フレーム秒数が含まれます。

SONET 回線近端
および遠端レポー
ト：NCS2K
（SONET Line
NEnd & FEnd
Reports - NCS2K）

ネットワーク内のデバイスの SONET 回線層のパ
フォーマンス モニタリング詳細を提供するグラ
フィカルおよび表形式のレポート。詳細には、符
号違反の数、エラー秒数、重大エラー秒数、使用
不可秒数、障害カウントの数、保護スイッチング
（スイッチング カウント）、リング カウント、ス
パン カウント、作業カウント、時間、着信転送ま
での時間、スパン時間、および作業時間が含まれ
ます。

mins）]
光モニタリング ポリ
シーによって収集さ
れる情報について
は、モニタリング ポ
リシー リファレンス
（1213ページ）を参照
してください。

レポート結果を理解
する方法について
は、レポート出力の
例：Web GUI 出力と
CSV ファイル出力 （
SDH 多重化セク ネットワーク内のデバイスの SDH 多重化セクショ 374ページ）を参照し
ション近端および ン層のパフォーマンス モニタリング詳細を提供す てください。
遠端レポート： るグラフィカルおよび表形式のレポート。詳細に
NCS4K（SDH
は、バックグラウンド ブロック エラーの数とその
Multiplex Section 比率、エラー秒数とその比率、重大エラー秒数と
NEnd & FEnd
その比率、使用不可秒数、およびエラー ブロック
Reports - NCS4K） の数が含まれます。
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レポート

レポート タイプ

内容

有効化する必要があ ポーリングす
るモニタリング ポリ る必要がある
シー パラメータ
パラメータ

SONET 回線近端
および遠端レポー
ト：NCS4K
（SONET Line
NEnd & FEnd
Reports - NCS4K）

ネットワーク内のデバイスの SONET 回線層のパ
フォーマンス モニタリング詳細を提供するグラ
フィカルおよび表形式のレポート。詳細には、符
号違反の数、エラー秒数、重大エラー秒数、使用
不可秒数、および障害カウントの数が含まれます。

1. すべての Cisco Optical Networking Services（ONS）および Cisco Network Convergence System（NCS）2000 シリーズのデバイ
スに対してこのパラメータを有効化する必要があります。

パフォーマンス レポート
この項では、Cisco EPN Manager でサポートされる基本的なパフォーマンス レポートを一覧表
示します。また、各レポート タイプで有効にする必要があるモニタリング ポリシーとパラメー
タもリストされます。これらのレポートは、光およびキャリア イーサネット技術の両方に適用
されます。

（注）

これらのレポートは、Cisco NCS 2000 デバイスではサポートされていません。
モニタリング ポリシーの詳細については、デバイスおよびネットワークの健全性とパフォーマ
ンスのモニタ （269 ページ）を参照してください。
レポート タイプ

内容

有効にする必要がある 有効化する必要がある
モニタリングポリシー パラメータ

アプリケーションサマ アプリケーション設定 NA
リ
の詳細の表現。

NA

カンバセーション

カンバセーションの詳 NA
細が表示されます。

NA

End User Summary

各クライアントのエン NA
ドユーザ要約レポート
を表示します。

NA
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レポート タイプ

内容

有効にする必要がある 有効化する必要がある
モニタリングポリシー パラメータ

環境温度
（Environmental
Temperature）

ネットワークデバイス
のデバイス IP アドレ
ス、名前、センサー
名、センサータイプ、
最大インレット温度、
その他の最大温度、お
よびイベントタイムを
表形式で表示します。

Device Health

環境温度（Environment
デバイス ヘルス モニ Temperature）
タリングポリシーの詳
細については、デバイ
スのヘルスモニタリン
グポリシー（1213ペー
ジ）を参照してくださ
い。

要約された温度レポー ネットワークデバイス Device Health
環境温度（Environment
ト（Summarized
のデバイス IP アドレ デバイス ヘルス モニ Temperature）
Temperature Report） ス、デバイス名、セン タリングポリシーの詳
サー名、センサータイ 細については、デバイ
プ、最大タイムスタン スのヘルスモニタリン
プ、最大温度（摂
グポリシー（1213ペー
氏）、最小タイムスタ ジ）を参照してくださ
ンプ、最小温度（摂 い。
氏）を表形式で表示し
ます。
現在の温度レポート
（Current Temperature
Report）

ネットワークデバイス
のデバイスの IP アド
レス、デバイス名、セ
ンサー名、センサータ
イプ、温度（摂氏）、
および現在のタイムス
タンプを表形式で表示
します。

環境温度（Environment
デバイス ヘルス モニ Temperature）
タリングポリシーの詳
細については、デバイ
スのヘルスモニタリン
グポリシー（1213ペー
ジ）を参照してくださ
い。

サイトの要約

ネットワークにサイト NA
の要約レポートを表示
します。

Device Health

NA
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Network Summary レポート

レポート タイプ

内容

有効にする必要がある 有効化する必要がある
モニタリングポリシー パラメータ

Threshold Violations

表にネットワークのし
きい値違反アラーム
データ（送信元、イベ
ント タイプ、カテゴ
リ、説明）が一覧表示
されます。

インターフェイスヘル 管理ステータスのアッ
プ/ダウン（Admin
ス
Status Up/Down）
デバイス ヘルス モニ
タリングポリシーの詳 動作ステータスのアッ
細については、デバイ プ/ダウン（Operational
スのヘルスモニタリン Status Up/Down）
グポリシー（1213ペー
管理ステータスのアッ
ジ）を参照してくださ
プおよび動作ステータ
い。
スのダウンの割合
（Admin Status Up and
Operational Status Down
Percentage）

Voice Video Summary

ネットワーク内の音声 NA
ビデオの要約レポート
のリストを表示しま
す。

NA

WAN Performance
Analysis

NA
ネットワーク内の
WAN アプリケーショ
ンパフォーマンス分析
リストを表示します。

NA

WAN トラフィック分 WAN トラフィックの NA
析の要約
詳細を表示します。

NA

Network Summary レポート
この項では、Cisco EPN Manager でサポートされる Network Summary レポートを一覧表示しま
す。次のレポートでは、ネットワークのヘルスの情報について説明します。
レポート タイプ

内容

有効にする必要がある ポーリングする必要が
モニタリングポリシー あるパラメータ

リンク フラップ レ
ポート（Link Flap
Report）

A エンド デバイス、A 該当なし
エンドインターフェイ
ス、Z エンド デバイ
ス、Z エンド インター
フェイス、リンク名、
フラップ数の表形式表
示。
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デバイス レポート
この項では、Cisco EPN Manager でサポートされるデバイス レポートを一覧表示します。また、
各レポート タイプで有効にする必要があるモニタリング ポリシーとパラメータもリストされ
ます。これらのレポートは、光およびキャリア イーサネット技術の両方に適用されます。

（注）

デバイス レポートは、Cisco NCS 2000 デバイスではサポートされていません。
モニタリング ポリシーの詳細については、デバイスおよびネットワークの健全性とパフォーマ
ンスのモニタ （269 ページ）を参照してください。

レポート タイ
プ

内容

有効にする必要がある 有効化する必要があ
モニタリング ポリシー るパラメータ

[アラームレ
ネットワーク内のデバイスのアラームのリスト。重大 NA
ポート（Alarm 度、メッセージ、ステータス、障害原因、タイム スタ
Report）]
ンプ、作成時刻、デバイス タイムスタンプ、所有者、
カテゴリ、条件、場所、サービスの影響、サテライト
ID が含まれます。

NA

[CPU 使用率
（CPU
Utilization）]

すべてのデバイスと指定した期間の平均 CPU 使用率を Device Health
CPU 使用率
一覧表示するテーブル。
デバイス ヘルス モニタ
リング ポリシーの詳細
については、デバイス
のヘルス モニタリング
ポリシー（1213ページ）
を参照してください。

ハードウェア
の詳細情報

インベントリまたはデバイス タイプ全体のハードウェ NA
ア情報（スイッチおよびハブ、ルータ、および光トラ
ンスポートなど）。

NA

ソフトウェア
の詳細情報

インベントリまたはデバイス タイプ全体のソフトウェ NA
ア情報（スイッチおよびハブ、ルータ、および光トラ
ンスポートなど）。

NA

[デバイス アベ ネットワーク内で利用可能なすべてのデバイスとその NA
イラビリティ 到達可能性の割合を一覧表示するテーブル。
（Device
Availability）]

NA

デバイス クレ
デンシャルの
検証

NA

ネットワーク内のデバイスのクレデンシャル ステータ NA
ス。各デバイスのログイン、到達可能性、およびプロ
トコル ステータスが含まれます。また、デバイスの最
終変更日時が含まれます。
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レポート タイ
プ

内容

有効にする必要がある 有効化する必要があ
モニタリング ポリシー るパラメータ

Device Health

指定された期間のネットワーク デバイスの CPU 使用
率、メモリ使用率、および応答可能性情報。デバイス
上のすべての CPU モジュールおよびメモリ プールの
最小、最大、および平均が含まれます。

Device Health

DMVPN レポー ネットワーク内のデバイスの DMVPN 情報。
ト

CPU 使用率

デバイス ヘルス モニタ
リング ポリシーの詳細
については、デバイス
のヘルス モニタリング
ポリシー（1213ページ）
を参照してください。
NA

NA

[イベントレ
ネットワーク内のデバイスのイベントのリスト。説明、 NA
ポート（Event 障害原因、タイム スタンプ、デバイス タイムスタン
Report）]
プ、重大度、カテゴリ、条件が含まれます。

NA

ネットワーク内のスイッチのアイデンティティ機能の NA
概要情報。

NA

[インターフェ ネットワーク内のデバイスのインターフェイスの詳細。 NA
イスの詳細
デバイス名、ポート名、ポートの説明、MAC アドレ
（Interface
ス、管理ステータス、動作ステータスが含まれます。
Detail）]

NA

Identity
Capability
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レポート タイ
プ

内容

有効にする必要がある 有効化する必要があ
モニタリング ポリシー るパラメータ

インベントリ

NA
ネットワーク内のデバイスの基本的なインベントリ
データ。モデル別のコントローラの数、ソフトウェア
バージョン別のコントローラの数、コントローラ イン
ベントリ、モデル別の AP の数、ソフトウェア バージョ
ン別の AP の数、AP インベントリ、関連付け解除 AP、
自律 AP インベントリ、メンテナンス モード AP、バー
ジョン別の MSE の数、MSE、モデル別のスイッチの
数、バージョン別のスイッチの数、スイッチ インベン
トリ、スイッチ デバイス ソフトウェア イメージ、モ
デル別のルータの数、バージョン別のルータの数、ルー
タ インベントリ、ルータ デバイス ソフトウェア イメー
ジ、モデル別の Cisco インターフェイスおよびモジュー
ル デバイスの数、ソフトウェア バージョン別の Cisco
インターフェイスおよびモジュール デバイスの数、
Cisco インターフェイスおよびモジュールのデバイス
インベントリ、Cisco インターフェイスおよびモジュー
ル - ソフトウェア イメージ、モデル別のストレージ
ネットワーキング デバイスの数、ソフトウェア バー
ジョン別のストレージ ネットワーキング デバイスの
数、ストレージ ネットワーキング デバイス インベン
トリ、ストレージ ネットワーキング デバイス - ソフト
ウェア イメージ、モデル別のセキュリティおよび VPN
の数、ソフトウェア バージョン別のセキュリティおよ
び VPN の数、セキュリティおよび VPN インベントリ
が含まれます。

NA

リンクレポー
ト

ネットワーク内の OTU、OTS、ODU、OMS 対応リン
クのリンク使用率。

NA

メモリ使用率
（Memory
Utilization）

指定された期間のメモリ使用率情報。すべてのメモリ NA
プール/モジュールに関する情報が含まれます。

[メモリ プール使用
率（Memory Pool
Utilization）]

ポート キャパ
シティ

ネットワーク内のデバイスのインターフェイス使用率 NA
（%）。

NA

Device Health
デバイス ヘルス モニタ
リング ポリシーの詳細
については、デバイス
のヘルス モニタリング
ポリシー（1213ページ）
を参照してください。
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レポート タイ
プ

内容

有効にする必要がある 有効化する必要があ
モニタリング ポリシー るパラメータ

PTP の状態

PTP クロッククラス、PTP サーボ、ポートインデック PTP/SyncE モニタリン
ス、PTP 境界クロックデータ。
グポリシー

NA

PTP/SyncE モニタリン
グポリシーの詳細につ
いては、PTP/SyncE モ
ニタリングポリシー （
1216ページ）を参照して
ください。
PWID インベン ローカルデバイスとピアデバイスの PWID を表示し、
トリ
エクスポートします。ドメインごと、およびルータご
とにすべてのサービスのすべての PWID を一覧表示し
ます。

Device Health

NA

デバイス ヘルス モニタ
リング ポリシーの詳細
については、デバイス
のヘルス モニタリング
ポリシー（1213ページ）
を参照してください。

VLAN

ネットワーク内のスイッチの VLAN 情報。

NA

NA

有線デバイス
インベントリ
の詳細情報

ネットワーク内の有線デバイスの詳細なインベントリ NA
データ。システム情報、シャーシ情報、モジュール情
報、モジュール ポート インターフェイス、VLAN イン
ターフェイス、ソフトウェア イメージ情報、メモリ
プール情報、フラッシュ デバイス、フラッシュ パー
ティション、フラッシュ ファイルが含まれます。

NA

（注）

レポートを保存せずにすぐに実行する場合
は、最大 5 台のデバイスを選択できます。6
台以上のデバイスを含めるには、レポートを
保存またはスケジュール設定します。

有線デバイス
の可用性

ネットワークで最高の可用性の有線デバイスのリスト。 NA
デバイス名、平均可用性（%）が含まれます。

NA

有線モジュー
ルの詳細

デバイス名、デバイス IP、機器名、ポート数、動作ス NA
テータス、ベンダー機器タイプ、製造元、シリアル番
号、UDI など、ネットワーク内の有線デバイスの詳細
なモジュール情報を示すテーブル。

NA
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レポート タイ
プ

内容

有効にする必要がある 有効化する必要があ
モニタリング ポリシー るパラメータ

有線ポートの
属性

管理者ステータス、動作ステータス、MAC アドレスな
どのポート属性情報。VLAN ID、アクセスモード
VLAN、デバイス IP アドレス、インターフェイス IP ア
ドレス、説明、MAC アドレス、管理ステータス、動作
ステータス、タイプ、MTU、速度、デュプレックス、
IsTrunk、トランク カプセル化が含まれます。

Device Health

NA

デバイス ヘルス モニタ
リング ポリシーの詳細
については、デバイス
のヘルス モニタリング
ポリシー（1213ページ）
を参照してください。

SFTP リポジトリの設定
レポートをエクスポートできる外部 SFTP リポジトリ（ローカルまたはリモート）を設定でき
ます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [全般（General）] >
[レポート（General）] に移動します。
ステップ 2 [外部サーバ設定（External Server Settings）] 領域の下に表示されるフィールドに SFTP サーバの詳細を入力
します。
ステップ 3 [保存（Save）] をクリックします。

新しいレポートの作成、スケジュール設定、実行
[レポート起動パッド（Report Launch Pad）] では、1 つのページからすべての Cisco EPN Manager
レポートにアクセスできます。このページでは、すべてのレポート操作（作成、保存、表示、
スケジュール設定、カスタマイズ）を実行できます。
レポートの詳細を表示するには、レポートの種類の横にあるツールチップにカーソルを移動し
ます。
新しいレポートを作成してスケジュール設定し、実行するには、次の手順に従います。
始める前に
外部 SFTP リポジトリへのレポートのエクスポートを予定している場合は、外部サーバが設定
されていることを確認します。詳細については、SFTP リポジトリの設定 （367 ページ）を参照
してください。
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ステップ 1 左側のサイドバーから、[レポート（Reports）] > [レポート起動パッド（Report Launch Pad）] を選択しま
す。
ステップ 2 起動するレポートを見つけ、[新規作成（New）] をクリックします。
[レポート期間（Report Period）] フィールドの一部として新しいテキストボックスの [過去（Last）] が追加
され、ユーザは過去 24 時間のレポートを生成できるようになりました。
（注）

1 ～ 24 の範囲（過去 24 時間）で値を入力します。

ステップ 3 [レポートの詳細（Report Details）] ページで、レポートのタイトルを入力します。
[レポート タイトル（Report Title）] フィールドを編集できます。
ステップ 4 ドロップダウンリストから適切な [レポート作成者（Report By）] カテゴリを選択します。
ステップ 5 [レポート基準（Report Criteria）] フィールドでは、前の [レポート作成者（Report By）] で行った選択に応
じて結果を分類できます。
（注）

上部の仮想ドメイン チェックボックスを選択した場合、レポート条件フィルタに 1 つ以上の値が
存在する場合は、編集ボタンが有効になります。

ステップ 6 [編集（Edit）] をクリックしてデバイス選択ウィザードを開き、必要なデバイスを選択します。[プレビュー
（Preview）] タブをクリックして、選択したデバイスを確認し、[OK] をクリックします。選択したデバイ
スを削除することもできます。
[レポートの詳細（Report Details）] ページに表示されるパラメータは、選択するレポートのタイプによっ
て異なります。一部のレポートでは、レポートの結果をカスタマイズする必要があります。レポート結果
のカスタマイズ方法の詳細については、レポート結果のカスタマイズ （369 ページ）を参照してください。
ステップ 7 このレポートを後で実行するか、または繰り返しのレポートとして実行する場合は、[スケジューリング
（Scheduling）] を選択し、必要なスケジュールパラメータを入力します。スケジューリングを有効にする
と、[保存（Save）] を除くすべてのオプションが非表示になります。
ステップ 8 レポートを実行するには、次のいずれかのオプションを選択します。
• [実行（Run）]：レポート設定を保存せずにレポートを実行します。
• [保存（Save）]：レポートをすぐに実行せずにこのレポート設定を保存します。スケジュール パラメー
タが入力済みの場合は、スケジュールされた日時にレポートが自動的に実行されます。
• [実行して保存（Run and Save）]：レポートの設定を保存し、ただちにレポートを実行します。
• [保存してエクスポート（Save and Export）]：レポートを保存して実行し、結果をファイルにエクス
ポートします。レポートのエクスポートオプションと電子メールオプションを選択するように求めら
れます。 使用可能なエクスポートオプションは次のとおりです。
• [エクスポート形式（Export Format）]：CSV または PDF 形式を選択します。CSV ファイルは、最
大 100 万件のレコードを持つことができる single.csv ファイルです。レコード数が 100 万を超えた
場合、Cisco EPN Manager は別の CSV ファイルを生成して残りのレコードを収容します。両方の
CSV ファイルが zip 形式でエクスポートされます。
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（注）

この条件は、[レポート（Reports）] 起動パッドの下に表示されるレポートに適用され、
シンプルなレポートとも呼ばれます。カスタムレポートには、この条件チェックはあり
ません。

• [エクスポートデリミタ（Export Delimiter）]：このフィールドは、レポートをエクスポートするた
めに CSV 形式を選択した場合にのみ使用できます。次の文字のいずれかを入力します。*＃@％
^＆|,! $を使用すると、エクスポートされたデータが区切り記号で区切られた状態で表示されます。
• [ファイルにエクスポート（Export to File）]：オンデマンドリポジトリ/ localdisk/ftp /reportsOnDemand
/ にレポートをエクスポートするには、このオプションを選択します。
• [SFTP にエクスポート（Export to SFTP）]：レポートを SFTP リポジトリにエクスポートするに
は、このオプションを選択します。
（注）

このオプションを選択する前に、SFTP リポジトリが設定されていることを確認します。

• [電子メール（Email）]：Cisco EPN Manager がレポートを生成した後に電子メールを送信するに
は、このオプションを選択します。宛先の電子メールアドレス、件名行の内容、およびエクスポー
トしたファイルを添付ファイルとして含めるかどうかを入力します。
操作が終了したら、[OK] をクリックします。
• [保存して電子メール送信（Save and Email）]：レポートを保存して実行し、結果をファイルにエクス
ポートして電子メールで送信します。以下を要求するプロンプトが表示されます。
• エクスポートするレポートのファイル形式を選択します。
• 宛先メール アドレスと電子メールの件名を入力します。
（注）

Cisco EPN Manager では、CSV として [エクスポート形式（Export Format）] を選択して
[保存および電子メール（Save and Email）] オプションをクリックすると、15,000 個を超
えるレコードがファイルにある場合は、CSV ファイルが zip 形式で送信されます。レコー
ドが 15,000 個未満のファイルはプレーンな CSV ファイルとして送信されます。

操作が終了したら、[OK] をクリックします。
• [キャンセル（Cancel）]：このレポートを実行も保存もせずに前のページに戻ります。

レポート結果のカスタマイズ
多くのレポートでは、結果をカスタマイズして各種の情報を含めたり、除外したりすることが
できます。この機能をサポートしているレポートには、[カスタマイズ（Customize）] ボタンが
表示されます。このボタンをクリックして [カスタム レポートの作成（Create Custom Report）]
ページにアクセスし、レポートの結果をカスタマイズできます。
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レポート結果をカスタマイズするには、次の手順に従います。

ステップ 1 カスタマイズするレポートを選択します。
a)

新しいレポートを作成します。[レポート（Reports）] > [レポート起動パッド（Report Launch Pad）]
をクリックします。

b) 定期レポートをカスタマイズします。[レポート（Reports）] > [保存済みレポートのテンプレート（Saved
Report Templates）] をクリックし、レポート名のハイパーリンクをクリックします。
ステップ 2 [レポートの詳細（Report Details）] ページで [カスタマイズ（Customize）] をクリックします。
ステップ 3 [カスタム レポートの作成（Create Custom Report）] ページで、必要な情報を入力し、[適用（Apply）] をク
リックして変更を確定します。
ステップ 4 [レポートの詳細（Report Details）] ページで [保存（Save）] をクリックします。

ユーザ定義フィールドを使用したレポートデータのフィ
ルタ処理とカスタマイズ
カスタム属性を作成し、それらに値を割り当てることができます。ユーザ定義フィールド
（UDF）の作成方法については、カスタム値用のユーザ定義フィールドの作成 （130 ページ）
を参照してください。その後、UDF を使用して、レポート結果をフィルタ処理したり、カスタ
マイズすることができます。
Cisco EPN Manager は、2 分ごとに作成される UDF の値をスキャンし、メタデータが保存され
る UDF.json ファイルを生成します。このファイルに
は、/opt/CSCOlumos/conf/rfm/classes/com/cisco/server/reports/conf/UDF.json からアクセス
できます。
次に、UDF.json ファイルに UDF のメタデータを表示する例を示します。
[
{
"label": "internal",
"hidden": true,
"displayName": "Internal",
"fixedColumn": false
},
{
"label": "location",
"hidden": true,
"displayName": "Location",
"fixedColumn": false
},
{
"label": "quality",
"hidden": true,
"displayName": "Quality",
"fixedColumn": false
},
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この例では、次のようになります。
• 属性の label は、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System
Settings）] > [全般（General）] > [ユーザ定義フィールド（User Defined Fields）]ページで
作成されたユーザ定義フィールドです。
• 属性の hidden はデフォルトで False に設定されています。この属性が True に設定されてい
る場合、UDF は [レポート（Report）] ページで非表示になります。レポート結果をカスタ
マイズするときに UDF を選択できるように、この属性を False に設定する必要がありま
す。
• 属性の displayName は、レポート結果に表示される UDF 名を変更するために使用されま
す。
• 属性の fixedColumn は、hidden 属性が False に設定されている場合にのみ適用されます。
UDF.json ファイルで必要な変更を行った後に、レポートの結果をカスタマイズできます。レ
ポート結果のカスタマイズ （369 ページ） を参照してください。
次のレポートについては、UDF に基づいてレポートをフィルタリングおよびカスタマイズでき
ます。
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レポートカテゴリ

レポート名

レポートタイプ

CE パフォーマンス

インターフェイスのグラフ

インターフェイス入力使用率
グラフ（Interface In Utilization
Graph）
インターフェイス着信トラ
フィック グラフ
インターフェイス出力使用率
グラフ（Interface Out Utilization
Graph）
インターフェイス発信トラ
フィック グラフ（Interface Out
Traffic Graph）

インターフェイス上位 N

インターフェイス上位 N 入力
使用率
トラフィック上位 N 着信トラ
フィック
インターフェイス上位 N 出力
使用率
トラフィック上位 N 発信トラ
フィック
インターフェイス下位 N 可用
性（Interface Bottom N
Availability）

インターフェイス トラフィッ Interface Errors and Discards
ク（Interface Traffic）
インターフェイス トラフィッ
ク レポート（Interface Traffic
Report）
インターフェイス CRC エラー
レポート
パフォーマンス

Environmental Temperature

要約された環境温度
現在の環境温度
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レポートカテゴリ

レポート名

レポートタイプ

デバイス

CPU 使用率

CPU 使用率
上位 CPU 使用率
下位 CPU 使用率

メモリ使用率（Memory
Utilization）

メモリ使用率
上位メモリ使用率
下位メモリ使用率

有線モジュールの詳細

有線モジュール詳細レポート
の詳細

有線デバイスの詳細なインベ 有線デバイスの詳細なインベ
ントリ
ントリレポートの詳細
UDF.json ファイル内の UDF のフィルタ タイプを変更することもできます。デフォルトのフィ
ルタ タイプは String です。
次に、フィルタ タイプとその定義の例を示します。
[
{
"label": "internal",
"displayName": "Internal",
"hidden": false,
"fixedColumn": false,
"filterMetadata": {
"sqlDataType": "Boolean",
"attr": "internal",
"label": "UDF: Internal Used",
"filterType": "boolean"
}
},
{
"label": "location",
"displayName": "Location",
"hidden": false,
"fixedColumn": false
},
{
"label": "quality",
"displayName": "Quality",
"hidden": false,
"fixedColumn": false,
"filterMetadata": {
"sqlDataType": "Number",
"selectItems": {
"1": "High Quality",
"2": "Mid Quality",
"3": "Low Quality"
},
"attr": "quality",
"label": "UDF: Quality",
"filterType": "enumeration"
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}
},
{
"label": "sapid",
"displayName": "SAP ID",
"hidden": false,
"fixedColumn": true,
"filterMetadata": {
"sqlDataType": "Number",
"attr": "sapid",
"label": "UDF: SAP ID",
"filterType": "numeric"
}
},
{
"label": "startTime",
"displayName": "Start Time",
"hidden": false,
"fixedColumn": false,
"filterMetadata": {
"sqlDataType": "Timestamp",
"attr": "startTime",
"label": "UDF: Start Time",
"filterType": "datetime"
}
},
{
"label": "vendor",
"displayName": "Vendor",
"hidden": false,
"fixedColumn": true,
"filterMetadata": {
"sqlDataType": "String",
"selectItems": {
"huawei": "Hua Wei",
"alu": "Alcatel Lucent",
"cisco": "Cisco"
},
"attr": "vendor",
"label": "UDF: Vendor",
"filterType": "enumeration"
}
}
]

UDF.json ファイルで必要な変更を行った後、[Report Details] ページの [Advanced Filter] オプショ
ンを使用してレポートデータをフィルタ処理します。

レポート出力の例：Web GUI 出力と CSV ファイル出力
この例では、ネットワークの近端で使用可能な Cisco NCS 2000 シリーズ デバイスのセクショ
ン モニタリング レポートが生成されます。[レポートの詳細（Report Details）] ページの下部に
結果を表示するか、結果を CSV または PDF ファイルにエクスポートするかを選択できます。
レポートを作成して実行する方法の詳細については、「新しいレポートの作成、スケジュール
設定、実行 （367 ページ）」を参照してください。
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次の図は、[レポートの詳細（Report Details）] ページの下部に結果がどのように表示されるか
を示しています。

スケジューリングが有効になっており、結果を CSV ファイルにエクスポートした場合、レポー
トは /localdisk/ftp/reports というリポジトリに保存されます。レポート リポジトリの場所は調整
できます。詳細については、レポートの消去 （995 ページ）を参照してください。

（注）

スケジューリングが無効になっており、結果を CSV ファイルにエクスポートした場合、レポー
トは /localdisk/ftp/reportsOnDemand というリポジトリに保存されます。
CSV ファイルのファイル命名規則は ReportTitle_yyyymmdd_hhmmss.csv です。yyyymmdd はレポー
ト結果をエクスポートした年月日、hhmmss は時、分、秒です。
次の図は、結果が CSV ファイルでどのように表示されるかを示しています。

次の表に、セクション モニタリング レポートの結果を解釈する方法の説明を示します。
列名

説明

デバイス名（Device Name）

ネットワークの近端にあるデバイスの名前。

Device IP Address（デバイス IP アドレス）

デバイスの IP アドレス

インターフェイス（Interface）

デバイスのインターフェイス名。
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列名

説明

日時（DateTime）

デバイスのセクション モニタリング データが
収集された日時。この列の値は、レポートの
作成時に選択したレポート間隔によって異な
ります。レポート間隔は 15 分または 24 時間
です。

BBE-SM

デバイスのバックグランド ブロック エラーの
数。

BBER-SM

デバイスのバックグランド ブロック エラー
率。

ES-SM

デバイスのエラー秒数。

ESR-SM

デバイスのエラー秒比率。

SES-SM

デバイスの重大エラー秒数。

SESR-SM

デバイスの重大エラー秒比率。

UAS-SM

デバイスの使用不可秒数。

FC-SM

デバイスの障害カウント（AIS/RFI 検出）の
数。

他の光パフォーマンス レポートの結果に表示されるパフォーマンス カウンタの詳細について
は、「光モニタリング ポリシーのパフォーマンス カウンタ （1223 ページ）」を参照してくださ
い。

空のレポートのトラブルシューティングのヒント
レポートが正常に実行されたものの、エクスポートできる出力ファイルがない場合は、次のい
ずれかのトラブルシューティングのヒントを試すことができます。
確認事項

次に例を示します。

...正しい監視ポリシーを有効にしました。有効 QoS レポートの場合、QoS 監視ポリシーを有
にする必要がある監視ポリシーの詳細につい 効にする必要があります。
ては、モニタリング ポリシー リファレンス （
1213 ページ）を参照してください。
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確認事項

次に例を示します。

...定期的な収集を有効にしました。

システム監視定期レポート（CPU/ディスク/メ
モリ）の場合は、定期的な収集を有効にする
必要があります。有効にした後は、出力を確
認するために 12 時間後にレポートを生成する
必要があります。
（注）

定期的な収集を有効にするには、
https://<Server
IP>/webacs/ncsDiag.do にある
[システム監視設定（System
Monitoring Setting）] で [定期的な収
集を有効化（Periodic Collection
Enable）] ボタンをクリックします。

...特定のレポートに正しいデバイス タイプを CE パフォーマンス レポートの生成に NCS デ
選択しました。
バイスを選択しないでください。これらはオ
プティカル デバイスです。
...レポートの生成中に正しい期間を選択しまし 2 日前にポリシーを有効にした場合は、2 週間
た。
の期間を選択できません。
...デバイスを正しく設定しました。詳細につい QoS レポートの場合、デバイスで QoS を設定
ては、デバイスをモデル化してモニタできる するか、または有効にする必要があります。
ように設定する （61 ページ）を参照してくだ
さい。
...デバイス インベントリの収集が成功しまし レポートにデータを含めるには、インベント
た。詳細については、インベントリ収集また リ収集ステータスが [完了（Complete）] であ
はディスカバリの問題があるデバイスの検索 る必要があります。
（79 ページ）を参照してください。
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第

V

部

デバイスの設定
• デバイスの設定 （381 ページ）
• デバイス設定の変更を自動化するテンプレートの作成 （555 ページ）
• ケーブル デバイスの管理 （583 ページ）

第

12

章

デバイスの設定
この章では、次のトピックについて説明します。
• Cisco Evolved Programmable Network Manager を使用してデバイスを設定する方法 （382 ペー
ジ）
• どのデバイスが設定操作をサポートしているか。 （383 ページ）
• CLI 設定テンプレートで使用されているコマンドの特定 （383 ページ）
• デバイスのクレデンシャルとプロトコル設定の変更 （383 ページ）
• 基本的なデバイス プロパティの変更 （384 ページ）
• インターフェイスの有効化と無効化 （386 ページ）
• デバイス インターフェイスの物理属性の設定 （386 ページ）
• 回線エミュレーションの設定 （392 ページ）
• Sync-E、BITS、および PTP を使用したクロックの同期 （416 ページ）
• IP SLA の設定（TWAMP レスポンダ/TWAMP ライトレスポンダ） （425 ページ）
• インターフェイスの設定 （428 ページ）
• シャーシ ビューを使用したデバイスの設定 （461 ページ）
• 光カードの設定 （478 ページ）
• MPLS LDP および MPLS-TE リンクの検出と設定 （495 ページ）
• SPAN と RSPAN を使用したポートの分析 （499 ページ）
• イーサネット Link Aggregation Group の設定と表示 （502 ページ）
• ルーティング プロトコルとセキュリティの設定 （505 ページ）
• セグメント ルーティングの設定 （516 ページ）
• EOAM の障害とパフォーマンスのモニタリングを設定する （527 ページ）
• Quality of Service（QoS）の設定 （535 ページ）
• デバイスの変更内容の保存 （551 ページ）
• Cisco NCS および Cisco ONS デバイスを管理するための Cisco Transport Controller の起動 （
553 ページ）
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Cisco Evolved Programmable Network Manager を使用して
デバイスを設定する方法
Cisco EPN Manager には、ネットワークの物理デバイスを変更する方法として次の 2 つが用意
されています。実行できるアクションは、ユーザ アカウント権限とネットワーク内のデバイス
のタイプによって異なります。
デバイスを設定 この方法の使用目的：
するための出発
点
左側のナビゲー
ション メニュー
の [設定
（Configuration）]
メニュー

デバイス名をクリックし、[設定（Configuration）] タブをクリックします。
選択したデバイスでデバイス機能を設定できます。また、デバイスに展開さ
れた適用済みおよびスケジュール済みの機能テンプレートのリストを表示で
きます。

設定テンプレー システム テンプレートを使用して 1 つ以上のデバイスに対して一般的なネッ
トの作成と展開 トワーク管理タスクを実行します。たとえば、ホスト名の追加やルーティン
グ プロトコルの設定などです。導入のニーズに合わせて独自のテンプレー
トを作成することもできます。これらは複数のデバイスに適用できるため、
通常、テンプレートは特定のデバイス オペレーティング システムやデバイ
ス タイプに適用されます。構成テンプレートを使用すると、Cisco EPN
Manager は、テンプレート基準を満たすデバイスのみを表示します。

（注）

また、デバイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックして、[ネットワーク デバイス（Network
Devices）] 表（[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイ
ス（Network Devices）]）からデバイスのプロパティを編集することもできます。これにより、
デバイスの編集ウィザードが起動されます。ただし、ウィザードを使用して行う変更は、デバ
イス クレデンシャルに限定されており、行った変更は物理デバイスに影響しません。データ
ベースに保存されているデバイス情報を更新するのみです。
光デバイスの場合は、Cisco EPN Manager から起動できる Cisco Transport Controller を使用して
デバイスを設定することもできます。Cisco NCS および Cisco ONS デバイスを管理するための
Cisco Transport Controller の起動 （553 ページ）を参照してください
変更を行った後、データベースに変更を保存し、必要に応じてデバイスの物理および論理イン
ベントリを収集します。詳細については、デバイスのインベントリの即時収集（同期） （551
ページ）を参照してください。
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どのデバイスが設定操作をサポートしているか。
次の場合、デバイスで設定操作がサポートされています。
• Cisco EPN Manager では、デバイス モデルがサポートされています。
• Cisco EPN Manager では、デバイスのオペレーティング システムがサポートされています。
• Cisco EPN Manager では適用可能なテクノロジーまたはサービスがサポートされており、
それらはデバイスで有効になっています。
何がサポートされているかについては、Cisco Evolved Programmable Network Manager のサポー
ト対象デバイスを参照してください。

CLI 設定テンプレートで使用されているコマンドの特定
この手順を使用して、[CLI テンプレート（CLI Templates）] ドロワから起動するコマンドで使
用されるコマンドそのものを表示します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and
Technologies）]を選択し、[CLI テンプレート（CLI Templates）] を選択します。次に例を示します。
• 設定済みのテンプレートは、[システム テンプレート（System Template）] の [CLI] の下にあります。
• カスタマイズされたテンプレートは、[マイ テンプレート（My Templates）] の下にあります。
ステップ 2 左側のサイドバーにある [テンプレート（Templates] メニューのテンプレートをダブルクリックします。
ステップ 3 [テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、[CLI コンテンツ（CLI Content）] タブを選択します。コ
マンドがそのタブに表示されます。

デバイスのクレデンシャルとプロトコル設定の変更
デバイスのクレデンシャルとプロトコル設定を更新するには、次の手順に従います。設定を
データベースに保存するときにインベントリの収集を実行し、毎日インベントリの収集を待機
するのではなく、すべての物理デバイスと論理デバイスの変更を収集して、それらの変更を
データベースに保存することもできます。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 編集するデバイスを選択して、[編集（Edit）] をクリックします。複数のデバイスを選択して、一括で変更
することもできます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
383

デバイスの設定
基本的なデバイス プロパティの変更

ステップ 3 変更するパラメータをダブルクリックします。デバイス タイプに応じて、次を編集できます。
• デバイスで使用されているクレデンシャル プロファイル
• デバイスが属するグループ
• SNMP ポート、再試行、タイムアウト、クレデンシャル、および SNMPv3 認証情報
• Telnet/SSH2 のクレデンシャルとタイムアウト
• HTTP/HTTPS のクレデンシャル、ポート、タイムアウト
• IPSec パラメータ
• TL1 のクレデンシャルとプロキシ IP アドレス（GNE/ENE の場合）
ステップ 4 [クレデンシャルの確認（Verify Credentials）] をクリックして、新しいクレデンシャルが物理デバイス上の
クレデンシャルと同じであることを確認します。
ステップ 5 次のように変更を保存します。
• [更新（Update）] は、変更をデータベースに保存します。
• [更新して同期（Update and Sync）] は、変更をデータベースに保存し、デバイスの物理インベントリ
と論理インベントリも収集して、すべての変更をデータベースに保存します。

基本的なデバイス プロパティの変更
Cisco EPN Manager は、物理デバイスで基本的なプロパティを変更するために使用できるコマ
ンド テンプレートを提供します。これらのテンプレートを使用するには、[設定
（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] の順に選択し、左側の [テンプレート（Templates）] ペインから [CLI テンプ
レート（CLI Templates）] > [システム テンプレート - CLI（System Templates - CLI）] を選択
します。

（注）

ここで実行する操作は、[編集（Edit）] ウィザード（ネットワーク デバイス テーブルから起動
できる）で実行する操作とは異なります。[編集（Edit）] ウィザードでは、データベースに保
存されたデバイス情報のプロパティを変更します。この操作では、物理デバイスのプロパティ
は変更されません。
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CLI 設定テンプレート名

次の場合に使用します。

必要な入力値

Add-Host-Name-IOS および
-IOS-XR

クライアント ホスト名を設定します ホスト名

Remove-Host-Name-IOS および
-IOS-XR
Syslog-Host-Logging-IOS および 特定のレベルのメッセージを記録す ホスト名
-IOS-XR
るホストを指定します
Add-Tacacs-Server-IOS および
-IOS-XR

認証に使用する TACACS または
TACACS+ サーバを設定します

Remove-Tacacs-Server-IOS およ
び -IOS-XR

ホスト アドレス、キー
値、認証リスト名、グ
ループ名

Add-Tacacs-Plus-Server-IOS およ
び -IOS-XR
Remove-Tacacs-Plus-Server-IOS
および -IOS-XR
Add-SNMP-Configuration-IOS お SNMP バージョン、パスワード、パ ホスト名、コミュニ
スワードの暗号化、サーバおよびグ ティ名、システム所有
よび -IOS-XR
ループ設定、UDP ポートなどを設定 者
Remove-SNMP-Configuration-IOS
します
および -IOS-XR
Enable-Traps-ASR903
Disable-Traps-ASR903
Enable-Traps-IOS および
-IOS-XR
Disable-Traps-IOS および
-IOS-XR
Enable-Traps-ME3600 および
-ME3800

Cisco ASR 903 でトラップの有効/無 トラップ名（リストが
効を切り替えます
提供されます）
Cisco IOS および Cisco IOS XR のデ
バイスでトラップの有効/無効を切り
替えます

Cisco ME3600 および ME3800 でト
ラップの有効/無効を切り替えます

Disable-Traps-ME3600 および
-ME3800
Enable-Trap-Host-IOS および
IOS-XR

SNMP トラップのターゲット ホスト ホスト IP アドレス、コ
を設定します
ミュニティ ストリング

Show-Users-on-Device-IOS およ Cisco IOS および Cisco IOS XR のデ （選択したデバイスか
び -IOS-XR
バイスのユーザ セッション情報を表 ら実行されます。必要
示します
な入力はありません）
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インターフェイスの有効化と無効化
インターフェイス 360 ビューを使用して、インターフェイスをすばやく有効または無効にしま
す。[デバイスの詳細（Device Details）] ページからこれらと同じアクションを実行できます
が、インターフェイス 360 ビューを使用するほうがより効率的な場合があります（アラームに
応答する場合など）。インターフェイス 360 ビューの右上には、有効化と無効化のオプション
が表示された [アクション（Actions）] メニューがあります。
インターフェイス 360 ビューを起動するには、 デバイス インターフェイスの概要：[インター
フェイス360（Interface 360）] ビュー （121 ページ）を参照してください。
デバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページからインターフェイスを有効または無効
にするには、インターフェイスの設定のトピック（イーサネット、ループバック、シリアル、
トンネルなど）を参照してください。

デバイス インターフェイスの物理属性の設定
Cisco EPN Manager を使用すると、デバイスのインターフェイスの物理属性を設定できます。
カードの操作モード、スロットごとの帯域幅割り当て、スロット接続可能タイプ（VCoPなど）
の属性とAINS 設定は設定可能です。
インターフェイスの物理属性を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして、設定するデバイスを選択します。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 4 インターフェイスを設定するには、次の表に示すパスに移動します。
ステップ 5 変更を加えるには、コントローラ/カード名のハイパーリンクをクリックし、ページの右上隅にある [編集
（Edit）] アイコンをクリックします。変更を加えて、[保存（Save）] をクリックします。
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表 15 : インターフェイスの物理属性の設定

物理インター
ナビゲーション コメント/説明
フェイスの設定

5G または 10G [物理
としてカード タ （Physical）] >
[カード モード
イプの設定。
（Card Mode）]

サポートされるス
ロット/コントロー
ラ

設定を 10G から 5G に変更することはできますが、
5G から 10G への変更はサポートされていません。
選択したデバイスによって、デフォルトのカード
モードは 5G または 10G に設定されます。サポー
トされるカード モードの詳細については、Cisco
EPN Manager でサポートされるデバイスを参照し
てください。
（注）

デバイスのスロッ
トとサポートされ
ているカード モー
ドのタイプの詳細
については、次の
表（「デバイスの
スロットとサポー
トされるカード
アクティブ回線の一部となっているス
モードのタイ
ロットでカード モードを設定することは
プ」）を参照して
できません。
ください。

T1 または E1 と [物理
選択するデバイスとカードに応じて、設定を T1 か （Physical）] > ら E1 に変更することも、その逆に変更することも
してのカード
モードの設定。 [カード モード できます。
（Card Mode）]
T1 モードと E1 モードは、カードで使用されるチャ
ネル モードのタイプを表します。
（注）

OC3 または
OC12 としての
カード モードの
設定。

アクティブ回線の一部となっているス
ロットでカード モードを設定することは
できません。

[物理
（Cisco ASR 903 ルータの）A900-IMA4OS カード （Physical）] > のカード モードを OC3 または OC12 として設定で
[カード モード きます。
（Card Mode）]
OC3 モードと OC12 モードは、異なる光伝送回線
のデータ伝送速度を表します。
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物理インター
ナビゲーション コメント/説明
フェイスの設定

カード保護の設 [物理
（Physical）] >
定
[カード保護
（Card
Protection）]

サポートされるス
ロット/コントロー
ラ

カードをプライマリ メンバーまたはバックアップ メンバー（インターフェイス）として機能するよ
うに設定します。プライマリ インターフェイスと
そのバックアップ インターフェイスは、保護グ
ループを構成します（一意の整数で示されます）。
カードをバックアップ メンバーに関連付けると、
プライマリ インターフェイスに障害が発生した場
合、保護インターフェイスはプライマリ インター
フェイスからのトラフィック負荷を迅速に想定で
きるようになります。アクティブ メンバーとして
表示されるカードは、サービスの保護メンバーと
して機能するカードです。
プライマリ メンバーとバックアップ メンバーが同
じタイプであることを確認します。たとえば、プ
ライマリ メンバーとして T1 インターフェイスを
選択した場合、バックアップ メンバーも T1 イン
ターフェイスである必要があります。
ホールドオフタイマーは、1 + 1 カードプロテク
ション（IOS XE バージョン 16.10.1 以降を搭載し
た NCS 42XX デバイス）で使用できます。これは、
ネットワークの不整合が発生した場合に連続して
スイッチングが行われないようにするために使用
されます。有効な範囲は 0 ～ 10 秒です。デフォル
ト値は 5 です。
保護グループの管理モードは、[ロックアウト
（Lockout）] > [強制切り替え（Force Switch）] >
[手動スイッチ（Manual Switch）] > [なし（None）]
の順序で設定されます。これらのモードと元に戻
すタイマーの詳細については、APS または MSP お
よび UPSR または SNCP 保護グループの設定 （400
ページ）の説明を参照してください。

NCS42xx デバイ
ス上に
NCS4200-1T16G-PS
カードを設定し
ます。

[物理
スロット番号に関係なく、NCS4200-1T16G-PS カー （Physical）] > ドのすべてのカード モードを表示できます。
[カード モード
（Card Mode）] （注） NCS42xx デバイスの一部のスロットで
NCS4200-1T16G-PS カードを設定する
と、それらのスロットの設定はデフォル
ト値にリセットされます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
388

デバイスの設定
デバイス インターフェイスの物理属性の設定

物理インター
ナビゲーション コメント/説明
フェイスの設定

サポートされるス
ロット/コントロー
ラ

ASR9xx デバイ
ス上で
A900-IMA8CT1Z-M
カードと
A900-IMA8CS1Z-M
カードを設定し
ます。

-

[物理
A900-IMA8CT1Z-M カードと A900-IMA8CS1Z-M
（Physical）] > カードのカード モードを表示および設定できま
[カード モード す。
（Card Mode）]
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物理インター
ナビゲーション コメント/説明
フェイスの設定

自動インサービ
ス（AINS）のイ
ンターフェイス
モジュールのタ
イプを設定しま
す。

[物理
（Physical）] >
[自動インサー
ビス（AINS）
（Automatic
In-Service
(AINS)]

[カード（Cards）] タブを使用して、AINS に適切 なコントローラタイプを設定します。カードを手
動で挿入および取り出す場合、AINS 値は 20 分遅
れて取り込まれます。
[ポート/コントローラ（Ports/Controllers）] タブに
は、AINS 対応のすべてのポートとコントローラの
リストが表示されます。サポートされているポー
トとコントローラは、Ethernet、E1、E3、T1、T3、
および SONET と SDH です。[編集（Edit）] アイ
コンを使用して、[セカンダリ管理状態（Secondary
Admin State）] の値と [Soak タイマー（Soak
Timer）] の値（時間単位または分単位）を設定で
きます。
注：ポートまたはコントローラでの AINS の有効
化は、デバイス上で手動で実行する操作です。
次に、設定可能な [セカンダリ管理状態（Secondary
Admin State）] の値を示します。
• [IS_AINS]：デバイスが [自動インサービス
（Automatic In-Service）] 状態であることを示
します。
• [IS]：デバイスが [インサービス（In-Service）]
状態であることを示します。
• [OOS_MT]：デバイスが [インメンテナンス
（In-Maintenance）] 状態であることを示しま
す。
Soak タイマーを時間単位で設定するには、[Soak
タイマー（時間）（Soak Timer Hours）] フィール
ドを使用します。有効な範囲は 0 ～ 48 時間です。
Soak タイマーを分単位で設定するには、[Soak タ
イマー（分）（Soak Timer Minutes）] ドロップダ
ウンリストを使用します。使用可能な値は、15
分、30 分、および 45 分です。デフォルト値は 15
分です。
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物理インター
ナビゲーション コメント/説明
フェイスの設定

サポートされるス
ロット/コントロー
ラ

選択したデバイ
ス スロット用に
予約する必要が
ある帯域幅を設
定します。

[物理
（Physical）] >
[帯域幅
（Bandwidth）]

指定した帯域幅は、選択したスロット用に予約さ
れ、スロットが動作しているかどうかにかかわら
ず、スロットで使用できるようになります。選択
したスロット/カードがダウンし、しばらくしてか
らオンラインに戻った場合は、このフィールドで
指定された値に基づいて設定された帯域幅が使用
できるようになります。

NCS4200-1T16G-PS
カードでは、事前
設定された帯域幅
値 80 Gbps または
100 Gbps を
NCS4216 デバイス
で予約できます。

Virtual Container
over Packet
（VCoP）のイン
ターフェイス プ
ラガブル タイプ
を設定します。

[物理
（Physical）] >
[接続可能
（Pluggable）]

このメニューを使用して、VCoP 対応インターフェ イスに適切なポート タイプを選択します。たとえ
ば、ポート タイプは OC3、OC12、DS3 のいずれ
かに設定できます。
（注）

VCoP スマート SFP は、パケット ネット
ワーク全体で透過的に SONET 信号を転
送する機能を提供します。VCoP スマー
ト SFP は特殊なタイプの光トランシーバ
であり、STS1、STS-3c、または STS-12c
レベルで SONET ビット ストリームをパ
ケット形式にカプセル化します。

条件と制限事項：次に、Cisco ASR 920、Cisco NCS4202、および Cisco NCS 4206 のデバイスでサポートさ
れてる Cisco ASR 900 シリーズ ルート スイッチ プロセッサ 2（RSP2A）モジュール（A900-RSP2A-128）で
コントローラ モードを設定するための条件と制限を示します。
• 設定できる最大帯域幅は OC-48 です。モジュール上には最大 20 個のポートを設定できます。
• ポート 0 ～ 11 は T1 ポートです。
• ポート 12 ～ 15 は T3/E3 ポートです。
• ポート 16 ～ 19 は OC3/OC12 ポートです。
（注）

特定のポートが OC48 として設定されている場合、設定可能な最大帯域幅が OC48 であ
るため、設定できるのはそれらの特定のポートの 1 つのみです。

• Cisco A900-RSP2A-128 モジュールの設定制限：
• SDH/E3/E1/DS0 コントローラ モードは設定できません。
• イーサネットはコントローラ モードとして設定できません。
• 保護タイプ UPSR は設定できません。
• コントローラ モード設定をデバイスに展開すると、Cisco EPN Manager を使用して設定を元に戻
すことはできません。
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表 16 : デバイスのスロットとサポートされるカード モードのタイプ

Cisco NCS 4206 デバイス

Cisco NCS 4216 デバイス

Cisco ASR903 デバイス

Cisco ASR907 デバイス

• スロット 0、1：非サ
ポート

• スロット 0、1：非サ
ポート

• スロット 0、1：非サ
ポート

• スロット 0、1：非サ
ポート

• スロット 2、3、4、
5：デフォルト モー
ド 10G

• スロット 3、4、7、
8、11、12：デフォル
ト モード 10G

• スロット 2、3、4、
5：デフォルト モー
ド 10G

• スロット 3、4、7、
8、11、12：デフォル
ト モード 10G

• スロット 2、5、6、
9、10、13、14、15：
デフォルト モード
5G

• スロット 2、5、6、
9、10、13、14、15：
デフォルト モード
5G

表 17 : コントローラ モードおよびサポートされるポート タイプ

SONET（0 ～ 3）

SONET（4 ～ 7）

• 最大 2.5G

• 最大 2.5G

• OC48/OC12/OC3 をサポートできますが、合計
2.5G に制限されます。

• ポート グループに OC12/OC3/1G が設定されて
いる場合、OC48 は許可されません。

• たとえば、ポート 0 に OC48 が設定されている
場合、ポート 1/2/3 は使用できません。

回線エミュレーションの設定
Cisco EPN Manager は、従来の TDM ネットワークとパケット スイッチド ネットワーク（PSN）
間にブリッジを提供する回線エミュレーション（CEM）のプロビジョニングをサポートしま
す。CEM は、パケット スイッチド ネットワーク上で TDM（または PDH）回線を伝送する方
法です。回線エミュレーション（CEM）は物理接続の模倣です。この機能によって、既存の
IP ネットワークを使用して専用回線エミュレーション サービスを提供できるようになります。
また、他のマルチサービス プラットフォーム インターフェイスの形式の要件を満たさないデー
タ ストリームやプロトコルを伝送できるようになります。
Cisco EPN Manager は次の CEM モードをサポートしています。
• Structure-Agnostic time-division multiplexing（TDM）over Packet（SAToP）：これは、着信
TDM データが任意のビット ストリームと見なされる非構造化モードです。ビット スト
リームに適用される可能性がある構造は無視されます。SAToP では、TDM ビット スト
リームが PSN 経由の疑似回線（PW）としてカプセル化されます。
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• Circuit Emulation over Packet（CEP）：このモードは、MPLS プロバイダーを介して同期光
ネットワーク/同期デジタル階層（SONET/SDH）回線とサービスをエミュレートするため
に使用されます。パケット指向ネットワークで SONET/SDH 回線を伝送するために、同期
ペイロード エンベロープ（SPE）またはバーチャル トリビュタリ（VT）はフラグメント
に分割されます。CEP ヘッダーと必要に応じて RTP ヘッダーが各フラグメントの前に付
加されます。
Cisco EPN Manager での CEP の詳細については、サポートされる回線エミュレーション サービ
ス （639 ページ）を参照してください。
回線がチャネル化される場合、回線は論理的に、高順位のパス（HOP）と低順位のパス（LOP）
と呼ばれる小さい帯域幅チャネルに分割されます。これらのパスが SONET ペイロードを伝送
します。回線がチャネル化されない場合、回線の全帯域幅がブロードバンド サービスを伝送す
る単一のチャネル専用となります。Cisco EPN Manager では、T3 または E3 チャネルを T1 に
チャネル化し、T1 をさらに DS0 タイム スロットにチャネル化できます。Cisco EPN Manager
を使用して CEM サービスをプロビジョニングする前に、まず、CEM インターフェイスを設定
して、HOP および LOP のパラメータを設定する必要があります。
チャネライズド SONET インターフェイスは、複数の STS ストリームを複合したものであり、
固有のペイロード ポインタを持つ独立したフレームとして維持されます。フレームは、転送さ
れる前に多重化されます。SONET では同期転送信号（STS）フレーミングが使用され、SDH
では同期トランスポート モード（STM）フレーミングが使用されます。STS はオプティカル
キャリア 1（OC-1）の電気的等価であり、STM-1 は 3 オプティカル キャリア 1（OC-1）の電
気的等価です。
ここでは、Cisco EPN Manager を使用して最初に CEM のインターフェイスを設定する方法につ
いて説明します。次に、適切なコントローラ モードと保護グループが設定されたこれらのイン
ターフェイスを使用して、CEM サービスをプロビジョニングすることができます。

CEM サービスを設定するための前提条件
CEM サービスのプロビジョニング（回線エミュレーション サービスのプロビジョニング （742
ページ）を参照）の前に、次の前提条件が満たされていることを確認します。
• デバイスの CEM に必要なループバックを設定します。ループバック インターフェイスの
設定 （431 ページ）を参照してください。
• SONET、SDH、PDH、HOP、および HOP コントローラに必要な CEM パラメータを設定
します。CEM のインターフェイスの設定 （395 ページ）を参照してください。
• APS 保護を提供するように、現用インターフェイス グループとバックアップ用インター
フェイス グループを構成します。APS または MSP および UPSR または SNCP 保護グルー
プの設定 （400 ページ）を参照してください。.

SONET モードの設定例
次に、STS-1 モードを設定する設定コマンドと例を示します。
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STS-1 モードの設定
STS-1 モードを設定するには、次のコマンドを使用します。
enable
configure terminal
controller sonet 0/5/0
sts-1 1
mode vt-15
end

（注）

デフォルトのモードはありません。modes vt-15、mode ct3、mode t3、mode unframed、mode vt-2
がサポートされています。システムをデフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no 形式
を使用します。
STS-1 の DS1/T1 CT3 モードの設定：
STS-1 の DS1/T1 CT3 モードを設定するには、次の手順を使用して T1 リンクを設定します。
enable
configure terminal
controller sonet 0/5/0
sts-1 1
mode ct3
t1 1 clock source internal
t1 1 framing unframed
end

（注）

システムをデフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
STS-Nc の設定：連続連結
STS-Nc の連続連結を設定するには、次のコマンドを使用します。
enable
configure terminal
controller sonet 0/5/0
sts-1 1-3 mode sts-3c
end
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（注）

システムをデフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。また、STS-3c
または STS-12c を設定するには、それぞれ 3 または 12 の倍数の数値を使用します。
CESoPSNでの SONET モード VT1.5-T1 のCEMグループの設定
CESoPSN の STS-1 の VT 1.5 モードで CEM グループを設定するには、次のコマンドを使用し
ます。
enable
configure terminal
controller sonet 0/5/0
sts-1 2
mode vt-15
vtg 1 t1 1 cem-group 56 timeslots 1 - 8
end

CESoPSN における SONET モード CT3-T1 の CEM グループの設定
CESoPSN の STS-1 の CT3 モードで CEM グループを設定するには、次のコマンドを使用しま
す。
enable
configure terminal
controller sonet 0/5/0
sts-1 1
mode ct3
t1 3 cem-group 28 timeslots 1 - 7
end

CEM のインターフェイスの設定
Cisco EPN Manager を使用して、回線エミュレーション（CEM）にインターフェイスを設定で
きます。これを行うには、適切なコントローラ モードをインターフェイスに設定してから、
CEM の PDH（E1、T1、E3、T3）、SONET、および SDH コントローラを設定します。CEM で
設定したインターフェイスは、CEM サービスをプロビジョニングする際に使用できます。回
線エミュレーション サービスのプロビジョニング （742 ページ）を参照してください。
CEM のインターフェイスを設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして、設定するデバイスを選択します。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 4 CEM のパラメータを設定するには、次の表で説明する設定オプションに移動します。
ステップ 5 変更を加えるには、コントローラ/カード名のハイパーリンクをクリックし、ページの右上隅にある [編集
（Edit）] アイコンをクリックします。変更を加えて、[保存（Save）] をクリックします。
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例
表 18 : CEM インターフェイスの設定オプション

CEMインターフェイス ナビゲーション
の設定

コメント/説 サポートされるスロッ
明
ト/コントローラ

SONET、SDH、イーサ [回線エミュレーション（Circuit 選択のため –
ネット、T3、あるいは Emulation）] > [コントローラ
に表示され
E1、E3、または STS1E モード（Controller Mode）]
るコント
としてコントローラ
ローラ モー
モードを設定します。
ド オプショ
ンは、選択
したメディ
ア タイプに
基づいてい
ます。詳細
について
は、「コン
トローラ
モードおよ
びサポート
されるポー
トタイプ」
を参照して
ください。
PDH（E1、T1、E3 お [回線エミュレーション（Circuit 各種の PDH よび T3）コントロー Emulation）] > [PDH]
パラメータ
ラを設定します。
について
は、次を参
照してくだ
さい。
CEM イン
ターフェイ
ス（PDH、
SONET、お
よび SDH）
のフィール
ドの説明 （
405 ペー
ジ）
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CEMインターフェイス ナビゲーション
の設定

コメント/説 サポートされるスロッ
明
ト/コントローラ

CEM の SONET および [回線エミュレーション（Circuit 各種の
SDHコントローラを設 Emulation）] > [SONET および SONET お
SDH（SONET and SDH）]
定します。
よび SDH
パラメータ
について
は、次を参
照してくだ
さい。
CEM イン
ターフェイ
ス（PDH、
SONET、お
よび SDH）
のフィール
ドの説明 （
405 ペー
ジ）

デバイスのポートとサ
ポートされているコン
トローラのタイプの詳
細については、次の表
（「コントローラモー
ドおよびサポートされ
るポートタイプ」）を
参照してください。

CEM プロビジョニン [回線エミュレーション（Circuit APS または グの現用メンバーイン Emulation）] > [保護グループ
MSP および
（Protection
Group）]
ターフェイスと保護メ
UPSR また
ンバーインターフェイ
は SNCP 保
スを設定します。
護グループ
の設定 （
400 ペー
ジ）を参照
してくださ
い
コントローラ モードおよびサポートされるポート タイプ
• EOWYN IM にはペア ワイズ制限があります。有効なペアは（0,1）（2,3）（4,5）
（6,7）です。

（注）

ペアごとに 最大 2.5 Gbps（OC48）の帯域幅（両方のポー
トを組み合わせて）を設定できます。

• レート OC3/OC12/OC48 はポート 0 ～ 7 についてのみ設定でき、ポート 8 では
OC192 レートのみを設定できます。
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表 19 : 異なるレート OCN -> n * 51.84 Mbit/s で使用される帯域幅

レート設定

帯域幅

OC1

51.84 Mb/s

OC3

155.52 Mb/s

OC12

622.08 Mb/s

OC48

2488.32 Mb/s ～ = 2.5 Gb/s

OC192

9953.28 Mb/s ～ = 10 Gb/s

MediaType コントローラの設定
MediaType コントローラを設定するには、次のコマンドを使用します。
enable
configure terminal
controller MediaType 0/5/0
mode sonet
end

SONET ポートの設定
SONET ポートを設定するには、次のコマンドを使用します。
enable
configure terminal
controller MediaType 0/5/0
mode sonet
controller sonet 0/5/0
rate OC12
end

上記の例には、OC-12 モードで SONET ポートを設定する方法が示されています。
STS1E ポートの設定
STS1E ポートを設定するには、次のコマンドを使用します。
NCS4200-120.33#sh run | sec 0/4/0
controller MediaType 0/4/0
mode sts1e
controller STS1E 0/4/0
no snmp trap link-status
no ais-shut
alarm-report all
secondary-admin-state auto-in-service
clock source internal
cablelength short
overhead j0 tx length 64-byte
overhead j0 expected length 64-byte
!
sts-1 1

CEM インターフェイスの設定例：
• 次の例は、CEM フレーミングのタイプが「unframed」、モードが「c-11」、クロッ
クソースのタイプが「internet」、保護グループに関連付けられた ACR 値が「acr
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255」に設定されたデバイスに挿入する CEM インターフェイス設定を示していま
す。
NCS4206-120.32#show running-config | section 0/4/0
controller MediaType 0/4/0
mode sonet
controller SONET 0/4/0
rate OC3
no ais-shut
framing sonet
clock source line
loopback network
!
sts-1 1
clock source internal
mode unframed
cem-group 1 cep
!
sts-1 2
clock source internal
loopback network
mode unframed
cem-group 2 cep
!
sts-1 3
clock source internal
mode vt-15
vtg 1 vt 1 protection-group 15 working
vtg 1 vt 3 protection-group 16 working
vtg 1 vt 4 protection-group 17 working
!
aps group acr 255
aps protect 1 6.6.6.6 / aps working 1
!
interface CEM0/4/0
no ip address
cem 1
!
cem 2
!
connect sam CEM0/4/0 1 CEM0/4/0 2
!
NCS4206-120.32#

• 次に、STS1E を使用した CEM インターフェイスの設定例を示します。
controller STS1E 0/4/1
sts-1 1
mode vt-15
vtg 1 t1 1 cem-group 0 cep
interface CEM0/4/1
no ip address
cem 0
!

controller STS1E 0/4/0
sts-1 1
clock source internal
mode unframed
cem-group 0 cep
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interface CEM0/4/0
no ip address
cem 0
!

APS または MSP および UPSR または SNCP 保護グループの設定
CEM の保護グループを表示すると、デバイスに対して有効な自動保護スイッチング（APS）、
単方向パス スイッチング リング（UPSR）、多重サービス保護（MSP）、サブネットワーク接
続保護（SNCP）インターフェイスを理解するのに役立ちます。APS と UPSR は、SONET ネッ
トワーク内の保護インターフェイスを動作中インターフェイスのバックアップとして使用する
メカニズムです。インターフェイスを APS または UPSR の保護グループに関連付けると、動
作中インターフェイスで障害が発生した場合に、保護インターフェイスにそのトラフィック負
荷が迅速に引き継がれます。現用インターフェイスとその保護インターフェイスが保護グルー
プを構成します。SONET 保護グループは、SONET 回線層でファイバ（外部）障害または機器
（インターフェイスおよび内部）障害からの回復機能を提供します。Cisco EPN Manager を使
用すると、CEM 回線のメイン動作コントローラとして機能する SONET コントローラの現用メ
ンバーを表示できます。保護メンバーは、メインの現用コントローラのバックアップとして機
能します。これらの詳細を表示するには、CEM のインターフェイスの設定 （395 ページ）の説
明に従ってインターフェイスが必要なコントローラ モードに設定されていることを確認してく
ださい。
MSP と SNCP とは、SDH ネットワーク内の保護インターフェイスを動作中インターフェイス
のバックアップとして使用するメカニズムです。インターフェイスを MSP または SNCP の保
護グループに関連付けると、動作中インターフェイスで障害が発生した場合に、そのトラフィッ
ク負荷が保護インターフェイスに迅速に引き継がれます。動作中インターフェイスとそれらの
保護インターフェイスとで保護グループを構成します。
MSP は、1+1 保護メカニズムを提供するポート レベル保護のための SDH の保護メカニズムで
す。ネットワーク トポロジ マップでは、復帰モード、単方向モード、双方向モード、および
acr/dcr モードなど、すべてのモードがサポートされています。SDH の MSP は SONET の APS
に似ています。たとえば、NCS 4206 デバイスには動作モードと保護モードの両方があります。
SDH-MSP 機能は、インターフェイス モジュール（IM）全体の SDH コントローラのポート レ
ベルの冗長性を提供します。異なる IM のポートは、動作モードの 1 つのポートと保護モード
の他のポートを設定できます。
SNCP は SDH ネットワークの保護メカニズムで、回線障害が発生したときに SDH 接続を別の
SDH 回線に切り替えることができます。保護インターフェイスは、現用インターフェイスの
バックアップ インターフェイスとして機能します。動作中インターフェイスに障害が発生する
と、保護インターフェイスはそのトラフィック負荷を迅速に引き継ぎます。保護パスへの切り
替えは、非リバーティブ モードで行われます。トランスミッション障害が原因で保護が保護パ
スに切り替えられた場合、障害が修正されると、元のパスへの自動スイッチバックは行われま
せん。SONET での SNCP と同等な機能は UPSR と呼ばれています。プロビジョニング ウィザー
ドまたは CLI を使用して、CEM サービスと SNCP をプロビジョニングできます。サポートさ
れているモードは、VC4_16C、VC4_4C、VC4、AU4_VC12、AU4-VC11、AU3-VC12、AU3-VC11
です。
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（注）

ミックスモードのサポートは利用できません。
次に制限事項の一部を示します。
• SNCP を使用して SDH でサポートされているモードは STM64 ポートではサポートされて
いません。
• ループバックおよびビット エラー レート テスト（BERT）は、物理メンバー コントロー
ラでのみ設定できます。
• サポートされている拡張性は 336 回路に制限されています
保護グループを変更する前に、コントローラ/インターフェイスを保護に必ず追加してくださ
い。
APS/MSP 保護グループを設定し、UPSR/SNCP インターフェイスを表示するには、次の手順を
実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 保護グループで設定されたデバイスを選択するため、そのデバイス名のハイパーリンクをクリックします。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 4 [回線エミュレーション（Circuit Emulation）] > [保護グループ（Protection Group）] を選択します。
ステップ 5 APS/MSP パラメータを設定するには、[APS/MSP] タブをクリックし、変更するグループの [保護グループ
（Protection ）] ハイパーリンクをクリックし、ページの右上隅にある [編集（Edit）] アイコンをクリック
します。
ステップ 6 表示および設定できるフィールドは次のとおりです。
• [動作中メンバー（Working Member）] には、回線のメインの動作コントローラとして機能する
SONET/SDH コントローラが表示されます。
• [保護メンバー（Protecting Member）] には、回線の動作中メンバーへのバックアップとして機能する
SONET/SDH コントローラが表示されます。
• [保護ステータス（Protection Status）] には、グループが回線のアクティブメンバーか非アクティブ メ
ンバーかが示されます。
• [Hello 時間（Hello Time）] フィールドと [保留時間（Hold Time）] フィールドは、保護メンバーと現用
メンバーの時間範囲を表示します。hello タイマーは、hello パケット間の時間を定義します。保留タイ
マーは、保護インターフェイス プロセスが現用インターフェイスのルータのダウンを宣言するまでの
時間を設定します。デフォルトでは、保留時間は hello 時間の 3 倍以上となります。
• [ループバック IP（Loopback IP）] は、現用インターフェイスを持つルータの IP アドレス（通常はルー
プバック アドレス）を含む保護インターフェイスの設定を決定します。
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• [復帰時間（Revertive Time）]（分単位）は、動作中インターフェイスが利用可能になった後に、設定
されている時間に基づいて保護インターフェイスから動作中インターフェイスへの自動スイッチオー
バーを有効にできます。リバーティブ時間がゼロの場合、保護は非リバーティブになります。
• [方向（Directional）] ドロップダウン メニューには、バックアップ保護を有効にする必要がある方向が
表示されます。
• 双方向モードでは、動作中メンバーの障害によって動作中メンバーから保護メンバーへのAPS/MSP
スイッチオーバーがトリガーされます。この場合、受信チャネルと送信チャネルはペアとして切
り替わります。
• 単方向モードでは、動作中メンバーの障害によって障害が発生したメンバーから保護インターフェ
イスの対応する回線のみへの APS/MSP スイッチオーバーがトリガーされます。
• [ADM] チェックボックスが有効になっている場合は、アド/ドロップマルチプレクサ（ADM）と保護
メンバーが関連付けられます。
• [APS 要求（APS Request）] ドロップダウン メニューを使用すると次の値を設定できます。値は [ロッ
クアウト（Lockout）] > [強制切り替え（Force Switch）] > [手動切り替え（Manual Switch）] > [モード
なし（No Mode）] の順序に設定できます。たとえば、[強制切り替え（Force Switch）] がデバイスに現
在設定されている場合は、[手動スイッチ（Manual Switch）] または [モードなし（No Mode）] の値の
みを設定できます。[強制切り替え（Force Switch）] の設定時にロックアウトは設定できません。
• [ロックアウト（Lockout）]：動作中インターフェイスが保護インターフェイスに切り替わるのを
防ぎます。たとえば、保護インターフェイスが回線 1 として設定されている場合、ロックアウト
オプションを使用すると、保護インターフェイスがアクティブになるのを防ぎます。
• [手動切り替え（Manual Switch）]：同等かより高いプライオリティを持つ要求が実行されている
場合を除いて、回線を保護インターフェイスに手動で切り替えます。
• [強制切り替え（Force Switch）]：同等かより高いプライオリティを持つ要求が実行されている場
合を除いて、回線を保護インターフェイスに手動で切り替えます。たとえば、保護インターフェ
イスが特定の回線として設定されている場合、force コマンドは保護インターフェイスをアクティ
ブに設定します。
• [モードなし（No Mode）]：デバイスの保護グループから現在の APS/MSP 要求設定を削除します。
（注）

SONET または SDH の保護グループをクリアするには、SONET または SDH いずれかの保護グルー
プ ID を選択し、[削除（Delete）] （X）アイコンをクリックします。

ステップ 7 UPSR/SNCP インターフェイスに関連付けられている類似パラメータを表示するには、[UPSR/SNCP] タブ
をクリックします。
保護グループ番号、デバイスで構成されている現用メンバーと保護メンバー、グループのアクティブ パ
ス、現在の保護ステータスなどの情報を表示できます。この情報は変更できません。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
402

デバイスの設定
CEM のクロッキングの設定

（注）

設定された SDH を超える UPSR/SNCP を持つ IM のシャットダウンまたは削除中に、UI の変更を
検証し、各インターフェイス モジュールの活性挿抜（OIR）を確認できます。show protection-group
コマンドを使用します。
• 次のステータスの変更を表示するには、次の手順を実行します。
• [手動（Manual）]：SNCP 保護グループを手動で設定すると、ステータスが表示されま
す。
• [クリア（Clear）]：以前に設定された外部コマンドをクリアします。
• [自動（Auto）]：SNCP 保護グループを最初に設定したときにステータスが表示されま
す。
• [強制（Force）]：手動で切り替えるときにステータスが表示されます。
• [Fail（失敗）]：保護された現用パスがダウンしているときにステータスが表示されま
す。
• [信号障害（Signal Failure）]：リンク障害が発生しているときにステータスが SF に送信
されます。
• [信号の劣化（Signal Degrade）]：現用パスがダウンしているときにステータスが表示さ
れます。
• [ロックアウト（Lockout）]：動作中インターフェイスが保護インターフェイスに切り替
わるのを防ぎます。

ステップ 8 [回線エミュレーション（Circuit Emulation）] > [SONET および SDH（SONET and SDH）] を選択します。
ステップ 9 ACR コントローラ、上位パス、下位パスのパラメータを表示または設定するには、関連するタブをクリッ
クします。変更する SONET または SDH ハイパーリンクをクリックし、ページの右上隅にある [編集（Edit）]
アイコンをクリックします。SDH の設定の詳細については、 EPNM での SDH のモード設定 （413 ペー
ジ）、SDH パラメータの設定 （411 ページ）、およびSDH 回線およびセクション パラメータの設定 （414
ページ） SAToP の SDH VC 設定パラメータ （416 ページ） SDH T1/E1 設定パラメータ （415 ページ） SDH
T3/E3 設定パラメータ （415 ページ）を参照してください。
[ACR コントローラ] タブを使用して、SONET/SDH 保護グループの仮想 SONET アクセス回線冗長性
（ACR）/SDH アクセス回線冗長性（ACR）の詳細を表示します。

CEM のクロッキングの設定
クロッキング モードは、CEM 回線の送信側と受信側で同じクロックを達成するための複数の
方法を定義します。Cisco EPN Manager を使用すると、次の方法でクロックの復元と配信を設
定できます。
• 同期クロッキング：同期クロッキングによって、送信元と宛先の PDH（TDM）回線が同
じクロックに合わせて同期化されます。このクロックは、何らかの物理的クロック配信手
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段で配信されたものです（SONET、SDH など）。特定の TDM 回線のクロックは、次のも
のから渡すことができます。
• 回線：送信クロックは、同じ物理回線の受信者からのものです。
• 内部：コントローラは、内部クロックを使用して送信データをクロッキングします。
• フリー ランニング：送信クロックはライン カードから取得され、内部のフリー ラン
ニング オシレータから導出できます。
• 回復：送信クロックは、CEM インターフェイスでインバンド擬似回線ベースのアク
ティブクロック回復から導出されます。
Cisco EPN Manager でこれらのクロッキング値を設定するには、「CEM インターフェイス
の設定」を参照してください。
• 適応クロッキング：適応クロッキングは、ルータに共通クロック ソースがない場合に使用
されます。クロックは、デジッタ バッファ占有レベルに基づくパケット到達率に基づい
て、導出されます。Cisco EPN Manager では、CEM サービスのプロビジョニングの際に、
デジッタ バッファのサイズ（1 ～ 32）を設定できます。デジッタ バッファのサイズによ
り、回線がどれほどネットワーク ジッターを許容できる決定します。
• 差分クロッキング：差分クロッキングが使用されるのは、セル サイトと集約ルータに共通
のクロック ソースがあるが、TDM 回線のクロッキングに別のソースが使用されている場
合です。TDM のクロックは、共通のクロックを基準とする、パケットの RTP ヘッダーの
差分情報から導出されます。差分クロック回復の基になるのは、RTP ヘッダーで受信した
タイムスタンプです。
CEM のクロック復元を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] タブをクリックし、左側の [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 2 [クロック（Clock）] > [復元クロック（Recovered Clock）] を選択します。
ステップ 3 クロック ソースの導出元の新しいインターフェイスを追加するには、追加アイコン（[+]）をクリックしま
す。
ステップ 4 既存の復元クロック設定を編集するには、[復元インターフェイス（Recovering Interface）] ハイパーリンク
をクリックし、ページ右上にある [編集（Edit）] アイコンをクリックします。
ステップ 5 次の復元クロック値を指定します。
1.

復元されたクロック設定を容易に識別できるように、[復元されたクロック ID（Recovered Clock ID）]
に固有の数値を入力します。この ID を使用して、CEM インターフェイスをこの復元クロック設定に
直接関連付けることができます。

2.

[復元モード（Recover Mode）] ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択します。
• [適応（Adaptive）]：デバイス間に共通のクロック ソースがない場合、関連付けられている保護グ
ループの保護メンバーとして選択されたコントローラでのパケット到着率から、復元クロックが
導出されます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
404

デバイスの設定
CEM インターフェイス（PDH、SONET、および SDH）のフィールドの説明

• [差分（Differential）]：エッジ デバイス間に共通のクロック ソースがある場合、パケットのタイミ
ング情報と、共通クロックの関連する差分から、復元クロックが導出されます。
3.

CEM グループ番号を容易に識別できるように、固有の数値を入力します。これにより、クロックに関
連付けられている CEM が識別されます。

4.

[復元インターフェイス（Recovering Interface）] ドロップダウンリストから、必要なコントローラを選
択します。クロックに関連付けられているこのコントローラは仮想 CEM インターフェイスであり、
バックアップ クロック ソースが必要な場合にはこのインターフェイスからクロックが導出されます。

ステップ 6 [保存（Save）] をクリックします。
変更が保存され、デバイスに展開されます。

CEM インターフェイス（PDH、SONET、および SDH）のフィールドの
説明
次の表に示された CEM パラメータを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 SONET、PDH、HOP、および HOP コントローラで必須の CEM パラメータを設定します。CEM のインター
フェイスの設定 （395 ページ）を参照してください。
ステップ 2 CEM のクロックのディストリビューションとリカバリを設定します。CEM のクロッキングの設定 （403
ページ）を参照してください。
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表 20 : CEM インターフェイス（SONET、SDH、および PDH）フィールドの説明

フィールド 説明

利率

値

データが転送 LR_DSR_OC1_STM0
されるレート
を識別しま
す。SFP
（Small
Form-factor
Pluggable）に LR_DSR_OC3_STM1
よって異なり
ます。

LR_DSR_OC12_STM4

説明

適切なコン
トローラ
モード

STM レベル 0 のチャネライズド OC-1 STS1E
回線でサポートされるレイヤレートを
示します。OC-1 は、転送データ レー
トが最大 51.84 Mbit/s の光キャリアネッ
トワーク回線です。
STM レベル 1 のチャネライズド OC-3 SONET/SDH
回線でサポートされるレイヤ レートを
示します。OC-3 は、転送データ レー
トが最大 155.52 Mbit/s のオプティカル
キャリア ネットワーク回線です。
STM レベル 4 のチャネライズド OC-12 SONET/SDH
回線でサポートされるレイヤ レートを
示します。
OC-12 は、転送データ レートが最大
622.08 Mbit/s のオプティカル キャリア
ネットワーク回線です。

LR_DSR_OC48_STM16

STM レベル 16 のチャネライズド OC-48 SONET/SDH
回線でサポートされるレイヤ レートを
示します。OC-48 は、転送データ レー
トが最大 2.4Gbps のオプティカル キャ
リア ネットワーク回線です。

LR_DSR_OC192_STM64

STM レベル 64 のチャネライズド
OC-192 回線でサポートされるレイヤ
レートを示します。
STM レベル 64 のチャネライズド
OC-192 回線。OC-192 は、転送データ
レートが最大 9.6Gbps のオプティカル
キャリア ネットワーク回線です。
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フィールド 説明

値

説明

[モード
高次および低
（Mode）] 次パスのチャ
ネル化のタイ
プ（レベル n
の同期転送信
号（STS-n）
など）を示し
ます。

高次パス値：
STS3C、STS12C、
STS48C、STS192C、T3、
UNFRAMED、VT15、
VT2、および CT3。
下位パス値：
VT15、T1、および E1。
（注）

STS1E でサポー
トされている
モード：
上位パス値：T3
と UNFRAMED
下位パス値：
CT3 と VT15

• STS-n：レベル n の同期転送信号
（STS）のチャネル化を伴うモー
ド。

適切なコン
トローラ
モード
HOP と
LOP

• T1、E1、T3、および E3：コント
ローラで使用されるチャネル化
モードを示します。T1 または E1
回路の伝送データ レートは最大
1.544 Mbps です。T3 または E3 回
路の伝送データ レートは最大
44.736 Mbit/s です。
• VT 1.5：コントローラが最大 1.728
Mbit/s の転送データ レートのバー
チャル トリビュタリ ネットワーク
回線であることを示します。
• VT 2：コントローラが最大 2.304
Mbit/s の転送データ レートのバー
チャル トリビュタリ ネットワーク
回線であることを示します。
• Unframed：1 つの CEM チャネルが
すべての T1/E1 タイムスロットに
使用されることを示します。

VC4_16C、VC4_4C、
サポートされている SDH モード
VC4、AU4_VC12、
AU4-VC11、AU3-VC12、
AU3-VC11、T3、E3、
VC1X、TUG3

HOP と
LOP
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フィールド 説明

クロック送
信元
（Clock
Source）

値

SONET ポー 回線（Line）
トまたは
SDH ポート
で送信された
クロック信号
の送信元を特 内線
定します。
回復

フレーミン CEM チャネ CRC と NO_CRC。
グ
ルに使用する
（Framing） フレーミング
Unframed、DSX1_ESF、
モード。
DSX1_SF、Auto Detect、
C_BIT、および M13。

説明

コントローラは、回線の受信データス すべて
トリームから回復されたクロックを使 （All）
用して送信データのログを記録しま
す。
送信クロックはライン カードから取得 すべて
され、内部の物理回線から派生させる （All）
ことができます。
送信クロックを駆動するために使用さ
れる CEM インターフェイス上のイン
バウンド疑似回線ベースのアクティブ
クロック回復。

SONET、
SDH、
HOP、およ
び LOP。

CRC：巡回冗長検査でフレーミング タ SONET/SDH
イプを表します。
• Unframed：1 つの CEM チャネルが PDH、
すべてのタイムスロットに使用さ HOP、
れることを示します。
LOP、およ
び
• DSX1_SF：インターフェイスの
STS1E。
DS1 タイプがスーパーフレームと
してフレーミング タイプを持つこ
とを示します。SF は、インバウン
ド シグナリング抽出に 1 つのスー
パーフレームあたり 12 のフレーム
を使用します。
• DSX1_ESF：DS1 タイプのインター
フェイスが拡張スーパー フレーム
としてフレーミング タイプを持つ
ことを示します。ESF は 1 つの
ESF あたり 24 のフレームを使用し
ます。
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フィールド 説明

値

ループバッ CEM イン
ク
ターフェイス
に関連付けら
れたループ
バック値を指
定します。

ローカル、ネットワーク 様々なループバック値に関する詳細な すべて
回線、リモート、リモー 説明については、最新の IOS コマンド （All）
ト回線、ネットワーク ペ リファレンスを参照してください。
イロード、および不明。

保護権限

説明

Diag、ローカル ペイロー —
ド、リモート ESF ペイ
ロード、リモート ESF 回
線、リモート ESF 回線
CSU、リモート ESF 回線
NIU、リモート Iboc、リ
モート Iboc CSU、リモー
ト Iboc FAC1、リモート
Iboc、および FAC2。

復元クロック 現用（WORKING!!）
を取得する優
先順位を指定
保護（PROTECT）
します。

適切なコン
トローラ
モード

PDH

復元クロックは、優先順位の最も高い SONET/SDH
クロックから取得されます。
復元クロックはプライマリ クロックよ SONET/SDH
り優先順位の低いクロックから取得さ
れます。

ケーブル長 ケーブルの長さに応じて伝送減衰を設定します。たとえば、短い 115 を選択した PDH
（Cable
場合、ケーブル長は 0 ～ 115 フィートです。ケーブル長さが 110 ～ 220 フィート
Length）
などの場合は、[ショート 220（Short 220）] を選択します。値は [ショート 110
（Short 110）] から [ショート 550（Short 550）]、[ショート LT 225（Short LT
225）]、[ロング GT 225（Long GT 225）] の間になります。
回線コー
ディング
（Line
Coding）

コントローラの回線エンコーディング方式は次のとおりです。

PDH

• E1 の場合、オプションは交互マーク反転（AMI）です。
• T1 の場合、選択可能なオプションは AMI と Bipolar with 8 Zero Substitution
（B8ZS）です。

チャネル化 コントローラで使用する必要があるチャネル化モードを示します。T1 または E1 PDH
モード
の回線の伝送データ レートは最大 1.544 Mbps です。値は [T1]、[E1]、および [非
（Channelization チャネル化（Unchannelized）] です。
Mode）
（注） T3 コントローラの場合はチャネル化された T1/E1 プロパティを表示ま
たは変更し、E3 コントローラの場合はチャネル化された T1/E1 プロパ
ティを表示または変更します。
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フィールド 説明

説明

適切なコン
トローラ
モード

保護グルー 保護番号または ACR グループを識別します。
プ番号
（Protection
Group
Number）

SONET/SDH

保護ループ デバイス上のループバック インターフェイスの名前を識別します。
バック名
（Protection
Loopback
Name）

SONET/SDH

保護ループ デバイス上のループバック インターフェイスの IP アドレスを識別します。
バック IP
（Protection
Loopback
IP）

SONET/SDH

保護復帰時
間
（Protection
Revertive
Time）

値

現用回線で障害が発生した場合、ソフトウェアは保護回線に切り替え、現用回線 SONET/SDH
が回復した場合は復帰タイマーに基づいて待機し、現用回線をアクティブ リン
クに戻します。
信号に障害が発生した場合、ソフトウェアは保護回線に切り替えますが、現用回
線への自動復帰は行いません。これがデフォルトのオプションです。

保護非復帰
時間
（Protection
Non-Revertive
Time）
動作ステー CEM イン
Up、Down、および
タス
ターフェイス Not-Applicable。
の動作ステー
タス。この
フィールドは
編集できませ
ん。

• Down：インターフェイスがダウン SONET、
しています。
SDH、
HOP、
• Not-Applicable：インターフェイス
LOP、およ
の動作ステータスが不明です。
び
• Up：インターフェイスが機能して STS1E。
います。
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値

説明

管理ステー CEM イン
Up、Down、および
タス
ターフェイス Not-Applicable。
の管理ステー
タス。

適切なコン
トローラ
モード

• Up：CEM インターフェイスは機
能しています。

SONET、
SDH、
HOP、
• Down：CEM インターフェイスは
LOP、およ
ダウンしています。
び
• Not-Applicable：管理ステータスは STS1E。
不明です。

復元クロッ CEM インターフェイスに関連付けられたクロック設定の一意の識別子。復元ク PDH、ホッ
ク ID
ロック ID を設定するには、CEM のクロック設定を参照してください。
プ、および
LOP。
AUG タイ
プ（AUG
Type）

管理ユニット グループ（AUG）は、STM レベルにおいて定義された位置を占め SDH
ている 1 台以上の管理ユニットから構成されます。AUG-3 グループ化と AUG-4
グループ化はサポートされている AUG タイプです。

SDH パラメータの設定
SDH CEM チャネル化モードを設定するには、次の表を参照してください。
表 21 : コントローラ モードおよびサポートされるポート タイプ

SDH モード

CEM

ポート

適切なコントローラ
モード

VC4_16c

CEP

STM16

HOP

VC4_4c

CEP

STM4、STM16

HOP

VC4

CEP

OC3/STM1、
OC12/STM4、
OC48/STM16

HOP

VC1X

CEP

OC3/STM1、
OC12/STM4、
OC48/STM16

HOP

TUG3-E3

SATop

OC3/STM1、
OC12/STM4、
OC48/STM16

HOP
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SDH モード

CEM

ポート

適切なコントローラ
モード

TUG-3-T3

SATop

OC3/STM1、
OC12/STM4、
OC48/STM16

HOP

VC11_T1

SATop

OC3/STM1、
OC12/STM4、
OC48/STM16

LOP

VC12_E1

SATop

STM1、STM4、STM16 LOP

VC11

CEP

OC3/STM1、
OC12/STM4、
OC48/STM16

LOP

VC12

CEP

OC3/STM1、
OC12/STM4、
OC48/STM16

LOP

メディアタイプ コントローラの設定
各 SFP ポート（16 ～ 19）は、STM1、STM4、STM16 として設定できます。設定するメディア
タイプ コントローラを選択し、コントローラ設定モードを開始する必要があります。コント
ローラを SDH ポートとして設定する必要があります。
To configure MediaType Controller:
enable
configure terminal controller
MediaType 0/0/16
mode sdh
end

SDH ポートでのレートの設定
To configure rate on SDH ports:
enable
configure terminal
controller MediaType 0/0/16
mode sdh
end

（注）

コマンドの no 形式の設定はサポートされていません。デフォルトの状態に戻すには、そのポー
トの下にあるすべての設定を削除した後、メディアタイプ コントローラの下で no mode sdh コ
マンドを使用します。
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EPNM での SDH のモード設定
同期転送モジュール（STM）信号は、SONET の STS の同期デジタル階層（SDH）版に相当し
ます。このドキュメントでは、STM という用語はパス幅と光回線レートの両方を表します。
STM 信号内のパスは、管理ユニット（AU）と呼ばれます。AU は、より上位のパス層と多重
化セクション層間の適合を可能にする情報構造です。AU は、情報ペイロード（より上位の
VC）と AU ポインタで構成されます。AU ポインタは、ペイロード フレームの開始のオフセッ
トを多重化セクション フレームの開始と相対的に示します。AU-3 ポインタは 3 バイトで構成
され、AU-4 ポインタは 9 バイトで構成されます。STM-1フレームのペイロードは、1つのAU-4
ユニットまたは3つのAU-3ユニットで構成されています。管理ユニット グループ（AUG）の拡
張マッピングは、STM ペイロードにおいて固定の定義された位置を占める 1 つまたは複数の
管理ユニットで構成されます。拡張マッピングは STM1 レベルでサポートされています。
次のタイプの拡張マッピングがサポートされています。
• 拡張マッピング AU-4

（注）

これはデフォルトの拡張マッピングモードです

• 拡張マッピング AU-3
SDH では次のモードがサポートされています。
• AU-4_16c（VC4-16c）
• AU-4_4c（VC4-4c）
• AU-4（VC4）
• AU-4 — TUG-3 — DS3
• AU-4 — TUG-3 — T3
• AU-4 — TUG-3 — E3
• AU-4 — TUG-3 — TUG-2 — VC-11 — T1
• AU-4 — TUG-3 — TUG-2 — VC-12 — E1
• AU-4 — TUG-3 — TUG-2 — VC-11
• AU-4 — TUG-3 — TUG-2 — VC-12
• AU-3: T3
• AU-3 — TUG-2 — VC-11—T1
• AU-3 — TUG-2 — VC-12—E1
• AU-3 — TUG-2 — VC-11
• AU-3 — TUG-2 — VC-12
• AU-3 — E3
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管理ユニット グループ（AUG） マッピングを構成するには、たとえば、AU-3 または AU-4
マッピングの設定に次の設定コマンドを使用します。
configure terminal
aug mapping [au-3 | au-4]
end

（注）

aug mapping コマンドは、SDH フレーミングが設定されているときにのみ使用できます。AUG
モードはデフォルトでは AUG-4 であり、STM-1 レベルでサポートされています。

SDH 回線およびセクション パラメータの設定
次のパラメータは、回線レベルとセクション レベルでの SDH 設定に影響します。
ループバック（Loopback）
SDH ポートをテストするループバックを設定します。
• local：Tx から Rx パスに信号をループします。アラーム表示信号（AIS）をネットワーク
に送信します。
• network：Rx から Tx パスに信号をループします。
回線ループバックの設定
To configure loopback:
enable
configure terminal
controller sdh 0/0/16
loopback [local | network]
end

（注）

システムをデフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
クロック送信元（Clock Source）
次の場合にクロック ソースを指定します。
• line：リンクは回線から回復したクロックを使用します。
• internal：リンクは内部クロック ソースを使用します。これがデフォルトの設定です。
To configure clock, use the following commands:
enable
configure terminal
controller sdh 0/0/16
clock source [line | internal]
end
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（注）

デフォルトは internal です。システムをデフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no 形式
を使用します。
ネットワーククロック SDH の設定
To configure network-clock SDH, use the following commands:
enable
configure terminal
controller sdh 0/0/16
clock source line
end
enable
configure terminal
network-clock input-source 1 controller sdh 0/0/16
end

SDH T1/E1 設定パラメータ
次のパラメータは、SDH T1/E1 の設定に影響します。
• クロック：T1 インターフェイスまたは E1 インターフェイスのクロック ソースを指定しま
す。
• 説明：コントローラの説明を指定します。
• ループバック：ループバック モードでの T1 インターフェイスまたは E1 インターフェイ
スを設定します。
SDH T1/E1 パラメータの設定
To configure T1/E1 parameters:
enable
configure terminal
controller sdh 0/0/16
rate stm4
au-3 1
mode vc1x
tug-2 1 payload vc11
t1 1 loopback [local | network line]
t1 1 clock source [line | internal | recovered]
end

SDH T3/E3 設定パラメータ
次のパラメータは、SDH T3/E3 の設定に影響します。
• クロック：T3 リンクまたは E3 リンクのクロック ソースを指定します。
• ループバック：ループバック モードでの T3 リンクまたは E3 リンクを設定します。
SDH T3/E3 パラメータの設定
To configure SDH T3/E3 parameters configuration:
enable
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configure terminal
controller sdh 0/0/16
rate stm4
au-4 1
mode tug 3
tug-3 1
mode e3
e3 1 clock source [line | internal | recovered]
e3 framing [m13 | c-bit ] (applicable to for mode e3)
e3 1 loopback [local | network line]
e3 bert pattern 0s interval 2
tug-3 2
mode t3
t3 1 clock source [line | internal | recovered]
t3 framing [m13 | c-bit ] (applicable to for mode t3)
t3 1 loopback [local | network line]
end

（注）

これは、AUG マッピング AU-4 モード T3 および AU-3 モード T3 に適用されます。

SAToP の SDH VC 設定パラメータ
次のパラメータは、SDH VC 設定に影響します。
• クロック：VC のクロック ソースを指定します。
• ループバック：ループバック モードでの VC を設定します。
VC パラメータの設定
To configure VC parameters:
enable
configure terminal
controller sdh 0/0/16
rate stm4
au-3 1
mode vc1x
tug-2 1 payload vc11
vc 1 loopback [local | network]
vc 1 clock source internal
end

Sync-E、BITS、および PTP を使用したクロックの同期
同期イーサネット（Sync-E）:
Cisco EPN Manager を使用すると、周波数同期を有効にして、イーサネット インターフェイス
上で高品質のビット クロック同期を実現できます。同期イーサネット（Sync-E）により、必要
な同期が物理レベルで実現します。
これには、ルータがネットワーク内のクロックを最優先で識別できるように Sync-E を設定す
る必要があります。このクロックは「プライマリクロック」とも呼ばれます。ネットワーク上
の他のデバイス（メンバー）は、すべてプライマリクロックの設定に基づいてクロックをリ
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セットします。プライマリクロックとそのメンバー間で常にメッセージが交換され、ネット
ワーク内のすべてのクロックが効率的かつ継続的に同期されます。Cisco EPN Manager を使用
すると、このプライマリクロックを指定でき、また、Sync-E パラメータをグローバルレベルと
インターフェイスレベルで設定できます。Sync-E プロパティを設定すると、ネットワーク ト
ポロジ オーバーレイ上のデバイス間の論理階層とトポロジを表示できます。

（注）

Sync-E 構成は、イーサネット インターフェイスでのみサポートされています。
Building Integrated Timing Supply（BITS）：
BITS では、Building Integrated Timing Supply（BITS）ポート クロックによってクロッキング情
報が提供されます。Sync-E を使用するイーサネット リンクは、SONET/SDH と同じ方法で、つ
まり高品質なストラタム 1 追跡可能クロック信号とビット クロックのタイミングを取ることで
同期されます。SSM や ESMC などの処理メッセージは、Sync-E リンクを維持し、ノードが最
も信頼性に優れた送信元から常にタイミングを得られるようにします。
Precision Time Protocol（PTP）：
TDM を使用するネットワークでデータ ストリームを正確にリアセンブルするには、受信デバ
イスが正しいチャネルを認識できるように、デバイス クロックを定期的に同期する必要があり
ます。Precision Time Protocol（PTP）標準：
• この同期を可能にするクロック同期プロトコルを指定します。
• ネットワーク経由で通信する 1 つ以上のノードから構成される分散システムに適用されま
す。
PTP は、プライマリと従属のデバイスの概念を使用して、正確なクロック同期を実現します。
Cisco EPN Manager を使用することで、PTP により、従属デバイスと定期的にメッセージを交
換するプライマリデバイスを設定できます。各従属デバイスは、メッセージの送受信時刻を通
知した後、そのシステム時刻とプライマリデバイスのシステム時刻の差を計算します。従属デ
バイスは、プライマリデバイスと同期されるようにクロックを調整します。プライマリデバイ
スが次のメッセージ交換を開始すると、従属デバイスは再び時刻の差を計算し、クロックを調
整します。このように同期が繰り返されることによって、デバイス クロックが調整され、デー
タ ストリームが正確にリアセンブルされます。個々のインターフェイス上の PTP を変更する
には、PTP クロック ポート コマンドを使用します。PTP プロパティを設定すると、ネットワー
ク トポロジ オーバーレイ上のデバイス間の論理階層とトポロジを表示できます。

（注）

デバイスには制限があるため、インターフェイス モジュールには最大 4 つ（インターフェイス
モジュールごとに最大 2 つ）のクロック ソースを設定できます。この制限は、Sync-E と TDM
の両方のインターフェイスに適用されます。
Sync-E、BITS、および PTP を設定するには：
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ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして、設定するデバイスを選択します。
ステップ 3 グローバル Sync-E プロパティを設定します。
a)

[論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。

b) [クロック（Clock）] > [Sync-E] をクリックします。利用可能なすべての Sync-E グローバル設定が一覧
表示されます。
c)

新しいグローバル Sync-E プロパティのセットを作成するには、[+] アイコンをクリックします。Sync-E
グローバル パラメータのセットは、1 つのみ作成できます。

d) Sync-E のグローバル パラメータを指定します。これらのパラメータの詳しい説明については、次の表
を参照してください。
e)

[保存（Save）] をクリックします。
変更が保存され、グローバル Sync-E の構成がデバイスに展開されます。これで、この構成に関連付け
るインターフェイスを指定できます。

ステップ 4 関連付けられたインターフェイスと、インターフェイス固有の Sync-E パラメータを指定します。
a)

[クロック（Clock）] > [Sync-E] をクリックし、上記の手順で作成した Sync-E グローバル構成を選択し
ます。

b) [インターフェイス入力ソース（Interface Input Source）] タブをクリックします。
c)

[+] をクリックして、必要なインターフェイスを指定します。
同期タイプごとに 1 つのインターフェイスのみを設定できます。

d) [インターフェイス名（Interface Name）] ドロップダウン メニューを使用して、必要なインターフェイ
スを選択します。
e)

インターフェイス レベルの Sync-E パラメータを指定します。これらのパラメータの詳細については、
下記の表を参照してください。

f)

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 5 BITS の周波数設定を指定します（XE デバイス場合）。
a)

[論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。

b) [クロック（Clock）] > [BITS 周波数（BITS-Frequency）] をクリックします。
c)

次の BITS の値を指定します。
• [送信元スロット（Source Slot）]：値は RO と R1 です。
• [プライオリティ（Priority）]：1 ～ 250 の範囲の数値。
• [クロックタイプ（Clock Type）]：値は 2.048 MHz および 10 MHz です。

d) [保存（Save）] をクリックします。
ステップ 6 BITS のインターフェイスを設定します。
a)

[論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。

b) [クロック（Clock）] > [BITS インターフェイス（BITS-Interface）] をクリックします。
c)

次の BITS の値を指定します。
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XE デバイスの場合：
• [送信元スロット（Source Slot）]：オプションは RO と R1 です。
• [プライオリティ（Priority）]：1 ～ 250 の範囲の数値。
• [クロックタイプ（Clock Type）]：オプションは E1 と T1 です。
（注）

BITS インターフェイスを T1 として設定するには、SSM オプションは OPTION2_GEN1 また
は OPTION2_GEN2 である必要があります。

XR デバイスの場合：
• [クロックインターフェイス（Clock Interface）]：オプションは BITS0_IN、BITS0_OUT、BITS1_IN、
および BITS1_OUT です。
• [クロックタイプ（Clock Type）]：オプションは E1、T1、J1、_2M、および _64K です。
d) [保存（Save）] をクリックします。
e)

インターフェイスの BITS クロックを設定します。
1.

[クロック（Clock）] > [BITS インターフェイス（BITS-Interface）] に移動し、上記のステップで作
成した BITS インターフェイス設定の送信元スロットをクリックします。

2.

[BITS クロックの設定（Bits Clock Settings）] タブをクリックし、下記の表の説明に従ってクロック
を設定します。

3.

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7 PTP クロックを設定します。
a)

[論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。

b)

[クロック（Clock）] > [PTP] をクリックします。

c)

[+] をクリックして、新しい PTP 値のセットを指定するか、[クロック モード（Clock Mode）] ハイ
パーリンクをクリックし、ページの右上にある [編集（Edit）] アイコンをクリックします。

d)

次の共通の PTP パラメータを指定し、[保存（Save）] をクリックします。
• [クロック モード（Clock Mode）]：PTP 操作のモードを選択します。オプションは [通常
（Ordinary）]、[境界（Boundary）]、および [E2E トランスペアレント（E2E Transparent）] です。
E2E は、エンドツーエンド トランスペアレント クロック モードを表します。
• [ドメイン番号（Domain No）]：PTP トラフィックに使用されるドメインの番号を入力します。
1 つのネットワークに複数のドメインを含めることができます。範囲は 1 ～ 127 です。
• [ハイブリッド クロック（Hybrid Clock）]：ハイブリッド クラウドを有効または無効にします。

e)

[クロック モード（Clock Mode）] ハイパーリンクをクリックし、[ポート（Port）] タブをクリックし
て、共通のプロパティに関連付ける必要があるポートの詳細を指定します。

f)

次のポートの詳細を指定し、[保存（Save）] をクリックします。
• [ポート名（Port Name）]：PTP ポート クロックの名前を入力します。
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• [ポートモード（Port Mode）]：プライマリまたは従属のクロックの PTP 権限を選択します。
• [ループバック インターフェイス番号（Loopback Interface Number）]：デバイス インターフェイ
スから取得したクロック識別子を入力します。
• [アナウンス タイムアウト（Announce Timeout）]：セッションがタイムアウトするまでの PTP ア
ナウンス間隔の数を入力します。範囲は 1 ～ 10 です。
• [遅延要求間隔（Delay Request Interval）]：インターフェイスを PTP プライマリモードで動作さ
せる時間を選択します。選択した間隔は、遅延要求メッセージのメンバーデバイスに適用され
ます。間隔には、基数 2 の値が使用されます。
• [同期間隔（Sync Interval）]：PTP 同期メッセージを送信する時間間隔を選択します。
• [アナウンス間隔（Announce Interval）]：PTP アナウンス パケットを送信する時間間隔を選択し
ます。
g)

[ポート名（Port Name）] ハイパーリンクをクリックし、[クロック ソース（Clock Source）] タブをク
リックします。

h)

[+] をクリックして新しいインターフェイスを追加するか、発信元アドレスのハイパーリンクをク
リックし、ページの右上にある [編集（Edit）] をクリックします。

i)

クロックの [発信元アドレス（Source Address）] と [プライオリティ（Priority）] を指定します。
• [プライオリティなし（No Priority）]：優先順位値として 0 を割り当てます。
• [プライオリティ 1（Priority 1）]：クロック選択の最初の値を確認します。優先順位が最も低い
クロックが優先され、値 1 が割り当てられます。
• [プライオリティ 2（Priority 2）]：[プライオリティ 1（Priority 1）] フィールドで複数のクロック
の値が同じである場合、このフィールドの値がクロック選択に使用されます。これにより、優
先順位値として 2 が割り当てられます。

j)

[保存（Save）] をクリックして、変更内容をデバイスに展開します。

すべての Sync-E グローバルおよびインターフェイス レベルのパラメータの詳細については、次の表を参
照してください。
フィールド

説明

[クロック（Clock）] > [Sync-E 共通プロパティ（Sync-E Common Properties）]（グローバル レベル）
自動選択プロセス

クロックの同期に使用されるメソッドのタイプを示します。値は [自
動（Automatic）]、[強制（Forced）]、[手動（Manual）]、および
[Cisco] です。
注：各同期タイプでは、1 つのインターフェイスのみを設定できま
す。
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フィールド

説明

[クロック タイプ（Clock Type）]

使用されるイーサネット機器クロック（EEC）オプションを示しま
す。
[オプション 1（Option 1）]：欧州のタイム ゾーンの EEC オプション
I を表します。
[オプション 2（Option 2）]：北米のタイム ゾーンの EEC オプション
II を表します。

[QL モードの有効化（QL Mode
Enabled）]

クロックを品質レベル（QL）機能で使用するかどうかを示します。
値は [有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] です。

[ESMC の有効化（ESMC Enabled）] イーサネット同期メッセージング チャネル（ESMC）のステータス
を示します。値は [有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] です。
[SSM オプション（SSM Option）]

同期ステータス メッセージ（SSM）オプションが使用されているこ
とを示します。
[オプション 1（Option 1）]：ITU-T オプション I を表します。
[オプション 2- GEN1（Option 2-GEN1）]：ITU-T オプション II 第 1
世代を表します。
[オプション 2- GEN2（Option 2-GEN2）]：ITU-T オプション II 第 2
世代を表します。

[ホールド オフ時間（Hold Off
Time）]（グローバル レベル）

障害イベントに対して保護応答を発行するまでデバイスが待機する
時間の長さ（ミリ秒単位）を示します。
有効範囲は 300 ～ 1800 ミリ秒です。

[復元待ち時間（Wait To Restore
Time）]（グローバル レベル）

障害が修正された後、スパンが元の状態に戻るまで待機する時間の
長さ（秒単位）を示します。
有効な範囲は 0 ～ 86400 秒です。

[復帰の有効化（Revert Enabled）]

ネットワーク クロックがリバーティブ モードを使用するかどうかを
指定します。値は [有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] です。

[Sync-E] > [インターフェイス入力ソース（インターフェイス レベル）プロパティ（Interface Input Source
(Interface Level) Properties）]
[インターフェイス名（Interface
Name）]

Sync-E に関連付けられたギガビットまたは 10 ギガビット インター
フェイスの名前とハイパーリンク。

[アクティブ クロック（Active
Clock）]

インターフェイスがアクティブ クロックとして現在選択されている
かどうかを示します。このインターフェイスはプライマリ インター
フェイスにもセカンダリ インターフェイスにもなりますが、Sync-E
に現在有効になっているインターフェイスはアクティブなインター
フェイスと見なされます。
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フィールド

説明

[プライオリティ（Priority）]

複数のインターフェイスが設定されている場合、クロッキング用の
Sync-Eインターフェイスを選択するために使用される値を示します。
値は 1 ～ 250 で、優先順位が最も高いのは 1 です。
優先順位が最も高いクロックは、プライマリクロックです。

[ホールド オフ時間（Hold Off
Time）]（インターフェイス レベ
ル）

クロック ソースがダウンした後、ソースを削除するまでに待機する
時間の長さ（ミリ秒単位）を示します。

[復元待ち時間（Wait To Restore
Time）]（インターフェイス レベ
ル）

障害が修正された後、インターフェイスが元の状態に戻るまで待機
する時間の長さ（秒単位）を示します。

[Rx Exact/QL Use]

クロックを使用する必要がある QL 受信機能を示します。

[Tx Exact/QL Send]

クロックを使用する必要がある QL 送信機能を示します。

有効な値の範囲は 300 ～ 1800 ミリ秒です。

有効な値の範囲は 0 ～ 86400 秒です。

[クロック（Clock）] > [BITS 周波数と BITS インターフェイスのプロパティ（BITS-Frequency and
BITS-Interface Properties）]
[送信元スロット（Source Slot）]

クロックソースが R0 か R1 かを示します（XE デバイスの場合）。

クロックインターフェイス

クロックソースが BITS0_IN、BITS0_OUT、BITS1_IN、または
BITS1_OUT かどうかを示します（XR デバイスの場合）。

[プライオリティ（Priority）]

複数のインターフェイスが設定されている場合、クロッキング用の
BITS インターフェイスを選択するために使用される値を示します。
値は 1 ～ 250 で、優先順位が最も高いのは 1 です。
優先順位が最も高いクロックは、プライマリクロックです。
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フィールド

説明

[クロック タイプ（Clock Type）]

使用する必要のあるクロックタイプが E1 回線と T1 回線のどちらで
あるかを示します（XE デバイスの場合）。XR デバイスの場合、回
線は E1、T1、J1、2M、または 64K のいずれかです。
BITS インターフェイスのパラメータの場合、[クロックタイプ（Clock
Type）] は、クロックに関連付ける必要のある周波数の値を示しま
す。
XE デバイスでサポートされているクロックタイプは次のとおりで
す。
• [BITS 周波数（BITS Frequency）]：サポートされているオプショ
ンは 2.048_MHz と10_MHz です。
• [BITS インターフェイス（BITS Interface）]：サポートされてい
るオプションは T1 と E1 です。
XR デバイスでサポートされているクロックタイプは次のとおりで
す。
• [BITS インターフェイス（BITS Interface）]：サポートされてい
るオプションは T1、E1、J1、2M、および 64K です。

[BITS フレーミング（Bits Framing）] BITS 構成に関連付ける必要のあるフレーミング値（CAS など）。
• XE デバイスのサポートされているビットフレーミング値：
E1_CAS_CRC4、E1_CAS、E1_CRC4、E1_FAS、T1_D4、
T1_ESF、および T1_SF
• XR デバイスのサポートされているビットフレーミング値：
E1_CRC4、E1_FAS、J1_D4、J1_ESF、T1_D4、および T1_ESF
[インピーダンス（Impedance）]

OHMS 形式のクロックに関連付けられているインピーダンス値。サ
ポートされているインピーダンス値は 75 オームおよび 120 オームで
す。

[BITS サブフレーミング（Bits Sub
Framing）]

E1 クロックタイプの XR デバイスでサポートされているビットサブ
フレーミング値は、SA4、SA5、SA6、SA7、および SA8 です。
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説明

Line Code

BITS インターフェイスに関連付ける必要がある回線コードの値。
XE デバイスでサポートされている回線コードの値は次のとおりで
す。
• E1 インターフェイスの場合：値は AMI と HDB3 です。
• T1 インターフェイスの場合：値は AMI と B8ZS です。
XR デバイスでサポートされている回線コードの値は次のとおりで
す。
• E1 インターフェイスの場合：値は AMI と HDB3 です。
• J1 インターフェイスの場合：値は AMI と B8ZS です。
• T1 インターフェイスの場合：値は AMI と B8ZS です。

Line Build Out（LBO）

BITS インターフェイスに関連付ける必要がある Line Build Out の値。
このフィールドは、T1 インターフェイスでのみサポートされていま
す。
XE デバイスでサポートされている Line Build Out の値は次のとおり
です。
• T1 インターフェイスの場合：値は 0 ～ 133ft、133 ～ 266ft、266
～ 399ft、399 ～ 533ft、および 533 ～ 655ft です。
XR デバイスのサポートされている Line Build Out の値は次のとおり
です。
• T1 BITS0_OUT インターフェイスの場合：値は 0、1、2、3、お
よび 4 です。
• T1 BITS1_OUT インターフェイスの場合：値は0、1、2、3、お
よび 4 です。

次のタスク
（オプション）ネットワーク トポロジ オーバーレイでは、Sync-E および PTP デバイスのプロ
パティを表示できます。「ネットワーク トポロジ マップでのクロック同期ネットワークの表
示 （237 ページ）」を参照してください。
• [Sync-E オーバーレイ（Sync-E overlay）]：Sync-E ネットワークのトポロジと階層が表示さ
れます。各デバイスのプライマリおよびセカンダリ クロック入力が表示されます。
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• [PTPオーバーレイ（PTP overlay）]：クロック同期ツリートポロジ、Precision Time Protocol
の階層、およびツリー内の各デバイスのクロックロール（プライマリ、境界、従属、また
はトランスペアレント）が表示されます。

IP SLA の設定（TWAMP レスポンダ/TWAMP ライトレスポ
ンダ）
IETF Two-Way Active Measurement Protocol（TWAMP）は、TWAMP をサポートする 2 台のデ
バイス間でのラウンドトリップ IP パフォーマンスの測定に関する規格を定めたものです。
TWAMP 制御プロトコルは、パフォーマンス測定プローブを送受信することで、パフォーマン
ス測定セッションを設定するために使用されます。セッションが作成されると、TWAMP テス
トパケットが送信され、パケット損失、遅延などのパフォーマンス統計情報の計算を支援しま
す。TWAMP ライトは、テストセッションの確立に使用される制御プロトコルをシンプル化す
るという点で標準の TWAMP とは異なります。
TWAMP レスポンダは、Cisco IOS XE（NCS 42xx）と Cisco IOS XR（ASR 9000、NCS 540、
NCS 560、NCS 5500）デバイスの両方でサポートされています。TWAMP ライトレスポンダ
は、Cisco IOS XR（ASR 9000、NCS 540、NCS 560、NCS 5500）デバイスのみでサポートされ
ています。TWAMP ライトは IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをサポートしていますが、標準
TWAMP は IPv4 アドレスのみをサポートしています。
TWAMP インターフェイスの設定の詳細については、次を参照してください。
• TWAMP レスポンダの設定 （425 ページ）
• TWAMP ライト レスポンダの設定 （426 ページ）

TWAMP レスポンダの設定
Cisco EPN Manager を使用して TWAMP を設定すると、選択したデバイスは TWAMP サーバと
して設定されます。TWAMP サーバは、指定されたポートで接続要求と制御要求をリッスンし
ます。指定した非アクティビティ値は、TWAMP 制御セッションの非アクティビティ タイマー
（秒単位）として構成されます。
TWAMP のエントリを追加または編集するには、次の手順を使用します。

ステップ 1 移行方法 Configuration > Network Devices.
ステップ 2 設定するデバイスのハイパーリンクをクリックしてデバイスを選択し、[デバイスの詳細（Device Details）]
ページを起動します。
ステップ 3 [Configuration] タブをクリックし、左側の [Logical View] タブをクリックします。
ステップ 4 TWAMP レスポンダ設定を追加または編集するには、[IP SLA] > [TWAMP レスポンダ（TWAMP Responder）]
を選択します。
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ステップ 5 選択したデバイスに TWAMP パラメータを追加するには、[+] アイコンをクリックします。既存のパラメー
タを編集するには、[ポート名（Port Name）] ハイパーリンクをクリックし、ページの右上隅にある [編集
（Edit）] アイコンをクリックします。デバイスごとに追加できる TWAMP パラメータのセットは 1 つだけ
です。
ステップ 6 必要に応じて、次のパラメータを編集します。すべてのパラメータは必須です。
• [ポート（Port）]：1 ～ 65535 の数値を使用して、接続要求と制御要求をリッスンするように TWAMP
サーバに設定する必要があるポートを指定します。デフォルト値は 862 です。
• [非アクティビティ タイムアウト（Inactivity Timeout）]：1 ～ 604800 の数値を使用して、TWAMP レス
ポンダ テスト セッションの非アクティビティ時間（秒単位）として設定する必要がある時間を指定し
ます。デフォルト値は 900 秒です。
• [サーバ アイドル時間タイムアウト（Server Inactivity Timeout）]：1 ～ 6000 の数値を使用して、TWAMP
制御セッションの TWAMP サーバ アイドル時間時間（秒単位）として設定する必要がある時間を指定
します。デフォルト値は 900 秒です。
ステップ 7 [保存（Save）] をクリックして、変更内容をデバイスに展開します。

TWAMP ライト レスポンダの設定
TWAMP ライトレスポンダのインターフェイスを管理するには、次の手順を使用します。
• TWAMP ライトレスポンダの追加 （426 ページ）
• TWAMP ライトレスポンダの設定の編集 （427 ページ）
• TWAMP ライトレスポンダ設定の削除 （427 ページ）
• TWAMP ライトセッションの詳細を表示するコマンド （428 ページ）

TWAMP ライトレスポンダの追加
TWAMP ライトレスポンダのエントリを追加するには、次の手順を使用します。

ステップ 1 [Configuration] > [Network Devices] を選択します。
ステップ 2 設定するデバイスのハイパーリンクをクリックしてデバイスを選択し、[デバイスの詳細（Device Details）]
ページを起動します。
ステップ 3 左側のタブで、[Logical View] をクリックします。
ステップ 4 [IP SLA] > [Twamp Light Responder] を選択します。
ステップ 5 [TWAMP Light Responder] ページで [+] アイコンをクリックします。
ステップ 6 表示されたフィールドに適切な値を入力します。特定のフィールドの横にあるツールチップにマウスを合
わせると、許容値の範囲に関する情報が表示されます。
a)

Session ID：セッション ID を指定します。最大 65535 個のテストセッションを設定できます。
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b) Timeout：（任意）TWAMP ライトレスポンダのテストセッションの非アクティブ時間を 60 ～ 86400
（秒単位）の範囲で指定します。デフォルトは、タイムアウトなしです。
c)

Local IP address：IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。

d) Local Port：1 ～ 65535 の範囲の数値を使用して、セッション用に設定するポートを指定します。
e)

Remote IP address：IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
（注）

f)

指定された [Local IP address] が IPv4 アドレスである場合、[Remote IP address] は IPv4 アドレ
スである必要があります。同様に、指定された [Local IP address] が IPv6 アドレスである場合、
[Remote IP address] も IPv6 アドレスである必要があります。

Remote Port：1 ～ 65535 の範囲の数値を使用して、セッション用に設定するポートを指定します。

g) VRF Name：ドロップダウンリストから任意の VRF 名を選択します。
ステップ 7 [保存（Save）] をクリックして、デバイスに変更を展開します。

TWAMP ライトレスポンダの設定の編集
既存の TWAMP ライトレスポンダ設定を編集するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configuration] > [Network Devices] を選択します。
ステップ 2 設定するデバイスのハイパーリンクをクリックしてデバイスを選択し、[デバイスの詳細（Device Details）]
ページを起動します。
ステップ 3 左側のタブで、[Logical View] をクリックします。
ステップ 4 [IP SLA] > [Twamp Light Responder] を選択します。
ステップ 5 [Session ID] をクリックして、選択したセッションのパラメータを編集します。
（注）

[Timeout] のみを変更できます。

ステップ 6 [保存（Save）] をクリックして、デバイスに変更を展開します。

TWAMP ライトレスポンダ設定の削除
既存の TWAMP ライトレスポンダ設定を削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configuration] > [Network Devices] を選択します。
ステップ 2 設定するデバイスのハイパーリンクをクリックしてデバイスを選択し、[デバイスの詳細（Device Details）]
ページを起動します。
ステップ 3 左側のタブで、[Logical View] をクリックします。
ステップ 4 [IP SLA] > [Twamp Light Responder] を選択します。
ステップ 5 削除する [Session ID] の隣にあるチェックボックスをオンにします。
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ステップ 6 [X] をクリックし、続いて [Delete] をクリックして、選択した設定の削除を確認してから削除します。

TWAMP ライトセッションの詳細を表示するコマンド
デバイスでのセッションの詳細を表示するには、次のコマンドを使用します。
コマンド

使用法

show ipsla twamp session

有効になっているすべてのTWAMPライトセッ
ションを一覧表示します。

show running-config ipsla responder
twamp-light test-session <test session ID>

特定の TWAMP ライトセッションの詳細を表
示します。

インターフェイスの設定
Cisco EPN Manager を使用すると、次の設定オプションを使用して CE インターフェイスおよび
光インターフェイスを設定できます。
インターフェイスを設定する前に、デバイスのインベントリ収集ステータスが [完了
（Completed）] であることを確認します。
• イーサネット インターフェイスとサブインターフェイスの設定 （429 ページ）
• ループバック インターフェイスの設定 （431 ページ）
• トンネル インターフェイスの有効化または無効化 （432 ページ）
• スイッチ ポート インターフェイスの設定 （432 ページ）
• 仮想テンプレートのインターフェイスの表示 （433 ページ）
• VLAN のインターフェイスの表示 （433 ページ）
• ネットワークチーム（リンク集約）の設定 （979 ページ）
• ネットワークトラフィックをフィルタ処理するための IP アクセスリストの作成または変
更 （979 ページ）
• 保護プロファイルの設定 （451 ページ）
• 光インターフェイスでのループバック設定の変更 （434 ページ）
• 接続ステータスの継続的な確認 （435 ページ）
• ODU コントローラ上の PRBS の設定 （437 ページ）
• OSC の有効化および無効化 （439 ページ）
• 光インターフェイスのプロビジョニング （440 ページ）
• 光インターフェイスの管理ステータスの変更 （449 ページ）
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• 保護プロファイルの設定 （451 ページ）
• TCM パラメータと TTI パラメータの設定 （452 ページ）
• ペイロード設定とブレークアウト設定の変更 （454 ページ）
• OTN インターフェイスの設定 （456 ページ）
• GCC 接続の有効化および無効化 （457 ページ）
• スケルチ モードの設定 （458 ページ）
• NCS 1004 インターフェイスのスケルチモードとホールドオフタイマーの設定 （
459 ページ）
• 例：Cisco NCS 2006 インターフェイスの管理ステータスの変更 （459 ページ）

イーサネット インターフェイスとサブインターフェイスの設定
[デバイスの詳細（Device Details）] ページの [設定（Configuration）] タブには、デバイスでの
現在のインターフェイス設定のリストが表示されます。デバイス設定とユーザ アカウントの権
限に応じて、これらのインターフェイスを作成、編集、削除、有効化、無効化できます。

ステップ 1 選択項目 Configuration > Network Devices.
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックし、[デバイスの詳細（Device Details）] ページを起動します。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 4 Interfaces > Ethernet を選択します。
ステップ 5 イーサネット サブインターフェイスを追加するには、次の手順を実行します。
a)

イーサネット インターフェイスを選択し、Add Subinterface をクリックします。

（注）

a)

このボタンは、選択するデバイスに応じて有効になります。たとえば Cisco ASR903 デバイスの場
合、このボタンは無効です。

[基本設定（Basic Configuration）] エリアでは、少なくとも [インターフェイス番号（Interface Number）]
に番号を入力し（事前に番号が入力されていない場合）、オプションでサブインターフェイスの説明
を入力します。

b) [VLAN 番号（VLAN Number）] フィールドに、このサブインターフェイスの VLAN ID を表すのに使用
できる数値を入力します。802.1Q タイプのカプセル化だけがサポートされている点に注意してくださ
い。
c)

ネイティブ VLAN ID と同じ VLAN 番号を使用するには、[ネイティブ VLAN（Native VLAN）] チェッ
クボックスをオンにします。

d) [データプレーン ループバック（Dataplane Loopback）] ドロップダウン メニューで、ループバック値と
して設定する必要がある値を選択します。オプションは、[空白（Blank）]（設定を変更しない）、[な
し（None）]（インターフェイスからイーサネット ループバックを削除する）、[内部（Internal）]、お
よび [外部（External）] です。デバイスですでに設定されている値は、太字で強調表示されます。
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e)

IPv4 サブインターフェイスを作成する場合は、[IPv4 インターフェイス（IPv4 Interface）] エリアで [IP
タイプ（IP Type）] を選択します。選択できるオプションは、次のとおりです。
• なし
• [スタティック IP（Static IP）]：IP アドレスおよびサブネット マスクを入力します。
• [DHCP IP]：プール名を入力します。
• [DHCP ネゴシエーション（DHCP Negotiated）]：ホスト名およびクライアント ID を入力します
（[なし（None）]、[インターフェイス（Interface）]、[ポート チャネル（Port Channel）]）。
また、セカンダリ IP アドレスとマスクを入力できます。

f)

[IPv6 アドレス（IPv6 Address）] エリアで IPv6 サブインターフェイスを追加するには、[追加（Add）]
ドロップダウンリストからタイプを選択します。オプションは [グローバル（Global）]、[アンナンバー
ド（Unnumbered）]、[リンク ローカル（Link Local）]、[自動設定（Auto Configuration）]、[DHCP] で
す。
• [グローバル（Global）]：IP アドレスとサブネットマスク、およびタイプ（[一般（General）]、
[EUI-64]、[エニーキャスト（Anycast）]、[CGA]）を入力します。
• [アンナンバード（Unnumbered）]：[アナンバード インターフェイス（Interface Unnumbered To）]
テキスボックスにテキストを入力します。
• [リンク ローカル（Link Local）]：自動設定または手動設定（IPv6 アドレスが必要です）。
• [自動設定（Autoconfiguration）]。
• [DHCP]：アドレスの割り当てのための 2 メッセージ交換を有効にするオプション。
既存のインターフェイスまたはサブインターフェイスを編集する場合は、[インターフェイス番号
（Interface Number）] の値以外のすべての値を変更できます。
（注）

異常な動作を避けるため、[説明（Description）] フィールドに § 文字を使用しないでくださ
い。

g) [保存（Save）] をクリックして、デバイスの選択したインターフェイスにサブインターフェイスを追加
します。
ステップ 6 インターフェイスとサブインターフェイスを有効、無効、または削除するには、インターフェイスを選択
して該当するボタンをクリックします。
[サブインターフェイスの削除（Delete Subinterface）] ボタンは、サポートされている一部のデバイス（Cisco
ASR903 デバイスなど）でのみ有効になります。
ステップ 7 [保存（Save）] をクリックして、デバイスに変更を展開します。
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ループバック インターフェイスの設定
インターフェイスのループバック状態を変更して、光ネットワークのパフォーマンスをテスト
できます。ループバック設定を変更する前に、デバイスが管理状態であるか、または理想的に
は完了状態であることを確認してください。
インターフェイスのループバック設定を変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 移行方法 Configuration > Network Devices.
ステップ 2 設定するデバイスのハイパーリンクをクリックしてデバイスを選択し、[デバイスの詳細（Device Details）]
ページを起動します。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 4 Interfaces > Loopback を選択します。
ステップ 5 新しいループバック インターフェイスを指定するには、 Add をクリックします。
a)

[基本設定（Basic Configuration）] タブで、[ループバック インターフェイス番号（Loopback Interface
Number）] を指定します（事前に入力されていない場合）。

b) IPv4 ループバック インターフェイスを作成する場合は、[IP タイプ（IP Type）] を指定します。
• なし。
• [静的（Static）]：静的 IP アドレスと静的 IP アドレスのサブネット マスクを入力します。
• [DHCP IP]：DHCP プール名を入力します。
また、バックアップ ループバック インターフェイスとして使用できるように、マスクを使用してセカ
ンダリ IP アドレスを入力することもできます。
c)

IPv6 ループバック インターフェイスを追加する場合は、[IPv6 アドレス（IPv6 Address）] 領域で [追加
（Add）] ドロップダウン リストからタイプを選択します。選択できるオプションは、次のとおりで
す。
• [グローバル（Global）]：IP アドレス、サブネット マスク、およびタイプ（[一般（General）]、
[EUI-64]、[エニーキャスト（Anycast）]、[CGA]）を指定する必要があります。
• [アンナンバード（Unnumbered）]：[アンナンバード インターフェイスの宛先（Interface Unnumbered
To）] テキストボックスにテキストを入力する必要があります。
• [リンク ローカル（Link Local）]：自動設定または手動設定のいずれかであり、IPv6 アドレスが必
要です。
• Autoconfiguration
• [DHCP]：アドレスの自動割り当てのための 2 メッセージ交換を有効にするオプションも設定でき
ます。

ステップ 6 既存のループバック インターフェイスを編集するには、インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] ボタ
ンをクリックして、速度、デュプレックス、およびその他の設定のみを変更します。インターフェイス番
号は編集できません。
ステップ 7 インターフェイスで上記のループバック設定を有効にするには、必要なループバック プロセスを選択し、
[有効にする] をクリックします。
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ステップ 8 Save をクリックし、これらの変更をデバイス上に展開します。

トンネル インターフェイスの有効化または無効化
[デバイスの詳細（Device Details）] ページの [設定（Configuration）] タブには、デバイスでの
現在のインターフェイス設定のリストが表示されます。デバイス設定とユーザ アカウントの権
限に応じて、これらのインターフェイスを有効または無効にすることができます。

ステップ 1 選択項目 Configuration > Network Devices.
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックし、[デバイスの詳細（Device Details）] ページを起動します。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックし、左側のメニューから Interfaces > Tunnel を選択します。
ステップ 4 トンネル インターフェイスを有効または無効にするには、インターフェイスを選択し、[有効にする
（Enable）] または [無効にする（Disable）] ボタンをクリックします。
（注）

MPLS TE トンネル インターフェイスは、ここで有効または無効にすることができます。MPLS TE
トンネルの作成または編集については、MPLS TE トンネルの作成とプロビジョニング （764 ペー
ジ）を参照してください。

スイッチ ポート インターフェイスの設定
[デバイスの詳細（Device Details）] ページの [設定（Configuration）] タブには、デバイスでの
現在のインターフェイス設定のリストが表示されます。デバイス設定とユーザアカウントの権
限に応じて、これらのインターフェイスを編集、削除、有効化、無効化できます。

ステップ 1 選択項目 Configuration > Network Devices.
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックし、[デバイスの詳細（Device Details）] ページを起動します。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
（注）

[Configuration] タブは、サポートされるデバイスに対してのみ表示されます。

ステップ 4 Interfaces > Switch Port を選択します。
ステップ 5 インターフェイスを編集するには、インターフェイスを選択し、Edit をクリックします。
• 管理モードの選択：[静的（Static）]、[トンネル 802.1Q]、または [ルーテッド（Routed）]
• ポートの高速設定を有効または無効にし、必要に応じて速度とデュプレックスを調整します。
ステップ 6 Save をクリックします。
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仮想テンプレートのインターフェイスの表示
[デバイスの詳細（Device Details）] ページの [設定（Configuration）] タブには、デバイスでの
現在のインターフェイス設定のリストが表示されます。このページからは、仮想テンプレート
のインターフェイスのみを表示できます。インターフェイスを追加、編集、有効化、または無
効化することはできません。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックし、[デバイスの詳細（Device Details）] ページを起動します。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 4 [インターフェイス（Interfaces）] > [仮想テンプレート（Virtual Template）] を選択します。

VLAN のインターフェイスの表示
[デバイスの詳細（Device Details）] ページの [設定（Configuration）] タブには、デバイスでの
現在のインターフェイス設定のリストが表示されます。このページからは、VLAN のインター
フェイスのみを表示できます。インターフェイスを追加、編集、有効化、または無効化するこ
とはできません。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックし、[デバイスの詳細（Device Details）] ページを起動します。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 4 [インターフェイス（Interfaces）] > [VLAN] を選択します。

光インターフェイスの設定
EPN Manager を使用すると、光インターフェイスを設定して、管理設定を変更し、標準的な
FEC モードをインターフェイス上で有効にし、ペイロード設定を変更し、ループバック設定を
変更できます。これを行うには、デバイスの現在のインターフェイス設定のリストを表示する
[デバイスの詳細（Device Details）] ページの [設定（Configuration）] タブを使用します。デバ
イス設定とユーザ アカウントの権限に応じて、これらのインターフェイスを作成、編集、削
除、有効化、無効化できます。
光インターフェイスは、次の方法で設定できます。
• 光インターフェイスでのループバック設定の変更 （434 ページ）
• 接続ステータスの継続的な確認 （435 ページ）
• ODU コントローラ上の PRBS の設定 （437 ページ）
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• OSC の有効化および無効化 （439 ページ）
• 未確認アラームの表示および確認応答 （440 ページ）
• 光インターフェイスのプロビジョニング （440 ページ）
• 光インターフェイスの管理ステータスの変更 （449 ページ）
• 保護プロファイルの設定 （451 ページ）
• TCM パラメータと TTI パラメータの設定 （452 ページ）
• ペイロード設定とブレークアウト設定の変更 （454 ページ）
• OTN インターフェイスの設定 （456 ページ）
• GCC 接続の有効化および無効化 （457 ページ）
• スケルチ モードの設定 （458 ページ）
• NCS 1004 インターフェイスのスケルチモードとホールドオフタイマーの設定 （459
ページ）
• 例：Cisco NCS 2006 インターフェイスの管理ステータスの変更 （459 ページ）

光インターフェイスでのループバック設定の変更
インターフェイスのループバック状態を変更して、光ネットワークのパフォーマンスをテスト
できます。ループバック設定を変更する前に、デバイスが管理状態であるか、または理想的に
は完了状態であることを確認してください。変更するインターフェイスは、メンテナンス
（OOS、MT）管理状態である必要があります。EPN マネージャでは、SONET、SDH、イーサ
ネット、FC/FICON、および OTN インターフェイス タイプでのみループバック設定を編集で
きます。
インターフェイスのループバック設定を変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックして、そのデバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページを
起動します。
ステップ 3 [設定（Configuration）] タブをクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでは、この選択は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページの
上部にある [論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります。
ステップ 4 [光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [メンテナンス（Maintenance）] > [ループバック（Loopback）]
を選択します。
選択したデバイスのインターフェイスがループバック設定と共に表示されます。サポートされていないイ
ンターフェイス（データ ストレージ、OTS、ビデオなど）は表示されません。
ステップ 5 ループバック設定を編集するには、インターフェイス名（ハイパーリンク）を選択し、[編集（Edit）] をク
リックして変更を加えます。デバイスが [管理対象（Managed）] または [完全（Complete）] の状態で、イ
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ンターフェイスが [メンテナンス（OOS、MT）（ Maintenance（OOS, MT）] 管理状態であることを確認し
ます。
a)

[内部（Internal）]：これは、ターミナル ループバックで適用されるのと同じ設定を適用します。

b) [回線（Line）]：これは、ファシリティ ループバックで適用されるのと同じ設定を適用します。
c)

[ループバックなし（No_Loopback）]：このオプションを選択すると、ループバックの値がインター
フェイスに設定されません。

ループバック状態を変更する前に、まずドロップダウン メニューから [ループバックなし（No_loopback）]
オプションを使用して現在のループバック設定をクリアしてから、選択した設定を再適用してください。
ステップ 6 [保存（Save）] をクリックして編集内容を保存します。
ポップアップ通知によって変更のステータスが通知されます。
（注）

編集タスクが失敗した場合は、デバイスが [管理（Managed）] または [完了（Completed）] の状態
にあることを確認し、Cisco EPN Manager がデバイス設定と同期していることを確認します。そう
でない場合は、デバイスを Cisco EPN Manager と再同期します。デバイスのインベントリの即時
収集（同期） （551 ページ）を参照してください。.

接続ステータスの継続的な確認
接続確認機能を使用すると、光インターフェイスの電力レベルを表示し、インターフェイスで
の接続と挿入損失を確認できます。接続の確認ではケーブルが接続状態にあるかどうかが示さ
れ、挿入損失の確認ではケーブル損失が予想値内にあるかどうかが示されます。挿入損失のパ
ラメータは、発生する可能性がある障害を予測するために、ネットワーク要素内の考えられる
すべての光パスで収集されます。
Cisco EPN Manager を使用すると、接続確認パラメータを表示することができ、インターフェ
イスでの接続確認を有効または無効にすることができます。関連付けられているアラームの応
答確認の値を設定することもできます。
光インターフェイスの接続ステータスを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] の順に選択します。

ステップ 2

デバイスのハイパーリンクをクリックして、そのデバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページ
を起動します。

ステップ 3

[設定（Configuration）] タブをクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでは、この選択は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページ
の上部にある [論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります。

ステップ 4

接続確認機能を有効または無効にし、共通しきい値を設定するには、[光インターフェイス（Optical
Interfaces）] > [プロビジョニング（Provisioning）] > [接続確認（Connection Verification）] をクリックし
ます。

ステップ 5

ページの右上隅にある [編集（Edit）] アイコンをクリックし、共通のパラメータを編集します。

ステップ 6

選択したデバイスの次のしきい値パラメータを入力し、[保存（Save）] をクリックします。
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• [接続確認の有効化（Connection Verification Enabled）]：[はい（True）] または [いいえ（False）] に
設定し、選択したデバイス上でこの機能を有効または無効にします。
• [失敗 IL しきい値（dB）（Fail IL Threshold (dB)）]：0 ～ 20 の範囲の数値を入力します。このしきい
値を超えると、アラームが生成されます。
• [等級の IL しきい値（db）（Degree IL Threshold (dB)）]：失敗した IL しきい値より小さい値を入力
します。
ステップ 7

[光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [メンテナンス（Maintenance）] > [接続確認エントリ
（Connection Verification Entry）] をクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでは、この選択は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページ
の上部にある [論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります。

ステップ 8

[A 側（A Side）] ハイパーリンクをクリックすると、接続の次の値が表示されます。
• [A 側（A Side）]：接続確認の開始スロットを表示します。
• [Z 側（Z Side）]：接続確認の宛先スロットを表示します。
• [最終更新（Last Refresh）]：接続確認と挿入損失の確認が前回実行された日時を表示します。
• [最後の接続変更（Connectivity Last Change）]：接続情報が前回変更された日時を表示します。
• [接続確認（Connectivity Verification）]：接続のステータスを表示します。
• [接続済み（Connected）]：ケーブルまたはパッチ コードが接続されています。
• [切断済み（Disconnected）]：ケーブルまたはパッチ コードは切断されています。
• [無効（無効）]：ケーブルまたはパッチ コードは接続確認から除外されています。
• [未測定（Not Measurable）]：電源を検出できません。接続確認でケーブルまたはパッチ コード
をテストできません。
• [未確認（Not Verified）] ：接続確認でケーブルまたはパッチ コードがテストされていません。
• [過剰な挿入損失（dB）（Excess Insertion Loss (dB)）]：設定しきい値を超える過剰な挿入損失を表示
します。
• [挿入損失の最終変更（Insertion Loss Last Change）]：挿入損失の確認情報が前回変更された日時を表
示します。
• [表示名：A と Z 側、A と Z 側モジュール（Display names for- A and Z side、A and Z Side Modules）]：
A と Z 側、および A と Z 側モジュールの接続の識別名。
• [Insertion Loss Verification]：次のいずれかの挿入損失の確認ステータスを表示します。
• [Not Verified]：ケーブルまたはパッチコードに対して挿入損失の確認がテストされていません
（これは最初のブート時のデフォルトステータスです）。
• [Not Measurable]：電源を検出できません。ケーブルまたはパッチコードに対して挿入損失をテ
ストできません。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
436

デバイスの設定
ODU コントローラ上の PRBS の設定

• [Loss OK]：ケーブルまたはパッチコードの挿入損失は予測値の範囲内です。
• [Degrade]：ケーブルまたはパッチコードの挿入損失が劣化しています。
挿入損失が挿入損失の劣化しきい値を超え、挿入損失の障害しきい値よりも小さい場合、パッ
チコードの挿入損失の確認は [Degrade] になります。[Connection Verification] ペインのパッチコー
ドの対応する行が黄色で強調表示されます。
• [Fail]：ケーブルまたはパッチコードの挿入損失が不合格しきい値を超えました。この状態が発
生すると、GUI でパッチコードが強調表示され、障害状態を示します。
挿入損失が挿入損失の障害しきい値を超えた場合、パッチコードの挿入損失の確認は [Fail] にな
ります。[Connection Verification] ペインのパッチコードの対応する行がオレンジ色で強調表示さ
れます。
• [Disabled]：ケーブルまたはパッチコードは接続確認から除外されています。
• [Acknowledgement]：関連付けられたアラームの設定値が表示されます。値は True または False に設
定できます。
ステップ 9

[接続確認アクション（Connection Verification Action）] ドロップダウン メニューで、設定したしきい値
に到達したときに実行する必要があるアクションを選択し、[保存（Save）] をクリックします。オプショ
ンは、[損失と接続の確認（Verify loss and connectivity）]、[確認を無効にする（Disable verification）]、お
よび [損失アラームへの確認応答（Acknowledge loss alarm）] です。

ステップ 10

（オプション）接続確認パラメータについてアラームの生成方法を指定するには、次のいずれかの値を
選択します。
• [損失アラームへの確認応答（Acknowledge Loss Alarm）]：アラームを発生させずに、インターフェ
イスが [失敗 IL しきい値（Fail IL Threshold）] のしきい値を超えて動作できるようにします。失敗
IL しきい値がさらに増加する場合は、アラームが再発生します。
• [確認応答のクリア（Clear Acknowledge）]：[失敗 IL しきい値（Fail IL Threshold）] のしきい値がデ
フォルトに設定され、アラームが再評価されていることを示します。しきい値を超えると、アラー
ムが発生します。

ODU コントローラ上の PRBS の設定
疑似ランダム バイナリ シーケンス（PRBS）は、選択したオーバーヘッド バイトを使用して
ヘッダーとトレーラ データを安全に転送できることを確認するためのテスト メカニズムです。
送信側ノードと受信側ノードの両方が、PRBS テストが行われていることを認識する必要があ
ります。それには Cisco EPN Manager を使用して、これらのノード上で適切な PRBS モードを
有効にします。Cisco EPN Manager を使用して PRBS を設定できるのは、光デバイスの非チャ
ネライズド ODU コントローラのみです。
PRBS は PRBS_31 パターンを生成し、PRBS_11、PRBS_23、および PRBS_31 パターンを検出
するために、トランク ポートも有効にします。
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ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] の順に選択します。
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックして、そのデバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページを
起動します。
ステップ 3 [設定（Configuration）] タブに移動します。
• NCS 1004 デバイスの場合、このオプションは[シャーシビュー（Chassis View）] > [設定
（Configuration）] > [PRBSの設定（PRBS Configuration）]で使用できます。ステップ 5 に進みます。
• NCS 4000 デバイスの場合、このオプションは [デバイスの詳細（Device Details）] ページの左上にある
[論理ビュー（Logical View）] タブにあります
ステップ 4 [光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [メンテナンス（Maintenance）] > [PRBS の設定（PRBS
Configuration）] の順に選択します。すべての ODU コントローラとそれらのコントローラの現在の PRBS
パラメータが表示されます。コントローラがリストされない場合は、上述の前提条件が満たされているこ
とを確認してください。
ステップ 5 PRBS を設定するには、コントローラ名のハイパーリンクをクリックし、ページの右上隅にある [編集
（Edit）] アイコンをクリックします。
ステップ 6 次のパラメータに変更を加えます。
a)

[管理状態（Admin State）] ドロップダウン リストから、ODU コントローラの有効な管理状態を選択し
ます。[00S-MT]（メンテナンス）、[OOS-DSBLD]（無効）、および [IS]（インサービス）の中から選
択できます。
PRBS パラメータを編集できるのは、[管理状態（Admin State）] を [00S-MT]（メンテナンス）状態に
設定した場合のみです。
コントローラの管理状態だけを編集する場合は、PRBS モードを [無効（Disabled）] に設定し、目的の
管理状態を選択します。

b) [PRBS テスト（PRBS Test）] の値として [有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択します。
c)

コントローラの PRBS モードを選択します。表の 1 列目の値（以下を参照）を最初のコントローラに
設定したら、2 列目で示されている対応する値を 2 番目のコントローラ（ノード 2）に設定します。
コントローラ 1 のモード（ノード 1）

コントローラ 2 のモード（ノード 2）

ソース（Source）

シンク

シンク

ソース（Source）

送信元シンク

Loopback

Loopback

送信元シンク

d) [パターン（Pattern）] ドロップダウン リストから、次のいずれかの PRBS パターンを選択します。選
択したパターンがライン カードで生成または検出されます。
• NONE
• PN11
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• PN23
• PN31
• INVERTEDPN11
• INVERTEDPN31
ステップ 7 [保存（Save）] をクリックして、更新後の設定をデバイスに展開します。
ステップ 8 （オプション）設定を確認するには、選択したコントローラの [設定（Configuration）] タブで [光インター
フェイス（Optical Interfaces）] > [プロビジョニング（Provisioning）] > [PRBS] を選択して更新後の PRBS
パラメータを表示します。ODU UNI 回線に対して PRBS テストを実行するには、回線（ODU UNI）での
PRBS テストの実行 （856 ページ）を参照してください。

OSC の有効化および無効化
CiscoEPNManagerを使用して、光デバイスのインターフェイス上で光サービスチャネル（OSC）
の終端を有効または無効にします。OSC は OC3 回線と、次のカードの FastEthernet（FSTE）イ
ンターフェイスおよび GigabitEthernet（GigE）インターフェイス上で設定できます。
• 伝送ネットワーク制御システム（TNCS）
• 転送ノード コントローラ：拡張（TNCE）
• 転送ノード コントローラ（TNC）
ONS15454 NE の場合、サポートされているインターフェイスは次のカードの OC3 インターフェ
イスです。
• 光サービス チャネル モデム（OSCM）
• 光サービス チャネルおよびコンバイナ/セパレータ モジュール（OSC-CSM）
光デバイスで OSC を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] の順に選択します。
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックして、そのデバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページを
起動します。
ステップ 3 [設定（Configuration）] タブをクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでは、この選択は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページの
上部にある [論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります。
ステップ 4 [光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [通信チャネル（Comm Channel）] を選択します。
選択したデバイスの設定可能なすべての G709 対応インターフェイスが表示されます。
ステップ 5 [OSC] タブをクリックします。
ステップ 6 通信チャネルの名前のハイパーリンクをクリックして、設定する通信チャネルを選択します。
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通信チャネル名と現在の OSC 設定が表示されます。
ステップ 7 ページの右上にある [編集（Edit）] アイコンをクリックします。
ステップ 8 [OSC] チェックボックスを使用して、選択した通信チャネルで [OSC] を有効または無効にします。
ステップ 9 [保存（Save）] をクリックします。
変更が保存され、更新された設定がデバイスに展開されます。確認するには、[光インターフェイス（Optical
Interfaces）] > [プロビジョニング（Provisioning）] > [通信チャネル（Comm Channel）] の下に選択した通信
チャネルの OSC 設定を表示します。

未確認アラームの表示および確認応答
デバイスで生成されたアラームに基づいて、未確認ステータスのアラームの詳細を表示し、デ
バイス上で未読アラーム通知として表示されなくなるように [確認応答済み（Acknowledged）]
としてマークできます。手順は次のとおりです。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] の順に選択します。
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックして、そのデバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページを
起動します。
ステップ 3 [設定（Configuration）] タブをクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでは、この選択は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページの
上部にある [論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります。
ステップ 4 [光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [メンテナンス（Maintenance）] > [未確認アラーム（Unverified
Alarms）] を選択して、[未確認（Unverified）] ステータスのアラームを表示します。
ステップ 5 アラームを確認し、必要なアクションを実行したら、アラームを選択し、[確認応答済み（Acknowledged）]
ボタンをクリックして、これらのアラームを直接デバイス上で [確認済み（Verified）] とマークします。

光インターフェイスのプロビジョニング
Cisco EPN Manager を使用して次の設定オプションを光デバイスで有効にすることができます。

（注）

選択したデバイスに応じて、次の設定オプションが有効または無効になります。デバイスがこ
れらのオプションをサポートしているかどうかを確認するには、「Cisco EPN マネージャ用の
サポートされているデバイス」を参照してください。
• イーサネット MTU
Cisco EPN Manager を使用すると、光デバイスのイーサネット インターフェイス上に MTU
値を設定できます。MTU はインターフェイスを通過するパケットの最大伝送サイズ（バ
イト単位）です。Cisco EPN Manager を使用して、TNC モジュールと ECU モジュールのギ
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ガビット イーサネット インターフェイスと高速イーサネット インターフェイスを除くす
べてのイーサネット インターフェイスの MTU 値を変更できます。
新しいイーサネット MTU 値がデバイスに設定されていることを確認するには、デバイス
の [デバイスの詳細（Device Details）] ページに移動し、[イーサネット インターフェイス
（Ethernet Interface）] タブをクリックします。
• GMPLS
Generalized Multi-Protocol Label Switching（GMPLS）を使用すると、GMPLS 回線の作成時
に使用される光ファイバと異種波長パラメータを定義および表示できます。これは、MPLS
プロトコル上のパケットベースのデータを網羅し、ネットワーク間でのチャネルの作成と
保守を可能にします。非パケット スイッチング デバイスがサポートされています。つま
り、GMPLS はパケット ベースの MPLS プロトコルを拡張して、非パケット スイッチング
デバイスで構成されるネットワーク間でトンネルの作成と保守を可能にします。GMPLS
トンネルは、時分割多重（TDM）インターフェイスとスイッチング タイプを横断できま
す。
GMPLS を設定するには、Cisco EPN Manager の [設定（Configuration）] タブを使用しま
す。このタブでは、すべての LMP 対応光コントローラで GMPLS を設定できます。GMPLS
設定の前提条件である LMP の有効化も同じ [設定（Configuration）] タブを使用して実行
できます。

（注）

アクティブな光回線の一部である LMP 対応コントローラでは、
GMPL を無効にすることはできません。

• パケット終端
Cisco EPN Manager を使用すると、光デバイスの ODU コントローラでパケット終端を設定
できます。これを行うには、イーサネット パケットのデバイスでパケット終端が事前に設
定されていることを確認します。その後に、デバイスで既に作成され、Cisco EPN Manager
によって検出された設定を編集できます。
パケット終端を設定するには、[終端モード（Termination Mode）] と [マッピング モード
（Mapping Mode）] の両方の値を指定する必要があります。
• LMP
リンク管理プロトコル（LMP）は、ルーティング、シグナリング、およびリンク管理を行
うために、ノード間で必要なチャネルとリンクを管理するのに役立ちます。また、LMP
は、トラフィック エンジニアリング（TE） リンクの管理にも使用されます。これにより、
ノードのペア間で実行する単一のトラフィック エンジニアリング（TE）リンクに複数の
データ リンクを使用できます。
Cisco EPN Manager を使用して LMP ネイバーを作成するには、ネイバーの名前、リンク
ID、ルータ ID、およびインターフェイス ID と、共通リンクおよびインターフェイス ID
を指定する必要があります。光デバイスにコントローラごとに追加できる LMP リンクは
1 つだけです。
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LMP が効果的に動作できるように Cisco EPN Manager を使用して単一のデバイスに LMP
設定を正常に展開できますが、リンクに参加している両方のデバイス セットで LMP を設
定する必要があります。これにより、LMP リンクがアクティブになります。
制限事項：
• LMP リンクの作成後は [番号（Numbering）] の値を編集することはできません。[番
号（Numbering）] の値を編集するには、LMP リンクを削除してから、新しい [番号
（Numbering）] の値で再作成します。
• 2 つの LMP ネイバー間でネイバー ルータの ID を重複させることはできません。
• LMP リンクを追加する場合は、コントローラが別の LMP リンクにまだ関連付けられ
ていないことを確認します。関連付けられていると、展開が失敗する原因となりま
す。
• OTN トポロジ
[設定（Configuration）] タブを使用して、光 OTN コントローラに関連付けられているトポ
ロジ インスタンスとエリア ID を追加または変更できます。コントローラに事前に構成さ
れたトポロジ インスタンスとエリア ID がない場合、Cisco EPN Manager はトポロジ イン
スタンスを OTN に、エリア ID を 0 に設定します。
Cisco EPN Manager では、他のコントローラで事前に設定されているのと同じトポロジ イ
ンスタンスとエリア ID を使用できません。デバイスに事前に設定されているトポロジ イ
ンスタンスとエリア ID を知るには、[マップ（Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network
Topology）] をクリックします。
• NNI
光インターフェイスは、ネットワーク ノード インターフェイス（NNI）として機能する
ように設定できます。NNI は、インターフェイスが他のネットワーク ノードに接続して
いることを示します。Cisco EPN Manager を使用すると、光デバイスの OTU コントローラ
で NNI を設定できます。これらのインターフェイスはさらに、送信元ポートと宛先ポー
トとして機能するように設定できます。
デバイスがトポロジに含まれていない場合、その NNI コントローラを設定すると、エリ
ア ID 0 を持つそのコントローラの OTN トポロジ インスタンスが作成されます。
デバイスに存在するすべてのコントローラに対して、コントローラごとに作成できる NNI
設定は 1 つのみです。
注：トポロジ インスタンスで事前に設定されている NNI コントローラは削除できません。
• ブレークアウト（Breakout）
光デバイスでのブレークアウトを有効にすると、光ファイバとケーブルのマルチレーン
アーキテクチャを使用して、単一の高密度ポートを複数の低密度ポートに分割できます。
たとえば、100G ポートは 10 個の異なる 10G ポートとして動作するように設定できます。
また、単一の 40G ポートは 4 つの異なる 10G ポートとして機能します。Cisco EPN Manager
を使用してブレークアウトを設定するには、次の表を参照してください。
前提条件：
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インターフェイスの [ポート モード（Port Mode）] の値を [ブレークアウト（Breakout）]
に変更して、インターフェイスにブレークアウトを事前に設定してください。ペイロード
設定とブレークアウト設定の変更 （454 ページ）を参照してください。これにより、その
インターフェイスの他のすべてのポート モード パラメータが [なし（None）] に変更され
てポート上でのブレークアウトが可能になり、レーンを設定できるようになります。イン
ターフェイスごとに最大 10 個のレーンを追加できます。
制限事項：
• 特定のインターフェイスに属するすべてのレーンは、同じマッピング タイプである必
要があります。
• OTU2 コントローラと OTU2e コントローラは、パケット終端モードの場合にのみサ
ポートされます。
• Cisco NCS 5.2.4x デバイスでは、ブレークアウト レーンはポート モードがイーサネッ
ト タイプの場合にのみ作成できます。
• OPU2e フレーミング タイプにマップされている 10G クライアントはサポートされて
いません。
• SONET コントローラと SDH コントローラでは、ブレークアウトは設定できません。
設定例：
コントローラ オプティクス 0/0/0/0 を選択し、マッピング モードとして GFPF でブレーク
アウトを有効にし、フレーム値が OPU2 の場合、デバイスにプッシュされる設定は次のよ
うになります。
controller optics 0/0/0/0 breakout-mode 1 ethernet framing opu2 mapping gFpF

• パフォーマンス モニタリング
パフォーマンスのモニタリング（PM） は、システムの保守とトラブルシューティングの
ためのパフォーマンス カウンタを収集するのに役立ちます。現在の PM カウンタと履歴
PM カウンタの両方を定期的に取得できます。光デバイスの OTU コントローラと ODU コ
ントローラでパフォーマンスのモニタリングを有効または無効にできます。
TCM コントローラ レベルでパフォーマンスのモニタリングを設定するには、OTN イン
ターフェイスとそれらに関連する TCM パフォーマンス カウンタを設定する必要がありま
す。
• 参考：OTN-FEC インターフェイス用のパフォーマンス カウンタ （1225 ページ）
• 参考：OTN-ODU インターフェイスのパフォーマンス カウンタ （1225 ページ）
• 参考：OTN-OTU インターフェイスのパフォーマンス カウンタ （1227 ページ）
• ODU（LO）コントローラのチャネル化：
ODU コントローラを複数の下位 ODU サブコントローラに関連付け、それらの ODU サブ
コントローラの支流ポート番号（TPN）と支流スロット（TS）を設定します。TPN の有効
な範囲は 1 ～ 80 です。コロン（:）を使用して TS 文字列が区切られている場合、これは
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個々の支流スロットであることを示します。TS 文字列が半角ダッシュ（-）を使用して区
切られている場合、これは支流スロットの範囲を示します。
サブコントローラの ODU レベルを選択する場合は、サブコントローラの ODU レベルが、
関連付けるメイン コントローラの ODU レベルよりも低くなるようにしてください。たと
えば、サブコントローラを ODU3 レベルの ODU コントローラと関連付ける場合は、サブ
コントローラ キャブはレベル ODU2、ODU1、または ODU1 になります。
• OTDR の設定：
この機能を使用すると、修復されたファイバ スパンまたは OSC チャネルの起動時に OTDR
スキャンを自動的に開始するように設定できます。これを行うには、[LOS 上の自動スキャ
ン（Auto Scan on LOS）] パラメータが有効になっていることを確認します。ファイバ上の
LOS がクリアされ、次の基準に基づいてアラームが発生すると、ファイバは修復するもの
と見なされます。
• [絶対しきい値を有効にする（Enable Absolute Threshold）] チェックボックスをオンに
すると、OTDR スキャンで測定された挿入損失が設定されている [絶対イベント損失
しきい値（db）（Absolute Event Loss Threshold (dB)）] の値より大きい場合は
「OTDR-LOSS-THR-EXCEEDED」 アラームが発生します。
• OTDR スキャンの合計背面反射が指定した [合計背面反射（db）（Total Back Reflection
(dB)）] の値より小さい場合。
• [絶対合否基準（Absolute Pass Fail Criteria）] が無効になっている場合は、前回のリリー
スの基準からの [損失（Loss）] と [背面反射（Back Reflection）] の値がしきい値と見
なされます。このシナリオでは、OTDR-LOSS-THR-EXCEEDED アラームが発生しま
す。
自動スキャンをトリガーする方法に応じて、次のパラメータを設定できます。
• [スパン損失増加時の自動スキャン（Auto Scan on Span Loss Increase）]：ファイバ上で
測定されたスパン損失が設定されたしきい値より大きい場合、ファイバ上で OTDR ス
キャンが自動的に開始されます。デフォルトのしきい値は 2 です。
• [Rx 方向での OLR 連続測定を有効にする（Enable OLR continuous measurement on RX
direction）]：設定されたしきい値に応じてカードのLINE-RX ポート（入力）のスパン
損失を測定します。
• [WSON プロビジョニングから WDM 側を有効にする（Enable WDM Side from WSON
Provisioning）]：OTDR スキャン中に [損失（Loss）] と [背面反射（Back Reflection）]
のしきい値が交差すると、回線の作成が阻止されます。
ファイバの合計スパン損失が許可されている範囲内に [イベント損失しきい値（Event Loss
Threshold）] の値を設定できます。ファイバ上で測定されたスパン損失がイベント損失し
きい値より大きい場合、OTDR スキャンはファイバ上でトリガーされます。
• 自動レーザー遮断（ALS）の設定
自動レーザー遮断（ALS）は、ファイバの切断などの問題が発生した場合にトランスミッ
タの出力電力を自動的にシャットダウンするために使用される技術です。ALS がファイバ
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ペアの両端にプロビジョニングされていれば、破損したファイバから危険なレベルのレー
ザー光が漏れるのを防ぐ安全機能になります。インターフェイスがシャットダウンされた
ら、ALS モードを次のように設定し、インターフェイスを再起動するために実行する必要
があるアクションを設定できます。
• [無効モード（Disabled mode）]：モードが無効になっている場合は、ALS が無効にな
ります。信号消失（LOS）はレーザーのシャットダウンを引き起こしません。
• [手動再起動モード（Manual restart mode）]：ALS エージェントが 500 ミリ秒にわたる
LOS を検出するとレーザーがオフになります。ALS を連動させると、手動コマンドが
発行されてパルス幅の期間はレーザーがオンになります。LOS が 100 ms 間解除され
ていた場合、レーザーがオンになります。
• [自動再起動モード（Automatic restart mode）]：ALS エージェントが 500 ミリ秒にわた
る LOS を検出すると、レーザーはパルス間隔の間はシャットダウンされます。その
後、選択したパルス幅の期間はレーザーが自動的にオンになります。LOS が依然とし
て存在する場合、レーザーは再びシャットダウンされます。LOS が 100 ms 間解除さ
れるまでこのパターンは継続し、100 ms 間解除されると、レーザーがオンのままにな
ります。
Cisco EPN Manager を使用すると、ALS モード、ALS リカバリ間隔（秒単位）、およびリ
カバリ パルス幅（秒単位）を設定できます。インターフェイスの ALS モードが [手動再起
動（Manual Restart）] に設定されている場合は、インターフェイスを手動で再起動する必
要があります。これを行うには、デバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページに
移動し、[光（Optical）] > [自動レーザー シャットダウン（Automatic Laser Shutdown）] を
選択し、[手動再起動 ALS モード（Manual Restart ALS mode）] に設定されたインターフェ
イスを見つけて、[再起動（Restart）] ボタンをクリックします。
• SNTP サーバを使用した日付と時刻の設定：
シンプル ネットワーク タイム プロトコル（SNTP）は、コンピュータのクロックを基準時
刻に同期するために使用されるインターネット プロトコルです。SNTP サーバを使用する
と、すべての NE で同じ日付と時刻の基準が使用されます。サーバにより、停電やソフト
ウェアのアップグレード後にノードの時刻が同期されます。
SNTP サーバを使用して日付と時刻を設定するには、まず現在の時刻とタイム ゾーン値を
指定してから、日付と時刻の基準ポイントとして使用できるプライマリ サーバとバック
アップ サーバを設定する必要があります。タイムゾーン値を設定する前に、SNTP サーバ
値が設定されていないことを確認してください。SNTP サーバを削除する場合は、最初に
必ずバックアップ サーバを削除した後でプライマリ サーバを削除してます。プライマリ
サーバのみを削除することはできません。
• 波長の設定：
Cisco EPN Manager を使用すると、光学コントローラの波長周波数をプロビジョニングで
きます。光学コントローラで設定された現在の波長を表示した後、選択したカードのタイ
プに応じて波長周波数を変更できます。
波長は、DWDM 光学ポートとして設定されている場合にのみ、光学コントローラで設定
できます。波長を変更するときは、光ポートを [In Service] 状態にすることはできません。
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表：光インターフェイスのプロビジョニング
上記の機能を使用して光デバイスを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックして、そのデバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページを
起動します。
ステップ 3 [設定（Configuration）] タブをクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでは、この選択は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページの
上部にある [論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります。
ステップ 4 次の表に示すように、必要な設定メニューに移動し、必要な値を指定します。
表 22 : 表：光インターフェイスの設定

タスク

サポートされているインターフェイ ナビゲーション
ス/コントローラ

イーサネット TNC モジュールと ECU モジュール上
MTU の設定 のギガビット/高速イーサネット イン
ターフェイスを除くすべてのイーサ
ネット インターフェイス。

[光インターフェイス
（Optical Interfaces）] >
[プロビジョニング
（Provisioning）] > [イー
サネット MTU（Ethernet
MTU）]

GMPLS の設
定

[光インターフェイス
（Optical Interfaces）] >
[プロビジョニング
（Provisioning）] >
[GMPLS]

LMP 対応の光コントローラ。

-

パケット終端 パケット終端で事前に設定された
の設定
ODU コントローラ。

[光インターフェイス
イーサネット パケットに
（Optical Interfaces）] >
のみ適用されます。
[プロビジョニング
（Provisioning）] > [OTN]
> [パケット終端（Packet
Termination）]

LMP ネイバー すべての光コントローラ。
の設定

[光インターフェイス
ネイバー ルータ ID をネ
（Optical Interfaces）] >
イバー間で重複させるこ
[プロビジョニング
とはできません
（Provisioning）] > [LMP]
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OTN トポロジ すべての光 OTN コントローラ。
の設定

[光インターフェイス
（Optical Interfaces）] >
[プロビジョニング
（Provisioning）] > [OTN]
> [トポロジ（Topology）]

NNI の設定

[光インターフェイス
（Optical Interfaces）] >
[プロビジョニング
（Provisioning）] > [OTN]
> [NNI]

すべての OTU コントローラ。

ブレークアウ ポート モードの値を持つすべての光 光インターフェイス > プ トの設定
コントローラが「ブレークアウト」 ロビジョニング > ポート
に設定されています。
モード > ブレークアウト
タブ
パフォーマン すべての OTU および ODU コント
ス モニタリン ローラ。
グの設定

[光インターフェイス
（Optical Interfaces）] >
[プロビジョニング
（Provisioning）] > [パ
フォーマンス モニタリン
グ（Performance
Monitoring）]

ODU（LO） すべての ODU コントローラ。
コントローラ
のチャネル化

[光インターフェイス
（Optical Interfaces）] >
[プロビジョニング
（Provisioning）] > [ODU
チャネル化（ODU
Channelization）] > [サブ
コントローラ
（Sub-Controllers）] タブ

OTDR の設定 -

[光インターフェイス
（Optical Interfaces）] >
[プロビジョニング
（Provisioning）] > [OTDR
設定（OTDR Settings）]

ALS の設定

すべての ALS サポート対象インター [光インターフェイス
フェイス
（Optical Interfaces）] >
[プロビジョニング
（Provisioning）] > [自動
レーザー シャットダウン
（Automatic Laser
Shutdown）]
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SNTP を使用 した日付と時
刻の設定

• SNTP のプライマリ サーバとバックアッ
プ サーバを指定する
には、次の手順を実
行します。
[光インターフェイス
（Optical Interfaces）]
> [プロビジョニング
（Provisioning）] >
[NTP 設定（NTP
Settings）] を選択し
ます。
• SNTP で使用できる
現在の時刻とタイム
ゾーンを指定するに
は、次の手順を実行
します。
[光インターフェイス
（Optical Interfaces）]
> [プロビジョニング
（Provisioning）] >
[タイム ゾーン設定
（Time Zone
Settings）] を選択し
ます。

波長の設定

すべての光学コントローラ

[光インターフェイス
（Optical Interfaces）] >
[プロビジョニング
（Provisioning）] > [波長
（Wavelength）]

TCM と TTI
の設定

-

TCM パラメータと TTI パ ラメータの設定（452ペー
ジ）を参照してください

保護プロファ イルの設定

保護プロファイルの設定 （451ページ）を参照して
ください

ペイロードと ブレークアウ
トの設定

ペイロード設定とブレー クアウト設定の変更（454
ページ）を参照してくだ
さい
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管理ステータ スの設定

光インターフェイスの管 理ステータスの変更（449
ページ）を参照してくだ
さい

FEC モードの 設定

OTN インターフェイスの 設定 （456 ページ）を参
照してください

GCC の有効化 と無効化

参照 GCC 接続の有効化お よび無効化（457ページ）

スケルチ モー ドの設定

参照 スケルチ モードの設 定 （458 ページ）

光インターフェイスの管理ステータスの変更
Cisco EPN Manager を使用すると、インターフェイスの管理状態を変更して、光ネットワーク
のパフォーマンス テスト能力を向上させることができます。インターフェイスの管理ステータ
スは、インターフェイスが Cisco EPN Manager によって管理されているか、ダウンしているか、
またはメンテナンス モードになっているかを定義します。インターフェイスの管理ステータス
がダウンの場合は、そのインターフェイスが到達不能状態であるか、またはデバイスが Cisco
EPN Manager でサポートされていないことを示します。管理ステータスを [動作中（Up）] に
変更すると、Cisco EPN Manager でインターフェイスを管理できるため、より優れた監視機能
が提供されます。インターフェイスの管理状態を変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックして、そのデバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページを
起動します。
ステップ 3 [設定（Configuration）] タブをクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでは、この選択は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページの
上部にある [論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります。
ステップ 4 [光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [プロビジョニング（Provisioning）] > [管理ステータス（Admin
Status）] を選択します。
選択したデバイスのインターフェイスが、管理状態の設定と共に表示されます。管理状態を変更できない
インターフェイス（PCHAN インターフェイスや PLINE インターフェイスなど）は表示されません。
ステップ 5 [光コントローラ（Optical Controllers）] タブまたは [イーサネット コントローラ（Ethernet Controllers）] タ
ブをクリックして、必要なコントローラを編集します。
ステップ 6 管理ステータスを編集するには、インターフェイスの名前ハイパーリンクをクリックしてインターフェイ
スを選択し、ページの右上隅にある [編集（Edit）] アイコンをクリックします。デバイスのインベントリ
収集ステータスが [管理（Managed）] か [完了（Completed）] であることを確認します。
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次の値のいずれかを選択します。
a)

[ダウン（DOWN）]：インターフェイスが管理上はダウンすることを意味します。

b) [動作中（UP）]：インターフェイスが管理上は動作していることを意味します。
c)

[テスト中（TESTING）]：インターフェイスはメンテナンス状態であり、管理者がインターフェイスを
使用してテストを実行していることを意味します。

ステップ 7 [保存（Save）] をクリックして保存して、変更をデバイスに展開します。
ポップアップ通知によって変更のステータスが通知されます。Cisco NCS2K デバイス上で変更される管理
ステータスの例を確認するには、例：Cisco NCS 2006 インターフェイスの管理ステータスの変更 （459 ペー
ジ）を参照してください。
（注）

編集タスクが失敗した場合は、デバイスが [管理（Managed）] または [完了（Completed）] の状態
にあることを確認し、Cisco EPN Manager がデバイス設定と同期していることを確認します。そう
でない場合は、デバイスのインベントリの即時収集（同期） （551 ページ）の説明に従って、デ
バイスを Cisco EPN Manager と再同期します。

シャーシビューでの光インターフェイスの管理ステータスの変更
Cisco EPN Manager を使用すると、インターフェイスの管理状態を変更して、光ネットワーク
のパフォーマンス テスト能力を向上させることができます。インターフェイスの管理ステータ
スは、インターフェイスが Cisco EPN Manager によって管理されているか、ダウンしているか、
またはメンテナンス モードになっているかを定義します。インターフェイスの管理ステータス
がダウンの場合は、そのインターフェイスが到達不能状態であるか、またはデバイスが Cisco
EPN Manager でサポートされていないことを示します。管理ステータスを [動作中（Up）] に
変更すると、Cisco EPN Manager でインターフェイスを管理できるため、より優れた監視機能
が提供されます。インターフェイスの管理状態を変更するには、次の手順を実行します。
始める前に

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックして、そのデバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページを
起動します。
ステップ 3 [シャーシビュー（Chassis View）] ウィンドウで、[設定（Configuration）] タブをクリックし、[回線（Line）]
をクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでは、この選択は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページの
上部にある [論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります。
ステップ 4 管理ステータスを編集するには、インターフェイスの名前ハイパーリンクをクリックしてインターフェイ
スを選択し、ページの右上隅にある [編集（Edit）] アイコンをクリックします。デバイスのインベントリ
収集ステータスが [管理（Managed）] か [完了（Completed）] であることを確認します。
次の値のいずれかを選択します。
a)

[ダウン（DOWN）]：インターフェイスが管理上はダウンすることを意味します。
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b) [動作中（UP）]：インターフェイスが管理上は動作していることを意味します。
c)

[テスト中（TESTING）]：インターフェイスはメンテナンス状態であり、管理者がインターフェイスを
使用してテストを実行していることを意味します。

d) [動作および使用中（UP AINS）]：インターフェイスが管理上は動作し、使用中であることを意味しま
す。
[動作および使用中（UP AINS）] ステータスは、シャーシビューにのみ表示されます。

（注）

ステップ 5 [保存（Save）] をクリックして保存して、変更をデバイスに展開します。
ポップアップ通知によって変更のステータスが通知されます。
（注）

編集タスクが失敗した場合は、デバイスが [管理（Managed）] または [完了（Completed）] の状態
にあることを確認し、Cisco EPN Manager がデバイス設定と同期していることを確認します。そう
でない場合は、デバイスのインベントリの即時収集（同期） （551 ページ）の説明に従って、デ
バイスを Cisco EPN Manager と再同期します。

保護プロファイルの設定
Cisco EPN Manager を使用すると、光デバイスに異なる保護プロファイル（またはグループ）
をプロビジョニングできます。これにより、これらのデバイスの可用性が確保され、信頼性が
向上します。保護プロファイルは、カードで自動保護スイッチング（APS）を有効にする必要
があるかどうかを定義し、また、障害発生時のトラフィック フローの方向も設定します。デバ
イス上のカードは、設定の単方向の再生成をサポートするように設定することも、送信チャネ
ルと受信チャネルのいずれかに障害が発生した場合に、両方のチャネルが切り替わるように設
定することもできます。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

デバイスのハイパーリンクをクリックして、そのデバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページ
を起動します。

ステップ 3

[設定（Configuration）] タブをクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでは、この選択は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページ
の上部にある [論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります。

ステップ 4

[光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [プロビジョニング（Provisioning）] > [保護プロファイル
（Protection Profile）] を選択します。

ステップ 5

保護プロファイルを追加するには、[+] 記号をクリックします。

ステップ 6

保護プロファイルに一意の名前を指定します。この名前は必須フィールドであり、最大 32 文字で、ス
ペースを含めることはできません。

ステップ 7

保護プロファイルに必要なタイプを選択します。選択できるオプションは、次のとおりです。
• [1 + 1 BDIR APS（One plus one BDIR APS）]：1 + 1 の自動保護切り替え（APS）を有効にし、カード
を双方向に設定します。
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• [1 + 1 UNIDIR APS（One plus one UNIDIR APS）]：1 + 1 の自動保護切り替え（APS）を有効にし、
カードを単方向に設定します。
• [1 + 1 UNIDIR NO APS（One plus one UNIDIR NO APS）]：APS なしに 1 + 1 を有効にし、カードを単
方向に設定します。
• [1 + 1 PLUS R BDIR APS（One plus one PLUS R BIDIR APS）]：1 + 1 + R の APS を有効にし、カード
を双方向に設定します。
（注）

• BDIR（双方向）は、送信チャネルと受信チャネルのどちらかに障害が発生した場合に、そ
の両方が切り替わることを意味します。
• UNIDIR（単方向）は、カードが単方向の設定の再生成をサポートしていることを意味しま
す。したがって、ポートが送信ポートである場合はリンクの送信元として、受信ポートで
ある場合はリンクの宛先としてのみポートを使用できます。

ステップ 8

プロファイルの保護モードを[元に戻す]または[非リバーティブ]として選択します。リバース モードは、
[復元の待機時間（Wait to Restore Time）] として指定した（ステップ 9）時間が経過した後、障害状態を
ポストした現用ポートに対してノードがトラフィックを戻すようにします。

ステップ 9

サブネットワークの接続モードを [SNC_N]（デフォルト）、[SNC_I]、または [SNC_S] として選択しま
す。

ステップ 10

サブネットワークの接続モードを [SNC_S] として選択すると、TCM ドロップダウン リストから TCM-ID
値を選択できます。デフォルトでは、サブネットワーク接続モードとして [SNC_S] を選択すると、TCM-4
が選択されます。[TCM-ID] 列値は、SNC_S の場合、[TCM4] から [TCM1] ～ [TCM6] に変更できます。
（注）

[SNC_I] と [SNC_N] の場合、[TCM-ID] 値を変更することはできません。[なし（None）] に設定
する必要があります。

ステップ 11

0 ～ 720 の数値を使用して、[復元の待機時間（Wait to Restore Time）] を秒単位で入力します。0 より大
きい値の場合、値は 300 より大きく、30 秒間隔で指定してください。復元の待機時間は、回線が復元さ
れるまで待機する必要がある時間を定義します。保護モードに [元に戻す（Revertive）] を選択した場合、
デフォルトの復元の待機時間は 300 で、それ以外は 0 です。

ステップ 12

[保留時間（Hold Off Time）] の値をミリ秒単位で入力します。この値は、システムが代替パスに切り替
えるまで待機する時間を定義します。有効な範囲は 100 ～ 10000 秒です。デフォルト値は 0 です。

ステップ 13

[保存（Save）] をクリックして、更新後の変更内容をデバイスに展開します。

ステップ 14

（オプション）設定を確認するには、選択したコントローラの [設定（Configuration）] タブで [光イン
ターフェイス（Optical Interfaces）] > [プロビジョニング（Provisioning）] > [保護プロファイル（Protection
Profile）] を選択して更新後の保護プロファイル パラメータを表示します。

TCM パラメータと TTI パラメータの設定
Cisco EPN Manager を使用すると、ODU トンネル 回線の ODU コントローラでタンデム接続モ
ニタリング（TCM）とトレイル トレース識別子（TTI）を設定できます。これにより、これら
のコントローラでのパフォーマンス監視機能を有効または無効にすることができます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
452

デバイスの設定
TCM パラメータと TTI パラメータの設定

これらの ODU コントローラの TCM 接続に信号障害と信号劣化のしきい値を設定することで、
デバイスの機能をさらに監視できます。また、送信元および宛先のアクセス ポイント識別子を
変更することもできます。これを行うには、次の前提条件が満たされていることを確認してく
ださい。
始める前に
• デバイスのインベントリ収集ステータスが [完了（Completed）] であることを確認します。
• コントローラがループバック用に設定されていることを確認します。そうでない場合は、
[光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [メンテナンス（Maintenance）] > [ループ
バック（Loopback）] でコントローラのループバック設定を変更します。ループバック イ
ンターフェイスの設定 （431 ページ）を参照してください。

（注）

ODU UNI 回線のエンドポイントでは、TCM は OTUx-ODUx コントローラでのみサポートされ
ています。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

デバイスのハイパーリンクをクリックして、そのデバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページ
を起動します。

ステップ 3

[設定（Configuration）] タブをクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでは、この選択は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページ
の上部にある [論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります。

ステップ 4

TCM/TTI パラメータを設定するには、[光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [プロビジョニング
（Provisioning）] > [TCM の設定（TCM Configuration）]を選択します。
または、デバイスの [シャーシ ビュー（Chassis View）] タブに移動し、シャーシ エクスプローラからカー
ドを選択して [設定（Configuration）] タブをクリックし、[OTN] > [トレース識別子（Trail Trace Identifier）]
を選択します。

ステップ 5

リストに表示されているコントローラのいずれかの TCM パラメータを表示または編集するには、そのコ
ントローラの [TCM ID] ハイパーリンクをクリックします。

ステップ 6

これらのパラメータを編集するには、ページの右上隅にある [編集（Edit）] アイコンをクリックします。

ステップ 7

次の TCM パラメータに変更を加えます。
編集可能な TCM パラメータ

説明

状態（State）

デバイス上の TCM プロパティの状態を有効または無効に設
定します。

信号障害のしきい値（Signal Failure
Threshold）

ODUk コントローラの信号障害のしきい値を設定します。値
は E6、E7、E8、および E9 です。

送信済み API（Sent API）

TTI の送信元アクセス ポイント識別子を設定します。
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編集可能な TCM パラメータ

説明
最大 14 バイト長の値を入力します。

送信済み DAPI（Sent DAPI）

TTI の宛先アクセス ポイント識別子を設定します。最大 14
バイト長の値を入力します。

送信済み演算子固有文字列型（Sent
Operator Specific String Type）

TTI の演算子固有文字列の型を 16 進数または ASCII 型とし
て設定します。

送信済み演算子固有文字列（Sent Operator TTI の演算子固有文字列を設定します。
Specific String）
最大 32 文字の長さの値を入力します。
パフォーマンス モニタ（Performance
Monitor）

ODUk コントローラのパフォーマンス監視を有効または無効
にします。

信号劣化のしきい値

信号劣化のしきい値を設定します。
値は E6、E7、E8、および E9 です。

予測 SAPI（Expected SAPI）

TTI の現在の送信元アクセス ポイント識別子を設定します。
最大 14 バイト長の値を入力します。

予測 DAPI（Expected DAPI）

TTI の現在の宛先アクセス ポイント識別子を設定します。最
大 14 バイト長の値を入力します。

予測演算子固有文字列型（Expected
Operator Specific String Type）

TTI の演算子固有文字列の型を 16 進数または ASCII 型とし
て設定します。

予測演算子固有文字列（Expected Operator TTI の演算子固有文字列を設定します。
Specific String）
最大 32 文字の長さの値を入力します。
ステップ 8

[保存（Save）] をクリックして、更新後の設定をデバイスに展開します。

ステップ 9

（オプション）設定を確認するには、[設定（Configuration）] タブで [光インターフェイス（Optical
Interfaces）] > [プロビジョニング（Provisioning）] > [TCM の設定（TCM Configuration）] を選択し、選択
したデバイスの TCM パラメータを表示します。

ステップ 10

（オプション）これらの更新後の TCM パラメータと TTI パラメータは、選択したデバイスの [デバイス
の詳細（Device Details）] とポート 360 ビューで表示できます。デバイスの詳細の表示 （97 ページ）お
よび特定のデバイスのインターフェイスを表示する：[デバイス 360（Device 360）] ビュー （121 ページ）
を参照してください。

ステップ 11

（オプション）TCM パラメータは、ネットワーク トポロジ オーバーレイにも表されます。これらのパ
ラメータを表示するには、[マップ（Map）] > [ネットワーク トポロジ] に移動し、関連付けられたこれら
の TCM パラメータを持つ光回線を選択します。

ペイロード設定とブレークアウト設定の変更
[デバイスの設定（Device Configuration）] タブを使用すると、SONET インターフェイスと SDH
インターフェイス上のパケットのペイロードのタイプを表示および変更して、それらのブレー
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クアウトを有効にすることができます。ペイロード設定を変更する前に、デバイスが Cisco EPN
Manager と同期していることを確認します。光デバイスでのブレークアウトを有効にすると、
光ファイバとケーブルのマルチレーンアーキテクチャを使用して、単一の高密度ポートを複数
の高密度ポートに分割できます。たとえば、100G ポートは 10 個の異なる 10G ポートとして動
作するように設定できます。また、単一の 40G ポートは 4 つの異なる 10G ポートとして機能
します。
インターフェイス上のペイロードとブレーククアウト設定を変更するには、次の手順を実行し
ます。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

デバイスのハイパーリンクをクリックして、そのデバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページ
を起動します。

ステップ 3

[設定（Configuration）] タブをクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでは、この選択は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページ
の上部にある [論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります。

ステップ 4

[光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [プロビジョニング（Provisioning）] を選択します。

ステップ 5

選択したデバイスのタイプに応じて、[ペイロード タイプ（Payload Type）] または [ポート モード（Port
Mode）] を選択します。

ステップ 6

変更するインターフェイスの名前（ハイパーリンク）をクリックします。
名前やそのペイロード タイプなどのインターフェイスの共通プロパティが表示されます。

ステップ 7

変更する OTN インターフェイスの名前（ハイパーリンク）をクリックし、[編集（Edit）] アイコンをク
リックします。

ステップ 8

[ポート モード（Port Mode）]、[フレーミング（Framing）]、[マッピング タイプ（Mapping Type）]、[レー
ト（Rate）]、および [ビット レート（Bit Rate）] の値を変更します。これらの値がカードの帯域幅制限
を超えないようにしてください。

ステップ 9

このインターフェイス上のイーサネット パケットと OTN パケットのブレークアウト レーンを関連付け
るには、[ブレークアウト（Breakout）] タブをクリックします。このタブは、デバイスにブレークアウト
が事前に設定されている場合にのみ表示されます。
a)

[+] アイコンをクリックして新しいレーンを追加します。コントローラあたり最大 10 レーンを追加
できます。既存のレーンを変更するには、[レーン（Lane）] ハイパーリンクをクリックします。

b) ブレークアウト レーンのレーン番号、ポート モード、マッピング タイプ、所有ポート番号、フレー
ミング値などのブレークアウト パラメータを指定します。
ステップ 10

[保存（Save）] をクリックして、変更内容をデバイスに展開します。
ポップアップ通知によって変更のステータスが通知されます。
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（注）

編集タスクが失敗した場合は、インターフェイスが [管理（Managed）] であることを確認し、
Cisco EPN Manager がデバイス設定と同期していることを確認します。そうでない場合は、デバ
イスを Cisco EPN Manager と再同期します。デバイスの変更内容の保存 （551 ページ）を参照し
てください。また、ペイロードがカードの帯域幅制限を超えていないことを確認します。

OTN インターフェイスの設定
FEC モードは、OTN 回線の転送エラー修正（FEC）メカニズムを定義します。転送エラー修正
（FEC）メカニズいむはマージンの改善と光リーチの拡張のためにパフォーマンスを向上させ
ます。FEC モード設定を [標準（Standard）] に変更するには、[デバイスの設定（Device
Configuration）] タブを使用する必要があります。
FEC モード設定を変更する前に、変更しようとしているインターフェイスの管理状態が [ダウ
ン（故障中）（Down (out of service)）] で、G709 の設定が有効になっていることを確認してく
ださい。G709 の設定を有効にするには、シャーシ ビューで OTN 回線の設定を使用します。
インターフェイスの FEC モードを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

デバイスのハイパーリンクをクリックして、そのデバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページ
を起動します。

ステップ 3

[設定（Configuration）] タブをクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでは、この選択は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページ
の上部にある [論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります。

ステップ 4

[光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [プロビジョニング（Provisioning）] を選択します。

ステップ 5

FEC を [ダウン（Down）] に変更する必要がある OTN インターフェイスの管理状態を変更します。光イ
ンターフェイスの管理ステータスの変更 （449 ページ）を参照してください。

ステップ 6

デバイス タイプに応じて次のいずれかを選択し、変更するインターフェイスを選択します。
• [OTN 回線（OTN Lines）] > [OTNFEC]
• [OTN] > [FEC]
選択したデバイスの設定可能なすべての G709 対応インターフェイスが表示されます。
または、デバイスの [シャーシ ビュー（Chassis View）] タブに移動し、シャーシ エクスプローラからカー
ドを選択して [設定（Configuration）] タブをクリックし、[OTN] > [OTN 回線（OTN Lines）] を選択しま
す。このオプションを使用すると、同期メッセージの有効化、管理者 SSM の選択、同期提供パラメータ
の有効化、G709 値の true または false への設定など、追加パラメータを設定できます。

ステップ 7

編集するインターフェイスを選択し、ウィンドウの右上にある [編集（Edit）] アイコンをクリックしま
す。

ステップ 8

必要な FEC モードを選択します。デフォルトは [なし（None）] です。
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ステップ 9

（Cisco NCS 2000 デバイスのみ）必要な SDBER 値を選択します。信号劣化ビット エラー レート（SDBER）
の条件は、設定したしきい値に基づき、回線劣化に対して信号劣化アラームが発生することを示します。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックして変更を保存します。
ポップアップ通知によって変更のステータスが通知されます。
（注）

編集タスクが失敗した場合は、インターフェイスが[管理（Managed）]または[完了（Completed）]
であることを確認し、Cisco EPN Manager がデバイス設定と同期していることを確認します。ま
た、デバイスで G709 の設定が有効になっていることを確認する必要もあります。インターフェ
イスの管理状態を変更するには、光インターフェイスの管理ステータスの変更 （449 ページ）を
参照してください。

GCC 接続の有効化および無効化
Cisco EPN Manager は、光デバイスのインターフェイス上での汎用通信チャネル（GCC）接続
のプロビジョニングをサポートしています。GCC は、TXP カードまたは MXP カードのトラン
ク ポートと OTN、OTU、および ODU コントローラで設定できます。GCC の設定は、インター
フェイスで設定された FEC モードと管理ステータスに関係なく変更できます。
光デバイスで GCC を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] の順に選択します。すべての Cisco
EPN Manager デバイスが表示されます。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして、設定する光デバイスを選択します。
ステップ 3 [設定（Configuration）] タブをクリックし、[光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [プロビジョニン
グ（Provisioning）] を選択します。
ステップ 4 デバイス タイプに応じて次のいずれかを選択します。
• [通信チャネル（Comm Channels）] > [GCC]
• [OTN] > [GCC]
選択したデバイスの設定可能なすべての G709 対応インターフェイスが表示されます。
ステップ 5 編集するコントローラのタイプに基づいて、[OTU コントローラ（OTU Controllers）] タブまたは [ODU コ
ントローラ（ODU Controllers）] タブをクリックします。
ステップ 6 リストに表示されているコントローラのいずれかの GCC の設定を編集するには、コントローラの名前ハイ
パーリンクをクリックします。
ステップ 7 ページの右上にある [編集（Edit）] アイコンをクリックします。
ステップ 8 [GCC] チェックボックスを使用し、選択したコントローラの GCC を有効または無効にします。ODU コン
トローラで設定される値は GCC1 で、OTU コントローラで設定される値は GCC0 です。
ステップ 9 [保存（Save）] をクリックします。変更が保存され、更新された設定がデバイスに展開されます。
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設定を確認するには、[光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [プロビジョニング（Provisioning）] で、
選択したコントローラの GCC パラメータを表示します。

400G-XC トランク ポートを搭載した Cisco NCS デバイス上で GCC を有効にすると、Cisco EPN
Manager はトランク ポート間の OUT リンクを検出します。
スケルチ モードの設定
Cisco EPN Manager を使用すると、光デバイスのインターフェイス上に異なるスケルチ モード
を設定できます。スケルチ モードは特定の障害に応答して遠端レーザーをシャットダウンする
のに役立ちます。スケルチ モードは、OCH、OTN、SONET または SDH、FC または FICON、
イーサネット、ビデオ、および光デバイスのデータ ストレージ インターフェイスで設定でき
ます。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックして、そのデバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページを
起動します。
ステップ 3 [設定（Configuration）] タブをクリックします。
Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでは、この選択は、[デバイスの詳細（Device Details）] ページの
上部にある [論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります。
ステップ 4 [光インターフェイス（Optical Interfaces）] > [プロビジョニング（Provisioning）] > [スケルチ モード
（Squelch Mode）] を選択します。
ステップ 5 インターフェイスの名前ハイパーリンクをクリックして、設定するインターフェイスを選択します。
インターフェイスの名前と現在のスケルチ モード設定が表示されます。
ステップ 6 ページの右上隅にある [編集（Edit）] アイコンをクリックします。
ステップ 7 インターフェイスに必要なスケルチ モードを選択します。選択できるオプションは、次のとおりです。
• [無効（DISABLE）]：スケルチが無効になっています。
• [AIS]：アラーム表示信号（AIS）が有効になっています。
• [なし（NONE）]：透過モードが有効になっています。
• [スケルチ（SQUELCH）]：スケルチが有効になっています。
• [ODU_AIS]
• [G_AIS]：Generis AIS が有効になっています。
• [NOS]：FC ペイロードでスケルチが無効になっています。
• [LF]
ステップ 8 [保存（Save）] をクリックします。
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変更が保存され、更新された設定がデバイスに展開されます。確認するには、[光インターフェイス] > [ス
ケルチモード] の下に、選択したインターフェイスのスケルチ モード パラメータを表示します。

NCS 1004 インターフェイスのスケルチモードとホールドオフタイマーの設定
スケルチ モードは特定の障害に応答して遠端レーザーをシャットダウンするのに役立ちます。
NCS 1004 インターフェイスのスケルチモードとホールドオフタイマーを設定するには、次の
手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックし、[デバイスの詳細（Device Details）] ページを起動します。
ステップ 3 [Configuration] タブをクリックして [Ethernet] タブを選択します。
ステップ 4 編集するインターフェイスを選択して編集アイコンをクリックします。
[Edit Ethernet Controller] ウィンドウが表示されます。
ステップ 5 ドロップダウンリストから [Squelch Mode] を選択します。
ステップ 6 [Hold Off Timer] に値を入力します。
ホールドオフ時間の範囲は、0 ～ 3000 ミリ秒です。
ステップ 7 [適用（Apply）]をクリックします。

例：Cisco NCS 2006 インターフェイスの管理ステータスの変更
この例では、Cisco NCS 2006 VLINE インターフェイスの管理ステータスを変更する方法を示し
ます。この例では、設定の変更は [デバイスの詳細（Device Details）] ページから開始されます
が、[論理ビュー（Logical View）] タブの下にあります（その他のデバイスでは、[設定
（Configuration）] タブで設定の変更が実行されます）。

ステップ 1 [論理ビュー（Logical View）] タブの [デバイスの詳細（Device Details）] ページで、編集するインターフェ
イスのハイパーリンクをクリックします。
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ステップ 2 インターフェイスの [共通プロパティ（Common Properties）] ウィンドウで、ウィンドウの右上隅にある [編
集（Edit）] アイコンをクリックします。

ステップ 3 [管理ステータス（Admin Status）] ドロップダウン リストから新しい設定を選択し、[保存（Save）] をク
リックします。
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シャーシ ビューを使用したデバイスの設定
デバイスのシャーシ ビューからデバイスとカードを設定できます。これは、シャーシ ビュー
の [設定（Configuration）] サブタブからのみ実行できます。サブタブは、[ネットワーク デバ
イス（Network Devices）] ページで選択したデバイスのタイプに応じて表示されます。

（注）

この機能は Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでのみ使用できます。

ステップ 1

左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択
します。

ステップ 2

デバイス名のハイパーリンクをクリックして、設定するデバイスを選択します。デバイスの [シャーシ
ビュー（Chassis View）] タブが表示されます。

ステップ 3

右側のペインで、[設定（Configuration）] サブタブをクリックします。
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ステップ 4

[全般（General）] 領域を展開した後、ノード名、ノード エイリアスなどのデバイスの詳細を入力し、デ
バイスをプロビジョニングする場所を選択します。

ステップ 5

デバイスが関連付けられているコントローラと同期するためのデバイスの同期時間を設定します。
NTP/SNTP サーバの時刻を使用するか、または同期用に手動の日付と時刻を設定できます。

ステップ 6

デバイスの冷却プロファイルを手動で変更するには、[手動冷却を有効にする（Enable Manual Cooling）]
チェック ボックスをオンにします。冷却プロファイルを使用すると、デバイスのシェルフのファンの速
度を制御できます。

ステップ 7

[適用（Apply）] をクリックします。設定の変更が更新されます。

ステップ 8

[ネットワーク（Network）] を展開し、変更するネットワーク設定を選択し、[ネットワーク（Network）]
領域の左上にある [編集（Edit）] アイコンをクリックします。[ネットワークの全般設定の編集（Edit
Network General Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 9

必要な設定を変更し、[適用（Apply）] をクリックします。
（注）

デバイスのノード アドレス、ネット/サブネットマスクの長さ、マスク、および MAC アドレス
は変更できません。

ステップ 10

デバイスのセキュリティを設定します。デバイスのユーザおよびユーザ ログインの作成と管理 （462 ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 11

デバイスの送信側（TX）と受信側（RX）のパッチコードを設定します。デバイスのパッチコードの設定
（463 ページ）を参照してください。

ステップ 12

デバイスの異種波長を設定します。GMPLS および WSON のプロパティの構成 （475 ページ） を参照し
てください。

デバイスのユーザおよびユーザ ログインの作成と管理
この手順を使用してユーザを作成し、デバイスを管理するロールを割り当てます。また、一度
にデバイスにアクセスしているユーザのリストを表示することもできます。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択し
ます。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして、設定するデバイスを選択します。デバイスの [シャーシ
ビュー（Chassis View）] タブが表示されます。
ステップ 3 右側のペインで、[設定（Configuration）] サブタブをクリックし、[セキュリティ（Security）] 領域を展開
します。
ステップ 4 [ユーザ（User）] タブで、[+] アイコンをクリックしてユーザを追加します。
ステップ 5 ユーザ名を入力します。
ステップ 6 [セキュリティ レベル（Security Level）] ドロップダウン リストから、次のオプションのいずれかを選択し
ます。
• [レトリーバ（Retriever）]：このセキュリティ レベルのユーザは、デバイスから情報を表示および取得
できますが、設定を変更することはできません。
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• [メンテナンス（Maintenance）]：このセキュリティ レベルを持つユーザはデバイスから情報を取得し
て、カードのリセット、相互接続または保護グループ内での手動/強制/ロックアウト、BLSR メンテナ
ンスなどの限られた保守操作を実行できます。
• [プロビジョニング（Provisioning）]：このセキュリティ レベルを持つユーザは、スーパー ユーザに制
限されている操作を除き、すべての保守操作およびプロビジョニング アクションを実行できます。
• [スーパー ユーザ（Super User）]：このセキュリティ レベルを持つユーザは、すべてのプロビジョニン
グ ユーザのアクションに加え、ユーザ セキュリティ プロファイルの作成と削除、時刻、日付、ノー
ド名、IP アドレスなどの基本的なシステム パラメータの設定、ならびにデータベースのバックアップ
と復元を実行できます。
ステップ 7 パスワードを入力し、[保存（Save）] をクリックします。ユーザが [ユーザ（Users）] テーブルに追加され
ます。

ユーザを編集または削除するユーザを選択できます。ただし、ユーザ名は編集できません。ま
た、Cisco EPN Manager にデバイスを追加したユーザを削除することはできません。
[セキュリティ（Security）] 領域で [ActiveLogins] タブをクリックし、CTC、TL1 セッション、
または Cisco EPN Manager を使用してデバイスにログインしたユーザのリストを表示します。
デバイスの最大ログイン セッション数に到達すると、1 人のユーザまたは複数のユーザをログ
アウトさせることができます。

デバイスのパッチコードの設定
クライアント カード トランク ポートと DWDM フィルタ ポートは、異なるノードまたは同じ
単一シェルフ ノードまたはマルチシェルフ ノードに配置できます。クライアント カード トラ
ンク ポートと DWDM フィルタ ポートの間には、仮想リンクが必要です。内部パッチコード
は、単一シェルフ ノードまたはマルチシェルフ ノードのいずれかで、DWDM シェルフの 2 つ
の側面の間に仮想リンクを提供します。ただし、パッチコードには双方向性があり、それぞれ
の方向が別々のパッチコードとして管理されます。
この機能は Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでのみサポートされています。
この手順では、WDM（波長分割多重化）に ANS（自動ノード設定）を使用して、シャーシ
ビューで内部パッチコードを設定する方法を説明します。シャーシ ビューを使用して、これら
の内部パッチコードを作成および削除できます。デバイスの送信側（TX）と受信側（RX）の
パッチコードを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択し
ます。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして、設定するデバイスを選択します。デバイスの [シャーシ
ビュー（Chassis View）] タブが表示されます。
ステップ 3 右側のペインで、[設定（Configuration）] サブタブをクリックし、[Internal.patchcord] 領域を展開します。
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ステップ 4 [+] アイコンをクリックした後、デバイスに必要な送信側（TX）と受信側（RX）のパッチコードを選択し
ます。
ステップ 5 [終了（Finish）] をクリックします。パッチコードが [内部パッチコード（Internal Patchcords）] テーブルに
追加されます。

（注）

パッチコードはいったん作成したら、変更することはできません。ただし、削除できます。
[内部パッチコード（Internal Patchcords）] テーブルで 1 つのパッチ コードまたは複数のパッチ
コードを選択し、左側のペインに表示されるデバイスのシャーシ ビューにパッチコードの方向
を表示できます（下図参照）。

デバイス内のシェルフに対する保護グループの設定
デバイス内のシェルフの保護グループを作成するには、次の手順を実行します。

（注）

ラックの保護グループは設定できません。

始める前に
次に、シェルフの保護グループを作成するときの前提条件を示します。
• Y ケーブル保護グループを作成するには、クライアント ポートで設定されている同じタイ
プの 2 枚のカードが同じシェルフに接続されていることを確認します。
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• スプリッタ保護グループを作成するには、トランク ポート 3-1 とトランク 4-1 で構成され
ている少なくとも 1 枚の OTU2XP カードがシェルフに接続されていることを確認します。

ステップ 1

左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択
します。

ステップ 2

デバイス名のハイパーリンクをクリックして、設定するデバイスを選択します。デバイスの [シャーシ
ビュー（Chassis View）] タブが表示されます。

ステップ 3

シャーシ ビュー エクスプローラを展開した後、保護グループを設定するシェルフを選択します。

ステップ 4

右側のペインで、[設定（Configuration）] サブタブをクリックした後、[保護（Protection）] 領域を展開し
ます。

ステップ 5

[+] アイコンをクリックして、[保護グループの作成（Create Protection Group）] ウィンドウを開きます。

ステップ 6

[タイプ（Type）] ドロップダウン リストから、次のいずれかの保護タイプを選択します。
• [スプリッタ（Splitter）]：この保護タイプは、MXPP/TXPP カードを使用する場合にのみ適用されま
す。これらのカードは、スプリッタ（回線レベル）の保護（通常は TXPP または MXPP トランスポ
ンダ カード上のトランク保護）を提供します。
• [Y ケーブル（Y Cable）]：この保護タイプは、クライアント ポートで構成されている 2 つのトラン
スポンダまたは 2 つのマックスポンダ カードがデバイス内の同じシェルフに接続されている場合に
のみ適用されます。

ステップ 7

シェルフの保護ポートと現用ポートを選択します。
（注）

これらのポートは、この手順の冒頭に記載されている前提条件を満たしている場合にのみ選択
できます。

ステップ 8

保護タイプに単方向か、双方向かのいずれかを選択します。双方向モードでは、アクティブインターフェ
イスで障害が発生すると、アクティブ インターフェイスから保護/バックアップ インターフェイスへの
トラフィックの切り替えがトリガーされます。

ステップ 9

[元に戻す（Revertive）] トグル オプション ボタンをクリックして、障害が修正された後にシェルフを保
護ポートから元のポートに戻します。

ステップ 10

ミリ秒単位で [保留時間（Hold Off Time）] を選択します。保留時間は、障害が修正された後に元のポー
トに切り替えられるまで、保護ポートのシェルフが待機する必要がある時間です。保留時間が経過する
と、シェルフは元のポートに戻ることができます。保留時間の最小値は 0.5 である必要があります。

ステップ 11

[適用（Apply）] をクリックします。保護グループが [保護（Protection）] テーブルに追加されます。

スライスの設定
Cisco EPN Manager を使用すると、クライアント ポートとトランク ポートのビットレートを制
御し、各スライスの FEC と暗号化のタイプを設定することでスライスを設定できます。
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スライスの 5 つのクライアント ポートを同じビットレートで設定する必要があります。また、
トランク ポートは両方とも常に同じ FEC モードに設定してください。

（注）

スライスの設定は現在、Cisco NCS 1002 および NCS 1004 デバイスでのみサポートされていま
す。

NCS 1002 デバイスのスライスの設定
Cisco NCS 1002 デバイスのスライスを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 シャーシ ビューを開く （109 ページ）の説明に従って、シャーシ ビューを起動します。
ステップ 2 右側に表示されるウィンドウで [設定（Configuration）] タブをクリックします。
ステップ 3 [スライスの設定（Slice Configuration）] サブタブを展開します。
ステップ 4 新しいスライスの設定を追加するには、[+]（追加）ボタンをクリックし、次の詳細を指定します。
スライス設定パラ
メータ

説明

スライス番号

スライス ID を表す数値。スライスごとに作成できる設定セットは 1 つのみです。

クライアント ビット スライスのクライアントポートで設定するビット/秒（ギガビット/秒単位）の合計
レート
数。
トランク ビットレー スライスのトランク ポートで設定するビット/秒（ギガビット/秒単位）の合計数。
ト
トランク ポートに設定する FEC 値。

FEC

FEC モード設定を変更する前に、変更しようとしているインターフェイスの管理状
態が [ダウン（故障中）（Down (out of service)）] で、G709 の設定が有効になって
いることを確認してください。
暗号化（Encryption） 暗号化されたトラフィックまたは暗号化されていないトラフィックで機能するよう
にスライスを設定します。
ステップ 5 [適用（Apply）] をクリックして、変更をすぐにデバイスに展開します。
スライスごとに追加できるパラメータのセットは 1 つだけで、一度保存するとすべてのパラメータが編集
できなくなります。パラメータを編集するには、スライスの設定を削除してからもう一度追加します。
（注）

管理状態が [動作中（UP）] の場合、スライス設定は削除できません。
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NCS 1004 デバイスのスライスの設定
NCS1004 デバイスのスライスを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 シャーシ ビューを開く （109 ページ）の説明に従って、シャーシ ビューを起動します。
ステップ 2 [シャーシエクスプローラ（Chassis Explorer）] から、設定するスロットを選択します。
ステップ 3 右側に表示されるウィンドウで [設定（Configuration）] タブをクリックします。
ステップ 4 [スライスの設定（Slice Configuration）] サブタブを展開します。
ステップ 5 [カードモード（Card Mode）] ドロップダウンリストから、適切なオプションを選択します。
使用可能なオプションは、[Slice Mode]、[Muxponder Mode]、および [Regen Mode] です。
ステップ 6 新しいスライスの設定を追加するには、[+]（追加）ボタンをクリックし、次の詳細を指定します。
スライス設定パラ
メータ

説明

スライス番号

スライス ID を表す数値。この値は、NCS 1004 デバイスでは変更できません。

クライアント ビット スライスのクライアントポートで設定するビット/秒（ギガビット/秒単位）の合計
レート
数。選択可能なオプションは、 [100GE] および [OTU4] です。[100GE] は、[スライ
スモード（Slice Mode）] と [マックスポンダモード（Muxponder Mode）] の両方に
適用されます。[OTU4] は [マックスポンダモード（Muxponder Mode）] にのみ適用
されます。
トランク ビットレー スライスのトランク ポートで設定するビット/秒（ギガビット/秒単位）の合計数。
ト
（注） [Regen Mode] の場合、[Trunk Bitrate] は設定にのみ適用されます。
FEC

トランク ポートに設定する FEC 値。
FEC モード設定を変更する前に、変更しようとしているインターフェイスの管理状
態が [ダウン（故障中）（Down (out of service)）] で、G709 の設定が有効になって
いることを確認してください。

暗号化（Encryption） 暗号化されたトラフィックまたは暗号化されていないトラフィックで機能するよう
にスライスを設定します。
ステップ 7 [適用（Apply）] をクリックして、変更をすぐにデバイスに展開します。
スライスごとに追加できるパラメータのセットは 1 つだけで、一度保存するとすべてのパラメータが編集
できなくなります。パラメータを編集するには、スライスの設定を削除してからもう一度追加します。
（注）

管理状態が [動作中（UP）] の場合、スライス設定は削除できません。
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[デバイスの詳細（Device Details）] ページからのインターフェイスの
設定
[デバイスの詳細（Device Details）] ページからインターフェイスを設定するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1 デバイスのシャーシ ビューを開いて、[設定の起動（Launch Configuration）] リンクをクリックします。
[デバイスの詳細（Device Details）] ページが開きます。
ステップ 2 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 3 [機能（Features）] ウィンドウで、[インターフェイス（Interfaces）] > 設定するインターフェイスのタイプ
を選択します。
ステップ 4 選択したインターフェイス タイプに固有の手順を実行してインターフェイスを追加または編集します（イ
ンターフェイスの設定 （428 ページ）を参照）。

Cisco NCS 1000 インターフェイス設定の更新
Cisco NCS 1000 シリーズ デバイスに設定されてインターフェイスの [管理ステータス（Admin
Status）]、[波長（nm）（Wavelength (nm)）]、および [ループバック（Loopback）] の設定は
[デバイスの詳細（Device Details）] ページからすばやく更新できます。これを行うには、次の
手順を実行します。

ステップ 1 完全なデバイス情報の取得：[デバイスの詳細（Device Details）] ページ （105 ページ）の説明に従って、
Cisco NCS 1000 シリーズ デバイスの [デバイスの詳細（Device Details）] ページを開きます。
ステップ 2 [設定（Configuration）] タブをクリックします。
ページが更新され、3 つのサブタブ（[光学（Optics）]、[イーサネット（Ethernet）]、および[コヒーレント
DSP（Coherent DSP）] が表示されます。
ステップ 3 更新するインターフェイスのタイプのサブタブをクリックします。
ステップ 4 必要な変更を加えます。
方法 1
1.

[インターフェイス（Interfaces）] テーブルで、更新するインターフェイスを見つけます。

2.

変更するパラメータをクリックして、ドロップダウン リストを開きます。

3.

設定する値を選択し、[保存（Save）]をクリックします。

方法 2
1.

更新するインターフェイスのオプション ボタンをクリックし、鉛筆 （[編集（Edit）]）アイコンをク
リックします。
[インターフェイス タイプの編集（Edit Interface Type）] ダイアログボックスが開きます。
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2.

使用可能なドロップダウン リストから設定する値を選択し、[適用（Apply）] をクリックします。

3.

[OK] をクリックして、変更内容を確定します。

次の点に注意してください。
• 光学インターフェイスの場合：
• [管理ステータス（Admin Status）] と [波長（nm）（Wavelength (nm)）] パラメータを更新できま
す。
• 新しい波長値を設定できるのは、[光学タイプ（Optics Type）] パラメータが [DWDM] に設定され
ている場合のみです。
• コヒーレント DSP およびイーサネット インターフェイスの場合：
• [管理ステータス（Admin Status）] と [ループバック（Loopback）] パラメータを更新できます。
• 新しいループバック値を設定できるのは、[管理者ステータス（Admin Status）] パラメータが [テ
スト中（Testing）] に設定されている場合のみです。
• [ループバック（Loopback）] パラメータを [回線（Line）] に設定すると、Cisco EPN Manager は
ファシリティループバックに適用されるのと同じ設定を適用します。ファシリティループバック
は、カードの回線インターフェイスユニット（LIU）、電気インターフェイスアセンブリ（EIA）、
および関連するケーブル配線をテストします。
• [ループバック（Loopback）] パラメータを [内部（Internal）] に設定した場合、Cisco EPN Manager
は端末ループバックに適用されるのと同じ設定を適用します。

コントローラ（光学、OTS、OCH、DSP、および DWDM）の設定
Cisco EPN Manager を使用すると、波長、FEC、SD、SF BER のレポートとしきい値などの光デ
バイス コントローラのパラメータを、OTS、OTS OCH、DWDM などのタイプのコントローラ
に設定できます。
光トランスポート セクション（OTS）コントローラは、OTS 光インターフェイスのすべての
光パラメータを保持します。光インターフェイスは、VOA や増幅器などのハードウェア コン
ポーネントに応じて異なる機能を備えています。したがって、OTS コントローラで有効または
無効にするパラメータは、特定の光インターフェイスの実際のハードウェア機能によって異な
ります。OTS コントローラの増幅器のゲイン範囲、増幅器チルト、OSRI などのパラメータを
設定できます。
光トランスポート セクション OCH（OTS OCH）コントローラは、OTS 光インターフェイスで
使用可能な OCM デバイスを表します。このコントローラは、OTS インターフェイス上のチャ
ネルの粒度を持ちます。OTS OCH コントローラには波長情報が含まれています。OTS OCH コ
ントローラの管理ステータスのみを設定できます。
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コントローラを設定する前にスライス設定の完了を確認するには、NCS 1002 デバイスのスラ
イスの設定 （466 ページ）を参照してください。
光コントローラのパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

シャーシ ビューを開く （109 ページ）の説明に従って、シャーシ ビューを起動します。

ステップ 2

右側に表示されるウィンドウで [設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

[コントローラ（Controllers）] サブタブを展開します。デバイスの選択に応じて、サポートされているタ
ブが表示されます。

ステップ 4

光コントローラの設定を編集するには、[光学（Optics）] をクリックし、必要な設定を選択して [変更
（Modify）] アイコンをクリックし、変更を加えます。

ステップ 5

OTS コントローラの設定を編集するには、[OTS] をクリックし、必要な設定を選択して [変更（Modify）]
アイコンをクリックし、変更を加えます。

ステップ 6

OTS-OCH コントローラの設定を編集するには、[OTS-OCH] をクリックし、必要な設定を選択して [変更
（Modify）] アイコンをクリックし、変更を加えます。

ステップ 7

コヒーレント DSP の設定を編集するには、[コヒーレント DSP（Coherent DSP）] をクリックし、必要な
設定を選択して [変更（Modify）] アイコンをクリックし、変更を加えます。
トランスポート管理ステータスが IS に設定されている場合は、パラメータを編集できないことに注意し
てください。

ステップ 8

DWDM コントローラの設定を編集するには、[DWDM] をクリックし、必要な設定を選択して [変更
（Modify）] アイコンをクリックし、変更を加えます。
カテゴリ
一般的な光
学、
OTS-OCH、
DSP、および
DWDM のコ
ントローラ
パラメータ

パラメータ

説明

• 名前（Name） [名前（Name）]：（表示のみ）ポート番号を表示します。
• 管理ステータス [管理者ステータス（Admin Status）]：インターフェイスが管理対象
（動作中）かダウンか、またはメンテナンス モードかを定義しま
（Admin
す。インターフェイスのステータスが [動作中（Up）] の場合、コン
Status）
トローラのプロパティは変更できません。
• 動作ステータス
[動作ステータス（Operational Status）]：インターフェイスが動作可
（Operational
能で、プロビジョニング済みとして実行されているかどうかを定義
Status）
します。
• トランスポート
管理ステータス [トランスポート管理ステータス（Transport Admin Status）]：コント
ローラのトランスポート管理状態を定義します。
（Transport
Admin Status）

一般的な光 実波長（nm）
チャネルで使用する実際の波長を表示します。
学および
（Actual Wavelength
DWDM のパ (nm)）
ラメータ
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カテゴリ

パラメータ

説明

-

波長（nm）
チャネルで設定された波長値を表示します。デバイス インベントリ
（Wavelength (nm)） 収集ステータスが [完了（Completed）] になると、[実波長（Actual
Wavelength）] と [波長（Wavelength）] の値が一致します。

-

FEC モード（FEC
Mode）

コントローラで設定する FEC 値。

光パラメー
タ

速度（Speed）

コントローラが動作する必要がある速度値（ギガビット/秒）を設定
します。

-

差分変調
（Differential
Modulation）

設定された速度値に基づいて、差分エンコーディング（DE）を有効
または無効にします。

-

ループバック
（Loopback）

ループバックを次のように設定します。

FEC モード設定を変更する前に、変更しようとしているインター
フェイスの管理状態が [ダウン（故障中）（Down (out of service)）]
で、G709 の設定が有効になっていることを確認してください。

• [内部（Internal）]：すべてのパケットがルータの内部でループ
バックされてから外部インターフェイスに到達します。内部 Rx
から Tx へのパスをテストし、物理ポートから出力するトラ
フィックを停止します。
• [回線（Line）]：着信ネットワーク パケットが外部インターフェ
イスを通じてループバックされます。

-

SD BER

信号劣化ビット エラー レートを設定します。オプションは、E-5、
E-6、E-7、E-8、または E-9 です。

-

SF BER

信号障害ビット エラー レートを設定します。オプションは E-3、
E-4、または E-5 です。

DWDM パラ ループバック
メータ
（Loopback）

ループバックを次のように設定します。
• [内部（Internal）]：すべてのパケットがルータの内部でループ
バックされてから外部インターフェイスに到達します。内部 Rx
から Tx へのパスをテストし、物理ポートから出力するトラ
フィックを停止します。
• [回線（Line）]：着信ネットワーク パケットが外部インターフェ
イスを通じてループバックされます。

-

• OTU-SD
• OTU-SF
• ODU-SD
• ODU-SF

SF（信号障害）と SD（信号劣化）の BER レポートとしきい値の設
定
アラームが OTU アラームか ODU アラームかに応じて、アラームは
SM BER が SD BER しきい値または SF BER しきい値に基づいて超
過していることを表します。
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カテゴリ

パラメータ

説明

OTS パラ
メータ

ポート ロール（Port ポートの現在の動作状態。
Role）
保護スイッチの場合、通信の作業ロールが表示されますが、増幅器
モジュールの場合は [通信回線/OSC（Com Line/Osc）] ロールまたは
[通信確認（Com Check）] ロールが表示されます。

-

Rx/Tx 下限しきい値 受信者/トランスポンダの下限受信電力しきい値を設定します。有効
（dBm）（Rx/Tx
な範囲は -500 ～ 300 です。
Low Threshold
(dBm)）

-

増幅器チャネル電力 チャネル電力設定ポイントごとに増幅器を設定します。有効な範囲
（dBm）（Ampli
は -500 ～ 300 です。デフォルト値は 0.0 です。
Channel Power
(dBm)）

-

チャネル電力最大デ 測定されたすべてのチャネル電力間の最大差異を設定します。有効
ルタ（dBm）
値は 0 ～ 200 です。
（Channel Power
Max Delta (dBm)）

-

増幅器ゲインと増幅 増幅器ゲイン設定ポイントを設定します。この範囲の有効モードは
器ゲインの範囲
[通常（Normal）] または [拡張（Extended）] です。
（Ampli Gain and
注：増幅器ゲインの範囲は、コントローラがシャットダウン状態に
Ampli Gain Range）
ある場合にのみ設定できます。

-

増幅器安全性コント 安全制御モードを [自動（Auto）] または [無効（Disabled）] に設定
ローラ モード
します。
（Ampli Safety
Controller Mode）

-

OSRI

光安全性リモート インターロックを [オン（On）] または [オフ
（Off）] に設定します。

-

増幅器チルト
（Ampli Tilt）

-50 ～ +50 の数値を使用して増幅器チルトを設定します。

ステップ 9

[適用（Apply）] をクリックして、変更内容をデバイスにすぐに展開します。

ステップ 10

（オプション）DWDM グリッド値の単位を波長または周波数に変更するには、[管理者（Administrator）]
> [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [回線/VC 表示（Circuits/VCs Display）] に移動
し、[DWDM グリッド単位（DWDM Grid Unit）] 領域で [波長（ ナノメートル（nm））（Wavelength
(Nanometer (nm)）] または [周波数（テラヘルツ派（THz））（Frequency (Tatrahertx (THz))）] のいずれか
を選択します。
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パッシブ ユニットの設定
パッシブ ユニットは、光デバイス用に Cisco EPN Manager を使用してプロビジョニングされた
パッシブカードです。Cisco EPN Manager はこれらのパッシブ ユニットをデータベースに保持
し、デバイスには展開しません。設定が完了したら、これらのパッシブ ユニットを [デバイス
の詳細（Device Details）] ページと [インベントリ（Inventory）] ページで表示し、それらを使
用してネットワーク トポロジで管理対象リンクを作成できます。

（注）

パッシブ ユニットの設定は現在、Cisco NCS 1001 デバイスでのみサポートされています。
パッシブ ユニットを追加または削除するには、次の手順を実行します。
始める前に
このタスクを実行する前に、「管理者」または「設定マネージャ」のユーザ権限があることを
確認します。

ステップ 1

シャーシ ビューを開く （109 ページ）の説明に従って、シャーシ ビューを起動します。

ステップ 2

右側に表示されるウィンドウで [設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

[パッシブ ユニット（Passive Units）] サブタブを展開します。

ステップ 4

パッシブ ユニットを追加するには、[追加（Add）]（+）アイコンをクリックし、次の詳細を指定します。
• 機器 ID：パッシブ ユニットの一意の識別子を選択します。デバイスごとに最大 9 つのパッシブ ユ
ニットを追加できます。
• 機器のタイプ：スロットが 48 チャネル マックスポンダ/でマックスポンダとしてプロビジョニング
されるか、ODD/EVEN ユニットとしてプロビジョニングされるかを決定する機器のタイプを選択し
ます。オプションは[CME]、[ODDE]、および [EVENE] です。
• （オプション）シリアル番号：各パッシブユニットに固有のシリアル番号。Cisco EPN Managerは、
この構成をデバイスに展開せず、データベースにのみ保持します。

ステップ 5

[適用（Apply）] をクリックして変更内容をデバイスに展開します。

ステップ 6

（オプション）パッシブ ユニットが正常に作成されたことを確認するには、[インターフェイス
（Interfaces）] タブまたは [デバイスの詳細（Device Details）] タブに移動し、[インターフェイス名（Interface
Name）] フィルタを使用してパッシブ ユニットを見つけます。
パッシブ ユニットに使用される命名規則は次のとおりです。
PUnit<number of the card> <equipment ID of the passive unit>
たとえば、PUnit/1/16 などです。

ステップ 7

パッシブ ユニットの設定を編集するには、それらの設定を削除し、同じ機器 ID を使用して詳細を再度
設定します。
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ステップ 8

パッシブ ユニットを削除するには、必要なパッシブ ユニットを選択し、[削除（Delete）]（X）アイコン
をクリックします。リンクに関連付けられているパッシブ ユニットも削除できます。これにより、リン
クが [部分的（Partial）] 状態に切り替わします。

ステップ 9

（オプション）同じ値を持つ複数のパッシブ ユニットを照合するには、必要なパッシブ ユニットを選択
し、[照合（Match）] をクリックします。ドロップダウン リストからシミュレートされたパッシブ ユニッ
ト番号を選択し、[適用（Apply）] をクリックします。

ステップ 10

（オプション）これらのパッシブ ポートを使用して手動リンクを設定するには、ネットワーク トポロジ
に移動し、トポロジ マップへのリンクの手動による追加 （216 ページ）従って、リンクを作成します。

光ケーブルでの増幅器モジュール設定の編集
グリッド モード、ノード タイプ、および UDC VLAN の設定を変更することで、デバイスの光
スロットに挿入されている増幅器モジュールの設定を変更できます。
増幅器モジュール設定を編集するには、次の手順を実行します。
始める前に
このタスクを実行する前に、「管理者」または「設定マネージャ」のユーザ権限があることを
確認します。
ステップ 1 シャーシ ビューを開く （109 ページ）の説明に従って、シャーシ ビューを起動します。
ステップ 2 右側に表示されるウィンドウで [設定（Configuration）] タブをクリックします。
ステップ 3 [増幅器モジュール設定（Amplifier Module Settings）] サブタブを展開します。
ステップ 4 編集する設定を選択し、[編集（Edit）] アイコンをクリックして次のパラメータを指定します。
• [グリッド モード（Grid Mode）]：増幅器モジュールのインターフェイス上の光スペクトルを定義しま
す。
• [ノード タイプ（Node Type）]：増幅器が動作するように設定するノードのタイプを定義します。オプ
ションは、[端末（Terminal）]、[回線（Line）]、および [設定なし（Not Set）] です。
• [UDC VLAN]：選択したスロットとその UDC ポートに関連付けられている VLAN を定義します。
（注）

指定した UDC VLAN がデバイス上で一意であることを確認します。重複する値はサポートさ
れていません。

ステップ 5 [適用（Apply）] をクリックして変更内容をデバイスに展開します。
ステップ 6 （オプション）イーサネット コントローラを設定するには、[イーサネット（Ethernet）] サブタブを展開し
ます。編集するコントローラを選択し、[編集（Edit）] アイコンをクリックし、必要な変更を加えます。
[適用（Apply）] をクリックして、変更内容をデバイスに保存します。
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GMPLS および WSON のプロパティの構成
GMPLS UNI：
Generalized Multiprotocol Label Switching（GMPLS）ユーザ ネットワーク インターフェイス
（UNI）は、光ネットワーク内の 2 台のクライアント（UNI-C）間の回線接続を作成します。
この接続は、UNI-C ノードがルータ ノードであり、UNI-N ノードが光ノードである、UNI ク
ライアント（UNI-C）と UNI ネットワーク（UNI-N）ノード間のシグナリング交換によって実
行されます。
GMPLS UNI は、Cisco NCS 1002 ノードの 100G および 200G トランク ポートでのみサポート
されています。OCH トレイル回路の前提条件は、NCS 2000 シリーズ ノードの光チャネル ア
ド/ドロップ NCS 2000 シリーズ インターフェイスと NCS 1002 ノードの NCS 1002 インターフェ
イス間にリンク管理プロトコル（LMP）リンクを作成することです。
UNI はクライアント（UNI-C）とネットワーク（UNI-N）のロールに分割されます。UNI-C ネッ
トワーク要素は、回路プロビジョニング情報を要求して受け入れます。UNI-N ネットワーク要
素は、UNI-C ノードに隣接するノードであり、コア ネットワーク全体の回路プロビジョニン
グ情報を受け入れ、転送します。
UNI 回線プロビジョニングの場合、ネットワークは次の要件を満たしている必要があります。
• NE は UNI-C として設定され、UNI-N NE に接続されている必要があります。
• NE は UNI-N として設定され、UNI-C NE に接続されている必要があります。
静的 UNI：
リンク管理プロトコル（LMP）は、トンネルの送信元ノードと宛先ノードのトランク光コント
ローラ上に作成される論理リンクです。2 つの異なるデバイスのポート間に静的 LMP リンク
（静的 UNI）を作成できます。たとえば、Cisco NCS 2000 シリーズ ノードと Cisco NCS 1002
ノードの間などです。これは、GMPLS UNI トンネルの LMP ネイバーの設定に役立ちます。
Cisco EPN Manager を使用して静的 UNI を設定し、選択した RX ポートと TX ポートで UNI に
参加するカード、シェルフ、またはスロットを識別します。RX ポートは UNI の送信元を表
し、TX ポートは宛先を表します。
[リモート デバイス（Remote Device）] フィールドを使用して、選択したノードの管理 IP アド
レスを指定します。[リモート クライアント インターフェイス（Remote Client Interface）] フィー
ルドを使用して、光学コントローラの LMP リンク IP アドレスを選択します。
異種波長：
[異種波長（Alien Wavelength）] タブを使用して、異種波長のポートと波長パラメータを表示お
よび設定します。また、必要な異種波長タイプ、トランク モード、および転送エラー補正
（FEC）モードを指定することもできます。
光ファイバ属性：
GMPLS UNI の作成時に使用するパラメータを光ファイバのタイプ（分散シフト（DS）、
True-Wave Classic（TWC）、またはその他の値を選択）などの値を設定することで設定できま
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す。また、光ファイバの長さを指定し、偏光モード分散ファイバ係数を指定することもできま
す。
[減衰器入力（Attenuator In）] の値は、ノード出力ポート（LINE-TX ポートなど）と光ファイ
バの入力パラメータ間での入力光減衰（dB 単位）を識別します。同様に、[減衰器出力
（Attenuator Out）] の値は、ノード入力ポート（LINE-RX ポートなど）と光ファイバの出力パ
ラメータ間での入力光減衰（dB 単位）を識別します。
光グリッド内の 2 つの隣接チャネル間の最小周波数間隔を設定するチャネル間隔値を選択でき
ます。スパンで予測される最大チャネル数を指定するには、[チャネル番号（Channel Number）]
フィールドを指定します。チャネル番号とチャネル間隔の値が一貫していることを確認しま
す。たとえば、100 GHz 間隔を持つ 80 個のチャンネルは存在できません。
仮想トランク：
[仮想トランク（Virtual Trunk）] タブを使用して、デバイスの [ドロップポート（Drop Port）]、
[説明設定（Description Configuration）]、および [異種波長タイプ（Alien Wavelength Type）] を
指定できます。
LMP の終了：
[LMP の終了（LMP Termination）] タブを使用して、デバイスの [仮想トランク（Virtual
Trunk）]、[LMP タイプ（LMP Type）]、[リモートデバイス（Remote Device）]、[リモートイ
ンターフェイス（Remote Interface）]、および [ピアリング（Peering）] を指定できます。また、
[LMP の終了（LMP Termination）] タブで既存の LMP の終了を編集することもできます。
GMPLS/WSON パラメータを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 シャーシ ビューを開く （109 ページ）の説明に従って、シャーシ ビューを起動します。
ステップ 2 右側に表示されるウィンドウで [設定（Configuration）] タブをクリックします。
ステップ 3 これらのパラメータを設定するには、次の表に示すパスに移動します。
タスク

ナビゲーション

説明

ファイバ属性 [GMPLS/WSON] サブ ファイバ側、タイプ、長さ、検証、チャネル間隔、チャネル番号、
の設定
タブ > [ファイバ属性 およびドメインの値を指定します。必要に応じて、減衰器（入力と
（Fiber Attributes）] 出力）の値を指定することもできます。
静的 UNI の
作成と編集

[GMPLS/WSON] サブ
タブ > [静的 UNI
（Static UNI）]

• UNI に参加する必要がある RX ポートと TX ポートのリモート
コントローラを追加します。
• [リモート デバイス（Remote Device）] フィールドは、ノードの
管理 IP アドレスを指定します。
• [リモート クライアント インターフェイス（Remote Client
Interface）] フィールドは、コントローラのリンク IP アドレスを
指定します。
（注）

上記の設定を使用して、リモート TXP ノードを設定でき
ます。
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タスク

ナビゲーション

GMPLS UNI [GMPLS/WSON] サブ
の作成と編集 タブ > [GMPLS UNI
（GMPLS UNIs）]

説明
• GMPLS UNI の入力ポートと出力ポートを指定し、UNI のタイ
プが番号付けされているか、番号なしかを選択します。UNI が
UNI-C タイプか UNI-N タイプかを必ず指定してください。
• トランク値は、GMPLS UNI の設定に応じて、それぞれの異種
波長値に自動的に設定されます。設定された異種波長が両方の
トランク ポートでサポートされている場合は、トランク ポート
の 1 つに設定すると、両方のトランク ポート上に同じ異種波長
が自動的に設定されます。
• Cisco NCS 2000 デバイスの場合、GMPLS UNI トランク値はデ
フォルトに設定できます。
• ローカルおよびリモート システムの IP と、リモート システム
の IP およびコントローラを指定します。これらの値を指定する
と、UNI のリモート システム接続が有効になります。
（注）

Cisco EPN Manager で管理されるデバイスのリモート
システム IP のみを指定できます。

異種波長パラ [GMPLS/WSON] サブ 必要な異種波長のタイプ、トランク モード、および FEC モードを
メータの設
タブ > [異種波長
指定します。
定：
（Alien Wavelength）]
仮想トランク [GMPLS/WSON] サブ [ドロップポート（Drop Port）]、[説明設定（Description
の設定
タブ > [仮想トランク Configuration）]、および [異種波長タイプ（Alien Wavelength Type）]
（Virtual Trunk）]
を指定します。
LMP の終了 [GMPLS/WSON] サブ [仮想トランク（Virtual Trunk）]、[LMP タイプ（LMP Type）]、[リ
の設定と編集 タブ > [LMP の終了 モートデバイス（Remote Device）]、[リモートインターフェイス
（LMP Termination）] （Remote Interface）]、および [ピアリング（Peering）] を指定しま
す。
ステップ 4 変更を加えて、[保存（Save）] をクリックします。
ステップ 5 設定後に値を編集するには、値を選択し、ツールバーの [編集（Edit）] アイコンをクリックします。変更
を加えて、[保存（Save）] をクリックします。
LMP リンクの作成については、光チャネル（OCH）トレールのユーザ/ネットワーク間インターフェイス
（UNI） （634 ページ）を参照してください。

OTS ポートでの OSRI の有効化または無効化
OTS インターフェイスで設定されたポートの OSRI ステータスを変更できます。
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OSRI を有効または無効にするには、次の手順を実行します。
始める前に
このタスクを実行する前に、「管理者」または「設定マネージャ」のユーザ権限があることを
確認します。
ステップ 1 シャーシ ビューを開く （109 ページ）の説明に従って、シャーシ ビューを起動します。
ステップ 2 右側に表示されるウィンドウで [設定（Configuration）] タブをクリックします。
ステップ 3 [Maintenance] タブを展開し、[OSRI] サブタブをクリックします。
ステップ 4 OSRI を有効または無効にするポートを選択します。
ステップ 5 ドロップダウンリストから、[Enable] または [Disable] を選択して OSRI を有効または無効にします。

光カードの設定
• シャーシ ビューからカードを設定する （478 ページ）
• カードのリセット （480 ページ）
• カードの削除 （479 ページ）
• カードの設定：400G-XP-LC、100G-CK-C、100ME-CK-C、200G-CK-LC、100GS-CK-C、
100G-LC-C、100G-ME-C、および 10x10G-LC （482 ページ）
• カードの設定：OTU2-XP、MR-MXP、WSE、AR-XPE、AR-XP、AR-MXP、40E-MXP-C、
および 40ME-MXP-C （481 ページ）
• SONET および Flex の回線カードの設定 （485 ページ）
• 着脱可能ポート モジュールおよびカード モード設定の編集と削除 （489 ページ）
• Cisco NCS 2000 デバイス用のカードとサポートされる設定 （490 ページ）

シャーシ ビューからカードを設定する
この手順では、シャーシ ビューを使用して、Cisco EPN Manager にカードを追加します。カー
ドを追加したら、そのカード タイプの関連トピック内の手順に従って、それを設定できます。
通常は、カードを物理的にスロットに挿入する前に行います。
始める前に
この機能は Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでのみサポートされています。
ステップ 1 シャーシ ビューを開く （109 ページ）の説明に従って、シャーシ ビューを起動します。
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ステップ 2 次のいずれかの操作を実行して、カードを追加するスロットを選択します。
• 物理シャーシ ビューで空のスロットを選択してから、スロット ポップアップ ウィンドウで [カードの
追加（Add Card）] リンクをクリックします。
• シャーシ ビュー エクスプローラを使用して空のスロットに移動し、そのスロットの横にある [i] アイ
コンの上にマウス カーソルを移動してから、情報ポップアップ ウィンドウで [カードの追加（Add
Card）] ハイパーリンクをクリックします。
Cisco EPN Manager では、物理シャーシ ビューでスロット強調表示され（それが事前にプロビジョニング
されていることを示す）、そのデバイス タイプでサポートされているすべてのカードの一覧が表示されま
す。
（注）

選択したカードが物理スロット タイプに適切であることを確認します。

ステップ 3 追加するカードを見つけて、[追加（Add）] をクリックします。カードが追加された後に Cisco EPN Manager
によってステータス メッセージが表示されます。
ステップ 4 カードをすぐに設定するには、ステータス ポップアップ メッセージ内の [今すぐ設定（Configure Now）]
をクリックします。そうでない場合は、[無視（Ignore）] をクリックします。

カードの削除
カードを削除すると、Cisco EPN Manager はカードに関連付けられている動作モードの設定を
含め、カードに関するすべての情報を削除します。削除したカードを後になって再び追加する
際に、この情報は復元されません。
この機能は Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでのみサポートされています。
カードを Cisco EPN Manager から削除するには、次の手順に従います。
始める前に
カードを削除する前に、以下の点を確認してください。
• 関連付けられているペイロード値とカードの動作モードが削除されていること。
• カード上で実行されるアクティブな設定がないこと（カードを再び追加する際に、設定を
復元することはできません）。

ステップ 1 「シャーシ ビューを開く （109 ページ） 」の説明に従って、シャーシ ビューを起動します。
ステップ 2 次のいずれかの方法で、削除するカードのスロットを選択します。
• 物理シャーシ ビューでスロット内のカードを選択し、表示されるポップアップ ウィンドウ内で [カー
ドの削除（Delete Card）] リンクをクリックします。
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• シャーシ ビュー エクスプローラを使用してカードに移動し、カードの横にある「i」アイコンの上に
マウスのカーソルを重ね、表示されるポップアップ ウィンドウで [カードの削除（Delete Card）] ハイ
パーリンクをクリックします。
Cisco EPN Manager の物理シャーシ ビューでは、スロットが強調表示され（プロビジョニング済みである
ことを意味する）、スロット内のすべてのカードを削除すると、そのスロットはシャーシ ビューで空の状
態になります。
カードを削除した後、Cisco EPN Manager によってノードのインベントリ収集が行われます。

カードのリセット
カードをリセットすると、同期操作の実行と同じようにシャーシ内にカードが再配置されま
す。Cisco EPN Manager は設定の変更を修正せず、その代わりに設定を保存してインベントリ
収集をトリガーします。
この機能は Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでのみサポートされています。
設定済みのカードをリセットするには：

ステップ 1 「シャーシ ビューを開く （109 ページ） 」の説明に従って、シャーシ ビューを起動します。
ステップ 2 次のいずれかの方法で、削除するカードのスロットを選択します。
• スロット内のカードを物理シャーシ ビューから選択し、ポップアップ ウィンドウの [カードのリセッ
ト（Reset Card）] リンクをクリックします。
• シャーシ ビュー エクスプローラを使用してカードに移動し、マウス カーソルをカードの横の [i] アイ
コンの上に置き、ポップアップ ウィンドウの [カードのリセット（Reset Card）] ハイパーリンクをク
リックします。
Cisco EPN Manager では、物理シャーシ ビューでスロットが強調表示されます（プロビジョニング済みで
あることを示します）。カードをリセットすると、同期が実行され、インベントリ収集がトリガーされま
す。

次のタスク
「カードの設定：400G-XP-LC、100G-CK-C、100ME-CK-C、200G-CK-LC、100GS-CK-C、
100G-LC-C、100G-ME-C、および 10x10G-LC （482 ページ）」の説明に従って、カードのプロ
パティを設定します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
480

デバイスの設定
カードの設定：OTU2-XP、MR-MXP、WSE、AR-XPE、AR-XP、AR-MXP、40E-MXP-C、および 40ME-MXP-C

カードの設定：OTU2-XP、MR-MXP、WSE、AR-XPE、AR-XP、AR-MXP、
40E-MXP-C、および 40ME-MXP-C
カードの動作モードと接続可能ポート モジュール（PPM）を設定するには、次の手順を実行し
ます。
始める前に
OTU2-XP カードと 40E-MXP-Cカードは、カード動作モードを設定することなく、PPMで直接
設定できます。ただし、他のカードのカード動作モードを設定する場合は、シスコ トランス
ポート コントローラを介して直接この設定を実行できます。
• デバイス同期が完了しており、デバイスのインベントリ収集ステータスが「管理
（Managed）」または「完了（Completed）」であることを確認してください。
• PPM を追加または削除するたびに、事後対応型インベントリ収集がトリガーされ、デバイ
スは同期プロセスを開始します。デバイスにさらに設定変更を展開する前に、事後対応型
インベントリの収集が完了するまで待機してください。デバイスの同期が進行中である場
合は、PPM 設定変更のデバイスへの展開が失敗します。
• カードの動作モードが設定されたら、デバイスの同期が完了していることを確認します。
慰安両していない場合は、Cisco EPN Manager は選択したカードの適切なペイロード値を
表示できません。
• カードで設定変更を行う前に、すべてのカードできめ細かなインベントリが使用可能であ
ることを確認してください。
• 40E-MXP-C、40ME-MXP-C、および OTU2-XP カードを除くすべてのサポート対象カード
では、まずシスコ トランスポート コントローラを使用してカードの動作モードを設定し
てから Cisco EPN Manager に戻り、次の手順に進む必要があります。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

設定するデバイス名のハイパーリンクをクリックしてデバイスを選択し、そのデバイスの [シャーシ
（Chassis）] ビューを起動します。この機能は、Cisco NCS 2000 デバイスのみでサポートされています。

ステップ 3

[シャーシ エクスプローラ（Chassis Explorer）] を使用して、設定するカードを選択します。

ステップ 4

右側に表示されるウィンドウで [設定（Configuration）] サブタブをクリックします。

ステップ 5

CTCツールに移動し、カードの動作モードを設定します。カード モードの設定は、OTU2-XP、MR-MXP、
WSE、AR-XPE、AR-XP、および AR-MXP カードではサポートされていません。Cisco NCS 2000 デバイ
ス上の他のすべてのカードについては、カードの設定：400G-XP-LC、100G-CK-C、100ME-CK-C、
200G-CK-LC、100GS-CK-C、100G-LC-C、100G-ME-C、および 10x10G-LC （482 ページ）の説明に従っ
て、カードの動作モードを設定します。

ステップ 6

[接続可能ポート モジュール（Pluggable Port Modules）] セクションを展開し、ポート モジュールとそれ
ぞれの適切なペイロード値を設定します。

ステップ 7

[ポート モジュール（Port Modules）] セクションの [+]（追加）アイコンをクリックし、ポート モジュー
ル（PPM）を作成します。
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ステップ 8

PPM 番号を選択し、[保存（Save）] をクリックします。[PPM ポート（PPM Port）] はデフォルトで [PPM
（1 ポート）（PPM (1 port)）] に設定されており、変更できません。
（注）

ステップ 9

[接続可能ポート モジュール（Pluggable Port Modules）] セクションの [+]（追加）アイコンをクリックし
ます。
（注）

ステップ 10

選択されているカードの最大数の PPM が作成されている場合、[+]（追加）アイコンは無効にな
ります。次の手順に進むには、使用可能なすべてのポートを作成する必要があります。

一部の PPM では、該当するペイロード値が有効ではないことがあります。有効にするには、上
記のステップ 5 で説明したカード モードの設定を行い、ペイロード値をもう一度設定してみま
す。

選択した PPM に関連付ける必要があるポート番号、ポート タイプ、およびレーン数を選択します。[ポー
ト タイプ（ペイロード）（Port Type (payload)）] には、以下の表 2 で説明するサポートされているクラ
イアント信号のいずれかを設定できます。
（注）

指定されたポート タイプ（ペイロード）が、選択されているカードの動作モードまたは PPM で
サポートされていない場合は、デバイスへの変更の展開が失敗します。指定するペイロード値
が、選択したカードでサポートされていることを確認します。参考までに、次の表 2 を参照し
てください。

ステップ 11

[終了（Finish）] をクリックして、デバイスに変更を展開します。

ステップ 12

（オプション）Cisco EPN Manager で変更が表示されない場合、これは複数のユーザが同じカード モード
設定を操作しているために、変更が動的に反映されていないことが原因で発生している可能性がありま
す。最新の変更を表示するには、各セクションの [更新（Refresh）] アイコンをクリックします。
展開が失敗する場合は、エラー ログ フォルダ（/opt/CSCOlumos/logs/config.log）に移動して、エラーの
原因の詳細を確認してください。

カードの設定：400G-XP-LC、100G-CK-C、100ME-CK-C、200G-CK-LC、
100GS-CK-C、100G-LC-C、100G-ME-C、および 10x10G-LC
カード動作モードと PPM を設定するには、次の手順に従います。
始める前に
• デバイス同期が完了しており、デバイスのインベントリ収集ステータスが「完了
（Completed）」であることを確認してください。デバイス同期が実行中の場合、PPM 設
定変更の展開が失敗します。
• カード モードの設定は、OTU2-XP、MR-MXP、WSE、AR-XPE、AR-XP、および AR-MXP
カードではサポートされていません。これらのカードのカード動作モードを設定するに
は、Cisco Transport Controller ツールを使用します。
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• デバイス同期が完了しており、デバイスのインベントリ収集ステータスが「管理
（Managed）」または「完了（Completed）」であることを確認してください。
• カードで設定変更を行う前に、すべてのカードできめ細かなインベントリが使用可能であ
ることを確認してください。
• デフォルトでは、デバイススロットリングは無効です。デバイススロットリングを有効に
するには、cd /opt/CSCOlumos/xmp_inventory/xde-home/inventoryDefaults
に移動し、vi onsTL1.def を実行して次の xml タグを追加します。
<default attribute="DEVICE_THROTTLING">noOfconnections</default>
ここで、noOfconnections は EPNM への最大 TL1 セッションの番号です。
次に例を示します。<default attribute="DEVICE_THROTTLING">6</default>

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

設定するデバイス名のハイパーリンクをクリックしてデバイスを選択し、そのデバイスの [シャーシ
（Chassis）] ビューを起動します。

ステップ 3

[シャーシ エクスプローラ（Chassis Explorer）] を使用して、設定するカードを選択します。

ステップ 4

右側に表示されるウィンドウで [設定（Configuration）] サブタブをクリックします。

ステップ 5

[接続可能ポート モジュール（Pluggable Port Modules）] セクションを展開し、ポート モジュールとそれ
ぞれの適切なペイロード値を設定します。

ステップ 6

[ポート モジュール（Port Modules）] セクションの [+]（追加）アイコンをクリックし、ポート モジュー
ル（PPM）を作成します。PPM 番号を選択し、[保存（Save）] をクリックします。[PPM ポート（PPM
Port）] の値はデフォルトで [PPM（1 ポート）（PPM (1 port)）] に設定されており、変更できません。
（注）

• 選択されているカードに適用可能な最大数の PPM が作成されている場合、[+]（追加）アイ
コンは無効になります。次のステップに進む前に、選択されたカードに必要な数の PPM を
作成する必要があります。100G-CK-C カードの場合、次の手順に進む前に、少なくとも 1
つの PPM を作成する必要があります。
• 400G-XP-LC カードでは、次のステップで説明するカード動作モードの設定の前に、PPM
11 と 12 が作成されていることを確認してください（ただし、カード モードはいずれかの
トランク ポートで作成されます）。PPM 11 と 12 がない場合、デバイスに展開される設定
変更は失敗します。
• このステップは、100G-LC-C、100G-ME-C、100G-CK-C、100ME-CK-C、200G-CK-LC、お
よび 100GS-CK-C カードではオプションです。

ステップ 7

[カード動作モード（Card Operating Modes）] セクションを展開し、選択したカードの動作モードを設定
します。

ステップ 8

[+]（追加）アイコンをクリックしてサポートされているカード動作モードのリストを表示するか、また
は編集アイコンをクリックして既存のカード動作モードを変更します。10x10G-LC カードの場合、最大
5 つのカード動作モード（クライアントまたはトランク ポートのセットとして動作可能な 10 ポート）を
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追加できますが、その他のすべてのカードでは、設定できるカード動作モードは 1 つだけです。カード
動作モードを設定すると、「+」（追加）アイコンは無効になります。
ステップ 9

左側のパネルから動作モードを選択してパラメータを変更します。
（注）

• カードのピア構成に基づいて、一部のカード動作モードが無効になります。動作モードの
横にある [i] アイコンをクリックして、動作モードを有効にする方法を確認します。動作
モードを有効にするために必要なピア カード構成については、以下の「表 1」を参照して
ください。
• MXP カードの場合、トランク カード、ピア カード、およびピア スキップ カード構成が、
以下に説明する順序になっていることを確認してください。
カード動作モード

トランク カード

ピア カード

ピア スキップ カード

MXP_200G

スロット 2

スロット 3

スロット 4

ONS 15454 M6 デバイ スロット 2 または 7 の スロット 3、4 または
スの MXP_200G
100GS-CK-LC または 5、6。
200G-CK-LC カード。

スロット 3、4 または
5、6。

Cisco NCS 2015 デバイ スロット 2、7、8、13 隣接スロットの
スの MXP_200G
または 14 の
MR-MXP カード。
100GS-CK-LC または
200G-CK-LC カード。

隣接スロットの
MR-MXP カード。

MXP_10x10G_100G

スロット 7

スロット 6

スロット 5

ONS 15454 M6 デバイ スロット 2 または 7 の 隣接スロット 3、4 ま 隣接スロット 3、4 ま
スの
100GS-CK-LC または たは 5、6 の MR-MXP たは 5、6 の MR-MXP
MXP_10x10G_100G
200G-CK-LC カード
カード。
カード。
Cisco NCS 2015 デバイ スロット 2、7、8、13 隣接スロットの
スの
または 14 の
MR-MXP カード。
MXP_10x10G_100G
100GS-CK-LC または
200G-CK-LC カード。
ONS 15454 M6 デバイ 100GS-CK-LC または
スの MXP_CK_100G
200G-CK-LC カードと
ピア MR-MXP カード
を隣接スロット 2-3、
4-5、6-7 に装着する必
要がある。
Cisco NCS 2015 デバイ 100GS-CK-LC または
スの MXP_CK_100G
200G-CK-LC カードと
ピア MR-MXP カード
を隣接スロット 2-3、
4-5、6-7、8-9、10-11、
12-13、14-15 に装着す
る必要がある。
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400G-XP-LC カードの場合は、M-100G/M-200G のトランク動作モードで OTNXC カードの動作モードを
設定できます。トランク動作モードに基づいてサポートされるスライス設定（それぞれ「スライス 1 と
スライス 4 」またはスライス 1、2、3、4）は OPM-100G と OPM-10x10Gです。
トランク 11 で設定されているトランク動作モードは、トランク 12 に自動的に反映されます。たとえば、
トランク 11 で M-200G を設定すると、トランク 12 のトランク動作モードはグレー表示されます。ただ
し、M-200G はトランク 12 に自動的に設定されます。OPM_100G スライスと OPM_10x10G スライスを混
在させることができ、スライスそれぞれは互いの影響を受けません。
ステップ 10

[保存（Save）] をクリックして、デバイスに変更を展開します。

ステップ 11

[接続可能ポート モジュール（Pluggable Port Modules）] セクションを展開して、各 PPM のペイロード値
を設定します。

ステップ 12

[接続可能ポート モジュール（Pluggable Port Modules）] セクションの [+]（追加）アイコンをクリックし
ます。
（注）

ステップ 13

一部の PPM では、該当するペイロード値が有効ではないことがあります。有効にするには、上
記のステップ 9 で説明したカード モードの設定を行い、ペイロード値をもう一度設定してみま
す。

選択した PPM に関連付ける必要があるポート番号、ポート タイプ、およびレーン数を選択します。[ポー
ト タイプ（ペイロード）（Port Type (payload)）] には、以下の「表 1」で説明するサポートされているク
ライアント信号のいずれかを設定できます。
（注）

• 指定されたポート タイプ（ペイロード）が、選択されているカード モードまたは PPM で
サポートされていない場合は、デバイスへの変更の展開が失敗します。指定するペイロー
ド値が、選択したカードでサポートされていることを確認します。参考のために「表 1」を
参照してください。
• レーン数は、ペイロード値の分割が可能なカードでのみ設定できます。その他のすべての
カードでは、[レーン数（Number of Lanes）] フィールドは無効になっています。

ステップ 14

[終了（Finish）] をクリックして、デバイスに変更を展開します。

ステップ 15

（オプション）Cisco EPN Manager で変更が表示されない場合、これは複数のユーザが同じカード モード
設定を操作しているために、変更が動的に反映されていないことが原因で発生している可能性がありま
す。最新の変更を表示するには、各セクションの [更新（Refresh）] アイコンをクリックします。
展開が失敗する場合は、エラー ログ フォルダ（/opt/CSCOlumos/logs/config.log）に移動して、エラーの
原因の詳細を確認してください。

SONET および Flex の回線カードの設定
この手順では、Cisco EPN Manager を使用して10X10G-LC SONET カードと 400G-XP、
200G-CK-LC、および 100GS-CK-LC Flex カードの回線カードの設定を変更する方法について説
明します。
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この機能は Cisco NCS 2000 と Cisco ONS のデバイスでのみサポートされています。
SONET または Flex 回線カードを設定するには、次の手順を実行します。
始める前に
• SONET 回線カードを設定するには、動作モード MXP10X10G および OC192 のペイロード
値を持つカードを選択してください。
• SONET または Flex の回線カード設定を削除するには、選択したカードに関連付けられて
いるペイロード値を削除する必要があるだけです。これにより、SONET または Flex の設
定がデバイスから自動的に削除されます。ペイロード値を削除するには、[設定
（Configuration）] サブタブの下にある [接続可能なポート モード（Pluggable Port Mode）]
領域を使用します。
• SONET または Flex の回線カードの設定中に、回線カードのタイプを SONET から SDH に
変更する場合、またはその他の同様の変更を行う場合は、まずデバイスの管理状態が[OOS
無効（OOS-Disabled）] に設定されていることを確認する必要があります。デバイスの状
態が [OOS 無効（OOS-Disabled）] でない場合、デバイスに展開された回線設定の変更は
失敗します。
• Flex 回線カードを設定するには、カードのカード動作モードが以前に設定済みであること
を確認します。カードの設定：400G-XP-LC、100G-CK-C、100ME-CK-C、200G-CK-LC、
100GS-CK-C、100G-LC-C、100G-ME-C、および 10x10G-LC （482 ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 1 シャーシ ビューを開く （109 ページ）の説明に従って、シャーシ ビューを起動します。
ステップ 2 次のいずれかの方法で、設定するカードのスロットを選択します。
• ズームインとズームアウトのオプションを使用して、物理 [シャーシビュー（Chassis View）] からス
ロット内のカードを選択します。
• [シャーシエクスプローラ（Chassis Explorer）] ビューを使用し、カードに移動して選択します。
ステップ 3 右側に表示されるウィンドウで [設定（Configuration）] サブタブをクリックします。
ステップ 4 [ライン（Line）] セクションを展開し、[SONET] または [Flex] サブタブを選択します。
SONET の設定でサポートされているカードは 10x10G-LC カードのみです。Flex カードの場合は、400G-XP、
200G-CK-LC、および 100GS-CK-LC カードです。
ステップ 5 設定を編集するには、次のいずれかの方法を選択します。
• 編集する設定の [SONET] タブまたは [Flex] タブを選択し、[編集] アイコンをクリックします。
• 編集するインライン パラメータを、テーブルの行内で 1 つずつクリックします。
ステップ 6 次の表に示すパラメータに必要な変更を加え、[保存（Save）] をクリックしてデバイスに変更を展開しま
す。
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SONET パラメータの設定時：
• [タイプ（Type）] を [SDH] に設定すると、[メッセージの同期（Sync Messages）] チェックボックスが
自動的に無効になり、設定できません。
• [メッセージの同期（Sync Messages）] チェックボックスを有効にすると、[管理者 SSM（Admin SSM）]
オプションが無効になり、null に設定されます。
Flex パラメータの設定時：
• 400G-XP-LC カードの場合、Flex ライン カードはトランク ポート 11/12 に対してのみ設定できます。
• 100GS-CK-LC カードの場合、Flex ライン カードはトランク ポート 2 に対してのみ設定できます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
487

デバイスの設定
SONET および Flex の回線カードの設定

表 23 : SONET および Flex ラインの設定パラメータと説明

ライン カー
ドのタイプ

ラインカードの設定パラ 説明
メータ

SONET

ポート番号（Port
Number）

設定する SONET インターフェイスのポート番号。

ポート名（Port Name）

SONET 光ポートの名前を追加できます。

SD BER

信号劣化ビット エラー レートを設定します。

SF BER

信号障害ビット エラー レートを設定します。

タイプ（Type）

ポートを SONET または SDH として定義します。

同期を提供（Provides
Sync）

オンにすると、カードは NE のタイミング基準としてプロビジョ
ニングされます。

メッセージングの同期
（Sync Messaging）

同期ステータス メッセージ（S1 バイト）をイネーブルにします。
これにより、ノードで最適なタイミング ソースを選択できるよう
になります。

管理 SSM 入力（Admin
SSM In）

ノードが SSM 信号を受信しない場合、デフォルトで STU
（Synchronization Traceability Unknown）になります。管理者 SSM
を使用すると、STU 値を次のいずれかでオーバーライドできま
す。
• PRS：プライマリ基準ソース（Stratum 1）
• STS2：Stratum 2
• TNC - トランジット ノード クロック
• STS3E：Stratum 3E
• STS3：Stratum 3
• SMC：SONET 最小クロック
• ST4：Stratum 4
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ライン カー
ドのタイプ

ラインカードの設定パラ 説明
メータ

Flex

ポート（Port）

設定する Flex インターフェイスのポート番号。

グリッドレス（Gridless） 選択したカードのグリッドレス調整機能を有効または無効にしま
す。この機能を有効にすると、カードの周波数値を設定できま
す。選択できるオプションは、次のとおりです。
• 有効：選択すると、Flex の周波数パラメータを編集できま
す。
• 無効：選択すると、Flex の周波数パラメータが無効になりま
す。
周波数（Frequency）

400G-XP、200G-CK-LC、および 100GS-CK-LC カードのポートの
周波数を、191350 ～ 196100 の範囲で指定します。

着脱可能ポート モジュールおよびカード モード設定の編集と削除
始める前に
PPM を削除するための前提条件：
• PPM がアクティブ回線またはプロビジョニング回線の一部となっていないことを確認しま
す。
• PPM とそのそれぞれのペイロード値を、以下の手順で説明している順序でのみ削除する必
要があります。先にクライアント ポート 1 ～ 10 を手動で削除してから、関連付けられた
PPM を削除します。
• デバイス同期が完了しており、デバイスのインベントリ収集ステータスが「完了
（Completed）」または「管理（Managed）」であることを確認します。
カード動作モードを削除するための前提条件：
• カードがアクティブ回線またはプロビジョニング回線の一部となっていないことを確認し
ます。
• 400G-XP カードの場合、PPM 11 および 12 は削除できません。これらの PPM は、関連付
けられたカード動作モードが削除されると自動的に削除されます。
• ピア カードまたはスキップ カードがアクティブ状態でない必要があります。CTC を使用
してピア カードまたはスキップ カードの関連付けを削除してから、Cisco EPN Manager を
使用して再びカード動作モードの削除を試すことができます。Cisco EPN Manager から直
接、カードの削除を試みることもできます。詳細については、カードの削除（479ページ）
を参照してください。
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ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 設定するデバイス名のハイパーリンクをクリックしてデバイスを選択し、そのデバイスの [シャーシ
（Chassis）] ビューを起動します。
ステップ 3 [シャーシエクスプローラ（Chassis Explorer）] を使用して、設定を削除するカードを選択します。
ステップ 4 右側に表示されるウィンドウで [設定（Configuration）] サブタブをクリックします。
ステップ 5 着脱式ポート モジュール（PPM）を削除するには、[着脱式ポートモジュール（Pluggable Port Modules）]
セクションを展開します。
a)

[着脱式ポートモジュール（Pluggable Port Modules）] サブセクションで、削除対象の関連付けられたペ
イロード値を選択し、[X]（削除）アイコンをクリックします。

b) [OK] をクリックして確定します。変更がデバイスに展開されます。
c)

[ポートモジュール（Port Modules）] サブセクションで、削除する PPM を選択し、[X]（削除）アイコ
ンをクリックします。

d) [OK] をクリックして確定します。変更がデバイスに展開されます。
（注）

PPM を削除する前に、対象の PPM に関連付けられているすべてのペイロード値を削除する必
要があります。

ステップ 6 [カード動作モード（Card Operating Modes）] セクションを展開し、カードの設定を削除します。
a)

カード モードの設定を編集するには、必ず 400G-XP カードのみを選択し、編集アイコンをクリックし
て変更を加えます。他のカードの設定を編集する場合はすべて、カードモードの設定を削除してから、
新しい値で再作成する必要があります。

b) カード モードの設定を削除するには、削除が必要なカード モードの設定を選択し、[X]（削除）アイ
コンをクリックします。
c)

[OK] をクリックして確定します。変更がデバイスに展開されます。

Cisco NCS 2000 デバイス用のカードとサポートされる設定
表 24 : 100GS-CK-LC および 200G-CK-LC カード：サポートされる構成

カード動作モー
ド

トランク カード ピア カード

ピア スキッ サポートされるペイロード
プ カード
タイプ
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MXP_200G

スロット 2、7、
8、13 または 14
の 100GS-CK-LC
または
200G-CK-LC カー
ド。

スロット 3、
6、9、12、ま
たは 15 の
MR-MXP カー
ド。

スロット
4、5、10、
11 または
16 の
MR-MXP
カード。

100GE と OTU4
OTU4 は 200G-CK-LC カー
ドでのみサポートされてい
ます。任意の 100 G 構成の
再生成
10GE
10GE
100GE

MXP_10x10G_100G スロット 2、7、
8、13 または 14
の 100GS-CK-LC
または
200G-CK-LC カー
ド。

スロット 3、
6、9、12、ま
たは 15 の
10x10G-LC
カード。

スロット
4、5、10、
11 または
16 の
MR-MXP
カード。

100GE と OTU4
OTU4 は 200G-CK-LC カー
ドでのみサポートされてい
ます。任意の 100 G 構成の
再生成
10GE
10GE
100GE

MXP_CK_100G

RGN-100G

100GS-CK-LC ま 該当なし
たは 200G-CK-LC
カードとピア
MR-MXP カード
を隣接スロット
2-3、4-5、6-7、
8-9、10-11、
12-13、14-15 に
装着する必要が
ある。

該当なし

100GS-CK-LC ま 該当なし
たは 200G-CK-LC
カードとピア
カード
100GS-CK-LC ま
たは 200G-CK-LC
を隣接スロット
2-3、4-5、6-7、
8-9、10-11、
12-13、14-15 に
装着する必要が
ある。

該当なし

100GE と OTU4
OTU4 は 200G-CK-LC カー
ドでのみサポートされてい
ます。任意の 100 G 構成の
再生成
10GE
10GE
100GE
100GE と OTU4
OTU4 は 200G-CK-LC カー
ドでのみサポートされてい
ます。任意の 100 G 構成の
再生成
10GE
10GE
100GE

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
491

デバイスの設定
Cisco NCS 2000 デバイス用のカードとサポートされる設定

TXP-100G

100GS-CK-LC ま 該当なし
たは 200G-CK-LC

該当なし

該当なし

表 25 : 100G-CK-C および 100ME-CKC カード：サポートされる構成

カード動作モード トランク カード

ピア カード

スキップ カード

サポートされるペ
イロード タイプ

TXP-100G

該当なし

該当なし

100GE、OTU4

100G-CK-C/
100ME-CKC

：任意の 100 G 構
成の再生成
40GE

RGN-100G

100G-CK-C/ 100ME-CKC カードとピ 該当なし
ア カード
100G-LC-C/ 100G-ME-C/ 100G-CK-C/
100ME-CKC を隣接スロット 2-3、
4-5、6-7、8-9、10-11、12-13、14-15
に装着する必要がある。

MXP-2x40G

100G-CK-C/
100ME-CKC

該当なし

100GE、OTU4
：任意の 100 G 構
成の再生成
40GE

該当なし

100GE、OTU4
：任意の 100 G 構
成の再生成
40GE

表 26 : 100G-LC-C および 100G-ME-C カード：サポートされる構成

カード動作モード トランク カード

ピア カード

スキップ カード

サポートされるペ
イロード タイプ

TXP-100G

該当なし

該当なし

100GE、OTU4

100G-LC-C/
100G-ME-C

：任意の 100 G 構
成の再生成
40GE

RGN-100G

100G-LC-C/ 100G-ME-C カードとピ 該当なし
ア カード 100G-LC-C/ 100G-ME-C/
100G-CK-C/ 100ME-CKC を隣接ス
ロット 2-3、4-5、6-7、8-9、10-11、
12-13、14-15 に装着する必要があ
る。
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表 27 : 10X10G-LC カード：サポートされる構成

カード動
作モード

トランク カード

TXPP-10G 10x10G-LC

ピア
カー
ド

スキップ サポートされるペイロード タイプ
カード

該当
なし

該当なし OC192/STM-64、10GE-LAN Phy、
10GE-WAN Phy（OC192を使用）、OTU2、
OTU2e、8G FC、10G FC、FICON
10x10G-LC カードを 100GS-CK-LC カード
に接続すると、OC192/STM64 および 10GE
のみがサポートされます。
10x10G-LC カードを 200G-CK-LC カード
に接続すると、OC192/STM64、10GE、お
よび OTU2 のみがサポートされます。
10GE-LAN Phy、OTU2
10GE-LAN Phy、OTU2e、OTU2、
OC192/STM-64、8G FC、10G FC、IB_5G
10GE、10G FC
10GE
10GE、OTU2e

TXP-10G

10x10G-LC

該当
なし

該当なし OC192/STM-64、10GE-LAN Phy、
10GE-WAN Phy（OC192を使用）、OTU2、
OTU2e、8G FC、10G FC、FICON
10x10G-LC カードを 100GS-CK-LC カード
に接続すると、OC192/STM64 および 10GE
のみがサポートされます。
10x10G-LC カードを 200G-CK-LC カード
に接続すると、OC192/STM64、10GE、お
よび OTU2 のみがサポートされます。
10GE-LAN Phy、OTU2
10GE-LAN Phy、OTU2e、OTU2、
OC192/STM-64、8G FC、10G FC、IB_5G
10GE、10G FC
10GE
10GE、OTU2e
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MXP-10x10G 10x10G-L カードと 該当
ピア 100G-LC-C、 なし
100G-ME-C、
100G-CK-C、
100ME-CKC、
100GS-CK-LC また
は 200G-CK-LC カー
ドを隣接スロット
2-3、4-5、6-7、
8-9、10-11、12-13、
14-15 に装着する必
要がある。

該当なし OC192/STM-64、10GE-LAN Phy、
10GE-WAN Phy（OC192を使用）、OTU2、
OTU2e、8G FC、10G FC、FICON
10x10G-LC カードを 100GS-CK-LC カード
に接続すると、OC192/STM64 および 10GE
のみがサポートされます。
10x10G-LC カードを 200G-CK-LC カード
に接続すると、OC192/STM64、10GE、お
よび OTU2 のみがサポートされます。
10GE-LAN Phy、OTU2
10GE-LAN Phy、OTU2e、OTU2、
OC192/STM-64、8G FC、10G FC、IB_5G
10GE、10G FC
10GE
10GE、OTU2e

RGN-10G

10x10G-LC

該当
なし

該当なし OC192/STM-64、10GE-LAN Phy、
10GE-WAN Phy（OC192を使用）、OTU2、
OTU2e、8G FC、10G FC、FICON
10x10G-LC カードを 100GS-CK-LC カード
に接続すると、OC192/STM64 および 10GE
のみがサポートされます。
10x10G-LC カードを 200G-CK-LC カード
に接続すると、OC192/STM64、10GE、お
よび OTU2 のみがサポートされます。
10GE-LAN Phy、OTU2
10GE-LAN Phy、OTU2e、OTU2、
OC192/STM-64、8G FC、10G FC、IB_5G
10GE、10G FC
10GE
10GE、OTU2e

低遅延

10x10G-LC

該当
なし

該当なし 該当なし
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ファンア
ウト 10X10G

10x10G-LC

該当
なし

該当なし OC192/STM-64、10GE-LAN Phy、
10GE-WAN Phy（OC192を使用）、OTU2、
OTU2e、8G FC、10G FC、FICON
10x10G-LC カードを 100GS-CK-LC カード
に接続すると、OC192/STM64 および 10GE
のみがサポートされます。
10x10G-LC カードを 200G-CK-LC カード
に接続すると、OC192/STM64、10GE、お
よび OTU2 のみがサポートされます。
10GE-LAN Phy、OTU2
10GE-LAN Phy、OTU2e、OTU2、
OC192/STM-64、8G FC、10G FC、IB_5G
10GE、10G FC
10GE
10GE、OTU2e

Cisco NCS 2000 デバイスの 400G-XP-LC カードおよび MR-MXP カードは、次のカード動作モー
ドとペイロード値で設定できます。
• ペイロード タイプ OTU2/OC192 は MR-MXP カードでサポートされます。
• ペイロード タイプ 16G-FC/OTU2 は 400G-XP-LC カードでサポートされます。
• スライス動作モード OPM_6x16G_LC は 400G-XP-LC カードでサポートされます。

MPLS LDP および MPLS-TE リンクの検出と設定
Cisco EPN Manager を使用して、MPLS ネットワークでラベル配布プロトコル（LDP）および
MPLS-TE リンクを設定できます。
MPLS LDP
LDP は、基になる IGP ルーティング プロトコルによって選択されたルートにラベルを割り当
てることにより、MPLS ネットワークにおけるホップバイホップ（つまりダイナミック ラベ
ル）配布の標準の方式を提供します。この結果得られるラベル付きパスはラベルスイッチド パ
ス（LSP）と呼ばれ、これによりラベル付きトラフィックが MPLS バックボーン全体に転送さ
れます。Cisco EPN Manager を使用すると、潜在的なピアを設定し、それらのピアとの LDP
セッションを確立して情報を交換できます。
Cisco EPN Manager を使用して LDP を設定するには、LDP リンクの設定を必要とするデバイス
のネットワーク アドレスとインターフェイス、および設定する IP アドレスのサブネット マス
クを知る必要があります。
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（注）

MPLS LDP を設定する前に、LDP ID がデバイスで事前に設定されていることを確認してくだ
さい。
MPLS-TE
Cisco EPN Manager は、MPLS トラフィック エンジニアリング（MPLS-TE）サービスのプロビ
ジョニングをサポートしています。MPLS-TE により、MPLS バックボーンにおいてレイヤ 2
の TE 機能をレイヤ 3 経由でレプリケートして拡張できます。MPLS TE は、バックボーン全体
でラベルスイッチド パス（LSP）を確立および維持するために、Resource Reservation Protocol
（RSVP）を使用します。詳細については、サポートされている MPLS トラフィック エンジニ
アリング サービス （642 ページ） を参照してください。
LDP パラメータと MPLS-TE パラメータを設定する手順は次のとおりです。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] の順に選択します。
ステップ 2 設定するデバイスのハイパーリンクをクリックしてデバイスを選択し、[デバイスの詳細（Device Details）]
ページを起動します。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
（注）

デバイスに提供されている EPNM サポートのレベルに応じて、[Logical View] タブが表示される場
合があります。

ステップ 4 LDP リンクを設定する手順は次のとおりです。
a)

[MPLS] > [LDP] を選択し、[共通プロパティ（Common Properties）] タブをクリックし、[+] をクリック
して新しい LDP パラメータを指定します。既存のパラメータを編集するには、[LDP アドレス（LDP
Address）] ハイパーリンクをクリックし、ページの右上隅にある [編集（Edit）] アイコンをクリックし
ます。
（注）

デバイスごとに 1 セットの LDP 設定のみ追加できます。

b) [共通プロパティ（Common Properties）] タブで、次の表に示す LDP パラメータを指定します。
MPLS LDP のフィールド

フィールドの説明

LDP インターフェイス（LDP
Interface）

デバイス上の LDP セッションのソース ループバック インター
フェイスとなる LDP インターフェイスを選択します。

LDP アドレス（LDP Address）

LDP インターフェイスの IP アドレスを指定します。いったん
設定した LDP アドレスは編集できません。LDP アドレスを変
更するには、LDP セッションを削除し、新しい LDP アドレス
を使用して新しいセッションを作成します。

セッション保留時間（Session Hold
Time）

（任意）保留タイマーが期限切れになった後に hello を受信し
なかった場合に LDP セッションがダウンする時間（秒単位）を
入力します。範囲は 15 ～ 65535 です。
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MPLS LDP のフィールド

フィールドの説明

NSR の有効化（NSR Enabled）

true または false を選択して、LDP ノンストップ ルーティング
（NSR）を有効または無効にします。NSR を有効にすると、ラ
ベル配布プロトコル（LDP）がピア セッションを失うことなく
動作を継続できます。

検出保留時間（Discovery Hold time） （任意）LDP ソースと検出された LDP ネイバーから LDP hello
と検出ターゲット保留時間
メッセージを受信しなくてもそのネイバーを記憶しておく時間
（Discovery Target Hold time）
（秒単位）を入力します。範囲は 1 ～ 65535 です。
検出保留間隔（Discovery Hold
（任意）LDP ソースと検出された LDP ネイバーを記憶してお
Interval）と検出ターゲット保留間隔 く時間間隔（秒単位）を入力します。範囲は 1 ～ 65535 です。
（Discovery Target Hold Interval）
ダウンストリーム最小ラベル
（DownStream Min Label）とダウン
ストリーム最大ラベル（DownStream
Max Label）

（任意）LSP で許可され、ダウンストリーム オン デマンド方
式のラベル配布により確立される最小および最大ホップ数を入
力します。ISO XE の場合は 16 ～ 32767、ISO XR デバイスの場
合は 16000 ～ 1048575 の範囲で指定します。

ダウンストリーム最大ホップ数
（DownStream Max Hop Count）

（任意）LSP で許可され、ダウンストリーム オン デマンド方
式のラベル配布により確立されるホップ数を入力します。範囲
は 1 ～ 255 です。

IGP ホールド ダウン時間（IGP Hold （任意）リンク アップ時のセッション確立後に LDP 同期ステー
Down Time）
トの宣言が遅延される時間（秒単位）を入力して指定します。
ISO XE の場合は 1 ～ 2147483647 ミリ秒、ISO XR デバイスの場
合は 5 ～ 300 ミリ秒の範囲で指定します。
エントロピーの有効化（Entropy
Enabled）

true または false を選択して、MPLS LDP エントロピー ラベル
サポート機能を有効または無効にします。この機能は、エント
ロピー ラベルを使用して MPLS ネットワーク間の負荷分散を改
善するのに役立ちます。

明示的ヌルの有効化（Explicit Null
Enabled）

（任意）直接接続されたルートの明示的 null ラベルをアドバタ
イズするには、この値を有効にします。値は Yes（有効）また
は No（無効）です。

初期バックオフ（Initial Back Off）と （任意）初期バックオフ遅延値と最大バックオフ遅延値（秒単
最大バックオフ（Max Back Off）
位）を入力します。範囲は 5 ～ 2147483 です。

c)

[保存（Save）] をクリックして、変更内容をデバイスに展開します。

d) [インターフェイス（Interfaces）] をクリックし、[+] をクリックしてインターフェイス パラメータを指
定します。
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MPLS LDP のフィールド

フィールドの説明

インターフェイス名（Interface Name）

LDP セッションに参加するインターフェイスの名前を指
定します。

ラベル配布方法（Label Distribution Method） ラベル配布方法として 「LDP」を指定します。
Hello 間隔（Hello Interval）

e)

（任意）helloメッセージが送信される時間間隔（秒単位）
を入力します。範囲は 1 ～ 65535 です。

[保存（Save）] をクリックして、変更内容をデバイスに展開します。同じプロパティがピア デバイス
で構成されます。ネイバー デバイスが形成されると、[ネイバー（Neighbors）] タブに詳細が設定され
ます。

ステップ 5 MPLS-TE リンクを設定する手順は次のとおりです。
a)

[MPLS] > [MPLS-TE] を選択します。.

b) [MPLS-TE FRR] 領域で、[MPLS TE Tunnel Enabled] チェックボックスをオンにします。MPLS-TE パラ
メータのデフォルト値は、次の表に示すように表示されます。
MPLS TE トンネルのフィールド

フィールドの説明

MPLS TEトンネルの有効化（MPLS TE Tunnel 自動帯域幅対応トンネルのリストの表示を有効にし、トンネ
Enabled）
ルの現在の信号送信帯域幅が、自動帯域幅によって適用され
る帯域幅と同じかどうかを示します。
自動帯域幅タイマー周波数（秒）（Auto
Bandwidth Timer Frequency (Sec)）

トンネル インターフェイスの自動帯域幅がトリガーされる
間隔（秒単位）を設定します。

タイマー周波数の再最適化（秒）
（Reoptimize Timer Frequency (Sec)）

すべての TE トンネルの再最適化間隔をトリガーする値（秒
単位）を設定します。

自動バックアップトンネルの有効化（Auto
Backup Tunnel Enabled）

自動的に構築される MPLS-TE バックアップ トンネルに関す
る情報を表示します。

バックアップ トンネル最小範囲（Backup
Tunnel Min. Range）とバックアップ トンネ
ル最大範囲（Backup Tunnel Max. Range）

指定した最小値と最大値の間でバックアップ自動トンネル番
号の範囲を設定します。バックアップ トンネルの最小範囲
は最大範囲よりも小さくしてください。

SRLG を除く（SRLG Exclude）

除外の目的で SRLG 値を取得する IP アドレスを指定します。
必要に応じて、次のいずれかのオプションを選択します。
• 優先（Preferred）
• 強制（Forced）
• なし（None）
（注）

[SRLG を除く（SRLG Exclude）] オプションは
IOS-XE でのみ使用できます。
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MPLS TE トンネルのフィールド

フィールドの説明

番号付けされていないインターフェイス
（Un-numbered Interface）

明示的なアドレスを使用せずに、指定したインターフェイス
での IP 処理を有効にします。

ステップ 6 [保存（Save）] をクリックして、変更内容をデバイスに展開します。

次のタスク
ネットワーク トポロジ上で LDP リンクを監視します。
1.

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネッ
トワーク トポロジ（Network Topology）] の順に選択します。

2.

[デバイスグループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、必要なデバイス グループを選
択して、[ロード（Load）] をクリックします。

3.

トポロジ ツールバーで [表示（Show）] をクリックし、[リンク（Links）] を選択します。

4.

[コントロールプレーン（Control Plane）] の [LDP] チェックボックスをオンにすると、マッ
プ上に LDP リンクが表示されます。

5.

LDP リンクをクリックすると、リンクの詳細が表示されます。

MPLS-TE サービスをプロビジョニングする方法については、MPLS トラフィック エンジニア
リング サービスのプロビジョニング （754 ページ）を参照してください。

SPAN と RSPAN を使用したポートの分析
Cisco EPN Manager を使用すると、SPAN または RSPAN を使用して、スイッチ上の別のポート
またはモニタ デバイスにトラフィックのコピーを送信することで、ポートまたは VLAN を通
過するネットワーク トラフィックを解析できます。SPAN では、送信元ポート上または送信元
VLAN 上で受信、送信、または送受信されたトラフィックが宛先ポートにコピー（ミラーリン
グ）されて解析されます。送信元ポートに出入りするトラフィックや、送信元 VLAN に出入
りするトラフィックが監視されます。
着信トラフィックを監視するように SPAN を設定した場合、別の VLAN から送信元 VLAN に
ルーティングされるトラフィックは監視できません。ただし、送信元 VLAN で受信され、別
の VLAN にルーティングされるトラフィックは監視できます。
Cisco EPN Manager では、デバイスごとに 1 つのローカル SPAN セッションのみを設定できま
す。ローカル SPAN セッションでは、1 つ以上の送信元ポートからのトラフィックが宛先ポー
トにコピーされて解析されます。
リモート SPAN を使用すると、異なるスイッチ上の送信元ポート、送信元 VLAN、および宛先
ポートを設定でき、ネットワーク上にある複数のスイッチのリモート モニタリングが可能にな
ります。各 RSPAN セッションのトラフィックは、ユーザが指定した RSPAN VLAN 上で伝送
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されます。この RSPAN VLAN は、参加しているすべてのスイッチで RSPAN セッション専用
です。送信元ポートまたは VLAN からの RSPAN トラフィックは RSPAN VLAN にコピーされ、
RSPAN VLAN を伝送するトランク ポートを介して、RSPAN VLAN を監視する宛先セッション
に転送されます。

（注）

ポートを監視するには、ポートを 1 つ以上の VLAN（送信元または宛先）に関連付ける必要が
あります。
ポートの監視（またはミラーリング）を有効にする手順は次のとおりです。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] の順に選択します。
ステップ 2 設定するデバイスのハイパーリンクをクリックしてデバイスを選択し、[デバイスの詳細（Device Details）]
ページを起動します。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 4 RSPAN セッションを設定します。
a)

[ポートアナライザ（Port Analyzer）] > [RSPAN] > [宛先ノード（Destination Node）] の順に選択し、
RSPAN の宛先ノードを設定します。

b) [+] をクリックして RSPAN セッション ID を指定します。既存の設定を編集するには、セッション ID
のハイパーリンクをクリックし、ページの右上隅にある [編集（Edit）] アイコンをクリックします。
最大 14 個の RSPAN セッションと SPAN セッションを追加できます。
c)

セッション ID を選択し、[保存（Save）] をクリックします。
セッション タイプのリモート宛先（リモート RSPAN）はデフォルトで設定されており、編集できませ
ん。

d) セッション ID のハイパーリンクをクリックし、宛先ノードの送信元設定と宛先設定を指定します。
e)

[送信元設定（Source Settings）] タブをクリックし、有効な VLAN ID（選択したデバイスで設定された
VLAN に基づいて自動設定）を選択して、[保存（Save）] をクリックします。
宛先ノードの送信元として追加できる VLAN は 1 つだけです。VLAN を設定していない場合は、設定
してからこの手順に戻る必要があります。VLAN のインターフェイスの表示 （433 ページ）を参照して
ください。

f)

[宛先設定（Destination Settings）] タブをクリックし、RSPAN の宛先ノードとして機能させるインター
フェイスを選択して、[保存（Save）] をクリックします。

a)

機能パネルから、[ポートアナライザ（Port Analyzer）] > [RSPAN] > [送信元ノード（Source Node）] の
順に選択し、RSPAN の送信元ノードを設定します。

b) [+] をクリックし、共通の RSPAN 送信元ノード設定を指定します。既存の設定を編集するには、セッ
ション ID のハイパーリンクをクリックし、ページの右上隅にある [編集（Edit）] アイコンをクリック
します。
c)

セッション ID を選択し、[保存（Save）] をクリックします。
セッション タイプ [リモート送信元（リモート RSPAN）] はデフォルトで設定されており、編集でき
ません。
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d) セッション ID のハイパーリンクをクリックし、送信元ノードの送信元設定と宛先設定を指定します。
e)

[送信元設定（Source Settings）] タブをクリックし、次の値を指定して、[保存（Save）] をクリックし
ます。
i）[インターフェイス（Interface）] ドロップダウン メニューで、RSPAN 送信元ノードの送信元イン
ターフェイスとして機能するインターフェイスを選択します。
RSPAN の送信元ノードとして指定したインターフェイスは、SPAN の送信元/宛先ノードとしても使用
できます。
ii）[方向（Direction）] ドロップダウン メニューで、インターフェイスを RSPAN 送信元ノードに適用
する際の必要な方向を選択します。選択できるオプションは、次のとおりです。
• [送信（Transmit）]：スイッチによる変更および処理がすべて完了した後に、送信元インターフェ
イスが送信したすべてのパケットをモニタします。送信元が送信した各パケットのコピーが、そ
のセッションに対応する宛先ポートに送られます。コピーはパケットの変更後に用意されます。
• [受信（Receive）]：スイッチが変更または処理を行う前に、送信元インターフェイスまたは VLAN
が受信したすべてのパケットをモニタします。送信元が受信した各パケットのコピーが、そのセッ
ションに対応する宛先ポートに送られます。
• [両方（Both）]：（デフォルト値）受信パケットと送信パケットの両方についてポートまたはVLAN
をモニタします。
RSPAN の送信元ノードに複数のインターフェイスを追加し、それらのインターフェイスに単一の VLAN
ID を関連付けることができます。

f)

[宛先設定（Destination Settings）] タブをクリックし、有効な VLAN ID（選択したデバイスで設定され
た VLAN に基づいて自動設定）を選択して、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 5 SPAN セッションを設定します。
a)

[ポートアナライザ（Port Analyzer）] > [SPAN] をクリックします。

b) [+] をクリックし、共通の SPAN 送信元ノード設定を指定します。既存の設定を編集するには、セッ
ション ID のハイパーリンクをクリックし、ページの右上隅にある [編集（Edit）] アイコンをクリック
します。
RSPAN の送信元ノードおよび宛先ノードとして設定したインターフェイスは、SPAN 用には使用でき
ません。
c)

セッション ID を選択し、[保存（Save）] をクリックします。
セッション タイプ [ローカル（ローカル RSPAN）] はデフォルトで設定されており、編集できません。

d) セッション ID のハイパーリンクをクリックし、SPAN の送信元設定と宛先設定を指定します。
e)

[送信元設定（Source Settings）] タブをクリックし、インターフェイスと、インターフェイスを SPAN
に適用する際の必要な方向を選択し、[保存（Save）] をクリックします。詳細については、ステップ 4
を参照してください。
RSPAN の送信元ノードとして指定したインターフェイスは、SPAN の送信元/宛先ノードとしても使用
できます。
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f)

[宛先設定（Destination Settings）] タブをクリックし、有効な VLAN ID（選択したデバイスで設定され
た VLAN に基づいて自動設定）を選択して、[保存（Save）] をクリックします。

g) （任意）変更が正しく構成されたことを確認するには、デバイス CLI で次のコマンドを使用します。
show monitor session all

イーサネット Link Aggregation Group の設定と表示
イーサネット Link Aggregation Group（LAG）は、1 つ以上のポートを集約したグループで、単
一のリンクとして扱われます。各バンドルには、1 つの MAC、1 つの IP アドレス、1 つの設定
セット（ACL など）があります。LAG により、複数のスイッチ ポートを 1 つのスイッチ ポー
トとして扱うことができます。ポート グループは、2 つのネットワーク要素間で高帯域接続を
行う単一の論理ポートとして動作します。単一の LAGl により、トラフィックの負荷がチャネ
ルのリンク全体にわたって分散します。LAG は、2 つのリンクを使用してサービスをプロビ
ジョニングするのに役立ちます。リンクの一方で障害が発生すると、トラフィックが他方のリ
ンクに移動します。
次の図は、デバイス A とデバイス B の 2 つのデバイス間で作成された LAG を示しています。

Cisco EPN Manager では次の方法で LAG を表示および管理できます。
• 複数のインターフェイスを使用した Link Aggregation Group（LAG）の作成 （503 ページ）
• イーサネット LAG プロパティの表示 （504 ページ）
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複数のインターフェイスを使用した Link Aggregation Group（LAG）の
作成
Cisco EPN Manager を使用すると、複数の物理スイッチ ポートを単一の論理スイッチ ポートと
して扱う機能を提供する LAG を作成できます。
始める前に
• まだ既存の LAG の一部となっていないインターフェイスのみを選択できます。1 つのイ
ンターフェイスを複数の LAG の一部にすることはできません。
• 選択したインターフェイスのグループはすべて同じ帯域幅タイプで構成されている必要が
あります。
• LAG に参加するデバイスのインベントリ収集ステータスは「完了（Completed）」となっ
ている必要があります。
LAG を作成する手順は次のとおりです。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

デバイスのハイパーリンクをクリックし、[デバイスの詳細（Device Details）] ページを起動します。

ステップ 3

[論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。

ステップ 4

[インターフェイス（Interfaces）] > [リンクの集約（Link Aggregation）] を選択します。

ステップ 5

使用する制御方法の種類に応じて [PAgP] タブまたは [LACP] タブをクリックします。

ステップ 6

追加（+）記号をクリックして新しい LAG を作成します。

ステップ 7

LAG の一意の名前を入力します。指定するチャネル グループ ID が LAG 名の一部となるようにします。
たとえば、チャネル グループ ID が 10 の場合、LAG 名は次のようになります。
• 「Bundle-Ether10」（Cisco IOS-XR デバイスの場合）。
• 「Port-channel10」（Cisco IOS、Cisco ME3600、および Cisco ME3800 デバイスの場合）。

ステップ 8

チャネル グループ ID を指定するには、1 ～ 16 の数値を入力します。各種デバイスのチャネル グループ
ID の範囲は、Cisco ASR 90X デバイスでは 1 ～ 8、Cisco ASR 920X デバイスでは 1 ～ 64、Cisco ME3x00
デバイスでは 1 ～ 26、Cisco NCS42xx デバイスでは 1 ～ 48、Cisco ASR9000 デバイスでは 1 ～ 65535 で
す。

ステップ 9

[メンバーポート設定（Member Port Settings）] タブをクリックし、メンバー ポートの値を指定します。
• LACP モード（LACP Modes）：LACP は次のモードに設定できます。
• アクティブ（Active）：このモードでは、ポートから LACP パケットが定期的にパートナー ポー
トに送信されます。
• パッシブ（Passive）：このモードでは、パートナー ポートから LACP パケットが送信されるま
で、ポートから LACP パケットが送信されません。パートナー ポートから LACP パケットを受
信した後で、ポートは LACP パケットをパートナー ポートに送信します。
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• PAgP モード（PAgP Modes）：PAgP モードは、AUTO、DESIRABLE、または ON に設定できます。
ASR9K デバイスでは、ON の PAgP モードのみ有効です。ON は、モードが PAgP - 手動に設定され
たことを意味します。
ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。
変更内容が保存され、作成された LAG にインターフェイスを追加できるようになりました。

ステップ 11

作成された LAG にインターフェイスを追加するには、[リンク集約（Link Aggregation）] テーブルから必
要なチャネル グループを選択し、[編集] アイコンをクリックします。

ステップ 12

LAG の作成に使用するインターフェイスを選択します。

ステップ 13

[保存（Save）] をクリックします。
選択したインターフェイスを使用して LAG が作成されます。

イーサネット LAG プロパティの表示
イーサネット LAG のプロパティは次の方法で表示できます。
• デバイスの [設定（Configuration）] タブを使用する：
1.

[ネットワークデバイス（Network Devices）] > [デバイスのプロパティ（Device
Properties）] > [設定（Configuration）] タブに移動します。

2.

デバイス名のハイパーリンクをクリックして、LAG を設定するデバイスを選択しま
す。

3.

[論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。

4.

[機能（Features）] パネルで、[インターフェイス（Interfaces）] > [リンク集約（Link
Aggregation）] をクリックします。

• [デバイスの詳細（Device Details）] タブを使用する：
1.

[ネットワークデバイス（Network Devices）] > [デバイスのプロパティ（Device
Properties）] に移動します。

2.

デバイス名のハイパーリンクをクリックして、LAG を設定するデバイスを選択しま
す。

3.

[デバイスの詳細（Device Details）] タブをクリックします。

4.

[機能（Features）] パネルで、[インターフェイス（Interfaces）] > [イーサネットチャネ
ル（Ether Channel）] をクリックします。
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ルーティング プロトコルとセキュリティの設定
Cisco EPN Manager を使用して、CE および光デバイス用に次のルーティング プロトコルを設定
できます。ACL を使用してデバイスのセキュリティを設定することもできます。
ルーティング プロトコルや ACL を設定する場合は、事前にデバイスのインベントリ収集ステー
タスが [完了（Completed）] であることを確認してください。
デバイスのルーティング テーブルを表示するには、[デバイス 360（Device 360）] ビューを開
き、[操作（Actions）] > [ルーティングテーブル情報（Routing Table Info）] > [すべて（All）]
を選択します。
• BGP の設定 （505 ページ）
• IS-IS の設定 （510 ページ）
• OSPF の設定 （512 ページ）
• スタティック ルーティングの設定 （514 ページ）
• ACL の設定 （515 ページ）

BGP の設定
ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）は、ネットワーク内の自律システム（AS）間でルー
ティング情報と到達可能性情報を交換することを目的とした、標準化された外部ゲートウェイ
プロトコルです。BGP を設定することにより、デバイスでは、ネットワーク管理者が設定した
パス、ネットワーク ポリシー、またはルールセットに基づいてルーティングを決定できます。
Cisco EPN Manager を使用すると、AS 番号とルータ ID を指定して、BGP ルーティングを設定
し、BGP ルーティング プロセスを確立できます。そして、BGP ネイバーを作成できます。こ
れにより、ルータが BGP ルーティングのためにネイバー コンフィギュレーション モードにな
り、ネイバーの IP アドレスが BGP ピアとして設定されます。BGP ネイバーを設定するには、
ネイバーの IPv4 アドレスとそのピア AS 番号を指定する必要があります。BGP ネイバーは BGP
ルーティングの一部として設定してください。BGP ルーティングを有効にするには、1 つ以上
のネイバーと 1 つ以上のアドレス ファミリを事前に設定しておく必要があります。
デバイスの BGP と BGP ネイバー ルーティング テーブルを表示するには、[デバイス 360（Device
360）] ビューを開き、[操作（Actions）] > [ルーティングテーブル情報（Routing Table Info）]
を選択します。
デバイスで BGP ルーティング プロトコルを設定する手順は次のとおりです。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名のハイパーリンクをクリックして、必要なデバイスを選択します。

ステップ 3

[設定（Configuration）] タブをクリックし、左側の [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。

ステップ 4

[ルーティング（Routing）] > [BGP] を選択します。
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（注）

クアッド スーパーバイザ仮想スイッチング システム（VSS）を備えた Cisco Catalyst 6500 シリー
ズ デバイスの設定変更は、このページには動的に反映されません。これらの変更を表示するに
は、24 時間の定期的なデバイス同期が完了していることを確認してください。または、Cisco
EPN Manager でこれらのデバイスを手動で同期することもできます。

ステップ 5

BGP ルーティング プロセスを設定するには、[+] アイコンをクリックします。または、BGP が既に設定
されている場合は、AS 番号のハイパーリンクをクリックし、[編集（Edit）] アイコンをクリックして、
次の表に示す BGP プロセスの詳細を入力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックしてデバイスに変更を展開し、[BGP アドレスファミリ（BGP Address Family）]
タブと [BGP ネイバー（BGP Neighbor）] タブを有効にします。

ステップ 7

BGP アドレス ファミリの詳細を設定するには、[BGP アドレスファミリ（BGP Address Family）] タブを
クリックし、次の表に示すアドレス ファミリの詳細を選択して、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 8

BGP ネイバーを設定するには、[BGP ネイバー（BGP Neighbor）]タブをクリックし、リストからデバイ
スの IP アドレスを選択してネイバー デバイスを選択します。

ステップ 9

新しい BGP ネイバーを作成するには、[追加（Add）] アイコン（[+]）をクリックし、次の表に示す詳細
を指定します。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。更新された BGP ルーティング プロセス値が保存され、選択したデバ
イスに展開されます。
変更内容が保存されたことを確認するには、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）] に移動し、[デバイスの詳細（Device Details）] ページを起動し、[論理ビュー（Logical View）]
タブをクリックします。[ルーティング（Routing）] > [BGP] を選択します。ネイバー アドレス（Neighbor
Address）、リモート AS（Remote AS）、アドレス ファミリ タイプ（Address Family Type）とモディファ
イヤ（Modifier）、アドバタイズ間隔時間（Advertise Interval Time）など、デバイスで設定されている
BGP 設定の詳細を表示できます。
フィール
ド

サブフィール
ド

共通の
AS 番号（AS
BGP プロ Number）
セス
フィール
ド
ルータ ID
（Router ID）

説明

1 から 4294967295 までの数値を使用して AS 番号を入力します。

• ルータ ID を入力します。値には、IPv4 アドレスを次の形式で指定でき
ます。
• A.B.C.D（IPv4 アドレスの場合）。A、B、C、および D は 0～ 255
の整数です。

ネイバーの変 ネイバー ルータの変更を追跡する場合に選択します。
更を記録（Log
Neighbor
Changes）
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フィール
ド

サブフィール
ド

BGP アド BGP グローバ
レス ファ ル AF（BGP
ミリ
Global AF）
フィール
ド

説明

• アドレス ファミリ（Address Family）：ルーティング プロセスの BGP
アドレス ファミリ プレフィックスを入力します。IPv4 と IPv6（ユニ
キャスト、マルチキャスト、および MVPN の場合）、VPNv4 と VPNv6
（ユニキャストの場合）、IPv4（MDT の場合）、および
L2VPN_EVPN_AF（EVPN ベースのサービスの場合）を選択できます。
• ラベルの割り当て（Allocate Label）：ラベル付きユニキャスト アドレ
ス プレフィックスを選択します。
• ラベルの割り当てのカスタム ポリシー名（Allocate Label Custom Policy
Name）：ルーティング プロセスに関連付けるカスタム ポリシーを選
択します。
（注）

[Allocate Label] および [Allocate Label Custom Policy Name] フィー
ルドは、IOS デバイスタイプにのみ適用されます。

BGP の追加パ パスの詳細を指定します。これらのパスにより、暗黙的に以前のパスから
ス（BGP
新しいパスに代わることなく、同じピアセッションを介して同じプレフィッ
Additional
クスのマルチパスをアドバタイズできます。
Paths）
• 追加パス（Additional Paths）：デバイスが追加パスを送信、受信、また
は送受信する必要があるかどうかを選択します。これらはアドレスファ
ミリ レベルまたはネイバー レベルで行われます。セッションの確立中
に、指定した BGP ネイバーが追加パス機能（送信または受信のどちら
（あるいは両方）を実行できるか）についてネゴシエートします。
（注）

Cisco CAT65000 デバイスの設定時には、追加パスの値として
[インストール（Install）] のみ設定できます。

• 最適値（Best Value）：このフィールドは、選択した [追加パス
（Additional Paths）] の値が [最適値（Best Value）] フィールドの設定を
サポートしている場合にのみ有効になります。
BGP ネイバー 指定した BGP ネイバーが属するアドレス ファミリの詳細を指定します。
AF（BGP
• ネイバー アドレス（Neighbor Address）：隣接ルータのルータ ID を選
Neighbor AF）
択します。これらの値は [ネイバー（Neighbor）] タブで作成した BGP
ネイバーに基づいて設定されます。値には、IPv4 または IPv6 のアドレ
スを次の形式で指定できます。
• A.B.C.D（IPv4 アドレスの場合）。A、B、C、および D は 0～ 255
の整数です。
• xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx（IPv6 アドレスの場合）。
x は 16 進数の値であり、アドレスではコロン（:）で区切られた 4
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フィール
ド

サブフィール
ド

説明
つの 16 進数アドレスの 8 セット（セットごとに 16 ビット）を使
用します。
• ラベルの送信（Send Label）：ネイバーに関連付ける必要があるラベル
のタイプを選択します。
• リフレクタ クライアントのルーティング（Route Reflector Client）：こ
のフィールドでは、ルータを BGP ルート リフレクタとして設定し、指
定したネイバーをそのクライアントとして設定できます。
• AIGP：Accumulated Interior Gateway Protocol（AIGP）のパス属性を有効
にする場合に選択します。
• コミュニティの送信（Send Community）：コミュニティ属性を外部ボー
ダー ゲートウェイ プロトコル（eBGP）ネイバーに送信する際に従う
送信方法を選択します。
• ネクスト ホップ セルフ（Next Hop Self）：ピアリング セッションを通
じてアドバタイズされるルートの BGP ネクスト ホップ属性を、セッ
ションのローカル発信元アドレスに設定する場合に選択します。
• 着信および発信ルート マップ名（Incoming and Outgoing Route Map
Name）：ルート ポリシーをネイバーからの着信更新または送信更新に
適用する必要があるかどうかを指定する場合に選択します。

BGP ネット
ワーク マスク
（BGP Network
Mask）

• ネットワーク アドレス（Network Address）とネットワーク マスク
（Network Mask）：指定した IP アドレスのネットワーク IP アドレスと
ネットワーク マスクを指定します。
• バック ドア ルート（Back Door Route）：外部ボーダー ゲートウェイ
プロトコル（eBGP）のアドミニストレーティブ ディスタンスに、ロー
カル発信元の BGP ルートのアドミニストレーティブ ディスタンスを設
定し、Interior Gateway Protocol（IGP）ルートよりも推奨度を低くする
ことができます。
• ネットワーク ルート ポリシー名（Network Route Policy Name）：ラベ
ル割り当てのプレフィックスの選択に使用するルート ポリシーを選択
します。これにより、BGP において、すべてのグローバル ルート セッ
トまたはフィルター処理されたグローバル ルート セットにラベルを割
り当てることができます（ルート ポリシーにより指定）。

[BGP ネイ バー
（BGP
Neighbor）]

次の値を指定します。
• ピア AS 番号（Peer AS Number）：1 ～ 4294967295 の整数を使用して自
律システム番号の値を入力します。
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フィール
ド
タブの
フィール
ド

サブフィール
ド

説明
• ネイバー アドレス（Neighbor Address）：設定する BGP ネイバーの IP
アドレスを入力します。値には、IPv4 または IPv6 のアドレスを次の形
式で指定できます。
• A.B.C.D（IPv4 アドレスの場合）。A、B、C、および D は 0～ 255
の整数です。
• xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx（IPv6 アドレスの場合）。
x は 16 進数の値であり、アドレスではコロン（:）で区切られた 4
つの 16 進数アドレスの 8 セット（セットごとに 16 ビット）を使
用します。
• ローカル AS 番号（Local AS Number）とアクション（Action）：
AS_PATH 属性の先頭に付ける自律システム番号を指定します。値の範
囲は、1 ～ 65535 の有効な自律システム番号です。
• 更新元（Update Source）：このオプションを使用して、ピア ルータに
最も近いインターフェイスを使用する代わりにループバック インター
フェイスを使用してピアの関係（TCP 接続）を確立します。
• フォールオーバー（Fall-over）：値を選択すると、BGP 高速ピアリング
セッションの無効化が有効になり、指定した BGP ネイバーの隣接の変
更についてコンバージェンスと応答時間が向上します。
• パスワードの暗号化（Password Encryption）とパスワード（Password）：
パスワードの暗号化を有効にするかどうかを指定し、有効にした場合
はパスワードの値を指定します。
• （表示のみ）ネイバー状態（Neighbor State）：BGP ルーティング プロ
セスに参加しているネイバーデバイスの接続ステータスを表示します。
ステータスは、アイドル（Idle）、接続（Connect）、アクティブ
（Active）、オープン送信（Opensent）、オープン確認（Openconfirm）、
および確立済み（Established）です。
ネイバー デバイスは、接続ステータスが確立済み（Established）の場合
にのみイベントを生成します。デバイスからの更新が生じている場合
は、接続状態を頻繁に確認してください。
（注）

インベントリが詳細に同期されている間は、ネイバー状態の
値は更新されません。更新値を表示するには、同期が正常に
終了するまで待ってください。
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IS-IS の設定
Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）プロトコルは、2 レベルの階層を使用して大
規模なルーティング ドメイン（管理の目的でエリアに分割される）をサポートする、ドメイン
内 OSI 動的ルーティング プロトコルです。1 つのエリア内のルーティングのことと、レベル 1
ルーティングと呼びます。エリア間のルーティングのことを、レベル 2 ルーティングと呼びま
す。シスコ ルータで IP の IS-IS を有効にし、他の IS-IS 対応ルータとルーティング情報を交換
するには、次のタスクを実行する必要があります。
• デバイスで IS-IS ルーティング プロセスを有効にし、エリアを割り当てます。
• 必要なインターフェイスで IS-IS IP ルーティングを有効にします。
有効な IP アドレスを持つインターフェイスは、レベル 1（エリア内）ルータ、レベル 1_2（レ
ベル 1 ルータとレベル 2 の両方）ルータ、または特定の IS-IS インスタンスのレベル 2（エリ
ア間のみ）ルーティング インターフェイスとして機能するように指定できます。指定したイン
ターフェイス間のルータ間で IS-IS ルーティングの動作が開始されると、IS-IS ネイバーフッド
が自動的に生成されます。

（注）

IS-IS ルーティングを有効にするには、デフォルトで少なくとも 1 つのアドレス ファミリを設
定する必要があります。このリリースでは、Cisco EPN Manager を使用したアドレス ファミリ
の設定はできません。
デバイスで IS-IS プロセスを設定する手順は次のとおりです。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名のハイパーリンクをクリックして、IS-IS ルーティング プロトコルを設定するデバイスを選択
します。

ステップ 3

[論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。

ステップ 4

[ルーティング（Routing）] > [IS-IS] を選択します。

ステップ 5

新しい IS-IS プロセスを設定するには、[+] アイコンをクリックし、次のパラメータを入力します。
• 英数字のみを使用して [IS-IS プロセス ID（S-IS Process ID）] を指定します。スペースや特殊文字は
使用できません｡
• [NET ID] を NSAP 形式で指定します。たとえば、49.0001.0000.0001.0010.00 などと指定できます。
• 49：AFI（権限および形式インジケータ）を表すエリア ID の 1 番目の部分を表します。
• 0001：エリア ID の 2 番目の部分を表します。
• 0000.0001.0010：システム ID を表します。
• 00：N セレクタを表します。常に 0 です。
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• [IS-IS タイプ（IS-IS Type）] フィールドで IS-IS ルーティング プロトコルのタイプを指定します。[レ
ベル 1（Level 1）]、[レベル 2（Level 2）]、[レベル 1_2（Level 1_2）] を選択できます。
ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7

選択したデバイスのインターフェイスでこのルーティング プロセスを設定する手順は次のとおりです。
a)

[ルーティング（Routing）] > [IS-IS] のリストから、上記の手順で作成した IS-IS プロトコル プロセ
スを選択します。

b) IS-IS プロセス ID のハイパーリンクをクリックします。
c)

[IS-IS インターフェイス（IS-IS Interfaces）] タブを使用して、選択した IS-IS 設定を適用するデバイ
スのインターフェイスを指定します。
• [+] アイコンをクリックして、インターフェイスの詳細を入力します。
• [回路タイプ（Circuit Type）] ドロップダウン メニューから、この設定を適用する回路のタイプ
を選択します。[レベル 1（Level 1）]、[レベル 2（Level 2）]、[レベル 1_2（Level 1_2）] を選択
できます。
• [インターフェイス（Interface）] ドロップダウン メニューで、必要なインターフェイスを選択し
ます。
• （任意）レベル 1 とレベル 2 のメトリックと優先度の値を指定します。[優先度（Priority）] フィー
ルドでは、1 ～ 127 の値を入力します。[メトリック（Metric）] では、1 ～ 16777214 の値を入力
します。
• ポイントツーポイント接続を有効にする場合は、[ポイントツーポイント（Point-to-Point）] チェッ
クボックスをオンにします。
• [保存（Save）] をクリックして、選択したインターフェイスに設定を展開します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。選択した IS-IS プロセスが、デバイス上の指定したインターフェイス
で設定されます。

ステップ 9

（任意）選択したデバイスに関連付けられている IS-IS ネイバーを表示するには、IS-IS のハイパーリン
クをクリックし、[IS-IS ネイバー（IS-IS Neighbors）] タブをクリックします。設定されたネイバーのホ
スト名、IP アドレス、システム ID、IS-IS タイプ、接続状態、設定済みのホールドダウン時間値、およ
びローカル インターフェイス名を表示できます。
（注）

ステップ 10

IS-IS ネイバーのホスト名が 15 の一意の文字を超える場合は、ホスト名が Cisco EPN Manager に
表示されません。ホスト名は必ず一意の 15 文字以下にしてください。

（任意）Cisco EPN Manager を使用して設定した IS-IS ルーティング プロセスを削除する手順は次のとお
りです。
a)

[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] に移動し、[デバイスの詳細
（Device Details）] ページを起動し、[ルーティング（Routing）] > [IS-IS] を選択します。

b) リストから必要な IS-IS プロセスを選択します。
c)

削除のための [x] アイコンをクリックし、[OK] をクリックして削除操作を確定します。
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OSPF の設定
Open Shortest Path First（OSPF）は各種の標準規格に準拠したルーティング プロトコルであり、
最短パス優先（SPF）アルゴリズムを使用して宛先への最適なルートを決定します。OSPF は、
同じ設定済みエリア内のすべてのルータにリンク ステート アドバタイズメント（LSA）を送
信します。OSPF は、ルーティング テーブル内の変更に関するルーティング アップデートだけ
を送信します。ルーティング テーブル全体を定期的に送信することはしません。
Cisco EPN Manager を使用して、IPv4 および IPv6 アドレスの OSPF を設定できます。そのため
には、ルータ ID、ルータで設定するアドミニストレーティブ ディスタンス、および設定する
最大パス値がわかっていることが必要です。
OSPF ルーティング プロセスを設定する手順は次のとおりです。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして、OSPF を有効にするデバイスを選択します。IOS-XR デバイ
スのみを選択します。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 4 [ルーティング（Routing）] > [OSPF] を選択します。
（注）

クアッド スーパーバイザ仮想スイッチング システム（VSS）を備えた Cisco Catalyst 6500 シリー
ズ デバイスの設定変更は、このページには動的に反映されません。これらの変更を表示するに
は、24 時間の定期的なデバイス同期が完了していることを確認してください。または、Cisco EPN
Manager でこれらのデバイスを手動で同期することもできます。

ステップ 5 新しい OSPF プロセスを追加するには、[+] 記号をクリックします。既存の OSPF プロセスを変更するに
は、プロセス ID のハイパーリンクをクリックして必要なプロセスを選択し、ページの右上隅にある [編集
（Edit）] アイコンをクリックします。
ステップ 6 次の表に示すように、共通の OSPF パラメータを指定します。
ステップ 7 [保存（Save）] をクリックします。設定の変更が保存されます。確認するには、[設定（Configuration）] タ
ブをクリックし、[ルーティング（Routing）] > [OSPF]を選択して、表示される詳細を確認します。
ステップ 8 [OSPF インターフェイス（OSPF Interfaces）] の設定を指定します。
基本的なプロパティで OSPF プロセスを設定したら、その設定をネットワーク全体または OSPF エリアに
直接展開できます。それには、OSPF エリア ID、デバイスのインターフェイスの詳細、ネットワーク タイ
プなどを指定する必要があります。OSPF インターフェイスの設定を変更する手順は次のとおりです。
a)

[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。

b) デバイス名のハイパーリンクをクリックして、設定を変更するデバイスを選択します。
c)

[設定（Configuration）] タブをクリックし、[ルーティング（Routing）] > [OSPF] を選択します。

d) プロセス ID のハイパーリンクをクリックして、必要なプロセスを選択します。
e)

[OSPF インターフェイス（OSPF Interfaces）] タブをクリックします。

f)

[追加（Add）] アイコン（[+]）をクリックして、選択したデバイスの OSPF プロセスに関連付けられた
インターフェイスに新しい設定を追加します。既存の値を編集するには、インターフェイス名のハイ
パーリンクをクリックし、ページの右上にある [編集（Edit）] アイコンをクリックします。
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g) 次の表に示すように、パラメータを指定します。
h) [保存（Save）] をクリックして、変更内容をデバイスに展開します。
オプション

説明

OSPF の共通のプロパティ

説明

プロセス ID（Process ID）

選択した OSPF プロセスを識別する 1 ～ 65535 の一意の数値。

ルータ ID（Router ID）

エリア 0 ルータのルータ ID。

コスト（Cost）

ネットワーク全体のパケット送信コストを設定します。この値
は、OSPF ルータによる最短パスの計算に使用されます。これ
は Cisco IOS-XE デバイスでは有効になりません。
1 ～ 65535 の数値を入力します。

トポロジの優先順位（Topology Priority） サブネット用に指定されたルータを表示します。1 ～ 255 の数
値を入力します。
ルートあたりの最大パス数（Maximum
number of paths per route）

ルータがルートごとの負荷分散に使用できるパスの最大数を定
義します。デフォルト値は 4 です。1 ～ 64 の数値を設定でき
ます。

アドミニストレーティブ ディスタンス
（Administrative Distance）

パスの選択に設定する距離を指定します。デフォルト値は 110
で、使用可能な値は 1 ～ 255 です。

外部エリア ディスタンス（External Area 外部タイプ 5 およびタイプ 7 のルートの距離を指定します。1
Distance）
～ 255 の数値を選択できます。
エリア間ディスタンス（Inter Area
Distance）

1 ～ 255 の値を使用して、エリア間ルートのエリア間距離を指
定します。

エリア内ディスタンス（Intra Area
Distance）

1 ～ 255 の値を使用して、エリア内ルートのエリア内距離を指
定します。

ルーティング（Routing） > OSPF > OSPF 説明
インターフェイス（OSPF Interface）/PEP
プロパティ（PEP Properties）
エリア ID（Area ID）

0 ～ 4294967295 の整数を使用して、NE の OSPF エリア ID を
指定します。
ID を 0.0.0.0 にすることはできません。

インターフェイス名（Interface Name）

指定した OSPF インターフェイス/PEP 設定を関連付ける必要が
あるデバイスのインターフェイス。

インターフェイス コスト（Interface cost） ネットワーク全体のパケット送信のコスト。このコストは、
OSPF ルータによる最短パスの計算に使用されます。
インターフェイス プライオリティ
（Interface Priority）

サブネット用に指定されたルータ。
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オプション

説明

ネットワーク タイプ（Network Type）

OSPFプロセスに関連付けられたネットワークのタイプ。ブロー
ドキャスト（Broadcast）、NBMA、ポイントツーポイント（Point
to Point）、およびポイントツーマルチポイント（Point to
Multipoint）を選択できます。

dead 間隔（Dead Interval）

OSPF ルータのパケットが表示されなくなってから、ネイバー
ルータがそのルータのダウンを宣言するまでの秒数。シスコの
デフォルトは 40 秒です。

Hello 間隔（Hello Interval）

OSPF ルータが送信する OSPF hello パケット アドバタイズメン
トの間隔の秒数。シスコのデフォルトは 10 秒です。

再送信間隔（Retransmit Interval）

パケットが再送信される前に経過する時間。シスコのデフォル
トは 5 秒です。

送信遅延（Transmit Delay）

サービス速度。シスコのデフォルトは 1 秒です。

スタティック ルーティングの設定
スタティック ルーティングは最も単純な形式のルーティングで、ネットワーク管理者が手動で
ルーティング テーブルにルートを入力します。ルートは、ネットワーク管理者が変更しない限
り変わりません。スタティック ルーティングは通常、設定するデバイスが非常に少なく、ルー
トが変わらないことを管理者が確信している場合に使用します。スタティック ルーティングの
主な欠点は、接続が切断されるたびに、手動で設定したルートを更新して修正する必要がある
ため、ネットワーク トポロジの変更または外部ネットワークの障害に対処できないことです。

ステップ 1 選択項目 Configuration > Network Devices.
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックし、[デバイスの詳細（Device Details）] ページを起動します。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 4 Routing > Static を選択します。
ステップ 5 スタティック ルーティングを設定するには、Add をクリックします。
a)

IPv4 スタティックルートを追加する場合は、[IPv4 スタティックルート（IPv4 Static route）] 領域で、
[追加（+）（Add（+））] アイコンをクリックします。次のフィールドに必要な詳細情報を入力しま
す。
[宛先ネットワーク（Destination Network）]、[ネットワークマスク（Network Mask）]、[ネクストホッ
プ IP（Next Hop IP）]、[発信インターフェイス（Outgoing Interface）]、[永続的ルート（Permanent
Route）]、または [アドミニストレーティブ ディスタンス（Administrative Distance）]。

b) IPv6 スタティックルートを追加する場合は、[IPv6 スタティックルート（IPv6 Static route）] 領域で、
[追加（+）（Add（+））] アイコンをクリックします。次のフィールドに必要な詳細情報を入力しま
す。
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[宛先 IPv6 プレフィックス（Destination IPv6 Prefix）]、[プレフィックス長（Prefix Length）]、[ネクス
トホップ IPv6 アドレス（Next Hop IPv6 Address）]、[発信インターフェイス（Outgoing interface）]、[ア
ドミニストレーティブ ディスタンス（Administrative Distance）]、[キャストタイプ（Cast Type）]、ま
たは [タグ値（Tag Value）]。
ステップ 6 Save をクリックします。

ACL の設定
[デバイスの詳細（Device Details）] ページの [設定（Configuration）] タブには、デバイスでの
現在の CFM 設定のリストが表示されます。デバイス設定とユーザ アカウントの権限に応じ
て、デバイスで ACL を設定できます。
ACL を設定する手順は次のとおりです。

ステップ 1 選択項目 Configuration > Network Devices.
ステップ 2 デバイスのハイパーリンクをクリックし、[デバイスの詳細（Device Details）] ページを起動します。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 4 Security > ACL を選択します。
ステップ 5 ACL に次のパラメータを指定します。
a)

名前（Name）/番号（Number）：ACL の一意の識別子を指定します。英数字、ハイフン、および下線
を使用できます。

b) タイプ（Type）：ACL のタイプが標準か拡張かを指定します。選択したデバイスのタイプによっては
このドロップダウン メニューが非表示になります。たとえば、Cisco IOS-XR デバイスではこのドロッ
プダウン メニューは非表示になります。
c)

（任意）説明（Description）：ACL に関する参照用の説明を入力します。

ステップ 6 Save をクリックして値を Cisco EPN Manager に保存します。この操作ではデバイスに変更が展開されませ
ん。
ステップ 7 上記の手順で作成した ACL の横にあるドロップダウン アイコンをクリックし、次の ACE 値を指定しま
す。
a)

[行の追加（Add Row）] をクリックして新しい ACE を追加します。または、既存の ACE を選択し、
[編集（Edit）] をクリックして、[アクション]（[許可（Permit）] または [拒否（Deny）]）、[ソース IP
（Source IP）]、[宛先 IP（Destination IP）] を指定し、必要に応じて、ACE に関連付ける必要があるワ
イルド カード ソース、ポート情報、および説明を指定します。

b) [保存（Save）] をクリックして、ACE に関連付けられた値を保存します。
c)

上下矢印（ボタン）を使用して、選択した ACL についてデバイスに ACE を適用する順序を指定しま
す。

ステップ 8 上記の手順で作成した ACL を選択し、[インターフェイスに適用（Apply to Interface）] をクリックして、
この ACL を適用する必要があるインターフェイスを指定します。
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ステップ 9 [OK] をクリックして、デバイスの選択したインターフェイスに、指定した ACL 値を展開します。

セグメント ルーティングの設定
セグメントルーティング（SR）では、送信元ルーティングの概念を使用します。送信元ルー
ティングでは、送信元が明示的パスまたは内部ゲートウェイプロトコル（IGP）最短パスのい
ずれかを選択し、パケットヘッダー内のパスをセグメントの順序付きリストとしてエンコード
します。セグメントは、ネットワークの宛先への完全なルートを形成するためにルータが組み
合わせることができるサブパスです。各セグメントは、新しい IGP 拡張機能を使用してネット
ワーク全体に配布されるセグメント識別子（SID）で識別されます。
Cisco EPN Manager GUI では、次のセグメント ルーティング サブメニュー オプションを使用し
て、デバイスのセグメント ルーティング パラメータを設定できます。また、CLI から設定さ
れたセグメントルーティング設定を表示または編集することもできます。
• セグメント設定の構成
• ルーティングプロセスの設定
• PCE サーバの設定
• パス計算クライアント（PCC）の設定
• アフィニティの設定
• オンデマンドポリシーの設定
次の表に、UI からセグメントルーティングパラメータを設定できるデバイス、およびサポー
トされているソフトウェアバージョンを示します。
デバイスシリーズおよびタイプ

ソフトウェア バージョン

NCS 540

6.5.3、6.6.1、7.0.1、7.1.1

NCS 560

6.5.3、6.6.1、7.0.1、7.1.1

NCS 5500

6.5.3、6.6.1、7.0.1、7.1.1

ASR 9000

6.5.3、6.6.1、7.0.1、7.1.1

セグメント設定の構成
選択したデバイスのセグメントルーティングのグローバル設定を構成するには、次の手順を実
行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして、セグメントルーティングを設定するデバイスを選択します。
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ステップ 3 左側のタブで、[Logical View] をクリックします。
ステップ 4 [Segment Routing] > [Segment Settings] を選択します。
ステップ 5 [General] タブで、[+] アイコンをクリックして必要な値を入力し、[Save] をクリックします。既存の設定を
編集するには、対応するハイパーリンクをクリックします。
属性

説明

Global Block Min

セグメント ルーティング グローバル ブロック
（SRGB）は、ラベルスイッチデータベースでセグ
メント ルーティング用に保存されているラベル値の
範囲です。SRGB ラベル値は SR 対応ノードにプレ
フィックスセグメント識別子（SID）として割り当
てられ、ドメイン全体で有効です。

Global Block Max

16000 ～ 1048575 の範囲で値を入力します。
セグメント ルーティング ローカル ブロック
（SRLB）は、隣接関係セグメント識別子（adj-SID）
の手動割り当てのために保存されているラベル値の
範囲です。これらのラベルはローカルで重要であ
り、ラベルを割り当てるノードでのみ有効です。

Local Block Min
Local Block Max

15000 ～ 1048575 の範囲で値を入力します。
Binding SID

ドロップダウン リストから値を選択します。

最大 SID 深度

ノードまたはノード上のリンクによってサポートさ
れている SID の数。1 ～ 255 の範囲で値を入力しま
す。

（注）

次のコマンドを実行して、SRGB または SRLB の変更が有効になるように、ラベルの不一致をク
リアします。
(config)#clear segment-routing local-block discrepancy all

ステップ 6 [Mapping Server] タブで、[+] をクリックして必要な値を入力し、[Save] をクリックします。[OK] をクリッ
クして、変更をデバイスにプッシュすることを確認します。既存の設定を削除するには、対応するチェッ
クボックスをオンにして [X] をクリックします。
属性

説明

IP Address Prefix

IPv4 アドレスを入力します。

Mask

サブネットマスクの詳細を入力します

アドレス ファミリ（Address Family）

アドレス ファミリを IPv4 または IPv6 として選択し
ます。

Start of SID Range

0 ～ 1048575 の範囲で値を入力します。
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属性

説明

Number of Allocated SIDs

0 ～ 1048575 の範囲で値を入力します。デフォルト
値は 1 です。

ステップ 7 [Adjacency SID Mapping] タブで、[+] をクリックして必要な値を入力し、[Save] をクリックします。[OK] を
クリックして、変更をデバイスにプッシュすることを確認します。既存の設定を削除するには、対応する
チェックボックスをオンにして [X] をクリックします。
属性

説明

インターフェイス（Interface）

ループバック インターフェイスをドロップダウンリ
ストから選択します。

アドレス ファミリ（Address Family）

アドレス ファミリを IPv4 または IPv6 として選択し
ます。

ネクスト ホップ アドレス

ネクストホップの IPv4 アドレスを入力します。

SID Mapping Type

マッピングタイプとして、[Absolute] または [Index]
のいずれかを選択します。

SID Value

SID 値の有効範囲は SID マッピングタイプによって
異なります。
• [Index] タイプの場合：0 ～ 1048575
• [Absolute] タイプの場合：15000 ～ 1048575

ルーティングプロセスの設定
選択したデバイスのセグメントルーティングのルーティング プロセス パラメータを設定する
には、次の手順を実行します。
始める前に
ルーティング プロセス パラメータを設定する前に、[論理的ビュー（Logical View）] > [ルー
ティング（Routing）] ページで、デバイスに対して OSPF および ISIS ルーティングプロセスを
設定したことを確認します。詳細については、「ルーティング プロトコルとセキュリティの設
定 （505 ページ）」を参照してください。

（注）

Cisco EPN Manager は、セグメントルーティングで OSPFV3 プロトコルをサポートしていませ
ん。
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ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして、パラメータを設定するデバイスを選択します。
ステップ 3 左側のタブで、[Logical View] をクリックします。
ステップ 4 [Segment Routing] > [Routing Process] をクリックします。
ステップ 5 対応するハイパーリンクをクリックし、[Save] をクリックして、各タブで必要に応じて属性の値を入力し
ます。
タブ

属性

説明

プロパティ（Properties）

プロセス ID（Process ID）

このフィールドには、デバイスに
対して設定されているプロセス ID
が自動的に入力されます。

Process Type

このフィールドは、デバイスの設
定に基づいて ISIS または OSPF と
して自動的に入力されます。

Global Block Min

デフォルトの SRGB の範囲は
16000 ～ 23999 です。ここで入力
した値は、[Segment Settings] で設
定されたグローバル値を上書きし
ます。

Global Block Max

Advertise Local Prefix SID Mapping このフィールドは、デフォルトで
有効になっています。
Override LDP Labels

LDP ラベルを上書きするには、こ
のチェックボックスをオンにしま
す。

Receive Remote Prefix SID Mapping リモートプレフィックス SID マッ
ピングを受信するには、この
チェックボックスをオンにします
Avoid Microloop

マイクロループを回避するには、
このチェックボックスをオンにし
ます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
519

デバイスの設定
ルーティングプロセスの設定

タブ

属性

説明

Connected Prefix SID Mapping

Ip Address Prefix

IPv4 アドレスを入力します

Mask

サブネットマスクの詳細を入力し
ます

SID Mapping Type

ドロップダウンリストから、
[Absolute] または [Index] マッピン
グタイプのいずれかを選択しま
す。

SID Value

SID 値の有効範囲は SID マッピン
グタイプによって異なります。
• [Index] タイプの場合：0 ～
1048575
• [Absolute] タイプの場合：
16000 ～ 1048575

Flex Algorithm

128 ～ 255 の範囲の Flex アルゴリ
ズム値を入力します。[Strict SPF]
が有効になっている場合、この
フィールドはグレー表示されま
す。

Strict SPF

必要に応じてチェックボックスを
オンにします。

Replace Prefix SID with Explicit Null 必要に応じてチェックボックスを
オンにします。
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タブ

属性

説明

Interface Prefix SID Mapping

SID Mapping Type

ドロップダウンリストから、
[Absolute] または [Index] マッピン
グタイプのいずれかを選択しま
す。

SID Value

SID 値の有効範囲は SID マッピン
グタイプによって異なります。
• [Index] タイプの場合：0 ～
1048575
• [Absolute] タイプの場合：
16000 ～ 1048575

Strict SPF

必要に応じてチェックボックスを
オンにします。

Replace Prefix SID with Explicit Null 必要に応じてチェックボックスを
オンにします。
（注）

• ISIS ルーティングプロセスの場合は、接続されたプレフィックスまたはローカルプレフィッ
クスのいずれかを設定できます。OSPF ルーティングプロセスの場合は、ローカルプレフィッ
クス SID 設定のみがサポートされます。
• ローカルプレフィックス SID を設定する場合、IP が設定されているループ バック インター
フェイスのみが [ルーティングプロセス（Routing Process）] でモデル化されます。
• ローカルプレフィックス SID の場合、デバイスは次の設定をサポートしています。
• prefix-sid index/absolute 100 explicit-null（algorithm/strict-spf がない prefix-sid）
• prefix-sid algorithm 128 index /absolute 16000（algorithm がある prefix-sid）
• prefix-sid strict-spf index/absolute 200 explicit-null（strict-spf がある prefix-sid）

パス計算クライアント（PCC）の設定
選択したデバイスの PCC クライアントパラメータを設定するには、次の手順を実行します。
始める前に
• PCC は、EPNM で表示および変更するために事前に検出する必要があるワンタイム設定で
す。
設定例
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segment-routing
traffic-eng
pcc
• PCC ピアイベントを受信するには、segment-routing traffic-eng logging の下で、pcep peer-status
logging を使用してデバイスを有効にする必要があります。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして、パラメータを設定するデバイスを選択します。
ステップ 3 左側のタブで、[Logical View] をクリックします。
ステップ 4 [Segment Routing] > [PCC] をクリックします。
ステップ 5 対応するハイパーリンクをクリックし、[Save] をクリックして、各タブで必要に応じて属性の値を入力し
ます。[Ok] をクリックして、変更をデバイスにプッシュすることを確認します。
タブ

属性

説明

PCC

Source Address

IPv4 アドレスを入力します。

Report All

この値を True に設定するには、こ
のチェックボックスをオンにしま
す。

PCC Centric Model

この値を True に設定するには、こ
のチェックボックスをオンにしま
す。

Session Dead time

単位は秒です。
0 ～ 255 の範囲の値を入力します。

Session Keepalive Time

単位は秒です。
0 ～ 255 の範囲の値を入力します。
このパラメータを無効にする場合
は、0 を入力します。

Delegated Policy Up Time

単位は秒です。
0 ～ 3600 の値を入力します。この
パラメータを無効にする場合は、
0 を入力します。

PCE Initiated Orphan State Time

15 ～ 14400 の範囲の値を入力しま
す。

PCE Initiated Policy Delegation Time 10 ～ 180 秒の範囲の値を入力しま
す。
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タブ

属性

説明

PCC’s Peer Database

PCE Address

IPv4 アドレスを入力します。

Precedence

0 ～ 255 の範囲の値を入力して優
先度を設定します。0 が最も優先
度が高く、255 が最も優先度が低
くなります。

[Password]

クライアント/サーバ認証のパス
ワード（クリアテキストパスワー
ド）とキーチェーンの詳細を入力
します。

Keychain

PCE サーバの設定
選択したデバイスを PCE サーバとして設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして、パラメータを設定するデバイスを選択します。
ステップ 3 左側のタブで、[Logical View] をクリックします。
ステップ 4 [Segment Routing] > [PCE Server] をクリックします。
ステップ 5 [+] をクリックして必要な値を入力し、[Save] をクリックします。[Ok] をクリックして、変更をデバイスに
プッシュすることを確認します。
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タブ

属性

説明

PCE Sever

IPアドレス

IPv4 アドレスを入力します。

State Sync Address

複数の IPv4 アドレスをカンマで区
切って入力します。

Keepalive Time

単位は秒です。
0 ～ 255 の範囲の値を入力します。
デフォルト値は 30 です。このパラ
メータを無効にする場合は、0 を
入力します。

[Password]

クライアント/サーバの詳細を認証
するためのパスワード（クリアテ
キスト）を入力します。

Minimum Peer Keepalive Interval

単位は秒です。
0 ～ 255 の範囲の数値を入力しま
す。デフォルト値は 20 です。この
パラメータを無効にする場合は、
0 を入力します。

Strict SIDs Only

このオプションを有効にするに
は、チェックボックスをオンにし
ます。このオプションは、デフォ
ルトで無効になっています。

Topology Reoptimization Interval

単位は秒です。
600 ～ 86400 の範囲の値を入力し
ます。デフォルト値は 1800 です。

（注）

デバイスとネットワークの制限により、一度設定した PCE サーバは削除できません。

アフィニティの設定
選択したデバイスのセグメントルーティングのアフィニティパラメータを設定するには、次の
手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
524

デバイスの設定
オンデマンドポリシーの設定

ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして、パラメータを設定するデバイスを選択します。
ステップ 3 左側のタブで、[Logical View] をクリックします。
ステップ 4 [Segment Routing] > [Affinity] を選択します。
ステップ 5 [+]アイコンをクリックして必要な値を入力し、[Save] をクリックします。[OK] をクリックして、変更をデ
バイスにプッシュすることを確認します。編集するには、対応するハイパーリンクをクリックします。既
存の設定を削除するには、対応するチェックボックスをオンにして [X] をクリックします。
タブ

属性

説明

アフィニティ

Affinity Name

アフィニティ属性の名前を入力し
ます。

ビット位置

0 ～ 255 の範囲の値を入力します。

Interface Name

ドロップダウンリストからループ
バック インターフェイスを選択し
て、インターフェイスをアフィニ
ティに関連付けます。少なくとも
1つのアフィニティをインターフェ
イスに関連付ける必要がありま
す。

Affinity Name

インターフェイスに関連付けるア
フィニティをドロップダウンリス
トから選択します。

Affinity Mapping

1 つのインターフェイスに複数の
アフィニティを関連付けることが
できます。
Metric value

0 ～ 2147485647 の範囲の値を入力
します

オンデマンドポリシーの設定
選択したデバイスのセグメントルーティングのオンデマンド ポリシー パラメータを設定する
には、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 デバイス名のハイパーリンクをクリックして、パラメータを設定するデバイスを選択します。
ステップ 3 左側のタブで、[Logical View] をクリックします。
ステップ 4 [Segment Routing] > [On-Demand Policy] をクリックします。
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ステップ 5 [+]アイコンをクリックして必要な値を入力し、[Save] をクリックします。[OK] をクリックして、変更をデ
バイスにプッシュすることを確認します。編集するには、対応するハイパーリンクをクリックします。既
存の設定を削除するには、対応するチェックボックスをオンにして [X] をクリックします。
タブ

属性

オンデマンド ポリシー テンプレー カラー
ト

Flex Algorithm

Disjoint Path

説明
1 ～ 4294901295 の範囲で値を入力
します。

Bandwidth

1 ～ 4294967295（kbps）の範囲で
値を入力します。

Path type

ドロップダウンリストから値を選
択します。

SID の上限（Max SID Limit）

1 ～ 255 の範囲で値を入力します。

Metric Margin Mode

ドロップダウンリストから値を選
択します。

メトリック タイプ

ドロップダウンリストからメト
リックタイプを選択します。

メトリックマージン値（Metric
Margin Value）

0 ～ 2147483647 の範囲の値を入力
します。

カラー

このフィールドには、[On-Demand
Policy Template] タブに入力した値
が自動的に入力されます。

Flex Algorithm

128 ～ 255 の範囲でプレフィック
ス SID アルゴリズム値を入力しま
す。

カラー

このフィールドには、[On-Demand
Policy Template] タブに入力した値
が自動的に入力されます。

Group Id

1 ～ 65535 の値を入力します。

Disjointness Type

ドロップダウンリストを使用して
値を選択します。

Sub Group Id

1 ～ 65535 の値を入力します。

セグメント ルーティング ポリシーを設定するには、「セグメント ルーティング ポリシーの作
成とプロビジョニング （676 ページ）」を参照してください。
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EOAM の障害とパフォーマンスのモニタリングを設定す
る
Cisco EPN Manager を使用すれば、キャリア イーサネット サービスのモニタリングとトラブル
シューティングに EOAM（Ethernet Operations, Administration and Management）プロトコルを使
用するようにネットワーク内のデバイスを設定することができます。また、Cisco EPN Manager
内の事前定義のテンプレートとして使用可能な CLI コマンドのセットを使用して、イーサネッ
トサービスに対して接続テストとパフォーマンステストを実行するできます。

CFM の設定
CFM 設定では、EOAM プロトコルを使用してキャリア イーサネット サービスのモニタリング
とトラブルシューティングを行うためのステージを設定します。新規キャリア イーサネット
EVC の作成およびプロビジョニング （659 ページ）で説明しているように、EVC を作成および
プロビジョニングするときに CFM を EVC レベルで設定することもできます。
CFM を設定すると、個々のデバイスについて CFM の設定をすばやく簡単に表示できるように
なります。

CFM の概要
IEEE 接続障害管理（CFM）は、サービスごとのエンドツーエンド イーサネット レイヤの運
用、管理、保守（OAM）プロトコルです。CFM には、大規模イーサネット メトロポリタンエ
リア ネットワーク（MAN）および WAN の予防的な接続モニタリング、障害検証、および障
害分離の機能が含まれています。
CFM は、サービス VLAN 単位（または EVC 単位）で動作します。EVC に障害が発生したか
どうかを知ることができ、発生した障害を迅速に切り分けるツールが用意されています。
CFM 対応ネットワークは、以下で説明するように、メンテナンス ドメイン、CFM サービス、
およびメンテナンス ポイントで構成されます。
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図 10 : CFM メンテナンス ドメイン

メンテナンス ドメイン
イーサネット CFM は、任意のサービス プロバイダー ネットワーク内にあり、階層型メンテナ
ンス ドメインで構成される機能モデルに依存しています。メンテナンス ドメインは、シング
ル エンティティにより所有および運用が行われ、一連の内部境界ポートにより定義される、
ネットワーク上の管理空間です。ドメインは一意のメンテナンス レベルに割り当てられ、これ
によりドメインの階層関係が定義されます。複数のメンテナンス ドメインのネストまたは接触
は許されますが、交差はできません。2 つのドメインがネストする場合、外側のドメインはそ
れに含まれるドメインより上位のメンテナンス レベルでなければなりません。1 台のデバイス
が複数のメンテナンス ドメインに参加する場合もあります。
CFM サービス
CFM サービス（メンテナンスの関連付け）により、ネットワーク内の接続に応じて CFM メン
テナンス ドメインを分割することが可能になります。たとえば、ネットワークがいくつかの仮
想 LAN（VLAN）に分割されている場合、CFM サービスはそれぞれに作成されます。CFM
は、各サービスに個別に実行できます。CFM サービスは、常にメンテナンス ドメインに関連
付けられ、そのメンテナンス ドメイン内で動作するため、そのドメインのメンテナンス レベ
ルに関連付けられます。サービス関連の CFM フレームはすべて、関連付けられたメンテナン
ス ドメインのメンテナンス レベルを伝送します。ドメイン内には多数の CFM サービスが存在
する可能性があります。MEP を設定するには、あらかじめ CFM サービスをドメインで設定し
ておく必要があります。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
528

デバイスの設定
CFM メンテナンスドメインとメンテナンスの関連付け（サービス）の表示

メンテナンス ポイント
メンテナンス ポイントは、CFM メンテナンス ドメインに参加するインターフェイスの境界を
定めるものです。メンテナンス ポイントは、特定のインターフェイス上の特定の CFM サービ
スのインスタンスになります。CFM は、インターフェイスに CFM メンテナンス ポイントが存
在する場合にのみ、そのインターフェイス上で動作します。メンテナンス ポイントは、特定の
CFM サービスに常に関連付けられるため、特定のレベルの特定のメンテナンス ドメインに関
連付けられます。メンテナンス ポイントは、関連するメンテナンス ドメインと同じレベルの
CFM フレームを一般的に処理するだけです。下位メンテナンス レベルのフレームは通常ドロッ
プされますが、上位のメンテナンス レベルのフレームは常に透過的に転送されます。これはメ
ンテナンス ドメイン階層の適用に役立ち、特定のドメインの CFM フレームがドメインの境界
を越えてリークできないようになります。メンテナンス ポイントには次の 2 種類があります。
• メンテナンス エンド ポイント（MEP）：ドメインのエッジに作成されます。CFM メッ
セージをドメイン内に制限する役割があります。メンテナンス エンド ポイント（MEP）
は、ドメイン内の特定のサービスのメンバで、CFM フレームを送信および受信する役割
があります。これらは定期的に連続性チェック メッセージを送信し、ドメイン内の他の
MEP から同様のメッセージを受信します。また、管理者の要求に応じて traceroute メッ
セージやループバック メッセージも送信します。
• メンテナンス中間ポイント（MIP）：ドメイン内部のポイントです。MIP は CFM パケッ
トを転送しますが、MEP は CFM パケットをドメイン内に保持する必要があるため、CFM
パケットを転送しません。MEP とは異なり、MIP はインターフェイスごとに明示的に設
定されません。MIP は、CFM 802.1ag 規格で指定されたアルゴリズムに従って自動的に作
成されます。

CFM メンテナンスドメインとメンテナンスの関連付け（サービス）の表示
デバイスの CFM 設定を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーから Inventory > Network Devices を選択します。
ステップ 2 デバイスのリストで必要なデバイスを見つけ、デバイス名のハイパーリンクをクリックしてデバイスの詳
細ウィンドウを開きます。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 4 EOAM > CFM を選択します。

EOAM の接続チェックとパフォーマンス チェックの実行
Cisco EPN Manager では、EOAM 関連の定義済みの設定テンプレートが提供されています。こ
れらを使用して、キャリア イーサネット ネットワーク内の仮想接続（VC）について接続とパ
フォーマンスをモニタリングできます。
これらのテンプレートを使用するには、左側のサイドバーから [設定（Configuration）] > [テ
ンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] の順に選
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択し、[CLI テンプレート（CLI Templates）] > [システム テンプレート - CLI（System Templates
- CLI）] を選択します。
次の表に、使用可能な EOAM 設定テンプレートと、その目的、および指定する必要がある必
須入力パラメータを示します。

（注）

テンプレートの展開の結果や出力を確認するには、変更の展開時に表示されるジョブの詳細を
確認します。

表 28 : EOAM テンプレート

テンプレート名

用途

必須入力値

EOAM-CCDB-Content- CFM の動作を確認するため、
IOS
またはネットワークでの
EOAM の設定状況を確認する
ために、メンテナンス中間ポイ
ント（MIP）の連続性チェック
データベース（CCDB）の内容
を表示します。

どのフィールドも必須ではありません。

EOAM-CCDB-Content- CFM の動作を確認するため、
IOS-XR
またはネットワークでの
EOAM の設定状況を確認する
ために、メンテナンス中間ポイ
ント（MIP）の連続性チェック
データベース（CCDB）の内容
を表示します。

どのフィールドも必須ではありません。

EOAM-CFM-Ping-IOS
および
EOAM-CFM-PingIOS-XR

Domain ID: メンテナンス ドメインを識別する
方法を選択し、対応するフィールドに値を入
力します。
Service: ICC MEG 識別子、VLAN ID、または
VPN ID に基づいて、ドメイン内のメンテナン
ス アソシエーションを指定します。

Node ID:ラック/スロット/モジュールの表記に
入力された、指定されたノードの CFM CCM
学習データベース。

CFM ループバック メッセージ Ping Destination Type:宛先 MEP を MAC アド
を使用して、宛先 MIP または レスまたは MEP ID で識別します。宛先 MEP
MEP への接続を確認します。 が複数ある場合は、[マルチキャスト
（Multicast）] を選択します。
宛先 MEP のメンテナンス ドメイン名
（Maintenance domain name for destination
MEP）：宛先 MEP が存在するドメインの名
前。
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テンプレート名

用途

必須入力値

EOAM-CFM-Traceroute- IOS デバイス（IOS devices）：
IOS
宛先 MEP までルートをトレー
スし、ホップの数とホップ間の
接続を確認します。

その他の情報

Destination Type: MAC アドレス、MEP ID、ま
たは explore のオプションで宛先 MEP を識別
します。
Maintenance domain name for destination MEP:
宛先 MEP が存在するドメインの名前。
Service Type: ドメイン内のメンテナンス アソ
シエーション（MA）を名前、ITU キャリア
コード（ICC）、MA 番号、VLAN ID、または
VPN ID のいずれかで識別します。

EOAM-CFM-Traceroute- IOS-XR デバイス（IOS-XR
IOS-XR
devices）：宛先 MEP までルー
トをトレースし、ホップの数と
ホップ間の接続を確認します。

Maintenance domain name for destination MEP:
宛先 MEP が存在するドメインの名前。
Service Name:指定されたメンテナンス ドメイ
ン内のメンテナンスアソシエーション（MA）
によってモニタリングされるサービス インス
タンスの名前。
Destination Type: MAC アドレス、MEP ID、ま
たは explore のオプションのいずれかで宛先
MEP を識別します。
Source MEP ID: ドメイン内のメンテナンス ア
ソシエーション（MA）を名前、ITU キャリア
コード（ICC）、MA 番号、VLAN ID、または
VPN ID のいずれかで識別します。
Source Interface Type: ローカルに定義された
CFM MEP のソース インターフェイス タイプ。
Interface Path ID: 物理または仮想インターフェ
イス名。
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テンプレート名

用途

EOAM-Configure-YCFM ループバックのオンデマ
1731-PM-On-Demand- ンド イーサネット SLA 動作を
Operation-CFM-Loopback- 設定します。デフォルトでは、
IOS-XR
双方向の遅延とジッタを測定し
ます。

必須入力値

その他の情報

Probe Domain: プローブを有効にする場合に
チェックボックスをオンにします。

必要に応じ
て、測定する
統計のタイ
プ、集計タイ
プにビンを使
用するかどう
か、プローブ
の頻度と期間
の値などを指
定できます。
指定した値に
よってデフォ
ルトのアク
ションがオー
バーライドさ
れます。

Domain Name: ローカルに定義された CFM
MEP のメンテナンス ドメインの名前。
Domain Interface Type: ローカルに定義された
CFM MEP のソース インターフェイス タイプ。
Domain Interface Path ID: 物理または仮想イン
ターフェイス名。
Domain MAC Address or MEP-ID: ドメインを
MAC アドレスで識別するか MEP ID で識別す
るかを選択し、以下の関連するフィールドに
必要な情報を入力します。MEP ID の場合は、
1 から 8191 までの ID を入力します。

EOAM-Configure-Y1731-PM-On-DemandOperation-CFM-SyntheticLoss-Measurement-IOSXR

CFM の合成損失測定のオンデ
マンド イーサネット SLA 動作
を設定します。デフォルトで
は、両方の方向について一方向
フレーム損失率（FLR）を測定
します。

Probe Domain: プローブを有効にする場合に
チェックボックスをオンにします。
Domain Name: ローカルに定義された CFM
MEP のメンテナンス ドメインの名前。
Domain Interface Type: ローカルに定義された
CFM MEP のソース インターフェイス タイプ。
Domain Interface Path ID: 物理または仮想イン
ターフェイス名。
Domain MAC Address or MEP-ID: ドメインを
MAC アドレスで識別するか MEP ID で識別す
るかを選択し、以下の関連するフィールドに
必要な情報を入力します。MEP ID の場合は、
1 から 8191 までの ID を入力します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
532

必要に応じ
て、測定する
統計のタイ
プ、集計タイ
プにビンを使
用するかどう
か、プローブ
の頻度と期間
の値などを指
定できます。
指定した値に
よってデフォ
ルトのアク
ションがオー
バーライドさ
れます。
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EOAM の接続チェックとパフォーマンス チェックの実行

テンプレート名

用途

必須入力値

その他の情報

EOAM-Configure-Y1731-PM-On-DemandOperation-CFM-DelayMeasurement-IOS-XR

CFM の遅延測定のオンデマン
ド イーサネット SLA 動作を設
定します。デフォルトでは、両
方の方向について一方向の遅延
とジッタ、および双方向の遅延
とジッタを測定します。

Probe Domain: プローブを有効にする場合に
チェックボックスをオンにします。

必要に応じ
て、測定する
統計のタイ
プ、集計タイ
プにビンを使
用するかどう
か、プローブ
の頻度と期間
の値などを指
定できます。
指定した値に
よってデフォ
ルトのアク
ションがオー
バーライドさ
れます。

Domain Name: ローカルに定義された CFM
MEP のメンテナンス ドメインの名前。
Domain Interface Type: ローカルに定義された
CFM MEP のソース インターフェイス タイプ。
Domain Interface Path ID: 物理または仮想イン
ターフェイス名。
Domain MAC Address or MEP-ID: ドメインを
MAC アドレスで識別するか MEP ID で識別す
るかを選択し、以下の関連するフィールドに
必要な情報を入力します。MEP ID の場合は、
1 から 8191 までの ID を入力します。
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テンプレート名

用途

必須入力値

EOAM-Configure-Y1731-PM-Direct-OnDemand-IOS

イーサネット サービスのリア
ルタイム トラブルシューティ
ングをダイレクト モードで実
行します。ダイレクト モード
では、動作が作成されて直ちに
実行されます。

フレーム タイプ（Frame Type）：DMMv1（フ
レーム遅延）または SLM（フレーム損失）の
いずれかのフレーム タイプ。
ドメイン名（Domain Name）：ローカルに定
義された CFM MEP のメンテナンス ドメイン
の名前。
EVC または VLAN：テストを実行する EVC ま
たは VLAN を識別します。VLAN ID には 1 ～
4096 を指定できます。
ターゲット MPID（Target MPID）または MAC
アドレス（MAC Address）：宛先の MEP を、
MPID（1 ～ 8191）または MAC アドレスのい
ずれかで識別します。
CoS 値（CoS Value）：指定した MEP の CFM
メッセージに適用されるサービス クラス レベ
ル（0 ～ 7）。
ローカル MPID（Local MPID）または MAC ア
ドレス（MAC Address）：ソースの MEP を、
MPID（1 ～ 8191）または MAC アドレスのい
ずれかで識別します。
バースト（Burst）または連続（Continuous）：
オンデマンド動作中にフレームの連続ストリー
ムを送信するかフレームのバーストを送信す
るかを指定します。
集計期間（Aggregation Period）：パフォーマ
ンス測定が実行される時間の長さを秒単位で
指定します（1 ～ 900）。この時間の経過後に
統計が生成されます。

EOAM-Configure-Yイーサネット サービスのリア
1731-PM-Referenced-On- ルタイム トラブルシューティ
Demand-IOS
ングを参照モードで実行しま
す。参照モードでは、以前に設
定した動作が開始され実行され
ます。

フレーム タイプ（Frame Type）：プローブの
タイプ（DMMv1 または SLM）。
動作番号（Operation Number）：参照される動
作の番号。

Remove-CFM-MEP- IOS デバイスから MEP 設定を削除 インターフェイス名（Interface Name）、サー
します。
ビス インスタンス番号（Service Instance
Number）、EVC 名（EVC Name）。
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テンプレート名

用途

必須入力値

Remove-CFM-MEPIOSXR

デバイスから MEP 設定を削除 インターフェイス名（Interface Name）、ドメ
します。
イン名（Domain Name）。

Remove-CFMService-IOS

CFM サービスを削除します。 インターフェイス名（Interface Name）、サー
ビス インスタンス番号（Service Instance
Number）、EVC 名（EVC Name）、ドメイン
名（Domain Name）、レベル（Level）、サー
ビス名（Service Name）。

その他の情報

Quality of Service（QoS）の設定
Quality of Service（QoS）は、ネットワーク トラフィックの差別化サービスを配信できるよう
にするための機能のセットです。QoS 機能は、次の機能によって、より優れた予測可能性の高
いネットワーク サービスを提供します。
• さまざまなネットワーク トラフィック クラスへの優先的な処理の提供。
• 重要なユーザおよびアプリケーションの専用帯域幅のサポート。
• ジッターおよび遅延の制御（リアルタイム トラフィックに必要）。
• ネットワークの輻輳の回避と管理。
• トラフィック フローをスムーズにするネットワーク トラフィックのシェーピング。
• ネットワーク全体でのトラフィックの優先順位の設定。
Cisco EPN Manager を使用して、キャリア イーサネット インターフェイスでの QoS を設定でき
ます。適切な QoS アクションを適用する前に、分類プロファイル（またはクラス マップ）を
作成することによって、関連するトラフィックを差別化する必要があります。デバイスに着信
したパケットは、分類プロファイルの一致基準と照らし合わせて検査され、パケットがそのク
ラスに属しているかどうかを判定されます。一致するトラフィックは、アクション プロファイ
ル（またはポリシー マップ）で定義されたアクションの対象となります。
分類プロファイルとアクション プロファイルを設定するには、左側のサイドバーから
Configuration > QoS > Profiles を選択します。
このセクションは、次のトピックで構成されています。
• QoS 分類プロファイルの作成 （536 ページ）
• QoS アクション プロファイルの作成 （539 ページ）
• デバイスで設定されている QoS プロファイルの確認 （545 ページ）
• インターフェイスへの QoS アクション プロファイルの適用 （546 ページ）
• デバイスから検出された QoS プロファイルのインポート （547 ページ）
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• 複数のインターフェイスからの QoS アクション プロファイルの関連付け解除 （548 ペー
ジ）
• デバイスからの QoS 分類およびアクション プロファイルの削除 （549 ページ）

QoS 分類プロファイルの作成
トラフィックをクラス別に分類して、各クラスの分類基準と一致するトラフィックに特定のア
クションが適用されるようにするには、分類プロファイル（クラス マップ）を作成します。
分類プロファイルを作成するには、次の手順に従います。

ステップ 1

左側のサイドバーで [設定（Configuration）] > [QoS] > [プロファイル（Profiles）] の順に選択します。

ステップ 2

[グローバル QoS 分類プロファイル（Global QoS Classification Profiles）] ページの上部にある追加アイコ
ン（[+]）をクリックします。

ステップ 3

分類プロファイルの一意の名前を入力します。プロファイルを識別しやすくするために、プロファイル
で定義された分類基準を反映した名前にしてください。さらに識別しやすくするには、説明を追加でき
ます。

ステップ 4

プロファイルでの一致基準を定義します。
• [すべてと一致（Match All）]：トラフィックがすべてのクラス分類基準と一致すると、このクラスに
分類されます。
• [いずれかと一致（Match Any）]：トラフィックがいずれかのクラス分類基準と一致すると、このク
ラスに分類されます。

ステップ 5

分類プロファイルの分類基準を定義するために、[QoS 分類（QoS Classifications）] の下にあるプラス ア
イコンをクリックします。

ステップ 6

トラフィックの分類基準とするアクションを選択してから、[値（Value）] 列をクリックして関連する値
を入力します。
アクション

説明

値

ACL

指定のアクセス コントロール リスト（ACL）
でパケットを許可する必要があります。

ACL 名。最大 32 文字の英数字。

MPLS：インポジ
ション

パケットに設定されたラベル エントリの
0 ～ 7 の数値。最大 8 つのカンマ区
Experimental（EXP）ビットの値が、ユーザが指 切り値を入力できます。
定した MPLS EXP 値と一致する必要がありま
す。MPLS インポジションまたは MPLS Topmost
を一致基準として使用します。MPLS 基準のい
ずれかを使用すると、他の基準は使用できなく
なります。
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アクション

説明

値

MPLS：Topmost

topmost ラベルの Experimental（EXP）ビットの 0 ～ 7 の数値。最大 8 つのカンマ区
値が、ユーザが指定した MPLS EXP 値と一致す 切り値を入力できます。
る必要があります。

重ねて表示

このアクションは、クラス マップを別のクラス 子クラス マップを参照します。
マップにカスケードするために使用します。既
存のクラス マップと同様の分類ポリシーを使用
する新しいクラス マップを作成する場合は、こ
のアクションを使用できます。

QoS 分類：COS

パケットのレイヤ 2 サービス クラス（CoS）
0 ～ 7 の数値。最大 8 つのカンマ区
ビットの値が、指定された CoS 値と一致する必 切り値を入力できます。
要があります。

QoS 分類：COS： 指定された値が、パケットのレイヤ 2 サービス 0 ～ 7 の数値。最大 8 つのカンマ区
内部
クラス（CoS）マーキングの QinQ パケットの内 切り値を入力できます。
部 CoS 値と一致する必要があります。
QoS 分類：DSCP

パケットの IP DiffServ コード ポイント（DSCP） 有効な値は 0 ～ 63 です。最大 8 つ
の値が、指定された値の 1 つ以上と一致する必 のカンマ区切り値を入力できます。
要があります。

QoS 分類：
DSCP：IPv4 のみ

IPv4 パケットの DSCP 値と照合します。

有効な値は 0 ～ 63 です。最大 8 つ
のカンマ区切り値を入力できます。

QoS 分類：優先順 パケットの IP プレシデンス値が、1 つ以上のプ 0 ～ 7 の数値。最大 8 つのカンマ区
位
レシデンス値と一致する必要があります。
切り値を入力できます。
QoS 分類：優先順 IPv4 パケットのプレシデンス値と照合します。 0 ～ 7 の数値。最大 8 つのカンマ区
位：IPv4 のみ
切り値を入力できます。
QoS 分類：DEI

Drop Eligible Indicator（DEI）を使用して、輻輳 0 または 1。
発生時にドロップする対象フレームを示しま
す。パケットが指定された DEI 値と一致する必
要があります。

QoS グループ

選択された QoS グループに応じてパケットを許 選択されたデバイスに応じて、0 ～
可する必要があります。
55、0 ～ 99、または 0 ～ 511 の範
囲内にある最大 8 つのカンマ区切
り値を入力できます。入力する値
がデバイスでサポートされること
を確認してください。
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アクション

説明

値

QoS 分類：サービ プロバイダー エッジ（PE）ルータでのサービス
ス インスタンス プロバイダー設定には、さまざまなサービス イ
ンスタンスがあります。QoS ポリシー マップ
は、これらのサービス インスタンスまたはサー
ビス インスタンス グループに適用されます。
（注）

1 ～ 8000 の範囲にある任意の数の
カンマ区切り値、またはそれぞれ
1 ～ 8000 の範囲にある、ハイフン
でつながれた値を入力できます。

この基準が適用されるのは Cisco ASR
903 のみです。

QoS 分類：VLAN 仮想ローカルエリア ネットワーク（VLAN）の 1 ～ 4095 の範囲にある任意の数の
識別番号を基本にしてトラフィックの照合と分 カンマ区切り値、またはそれぞれ
類を行います。
1 ～ 4095 の範囲にある、ハイフン
でつながれた値を入力できます。
（注） [+] アイコンをクリックして、複数の
QOS 分類：VLAN を追加し、値を指
定します。
QoS 分類：
VLAN：内部

内部仮想ローカルエリア ネットワーク
1 ～ 4095 の範囲にある任意の数の
（VLAN）の識別番号を基本にしてトラフィッ カンマ区切り値、またはそれぞれ
クの照合と分類を行います。
1 ～ 4095 の範囲にある、ハイフン
でつながれた値を入力できます。
（注） [+] アイコンをクリックして、複数の
QoS 分類：VLAN：内部行を追加し、
値を指定します。

QoS 分類：廃棄ク 選択された破棄クラスに応じて、パケットを許 0 ～ 7 の任意の数値を入力できま
ラス
可/破棄する必要があることを意味します。
す。
QoS 分類：トラ
フィック クラス

QoS 設定のトラフィック クラス。

0 ～ 7 の任意の数値を入力できま
す。

ステップ 7

必要に応じて、追加の QoS 分類を定義します。

ステップ 8

ウィンドウ下部で Save をクリックし、プロファイルを保存します。右下隅に、プロファイルが保存され
たことを示す通知が表示され、左側のプロファイル リストにプロファイルが表示されます。

ステップ 9

リストからプロファイルを選択し、Deploy ボタンをクリックしてデバイスへのプロファイルの展開を開
始します。

ステップ 10

既存の分類プロファイルの詳細を使用して新しいプロファイルを作成する場合は、Clone ボタンをクリッ
クします。このプロファイルには、複製元の分類プロファイルの名前の末尾にサフィックス -clone が追
加された名前が付けられます。複製したプロファイルの名前、一致基準、その他の詳細は編集できます。

ステップ 11

選択したプロファイルで、デバイス上の既存のクラス マップをオーバーライドするには、Override existing
configuration チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにしないと、プロファイ
ルはデバイス上の設定とマージされます。

ステップ 12

QoS 分類プロファイルを展開するデバイスを選択します。

ステップ 13

必要に応じて、展開をスケジュールします。
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ステップ 14

Submit をクリックします。右下隅に、プロファイルが展開されたことを示す通知が表示されます。展開
ジョブのステータスを確認するには、左側のサイドバーから Administration > Job Dashboard を選択しま
す。該当するジョブを選択します。ウィンドウの下部セクションにジョブの詳細情報と履歴が表示され
ます。詳細については、[情報（Information）] アイコンをクリックしてください。

QoS アクション プロファイルの作成
特定のトラフィック クラスに属しているトラフィックに適用するアクションを指定するには、
アクション プロファイル（ポリシー マップ）を作成します。
アクション プロファイルを作成するには、次の手順に従います。

ステップ 1

左側のサイドバーで [設定（Configuration）] > [QoS] > [プロファイル（Profiles）] を選択します。

ステップ 2

左側の [QoS プロファイル（QoS Profiles）] ペインで [ユーザ定義のグローバル QoS プロファイル（User
Defined Global QoS Profiles）] > [アクション プロファイル（Action Profiles）] を選択します。

ステップ 3

[アクション プロファイルの作成（Create Action Profile）] ペイン上部にある追加（[+]）アイコンをクリッ
クします。

ステップ 4

アクション プロファイルに一意の名前を指定し、必要に応じて説明を入力します。

ステップ 5

アクションを割り当てる分類プロファイルを選択します。[分類プロファイル（Classification Profiles）]
でプラス記号のアイコンをクリックし、リストから必要なプロファイルを選択し、OK をクリックしま
す。

ステップ 6

分類プロファイル（クラス マップ）を選択し、トラフィックがプロファイルに一致する場合に適用する
アクションを定義します。ポリシング、マーキング、キューイング、シェーピング、および RED の各ア
クションと、サービス ポリシー（H-QoS）を定義できます。各アクション タイプとその説明が表示され
る次のようなタブがあります。
• [ポリサー アクション（Policer Action）]：トラフィック ポリシングは、トークン バケット アルゴリ
ズムによりインターフェイスで許容されるトラフィックの最大レートを管理します。トラフィック
ポリシングでは、CIR のバースト サイズ（Bc）を設定できるので、ある程度の帯域幅管理も行えま
す。最大情報レート（PIR）がサポートされている場合は 2 番目のトークン バケットが強制的に適
用されます。この 2 レート ポリサーは 2 つの独立レート（設定情報レート（CIR）と最大情報レー
ト（PIR））でトラフィックを計測できます。認定トークン バケットは、オーバーフローするまで
最大で認定バースト（Bc）のサイズのバイト数を保持でき、パケットが CIR に準拠しているか、CIR
を超えているかを判別します。ピーク トークン バケットは、オーバーフローするまで最大でピーク
バースト（Be）のサイズのバイト数を保持でき、パケットが PIR に違反しているかどうかを判別し
ます。パケットが CIR/PIR に準拠している場合、超えている場合、違反している場合それぞれに異
なるアクションを実行できます。たとえば、準拠するパケットが送信されるように設定し、超過す
るパケットは優先順位を低くして送信し、違反するパケットはドロップされるように設定できます。
[ポリサー アクション（Policer Action）] タブでは、次の項目を指定します。
• [設定情報レート（CIR）（Committed Information Rate (CIR)）]：長期平均転送速度。これは 1 秒
あたりのビット数（bps）または使用可能/未使用帯域幅に対する割合として指定できます。この
レートを下回るトラフィックは、常に適用されます。入力する CIR 値がデバイスでサポートさ
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れていることを確認し、正しい CIR 単位値（bps、kbps、mbps、gpbs、パーセント）を選択しま
す。
• [バースト（Bc）（Burst (Bc)）]：トラフィック バーストの最大サイズ（バイト単位）。これを
超えると、一部のトラフィックは CIR を超えます。
• [最大情報レート（PIR）（Peak Information Rate (PIR)）]：一部のトラフィックが CIR に関連付
けられた PIR 値を超えるまでの許容トラフィック バースト量。入力する PIR 値がデバイスでサ
ポートされていることを確認し、CIR で選択したものと同じ単位値（bps、kbps、mbps、gpbs、
パーセント）を選択します。
• [超過バースト（Be）（Excess Burst (Be)）]：トラフィック バーストの最大サイズ（バイト単
位）。これを超えると、トラフィックは PIR を超えます。
• [トラフィックの色分け動作（Traffic Coloring Behavior）] で、トラフィックがレート制限に準拠
している場合、超えた場合、または違反した場合に実行するアクションを選択します。必要に
応じて値を指定します。カラーアウェア トラフィック ポリシングを有効にするには、[適合カ
ラー（Conform Color）] と [超過カラー（Exceed Color）] の値をそれぞれのクラス プロファイル
に関連付けて指定します。カラーアウェア ポリシングでは、CIR、PIR、適合アクション、超過
アクション、および違反アクションに基づいて、次のような結果になります。
• 測定レートが CIR 以下で、指定されたクラス（適合カラー）に属するパケットは、レート
に適合しているものとしてポリシングされます。これらのパケットは、指定された適合ア
クションに従ってもポリシングされます。この場合、パケットは送信されます。
• 測定レートが CIR と PIR の間にあり、適合カラー クラスまたは超過カラー クラスのいずれ
かに属するパケットは、CIR を超えているものとしてポリシングされます。これらのパケッ
トは、指定された超過アクションに従ってもポリシングされます。この場合、パケットの
優先順位値が設定されて、パケットが送信されます。
• 測定レートが PIR より高いパケット、または適合カラー クラスにも超過カラー クラスにも
属さないパケットは、レートに違反しているものとしてポリシングされます。これらのパ
ケットは、指定された違反アクションに従ってもポリシングされます。この場合、パケッ
トは廃棄されます。
• [マーカー アクション（Marker Action）]：パケット マーキングを利用すれば、ネットワークを複数
の優先度レベルまたはサービス クラスに分割できます。トラフィック フローのマーキングは、次に
より実行されます。
• タイプ オブ サービス（ToS）バイトに IP precedence ビットまたは DSCP ビットを設定する。
• レイヤ 2 ヘッダー内の CoS ビットを設定する。
• インポーズされた、または最上位のマルチ プロトコル ラベル スイッチング（MPLS）ラベル内
に EXP ビットを設定する。
• qos-group ビット、traffic-clas ビット、および discard-class ビットを設定する。
[マーカー アクション（Marker Action）] タブでは、次の項目を指定します。
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• [マーキング機能とマーキング値（Marking Feature and Marking Value）]：トラフィックのマーキ
ング方法と必須値。
• [キューイング アクション（Queueing Action）]：キューイングは、トラフィック輻輳管理に使用され
ます。輻輳管理では、キューを作成し、そのキューにパケットの分類に基づいてパケットを割り当
て、キューにあるパケットの送信をスケジューリングする必要があります。
[キューイング アクション（Queueing Action）] タブで、トラフィックのキューイング方法（[帯域幅
（Bandwidth）] または [プライオリティ（Priority）]）を選択し、次の項目を指定します。
• [帯域幅（Bandwidth）]：トラフィック クラスに割り当てられる帯域幅の量を、キロビット/秒ま
たは絶対保証帯域幅に対するパーセンテージのいずれかで指定します。帯域幅に基づいてキュー
イングすることを選択した場合は、残り帯域幅のパーセンテージとして帯域幅を割り当てるこ
ともできます。
• [キュー制限（Queue Limit）]：このクラスに関連付けられているすべての個別キューのパケッ
ト/バイト/ミリ秒の最大数。キューのサイズがこの値を超えると、パケットがドロップされま
す。
[帯域幅（Bandwidth）] を選択した場合は、次の項目を指定します。
• [均等化キューを有効にする（Enable Fair Queue）]：重み付け均等化キューイングを有効にする
には、このチェックボックスをオンにします
。
• [個別キュー サイズ（Individual Queue Size）]：均等化キューが有効な場合に使用します。輻輳
期間に各クラス別キューで許容する最大パケット数を指定します。
[プライオリティ（Priority）] を選択した場合は、次の項目を指定します。
• [キュー バースト サイズ（バイト数）（Queue Burst Size (bytes)）]：バースト サイズにより、
ネットワークが一時的なトラフィックのバーストに対応できるように設定されます。範囲は 18
～ 2000000 バイトです。デフォルトは、設定された帯域幅レートで 200 ミリ秒のトラフィック
です。
• [プライオリティ レベル（Priority Level）]：ポリシー マップのクラスに、異なる優先順位（プラ
イオリティ キュー レベル 1 ～ 3）を設定できます。これらのキューのパケットは、他のキュー
と比較して低遅延になります。同じポリシー マップ内の異なる 2 つのクラスに同じ優先度レベ
ルを指定することはできません。
• [シェーピング アクション（Shaping Action）]：トラフィック シェーピングでは、指定されたレート
にトラフィックをシェーピングすることでトラフィックが調整されます。
[シェーピング アクション（Shaping Action）] タブでは、次の項目を指定します。
• [平均またはピーク レート トラフィック シェーピングの選択（Select Average or Peak rate traffic
shaping）]：平均レート シェーピングでは、転送速度が CIR に制限されます。ピーク レート
シェーピングでは、CIR を超えるトラフィックを送信するようルータを設定します。ピーク レー
トを判別するため、ルータでは「ピーク レート = CIR(1 + Be / Bc)」という公式が使用されます。
ここで Be は超過バースト サイズ、Bc は認定バースト サイズです。
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• ピーク レート トラフィック シェーピングを選択する場合は、バースト サイズと超過バースト
サイズをバイト単位で指定します。
• 必要に応じて、FECN 適応型シェーピングを有効にします。適応型シェーピングでは、逆方向
明示的輻輳通知（BECN）信号を受信すると使用可能な帯域幅が推定されます。FECN 適応型
シェーピングにより、ルータは順方向明示的輻輳通知（FECN）信号を BECN 信号として反映し
ます。
• FECN 適応型シェーピングが有効な場合は、適応レート（トラフィック シェーピングの最小ビッ
ト レート）を指定します。
• [RED アクション（RED Action）]：重み付けランダム早期検出（WRED）は、キューがその制限に
達する前に輻輳を制御する、プロアクティブなキューイング戦略を採用した輻輳回避手法です。
WRED は、ランダム早期検出（RED）メカニズムと IP プレシデンス、DiffServ コード ポイント
（DSCP）、および discard-class の機能を組み合わせて、優先順位が高いパケットから処理します。
インターフェイスで輻輳が発生し始めると、WRED は優先順位の低いトラフィックを高い確率で破
棄します。WRED は、レイヤ 3 キューの平均の深さを制御します。
[RED アクション（RED Action）] タブで、次の項目を指定します。
• [分類メカニズム（Classification Mechanism）]：WRED ドロップ ポリシーを定義するための基準
を選択します。WRED では、次のように特定のパケット分類に基づいてドロップ ポリシーを定
義します。
[CLP]：セル損失率優先度（CLP）値に基づいて WRED のドロップ ポリシーを設定します。有
効な値は、0 または 1 です。
[CoS]：パケットに関連付けられている指定されたサービス クラス（CoS）ビットに基づいて
WRED のドロップ ポリシーを設定します。有効な値は 0 ～ 7 です。
[破棄クラス（Discard Class）]：discard-class の値に基づいて WRED のドロップ ポリシーを設定
します。有効な値は 0 ～ 7 です。discard-class の値により、トラフィック ドロップの Per-Hop
Behavior（PHB）が設定されます。discard-class に基づく WRED は出力機能です。
[DSCP]：DSCP 値に基づいて WRED のドロップ ポリシーを設定します。設定されている場合、
ルータは設定した WRED しきい値に従い、指定された DSCP 値を持つパケットをランダムにド
ロップします。
[プレシデンス（Precedence）]：IP プレシデンス レベルに基づいて WRED のドロップ ポリシー
を設定します。有効な値は 0 ～ 7 です。通常、0 はアグレッシブに管理可能な（ドロップ可能
な）優先順位が低いトラフィックを表し、7 は優先順位が高いトラフィックを表します。プレシ
デンス レベルが低いトラフィックは通常、廃棄確率が高くなります。WRED によりパケットが
ドロップされると、TCP を使用している送信元ホストはこのドロップ操作を検知し、パケット
の送信速度を低下させます。
[DEI]：フレーム リレー フレームのアドレス フィールドの廃棄条件（DE）ビットを使用して、
輻輳が発生しているフレーム リレー ネットワークでのフレームの廃棄を優先します。フレーム
リレー DE ビットは 1 ビットしかないため、設定は 2 つ（0 または 1）しかありません。フレー
ム リレー ネットワークで輻輳が発生した場合、DE ビットが 0 に設定されているフレームより
も前に、DE ビットが 1 に設定されているフレームが廃棄されます。
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[RED デフォルト（RED Default）]：WRED プロファイルのクラスの最小しきい値、最大しきい
値、およびマーク確率デノミネータ（MPD）の設定値のデフォルト セットです。
• 必要に応じて ECN を有効にします。ECN（明示的輻輳通知）は、平均キュー長が特定のしきい
値を超えた場合、ECN は、それらをドロップする代わりにパケットをマーキングします。ルー
タとエンド ホストは、このマーキングをネットワークの輻輳とパケットの送信速度の低下を示
す警告として使用します。
• 選択した分類メカニズムの有効な値ごとに、しきい値とマーク確率を定義します。たとえば、
プレシデンスを使用する場合には 7 つの有効な値それぞれにしきい値を定義できます。最小し
きい値は、キューで許容する最小パケット数です。平均キューの長さが最小しきい値に達する
と、WRED では、指定された DSCP、IP プレシデンス、discard-class、または atm-clp の値で、
「一部の」パケットがランダムにドロップされます。有効な最小しきい値は 1 ～ 16,384 です。
最大しきい値は、キューで許容する最大パケット数です。平均キューの長さが最大しきい値を
超えると、WRED では、指定された DSCP、IP プレシデンス、discard-class、または atm-clp の値
のすべてのパケットがドロップされます。有効な最大しきい値は、最小しきい値 ～ 16,384 で
す。
• [サービス ポリシー（Service Policy）]：
[サービス ポリシー（Service Policy）] タブでは、階層型 QoS（H-QoS）を設定できます。H-QoS に
より、階層の複数レベルで QoS 動作を指定できます。H-QoS を使用して、複数のキューを一括で
シェーピングするため複数のポリシー マップを指定できます。すべての階層型ポリシー タイプは、
最上位の親ポリシーと 1 つ以上の子ポリシーで構成されます。service-policy コマンドは、ポリシー
を異なるポリシーに適用する場合、およびポリシーをインターフェイスに適用する場合に使用しま
す。
H-QoS を設定するには、[サービス ポリシー（Service Policy）] タブに移動し、[有効化（Enable）]
チェックボックスをオンにし、[サービス ポリシー（Service Policy）] ドロップダウン メニューから
子サービス ポリシーを選択します。選択した子サービス ポリシーは、このアクション プロファイル
が属する親ポリシー マップに関連付けられます。子サービス ポリシーは、同じポリシー マップの親
ポリシーとして機能できない点に注意してください。たとえば、子サービス ポリシー「X」が親ポ
リシー マップ「Y」に属している場合、子ポリシー「X」にサービス ポリシー マップ「Y」を含め
ることはできません。
H-QoS の制約事項：Cisco IOS-XE デバイス（Cisco ASR903、Cisco ASR907、Cisco ASR920、Cisco
NCS42XX など）には、次に示す H-QoS の制約事項が適用されます。
• 親ポリシー マップの制約事項：
• 親ポリシー マップを作成するときには、「class-default」クラスだけを使用できます。
• 親ポリシー マップには、EFP（サービス インスタンス）などの一致条件が設定されている
クラスが含まれている必要があります。
• 親ポリシー マップには、VLAN などの一致条件が設定されているクラスが含まれている必
要があります。
• 子ポリシー マップの制約事項：
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• EFP（サービス インスタンス）と VLAN を一致タイプとして使用して子ポリシー マップを
作成することはできません。

ステップ 7

ウィンドウ下部で [保存（Save）] をクリックし、プロファイルを保存します。右下隅に、プロファイル
が保存されたことを示す通知が表示され、左側のプロファイル リストにプロファイルが表示されます。

ステップ 8

[グローバル QoS アクション プロファイル（Global QoS Action Profiles）] ペインでプロファイルを選択
し、[展開（Deploy）] ボタンをクリックし、デバイスへのプロファイルの展開を開始します。

ステップ 9

既存のアクションプロファイルの詳細情報を使用して新しいプロファイルを作成するには、[複製（Clone）]
ボタンをクリックします。このプロファイルの名前は、複製元のアクション プロファイルの名前にサ
フィックス -clone が付いたものになります。複製したプロファイルでは、名前やアクションなどの詳細
情報を編集できます。

ステップ 10

選択したプロファイルで、デバイス上の既存のポリシー マップをオーバーライドするには、[既存の設定
の上書き（Override existing configuration）] チェックボックスをオンにします。このチェックボックス
をオンにしないと、プロファイルにデバイスの設定がマージされます。

ステップ 11

QoS アクション プロファイルを展開するデバイスを選択します。

ステップ 12

必要に応じて、展開をスケジュールします。

ステップ 13

[送信（Submit）] をクリックします。右下隅に、プロファイルが展開されたことを示す通知が表示され
ます。展開ジョブのステータスを確認するには、左側のサイドバーから Administration > Job Dashboard
を選択します。該当するジョブを選択します。ウィンドウの下部セクションにジョブの詳細情報と履歴
が表示されます。詳細については、[情報（Information）] アイコンをクリックしてください。

QoS サブアクション プロファイルの作成
アクション プロファイル（ポリシー マップ）は、特定のトラフィック クラスに属しているト
ラフィックに適用するアクションを指定します。これらは、トラフィックがプロファイルに一
致する場合に適用するアクションを定義する、複数の分類プロファイルに関連付けられます。
ポリシング、マーキング、キューイング、シェーピング、および RED の各アクションと、サー
ビス ポリシー（H-QoS）を定義できます。
サブアクション プロファイルは、単一の分類プロファイルにのみ関連付けられているアクショ
ン プロファイルです。回線/VC のプロビジョニング中にサブアクション プロファイルを使用
して、単一のアクションに基づくアクション プロファイルを回線/VC に関連付けることができ
ます。
サブアクション プロファイルを作成する手順は次のとおりです。

ステップ 1 左側のサイドバーで [設定（Configuration）] > [QoS] > [プロファイル（Profiles）] を選択します。
ステップ 2 左側の [QoS プロファイル（QoS Profiles）] ペインで [ユーザ定義のグローバル QoS プロファイル（User
Defined Global QoS Profiles）] > [サブアクション プロファイル（Sub-Action Profiles）] を選択します。
ステップ 3 [サブアクション プロファイルの作成（Create Sub-Action Profile）] ペイン上部にある追加（[+]）アイコン
をクリックします。
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ステップ 4 サブアクション プロファイルに一意の名前を指定します。説明を入力することもできます。
ステップ 5 アクションを割り当てる分類プロファイルを選択します。[分類プロファイル（Classification Profiles）] で
プラス記号のアイコンをクリックし、リストから必要なプロファイルを選択し、OK をクリックします。
サブアクション プロファイルに追加できる分類プロファイルは 1 つだけです。複数の分類プロファイルを
関連付けるには、アクション プロファイルを作成する必要があります。
ステップ 6 トラフィックが分類プロファイルで指定された条件と一致する場合に実行する必要があるアクションを指
定します。各種のオプションの説明については、QoS アクション プロファイルの作成 （539 ページ）を参
照してください。

QoS アクションおよびサブアクション プロファイルのインポートとエクスポート
ステップ 1 左側のサイドバーで [設定（Configuration）] > [QoS] > [プロファイル（Profiles）] を選択します。
ステップ 2 アクション プロファイルをエクスポートするには、左側のペインで [ユーザ定義のグローバル QoS プロファ
イル（User Defined Global QoS Profiles）] > [アクション プロファイル（Action Profiles）] を選択します。
ステップ 3 サブアクション プロファイルをエクスポートするには、左側のペインで [ユーザ定義のグローバル QoS プ
ロファイル（User Defined Global QoS Profiles）] > [サブアクション プロファイル（Sub-Action Profiles）] を
選択します。
ステップ 4 プロファイルをエクスポートするには、エクスポートするプロファイルを選択し、[エクスポート（Export）]
をクリックします。指定した場所にファイルが保存されます。
ステップ 5 プロファイルをインポートするには、[インポート（Import）] をクリックし、インポートする XML ファイ
ル（アクションまたはサブアクション プロファイルに関する情報を含む）を選択し、[OK] をクリックしま
す。インポートされたプロファイルはそれぞれ、[アクション プロファイル（Action Profiles）] ページまた
は [サブアクション プロファイル（Sub-Action Profiles）] ページに表示されます。
以下の点に注意してください。
• 1 つのインスタンスでインポートできるプロファイルの数に制限はありませんが、最適なパフォーマ
ンスを確保するため、選択するプロファイルは 10 個までにすることをお勧めします。
• インポートするファイルのサイズは 20 MB 未満にしてください。
• XML 形式のみのファイルをインポートできます。

デバイスで設定されている QoS プロファイルの確認
特定のデバイスに展開された QoS プロファイルを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーから Inventory > Network Devices を選択します。
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ステップ 2 必要なデバイスを見つけ、デバイス名のハイパーリンクをクリックします。デバイスの詳細が表示されま
す。
ステップ 3 [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
ステップ 4 左側のペインで QoS の横の矢印をクリックし、[アクション プロファイル（Action Profiles）] または [分類
プロファイル（Classification Profiles）] を選択します。選択したデバイスに展開されているプロファイルを
示すテーブルが表示されます。プロファイル名（青色のハイパーリンク）をクリッして、プロファイルの
詳細を表示します。

インターフェイスへの QoS アクション プロファイルの適用
デバイスに導入されたアクション プロファイルを選択し、そのデバイス上の複数のインター
フェイスにアクション プロファイルを適用できます。アクション プロファイルにより、特定
のトラフィック クラスに属するトラフィックに適用するアクションを指定できます。既存のプ
ロファイルをインターフェイスに適用する前に、プロファイルに変更を加えたり、そのプロ
ファイルを使用して新しいプロファイルを作成したりできます。すでにアクション プロファイ
ルが適用されているインターフェイスを選択すると、Cisco EPN Manager はその旨を通知し、
ユーザに既存のプロファイルをオーバーライドするオプションを提示します。インターフェイ
スにアクション プロファイルを適用するには、その前に、必要なプロファイルがデバイスに導
入されている状態にしなければなりません。これを行うには、QoS アクション プロファイル
の作成 （539 ページ）を参照してください。
アクション プロファイルをインターフェイスに適用するには、次の手順に従います。

ステップ 1 左側のサイドバーで、[構成（Configuration）] > [QoS] > [インターフェイス（Interfaces）] の順に選択しま
す。
Cisco EPN Manager インターフェイスが [イーサネット CSMA/CD、IEEE8023 ADLAG（Ethernet CSMA/CD,
IEEE8023 ADLAG）]、[ギガビット イーサネット（Gigabit Ethernet）]、および [L2 VLAN] カテゴリに表示
されます。その他すべてのポートは、[ユーザ定義（User Defined）] カテゴリに表示されます。
ステップ 2 アクション プロファイルに関連付けるインターフェイスを選択します。
ステップ 3 [アクション プロファイルの関連付け（Associate Action Profile）] をクリックし、アクション プロファイル
を選択して、そのプロファイルを適用する方向を設定します。使用可能なアクション プロファイルのリス
トと、それらのプロファイルを適用できるインターフェイスがリストされます。インターフェイスごとに、
その名前、適用方向、およびそのインターフェイスにすでに存在するアクション プロファイルがリストさ
れます。
（注）

QoS スケーリング プロファイルの設定は、バンドルイーサネット インターフェイスとサブイン
ターフェイスのアクション プロファイルを関連付けるための前提条件になります。設定例：
hw-module profile qos bundle <high-scale|medium-scale|low-scale> location <card>

ステップ 4 [アクション プロファイル（Action Profiles）] ドロップダウンリストから必要なアクション プロファイルを
選択します。メニューが空の場合は、アクション プロファイルを作成してから、それらのアクション プロ
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ファイルをデバイスに関連付ける必要があります。QoS アクション プロファイルの作成 （539 ページ）を
参照してください。
ステップ 5 [インターフェイス（Interfaces）] セクションで、プロファイルを適用する方向を指定します。プロファイ
ルをサブインターフェイスに適用する場合は、メイン インターフェイスの方向と逆の方向で適用するよう
にしてください。適用する方向を変更するには、ダイアログの左上隅にある [編集（Edit）] アイコンを使
用します。
（注）

キューイング アクションが含まれるポリシー マップを入力方向でインターフェイスに適用するこ
とはできません。

ステップ 6 （任意）選択したアクション プロファイルを将来の日時に適用するようにスケジュールすることもできま
す。それには、[スケジュール（Schedule）] セクションを展開し、プロファイルを適用する日時と頻度を指
定します。必要に応じて、このタスクは [ジョブ（Jobs）] ページでさらに編集できます。
ステップ 7 [OK] をクリックしてアクション プロファイルを選択したデバイスに適用します。ダイアログの右下隅に表
示される通知で、プロファイルが正常に適用されたか、またはジョブが失敗したかを確認できます。詳細
情報を確認するには、[詳細の表示（Show Details）] リンクをクリックします。
アクション プロファイルとそのプロファイルが適用されるインターフェイスとの関連付けを解除するに
は、次を参照してください。 複数のインターフェイスからの QoS アクション プロファイルの関連付け解
除 （548 ページ）

デバイスから検出された QoS プロファイルのインポート
デバイスから検出された QoS プロファイルを Cisco EPN Manager に直接インポートできます。
インポートした QoS プロファイルを、Cisco EPN Manager を使って編集したり、デバイス上で
さらに詳細に設定したりできます。Cisco EPN Manager にすでに存在する他のプロファイルと
同じプロファイル名を持つ、デバイスから検出されたプロファイルは、グローバル プロファイ
ルとして表されます。これは、[グローバル プロファイル（Global Profiles）] ページの [グロー
バル（Global）] 列に示されます。複数のグローバル プロファイルの名前が同じでも、QoS 設
定が異なる場合があることに注意してください。グローバル プロファイルのインポート時に
は、検出されたプロファイルによって（同じ名前の）既存のプロファイルを上書きするか、そ
れともインポート前にプロファイルの名前を変更するかを選択できます。
デバイスから検出された QoS プロファイルをインポートするには、次の手順を実行します。
始める前に
デバイスのインベントリ収集ステータスが [完了（Completed）] であることを確認します。こ
れにより、デバイスの QoS プロファイルが Cisco EPN Manager によって検出されることを確認
できます。
ステップ 1 左側のサイドバーから [設定（Configuration）] > [QoS] > [プロファイル（Profiles）] を選択し、すべての
Cisco EPN Manager QoS プロファイルを表示します。
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ステップ 2 アクション プロファイルをインポートするには、左側の [QoS プロファイル（QoS Profiles）] ペインから、
[検出されたプロファイル（Discovered Profiles）] > [アクション プロファイル（Action Profiles）] を選択し
ます。
ステップ 3 分類プロファイルをインポートするには、左側の [QoS プロファイル（QoS Profiles）] ペインから、[検出
されたプロファイル（Discovered Profiles）] > [分類プロファイル（Classification Profiles）] を選択します。
ステップ 4 最初にデバイスを選択した後で、そのデバイスで検出されたプロファイルを選択するには、次の手順を実
行します。
a)

[設定（Configuration）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] を選択し、デバイス名のハイ
パーリンクをクリックして、デバイスを選択します。

b) [論理ビュー（Logical View）] タブをクリックします。
c)

[QoS] を展開します。

d) デバイスからインポートするプロファイルのタイプに応じて、[アクション プロファイル（Action
Profiles）] または [分類プロファイル（Classification Profiles）] を選択します。
e)

（オプション）プロファイルを表示した後、Cisco EPN Manager によって検出されたすべての QoS プロ
ファイルをリストしているページからそれらのプロファイルを直接インポートするには、[グローバル
プロファイル ページ（Global Profile Page）] ハイパーリンクをクリックし、ステップ 5 に進みます。

f)

プロファイルを選択し、[グローバルにする（Make Global）] をクリックします。

g) ステップ 6 に進みます。
ステップ 5 インポートするプロファイルを選択して、[インポート（Import）] をクリックします。まだデバイスに存在
しないプロファイルのみを確実にインポートするには、（[グローバル（Global）] 列に [いいえ（No）] と
マークされている）グローバルでないプロファイルを選択します。
ステップ 6 Cisco EPN Manager に重複プロファイルがある場合は、プロファイルの名前を変更して新しい名前で同じ
QoS 設定のプロファイルを作成するか、それとも既存のプロファイルを上書きするかを選択するよう求め
られます。必要な変更を加えます。
ステップ 7 既存の QoS プロファイルの詳細を使用して新しいプロファイルを作成するには、[複製（Clone）] ボタン
をクリックします。このプロファイルは、複製元の QoS プロファイルの名前にサフィックス -clone が付い
た名前になります。この複製されたプロファイルの詳細を任意に編集できます。
ステップ 8 [保存（Save）] をクリックして、選択した QoS プロファイルをインポートします。
インポートしたプロファイルを特定のデバイスのインターフェイスに適用するには、インターフェイスへ
の QoS アクション プロファイルの適用 （546 ページ）を参照してください。

複数のインターフェイスからのQoSアクションプロファイルの関連付
け解除
アクション プロファイルにより、特定のトラフィック クラスに属するトラフィックに適用す
るアクションを指定できます。デバイスに導入されたアクション プロファイルを選択し、その
デバイス上の複数のインターフェイスにアクション プロファイルを適用できます。プロファイ
ルをインターフェイスに適用した後、必要に応じてプロファイルとインターフェイスの関連付
けを解除することができます。アクション プロファイルとインターフェイスの関連付けを解除
するには、その前に、対象のプロファイルがデバイスに適用されていることを確認する必要が
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あります。インターフェイスへの QoS アクション プロファイルの適用 （546 ページ）を参照し
てください。
アクション プロファイルをインターフェイスに適用するには、次の手順に従います。

ステップ 1 左側のサイドバーで、[構成（Configuration）] > [QoS] > [インターフェイス（Interfaces）] の順に選択しま
す。
あるいは、[構成（Configuration）] > [QoS] > [プロファイル（Profiles）] に移動してプロファイルを選択し
た後、そのプロファイルが適用されているインターフェイスからプロファイルの関連付けを解除すること
もできます。
Cisco EPN Manager インターフェイスが [イーサネット CSMA/CD、IEEE8023 ADLAG（Ethernet CSMA/CD,
IEEE8023 ADLAG）] および [L2 VLAN] カテゴリの下に表示されます。その他すべてのポートは、[ユーザ
定義（User Defined）] カテゴリの下に表示されます。
ステップ 2 アクション プロファイルの関連付けを解除するインターフェイスを選択します。
ステップ 3 [アクションプロファイルの関連付け解除（De-associate Action Profile）] をクリックします。
ステップ 4 （任意）選択したアクション プロファイルを将来の日時に関連付け解除するようにスケジュールすること
もできます。それには、[スケジュール（Schedule）] セクションを展開し、関連付けを解除する必要がある
プロファイルに応じて日時と頻度を指定します。
ステップ 5 [OK] をクリックして確認します。選択したインターフェイスからアクション プロファイルの関連付けが解
除されます。ウィンドウの右下隅に表示される通知で、プロファイルが正常に関連付け解除されたか、ま
たはジョブが失敗したかを確認できます。詳細情報を確認するには、[詳細の表示（Show Details）] リンク
をクリックします。

デバイスからの QoS 分類およびアクション プロファイルの削除
デバイスに展開されている QoS 分類およびアクション プロファイルを削除するには、次の表
に示すパスに移動します。

（注）

デバイスから直接検出された QoS アクションおよび分類プロファイルは削除できません。Cisco
EPN Manager を使用して作成した（およびそれにインポートした）プロファイルのみを削除で
きます。
参照プロファイルの削除を避けるため、削除操作は次のシナリオではサポートされていませ
ん。
• 他の分類プロファイルに関連付けられた QoS 分類プロファイルは削除できません。たと
えば、分類プロファイルで [カスケード（Cascade）] オプションを使用して選択した分類
プロファイルを参照する場合、選択したプロファイルの削除操作は失敗します。
• アクション プロファイルによって参照される QoS 分類プロファイルは削除できません。
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• デバイス インターフェイスに正常に適用されたアクション プロファイルは削除できませ
ん。
• アクション プロファイルは、別のアクション プロファイルによって参照されている場合
は削除できません。たとえば、アクション プロファイルが参照ポリシーを使用して他のア
クション プロファイルに関連付けられている場合、そのアクション プロファイルの削除
操作は失敗します。
表 29 : QoS アクションおよび分類プロファイルを削除するためのナビゲーション パス

タスク

GUI での手順

ユーザ定義の分類プロファイ 1.
ルの削除

[構成（Configuration）] > [QoS] > [分類プロファイル
（Classification Profiles）] を選択します。

2.

デバイスや Cisco EPN Manager から削除する分類プロファ
イルを選択します。

3.

タスク バーで [X]（削除）アイコンをクリックします。

4.

または、デバイスのハイパーリンクをクリックして、選
択した分類プロファイルを削除するデバイスを選択する
こともできます。

5.

[送信（Submit）] をクリックします。[ジョブの詳細（Job
Details）] ポップアップ ウィンドウをクリックして、削除
操作のステータスを確認できます。

ユーザ定義のアクション プロ 1.
ファイルの削除

[構成（Configuration）] > [QoS] > [アクションプロファイ
ル（Action Profiles）] を選択します。

2.

デバイスや Cisco EPN Manager から削除するアクション
プロファイルを選択します。

3.

タスク バーで [X]（削除）アイコンをクリックします。

4.

または、デバイスのハイパーリンクをクリックして、選
択したアクション プロファイルを削除するデバイスを選
択することもできます。

5.

[送信（Submit）] をクリックします。[ジョブの詳細（Job
Details）] ポップアップ ウィンドウをクリックして、削除
操作のステータスを確認できます。
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デバイスの変更内容の保存
デバイスに変更を加えた後、データベースに変更を保存し、必要に応じてデバイスの物理およ
び論理インベントリを収集します。詳細については、次のトピックを参照してください。
• データベースへのデバイス設定変更の保存（更新） （551 ページ）
• デバイスのインベントリの即時収集（同期） （551 ページ）

データベースへのデバイス設定変更の保存（更新）
デバイスに変更を加えた後は、構成ウィンドウの [更新（Update）] をクリックして変更内容を
データベースに保存してください。[更新（Update）] ボタンが表示されていない場合は、手動
による同期を実行して、変更を保存するだけでなく、デバイスの物理および論理インベントリ
を収集してデータベースに保存してください。参照先 デバイスのインベントリの即時収集（同
期） （551 ページ）

デバイスのインベントリの即時収集（同期）
同期操作は、デバイスの即時インベントリ収集を実行します。同期の実行時に、Cisco EPN
Manager は選択されているデバイスの物理インベントリと論理インベントリを収集し、データ
ベースを存在するすべての更新で同期します。デバイスの変更後に同期操作を実行しない場合
は、日次インベントリ収集まで変更内容がデータベースに保存されません。

（注）

同期操作は、更新操作とは異なります。更新操作では、設定の変更内容が保存されますが、イ
ンベントリ収集は実行されません。同期の代わりに更新を使用する場合は、データベースへの
デバイス設定変更の保存（更新） （551 ページ）を参照してください。

（注）

この同期操作は、同期されていないデバイス コンフィギュレーション ファイルを使用した作
業とは異なります。同期されていないデバイスとは、スタートアップ コンフィギュレーション
ファイルが実行コンフィギュレーション ファイルと異なるデバイスです。詳細については、実
行デバイス コンフィギュレーションとスタートアップ デバイス コンフィギュレーションの同
期 （141 ページ）を参照してください。
手動での同期を実行するには、次のいずれかの方法を使用します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
551

デバイスの設定
デバイス同期状態

インベントリ収 次の手順を実行します。
集対象：
単一デバイス

• デバイスの [デバイス 360（Device 360）] ビューで [アクション
（Actions）] > [今すぐ同期する（Sync Now）] を選択します。
（注）

デバイスでの同期操作のステータスを表示できます。詳細につ
いては、デバイス同期状態 （552 ページ）を参照してくださ
い。

• [ネットワーク デバイス（Network Devices）] テーブルでデバイスのチェッ
クボックスをオンにし、[同期（Sync）] をクリックします。
複数のデバイス [ネットワーク デバイス（Network Devices）] テーブルでデバイスを選択し
（デバイスのチェックボックスをオンにし）、[同期（Sync）] をクリックし
ます。

デバイス同期状態
[デバイスの同期状態（Device Sync State）]：デバイスで実行された同期操作のステータスを示
します。
表 30 : デバイス同期状態

アイコン

デバイス同期状態

説明

同期中

デバイスの同期を実行中です。

完了

デバイスの同期が正常に完了しました。
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エラー/警告
（Error/Warning）

以下の一覧に示すエラーまたは警告：
• 追加開始（Add Initiated）
• 収集の失敗（Collection Failure）
• 警告付き完了（Completed with Warning）
• 削除処理中（Delete In Progress）
• サービス中（In Service）
• サービスメンテナンス中（In Service
Maintenance）
• ライセンスなし
• 収集一部失敗（Partial Collection Failure）
• SNMP 接続失敗（SNMP Connectivity
Failed）
• SNMP ユーザ認証失敗（SNMP User
Authentication Failed）
• スイッチ ポート トレース（Switch Port
Trace）
• 誤った CLI クレデンシャル（Wrong CLI
Credentials）

（注）

サービス メンテナンス フィルタは、最後のインベントリ収集ステータスには使用できません。

Cisco NCS および Cisco ONS デバイスを管理するための
Cisco Transport Controller の起動
Cisco Transport Controller（CTC）は、Cisco ONS および Cisco NCS デバイスのサブセットに使
用されるソフトウェア インターフェイスです。CTC はコントロール カード上で Java アプリ
ケーションとして実行されます。CTC を使用して、これらのデバイスをプロビジョニングおよ
び管理します。
CTC は Cisco EPN Manager から起動できます。選択した NE リリースに関わらず、最新の CTC
リリースだけが起動されます。他の CTC リリースを使用する必要がある場合は、Web ブラウ
ザから CTC を起動し、該当する CTC リリースを使用している NE に直接接続してください。
CTC を起動するには、次の手順に従います。
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始める前に
CTC を起動するようにデバイスが正しく設定されていることを確認します。デバイスをモデル
化してモニタできるように設定する （61 ページ）を参照してください。

ステップ 1 左側のサイドバーで、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワー
クデバイス（Network Devices）] を選択します。
ステップ 2 Cisco ONS または Cisco NCS デバイスの IP アドレスの横にある「i」アイコンをクリックし、デバイスの
360 度ビューを起動します。
ステップ 3 デバイスの 360 度ビューで、[アクション（Actions）] > [CTC の起動（Launch CTC）] の順に選択します。
CTC ランチャ アプリケーションがコンピュータにダウンロードされます。選択したデバイス タイプで CTC
の起動がサポートされていない場合、このアクションは無効になります。
ステップ 4 [CTC ランチャ（CTC Launcher）] ウィンドウで、次のいずれかの接続モードを選択します。
• [IP を使用（Use IP）]：デバイスの IP アドレスを使用してデバイスへの接続が確立されます（デフォ
ルト オプション）。
• [TL1 トンネルを使用（Use TL1 Tunnel）]：TL1 セッションを使用してデバイスへの接続が確立されま
す。TL1 セッションは、CTC から開始することも、TL1 端末を使用して開始することもできます。注：
サード パーティの OSI ベースの GNE の背後にあるデバイスには、このオプションを使用して接続し
てください。CTC ランチャにより、OSI ベースの GNE 経由で TCP トラフィックを転送するための TL1
トンネルが作成され、CTC でプロビジョニングが行われます。
ステップ 5 CTC のバージョンを選択し、Launch CTC をクリックします。
ステップ 6 CTC クレデンシャルを入力します。
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章

デバイス設定の変更を自動化するテンプ
レートの作成
この章は次のトピックで構成されています。
• 新しい設定テンプレートを作成する理由 （555 ページ）
• を使用して設定テンプレートを作成する方法 Cisco EPN Manager （556 ページ）
• 空白テンプレートを使用した新しい CLI 設定テンプレートの作成 （557 ページ）
• 既存のテンプレートを使用した新規 CLI 設定テンプレートの作成 （558 ページ）
• テンプレートへの変数の入力 （559 ページ）
• テンプレートでのグローバル変数の使用 （564 ページ）
• CLI 設定テンプレートのインポートとエクスポート （568 ページ）
• 新規複合テンプレートの作成 （569 ページ）
• タグを使用したテンプレートへのショートカットの作成 （570 ページ）
• トラブルシューティング テンプレートの作成 （570 ページ）
• デバイスへのテンプレートの展開 （571 ページ）
• 展開した設定テンプレートのステータスと結果の確認 （579 ページ）
• テンプレート展開失敗の Syslog （579 ページ）
• デプロイに失敗したテンプレートの編集と再試行 （579 ページ）

新しい設定テンプレートを作成する理由
Cisco EPN Manager には、ネットワーク デバイスで変更を加えるために使用できる多数の設定
済みの設定テンプレートが用意されています。これらについては、既存のテンプレートを使用
した新規 CLI 設定テンプレートの作成 （558 ページ） で説明しています。
十分な権限を持っている場合は、ご使用の環境のニーズに完全に合う新しいテンプレートを作
成し、そのテンプレートを他の人が使用できるようにすることもできます。複数のテンプレー
トをまとめて 1 つの複合テンプレートにグループ化するなど、テンプレートを必要に応じて単
純または複雑にすることができます。最後に、設定グループを作成してテンプレートを特定の
デバイスに関連付けることができます。
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Cisco EPN Manager には、テンプレートで使用できる設定済みの CLI コマンドが用意されてい
ます。また、新しい CLI コマンドを作成するために使用できる空白の CLI テンプレートも用意
されています。それらは単独で使用することも、複合テンプレートで他のコマンドと組み合わ
せて使用することもできます。
設定テンプレートをどのように使用するかは、ネットワークの大きさ、組織内の設計者の数、
およびデバイス構成の変化量などの要素によって異なる場合があります。次に例を示します。
• 設計者の人数が 1 人または 2 人で、デバイス構成の数も限定的な小規模なネットワークの
場合は、「良好」とわかっている CLI 構成を一連のテンプレートにコピーすることから開
始します。その後、それらを複合テンプレートに結合して、オペレータが利用できるよう
にすることができます。
• 多くの異なるデバイス構成を含む大規模ネットワークの場合は、標準化できる設定の識別
を試行します。これにより、これらの標準への例外の量を制御したり、必要に応じて機能
のオン/オフを切り替えることができます。

を使用して設定テンプレートを作成する方法 Cisco EPN
Manager
Cisco EPN Manager では、ユーザ アカウントの特権に応じて新しい設定テンプレートを作成す
るためのさまざまな方法が用意されています。「CLI 設定テンプレート」には、1 つ以上の CLI
設定コマンド（デバイスの設定時に入力するコマンドと同じコマンド）が含まれています。複
合設定テンプレートは、2 つ以上の CLI または複合設定テンプレートで構成されます。コマン
ドをデバイスに展開する順序を指定できます。
• 設定済み CLI テンプレートの 1 つを変更します。新規複合テンプレートの作成 （569 ペー
ジ）を参照してください。
• 空の CLI テンプレートを使用し、コードを手入力します。空白テンプレートを使用した新
しい CLI 設定テンプレートの作成 （557 ページ）を参照してください。
• 空の CLI テンプレートを使用し、コマンド ライン コンフィギュレーション セッション、
CLI スクリプト、またはその他の一連の保存済みコンフィギュレーション コマンドから
コードをコピーして貼り付けます。既存のテンプレートを使用した新規 CLI 設定テンプ
レートの作成 （558 ページ）を参照してください。
• 既存の複数の設定済みテンプレートまたはユーザ定義テンプレートを 1 つのテンプレート
にマージします。複合テンプレートに含まれるテンプレートが、デバイスに展開される順
序を指定してください。デバイスのグループにテンプレートを展開するための設定グルー
プの作成 （572 ページ）を参照してください。
テンプレートのセットを作成したら、それらをエクスポートおよびインポートできます。
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空白テンプレートを使用した新しい CLI 設定テンプレー
トの作成
テンプレートを使用して、一連の再利用可能なデバイス設定コマンドを定義します。CLI テン
プレートとその使用法の説明は、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機
能およびテクノロジー（Features & Technologies）] を選択し、続いて [CLIテンプレート（CLI
Templates）] を選択すると、Web GUI に表示されます。
Cisco EPN Manager に付属のテンプレートを編集する場合は、そのテンプレートのコピーを作
成し、コピーに新しい名前を付けて編集します。既存のテンプレートを使用した新規 CLI 設定
テンプレートの作成 （558 ページ）を参照してください。
作成したテンプレートは [マイ テンプレート（My Templates）] に保存されます。
始める前に
シスコ オプティカル ネットワーキング デバイスでは、設定テンプレートはデフォルトではサ
ポートされていません。設定テンプレートのサポートを有効にするには、既存の定義済み CLI
設定テンプレートを選択して、その [デバイス タイプ（Device Type）] セクションで [オプティ
カル ネットワーキング（Optical Networking）] チェックボックスをオンにします。この CLI テ
ンプレートを新規テンプレートとして保存します。テンプレートはユーザ定義テンプレートと
して保存され、テンプレートに Cisco NCS 2000 デバイス、Cisco NCS 4000 デバイスなどのすべ
てのオプティカル ネットワーキング デバイスがリストされます。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] の順に選択します。
ステップ 2 [CLI テンプレート（CLI Templates）] を展開し、[CLI] を選択します。
ステップ 3 [テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、次の操作を行います。
a)

意味のあるテンプレート名を入力します。テンプレートは、Web GUI にアルファベット順で表示され
ます。

b) （任意）テンプレートの用途に関する短い説明を入力します（たとえば、「IOS デバイスのトラップ
の有効化」など）。
c)

（任意）直感的な名前でテンプレートにタグを付けます。タグについての説明を表示するには、[マイ
タグ（My Tag）] を選択します。

d) テンプレートを実行するために使用できるデバイス オペレーティング システムを入力します（たとえ
ば、12.2、15.3 など）。テンプレートを実行すると、古いデバイス OS バージョンがフィルタリングさ
れて除外されます。このフィールドを空白のままにすると、テンプレートは指定されたデバイスのす
べての OS に適用されます。
ステップ 4 [テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、デバイス コンフィギュレーション コマンドを指定しま
す。
a)

[CLI コンテンツ（CLI Content）] フィールドに、コードを入力するか、またはコピーしたコードを貼り
付けます。コマンドライン コンフィギュレーション セッション、CLI スクリプト、またはその他の保
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存されている一連のコンフィギュレーション コマンドからコードをコピーできます。コードを入力す
るには、Apache VTL を使用する必要があります。
b) [変数の追加（Add Variables）] ダイアログを使用して、変数を設定します。テンプレートを実行する際
に、これらの変数に値を入力するようプロンプトが出されます。
• コード内での名前を使用して変数を作成するには、コード（スペースなし）を選択し、[変数の追
加（Add Variables）] 領域の右上にある [+] 記号をクリックします。これにより、[変数の追加（Add
Variables）] ダイアログに、該当する名前で新しい（未設定の）変数が作成されます。
• [変数の追加（Add Variables）] 領域の右上にある [+] 記号をクリックします。これにより、[変数の
追加（Add Variables）] ダイアログに空白の行が追加されます。
変数の作成については、テンプレートへの変数の入力 （559 ページ）を参照してください。
c)

テンプレートを実行する際に変数がどのように表示されるかを確認するには、[フォーム ビュー（Form
View）] をクリックします。

d) 変数を保存するには、[CLI に追加（Add to CLI）] をクリックします。
ステップ 5 テンプレートを保存します。[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックして、
[マイテンプレート（My Template）] でテンプレートを保存するフォルダを指定し、[保存（Save）] をク
リックします。
（注）

1.

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域でのデバイス設定コマンドでは、特殊文字を使
用できません。

2.

[テンプレートの基本（Template Basic）] 領域の下にある [説明（Description）] フィールドに
XML 固有の特殊文字を入力すると、テンプレートのエクスポートが失敗します。

既存のテンプレートを使用した新規 CLI 設定テンプレー
トの作成
新しい設定テンプレートを作成するのに最も簡単な方法は、同様の既存のテンプレートを見つ
けてコピーし、そのコピーを編集することです。作成済みのテンプレートも、この手順を使用
して編集できます（編集できるテンプレートは、自分が作成したものだけです）。

ステップ 1 [構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] の順に選択します。
ステップ 2 [CLI テンプレート（CLI Templates）] を展開し、[システム テンプレート - CLI（System Templates - CLI）]
を選択します。
ステップ 3 左側のテンプレート ナビゲーション パネルで、コピーするテンプレートを見つけて、そのテンプレート名
の横に表示されている [i] アイコンにマウスのカーソルを重ね、表示されるポップアップ ウィンドウで [複
製（Duplicate）] をクリックします。
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ステップ 4 [複製テンプレートの作成（Duplicate Template Creation）] ダイアログで、新しいテンプレートを保存する
フォルダ（[マイ テンプレート（My Templates）] 内のフォルダ）を指定し、[OK] をクリックします。
たとえば、[CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート-CLI（System Templates - CLI）]
の下にあるテンプレートをコピーすると、そのテンプレートはデフォルトで [マイテンプレート（My
Templates）] > [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート-CLI（ユーザ定義）（System
Templates - CLI (User Defined)）] の下に保存されます。
ステップ 5 空白テンプレートを使用した新しい CLI 設定テンプレートの作成 （557 ページ） の説明に従って、検証基
準と CLI コンテンツを追加します。

テンプレートへの変数の入力
次のトピックでは、テンプレートに変数を入力する場合に役立つ情報を提供します。
• データ型 （559 ページ）
• CLI テンプレートのデータベース変数の管理 （560 ページ）
• 検証式の使用 （561 ページ）
• マルチライン コマンドの追加 （561 ページ）
• イネーブル モード コマンドの追加 （562 ページ）
• インタラクティブ コマンドの追加 （563 ページ）

データ型
表 1 に、[変数の管理（Manage Variables）] ページで設定できるデータ型を示します。
データ タイプ

説明

文字列

CLI テンプレートのテキスト ボックスを作成できます。検証式とデフォルト
値を指定するには、行を展開して [デフォルト値（Default Value）] および [検
証式（Validation Expression）] フィールドを設定します。

整数（Integer） 数値のみを受け入れるテキスト ボックスを作成できます。整数の範囲を指定
する場合は、行を展開して [範囲開始（Range From）] および [終了（To）]
フィールドを設定します。検証式とデフォルト値を指定するには、行を展開
して [デフォルト値（Default Value）] および [検証式（Validation Expression）]
フィールドを設定します。
DB

データベース タイプを指定できます。CLI テンプレートのデータベース変数
の管理 （560 ページ）を参照してください。

IPv4 アドレス
（IPv4
Address）

CLI テンプレートに IPv4 アドレスのみを受け入れるテキスト ボックスを作
成できます。検証式とデフォルト値を指定するには、行を展開して [デフォ
ルト値（Default Value）] および [検証式（Validation Expression）] フィールド
を設定します。
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ドロップダウン CLI テンプレートにリストを作成できます。検証式とデフォルト値を指定す
（Drop-down） るには、行を展開して [デフォルト値（Default Value）] フィールドを設定し
ます（UI に表示される複数のリストにはコンマ区切り値を使用）。
チェックボック CLI テンプレートのチェックボックスを作成できます。
ス（Check
検証式とデフォルト値を指定するには、行を展開して [デフォルト値（Default
box）
Value）] フィールドを設定します。
オプション ボ
タン（Radio
Button）

CLI テンプレートのオプション ボタンを作成できます。検証式とデフォルト
値を指定するには、行を展開して [デフォルト値（Default Value）] フィール
ドを設定します。

テキスト領域

CLI テンプレートに複数の値を許可するテキスト領域を作成できます。検証
式とデフォルト値を指定するには、行を展開して [デフォルト値（Default
Value）] および [検証式（Validation Expression）] フィールドを設定します。

CLI テンプレートのデータベース変数の管理
次のような場合は、データベース（DB）変数を使用できます。
• DB 変数が CLI テンプレートでデータ型の 1 つである場合。デバイス固有のコマンドを生
成するために DB 変数を使用できます。
• DB 変数が事前定義された変数である場合。事前定義された DB 変数の一覧を表示するに
は、場所 folder/opt/CSCOlumos/conf/ifm/template/inventoryTagsInTemplate にある
CLITemplateDbVariablesQuery.properties ファイルを参照します。
• たとえば、SysObjectID、IPAddress、ProductSeries、ImageVersion は DB 変数です。デバイ
スが Cisco EPN Manager に追加されると、デバイスの完全な詳細が DB 変数に収集されま
す。つまり、デバイスの OID は SysObjectID に、製品シリーズは ProductSeries に、デバイ
スのイメージ バージョンは ImageVersion にというように収集されます。
• DB 変数によって収集されたデータを使用して、正確なコマンドをデバイスに生成できま
す。
• [タイプ（Type）] フィールドで DB 変数を選択できます（[管理対象の変数（Managed
Variables）] ページを使用）。名前フィールドを展開して、使用する DB 変数のいずれか
をデフォルト値のフィールドに入力します。
• デバイスが検出され、Cisco EPN Manager に追加された際に、インベントリ収集中に集め
られたデータベース値を使用して、CLI テンプレートを作成できます。
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（注）

Enterprise JavaBeans クエリ言語（EJB QL）を使用してカスタマイズされたクエリを作成するこ
とができますが、これを試行できるのは高度な開発者のみです。
CLITemplateDbVariablesQuery.properties ファイルで定義された変数のみを使用することを推奨
します。

検証式の使用
[検証式（Validation Expression）] で定義した値は、関連付けられているコンポーネント値で検
証されます。たとえば、設計フローでデフォルト値と検証式の値を入力した場合、設計フロー
中に検証されます。つまり、デフォルト値が検証式に入力された値と一致しない場合、設計フ
ローで取得エラーが発生します。

（注）

検証式の値は、文字列データ型フィールドにのみ機能します。
たとえば、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー
（Features and Technologies）] の順に選択し、[CLI テンプレート（CLI Templates）] > [CLI]
を選択します。[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、[変数の追加（Add Variable）]
タブをクリックして変数のリストを表示します。[変数の追加（Add Variable）] タブで追加の
プラス記号（+）をクリックし、CLI テンプレートに行を追加します。[タイプ（Type）] フィー
ルドで [文字列（String）] を選択し、残りの値を入力して、[保存（Save）] をクリックします。
変数のリストで、この新しい変数の詳細を展開し、正規表現を設定します。そのテキスト ボッ
クスではスペースは許可されません。[検証式（Validation Expression）] フィールドに、次の式
を入力します。
^[\S]+$

デフォルト値（オプション）：ncs
この値は、[検証式（Validation Expression）] フィールドの正規表現と一致する必要がありま
す。
テンプレートを保存してからデバイスを選択します。テキスト フィールドにスペースを入力し
てみてください。正規表現のエラーが発生するはずです。

マルチライン コマンドの追加
[CLI コンテンツ（CLI Content）] 領域にマルチライン コマンドを入力するには、次の構文を使
用します。
<MLTCMD>First Line of Multiline Command
Second Line of Multiline Command
......
......
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Last Line of Multiline Command</MLTCMD>

引数の説明
• <MLTCMD> および </MLTCMD> タグは大文字と小文字が区別され、大文字で入力する必
要があります。
• マルチライン コマンドは、<MLTCMD> タグと </MLTCMD> タグで囲む必要があります。
• タグの先頭にはスペースを使用できません。
• <MLTCMD> と </MLTCMD> タグは単一行では使用できません。
例 1：
<MLTCMD>banner_motd Welcome to
Cisco. You are using
Multi-line commands.
</MLTCMD>

例 2：
<MLTCMD>banner motd ~ ${message}
</MLTCMD>

{message} はマルチライン入力変数です。
マルチライン バナー コマンドを使用する場合の制限事項
Cisco EPN Manager はマルチライン バナー コマンドをサポートしていません。次の例に示すよ
うに、banner file xyz format 形式を使用できます。
#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with Ctrl-Z.
(config)#parameter-map type webauth global
(config-params-parameter-map)# type webauth
(config-params-parameter-map)#banner file tftp://209.165.202.10/banner.txt
(config-params-parameter-map)#^Z
#more tftp://192.168.0.0/banner.txt
Disclaimer:
Usage of this wireless network is restricted to authorized users only.
Unauthorized access is strictly forbidden.
All accesses are logged and can be monitored.
#

イネーブル モード コマンドの追加
CLI テンプレートにイネーブル モード コマンドを追加する場合は、次の構文を使用します。
#MODE_ENABLE<<commands >>#MODE_END_ENABLE
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インタラクティブ コマンドの追加
インタラクティブ コマンドには、コマンドの実行後に入力する必要がある入力が含まれていま
す。
[CLI Content] 領域にインタラクティブ コマンドを入力するには、次の構文を使用します。
CLI Command<IQ>interactive question 1<R>command response 1 <IQ>interactive question
2<R>command response 2

<IQ> および <R> タグは大文字と小文字が区別され、大文字で入力する必要があります。
次に例を示します。
#INTERACTIVE
crypto key generate rsa general-keys <IQ>yes/no<R> no
#ENDS_INTERACTIVE

（注）

対話型の質問ではすべて、<IQNONEWLINE> タグを <IQNONEWLINE> タグに置き換える必要
があります。これらの質問では、どのコントローラー デバイスでもコマンドでデフォルトの
<return> または改行文字は必要ありません。たとえば、
#INTERACTIVE
transfer download start <IQNONEWLINE>y/N<R>y<IQNONEWLINE>y/N<R>y
#ENDS_INTERACTIVE

（注）

<IQ> タグは、対話型の質問に正規表現を使用します。パターンを照合するには、有効な正規
表現を使用する必要があります。
Format
#INTERACTIVE
commands<IQ>interactive question<R>response
#ENDS_INTERACTIVE
Example for invalid content used in interactive question
#INTERACTIVE
save config<IQ>Are you sure you want to save? (y/n)<R>y
#ENDS_INTERACTIVE

間に質問マーク「?」を使用すると無効になり、パターンと一致しません。
Example for valid content used in interactive question
#INTERACTIVE
save config<IQ>(y/n)<R>y
#ENDS_INTERACTIVE

インタラクティブ イネーブル モード コマンドの組み合わせ
インタラクティブ イネーブル モード コマンドを組み合わせるには、次の構文を使用します。
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#MODE_ENABLE
#INTERACTIVE
commands<IQ>interactive question<R>response
#ENDS_INTERACTIVE
#MODE_END_ENABLE

次に例を示します。
#MODE_ENABLE
#INTERACTIVE
mkdir <IQ>Create directory<R>XXX
#ENDS_INTERACTIVE
#MODE_END_ENABLE

インタラクティブ マルチライン コマンドの追加
以下は、複数行を含むインタラクティブ コマンドの例です。
#INTERACTIVE
macro name EgressQoS<IQ>Enter macro<R><MLTCMD>mls qos trust dscp
wrr-queue queue-limit 10 25 10 10 10 10 10
wrr-queue bandwidth 1 25 4 10 10 10 10
priority-queue queue-limit 15
wrr-queue random-detect 1
wrr-queue random-detect 2
wrr-queue random-detect 3
wrr-queue random-detect 4
wrr-queue random-detect 5
wrr-queue random-detect 6
wrr-queue random-detect 7
wrr-queue random-detect max-threshold 1 100 100 100 100
wrr-queue random-detect min-threshold 1 80 100 100 100
wrr-queue random-detect max-threshold 2 100 100 100 100
wrr-queue random-detect min-threshold 2 80 100 100 100
wrr-queue random-detect max-threshold 3 80 90 100 100
wrr-queue random-detect min-threshold 3 70 80 90 100
wrr-queue random-detect min-threshold 4 70 80 90 100
wrr-queue random-detect max-threshold 4 80 90 100 100
wrr-queue random-detect min-threshold 5 70 80 90 100
wrr-queue random-detect max-threshold 5 80 90 100 100
wrr-queue random-detect min-threshold 6 70 80 90 100
wrr-queue random-detect max-threshold 6 80 90 100 100
wrr-queue random-detect min-threshold 7 60 70 80 90
wrr-queue random-detect max-threshold 7 70 80 90 100
@</MLTCMD>
#ENDS_INTERACTIVE

テンプレートでのグローバル変数の使用
Cisco EPN Manager では、カスタマイズした CLI 設定をデバイスに展開できます。このために
は、カスタマイズした設定オプションを含む CLI テンプレートを作成します。CLI テンプレー
トの作成時、または既存のテンプレートの変更時に、グローバル変数またはテンプレート変数
を使用してテンプレートの内容を定義できます。
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• テンプレート変数：CLI テンプレートまたはサービスの作成時、変数に値を入力できま
す。
• グローバル変数：事前に定義され、CLI テンプレートまたはサービスにグローバル レベル
で関連付けられています（デフォルト）。サービス作成時に、グローバル変数を表示する
ことや、グローバル変数の値を入力することはできません。
すべての変数名は、グローバル変数またはテンプレート変数のいずれであるかを示す単語で始
まります。グローバル変数は、CLI テンプレートや複合テンプレートなどすべての Cisco EPN
Manager テンプレートで使用できます。グローバル変数は、変数に関連付けることができるタ
イプ オブ サービス（CE、L3VPN、CEM など）を識別します。新しいグローバル変数を作成
するときには、文字「gv」で始まり、変数を容易に把握できる単語が続く名前を必ず指定して
ください。作成するグローバル変数は、さらに編集したり削除したりできます。Cisco EPN
Manager でデフォルトで使用可能なグローバル変数は、編集または削除できません。グローバ
ル変数はすべてのテンプレート タイプに適用されますが、CLI テンプレートの作成時に作成さ
れた変数は、そのテンプレートだけに適用されます。CLI テンプレートの作成時に作成された
変数を他の CLI テンプレートに関連付けることはできません。
以下に示す CLI テンプレートの設定例では、「gv.service-ethernet-maintInterfaceName」はグロー
バル変数です。このテンプレートがサービスに関連付けられている場合、サービスの作成時
に、グローバル変数の変更可能な部分（mainInterfaceName）が、サービスで指定されている値
（CE サービスのイーサネット インターフェイス名など）に置き換えられます。ただし、サー
ビス作成時にこのグローバル変数を表示または変更することはできません。「$descr」はテン
プレート変数を示す静的な値です。このテンプレート変数により、サービス作成時に（説明
フィールドの）文字列（String）型の変数を変更または指定できます。
interface $gv.service-ethernet-mainInterfaceName
description $descr
exit

グローバル変数を使用して CLI テンプレートを作成するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [グローバル変数（Global Variable）] の順に選
択し、新しいグローバル変数を作成します。
Cisco EPN Manager で各サービス タイプ（CE、L3VPN、および CEM）に事前に読み込まれている既存のグ
ローバル変数を使用するには、ステップ 4 に移動します。
ステップ 2 追加（「+」）アイコンをクリックします。既存の変数を編集するには、グローバル変数を選択して [編集
（Edit）] ボタンをクリックします。
ステップ 3 以下のパラメータを指定し、[保存（Save）] をクリックします。変更内容が Cisco EPN Manager データベー
スに保存されますが、デバイスに即時には展開されるわけではありません。
• [名前（Name）]：変数の一意の名前を入力します。名前は文字「gv」で始まり、その後にこのグロー
バル変数が関係するサービス タイプが続くものにしてください。ドット、ハイフン、アンダースコア
などの特殊文字を使用できます。
• [説明（Description）]：変数を簡単に確認できるようにする一意の説明を入力します。CLI テンプレー
トで使用するこの変数の目的を確認できるようにするため、この説明は非常に重要です。CLI テンプ
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レートは、サービス（L2、L3 サービスなど）のプロビジョニングにも使用できます。サービス作成
ページでは、変数の目的を確認できる唯一の情報が変数の説明です。
• [タイプ（Type）]：次のいずれかのオプションを使用して変数のタイプを指定します。
• [文字列（String）]：CLI テンプレートのテキスト ボックスを作成できます。サービス プロビジョ
ニングで使用する CLI テンプレートには、文字列タイプの変数だけが適用されます。
• [整数（Integer）]：数値だけを受け入れるテキスト ボックスを作成できます。後で値の範囲を指
定するように設定できます。
• [IPv4 アドレス（IPv4 Address）]：CLI テンプレートの IPv4 アドレスのみを受け入れるテキスト
ボックスを作成できます。
• [ドロップダウン（Drop-down）]：CLI テンプレートのドロップダウンリストを作成できます。
• [チェックボックス（Check box）]：CLI テンプレートのチェックボックス フィールドを作成でき
ます。
• [オプション ボタン（Radio Button）]：CLI テンプレートのオプション ボタンを作成できます。
• [テキスト領域（Text Area）]：CLI テンプレートの複数行の値の入力を許可するテキスト領域を作
成できます。
• [値（Value）]：前述の [タイプ（Type）] で選択した値に基づいて生成する必要がある値を指定しま
す。
サービスまたは CLI テンプレートの作成時に値を指定するには、プレースホルダとして [使用不可（Not
Available）] を選択できます。
• [表示ラベル（Display Label）]：Cisco EPN Manager GUI での変数の表示方法を入力します。
ステップ 4 CLI テンプレートとグローバル変数を関連付けます。
a)

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] の順に移動します。

b) 新しい CLI テンプレートを最初から作成するには、空白テンプレートを使用した新しい CLI 設定テン
プレートの作成 （557 ページ）を参照してください。
c)

既存のテンプレートにグローバル変数を関連付けるには、既存のテンプレートを使用した新規 CLI 設
定テンプレートの作成 （558 ページ）を参照してください。

d) グローバル変数を追加するには、[テンプレートの詳細（Template Details）] セクションで [グローバル
テンプレートの追加（Add Global Variable）] 検索フィールドを使用して、グローバル変数を検索しま
す。ページの右上隅に表示される [グローバル変数（Global Variable）] ハイパーリンクを使用すると、
簡単に確認できます。1 つの同じ CLI テンプレートで、CLI 変数およびテンプレート変数とともにグ
ローバル変数を使用できます。
変数が属しているサービスを確認するには、変数名を調べます。CE サービスに適用される変数の変数名は
「gv.ce-service-ethernet*」で始まります。L3VPN サービスに適用される変数の変数名は
「gv.l3vpn-service-l3vpn*」で始まります。これらの変数には、新しい CLI 変数または既存の CLI 変数を関
連付けることができます。
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a)

CLI テンプレートに必要な変更を行い、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] を
クリックします。

b) CLI テンプレートが保存され、[マイ テンプレート（My Templates）] > [CLI テンプレート（ユーザ定
義）（CLI Templates (User Defined)）] に表示されます。
c)

（任意）デバイスへのテンプレートの展開 （571 ページ）の説明に従い、CLI テンプレートをデバイス
に展開します。

ステップ 5 （オプション）（グローバル変数とテンプレート変数が関連付けられている）CLI テンプレートを使用し
てサービス（L2、L3VPN、CEM、Flex LSP、レイヤ 3 リンク）をプロビジョニングするには、テンプレー
トを使用した回線/VC の拡張 （784 ページ）を参照してください。

例
Cisco EPN Manager で使用可能なサンプル グローバル変数：
• L3VPN サービスで使用できるサンプル グローバル変数を次に示します。

• CEM サービスで使用できるサンプル グローバル変数を次に示します。
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CLI 設定テンプレートのインポートとエクスポート
次の項目で、設定テンプレートのエクスポート方法とインポート方法を説明します。テンプ
レートはエクスポートでき、テンプレートには .xml ファイル名が付けられます。また、テン
プレートが複数ある場合は zip ファイルとしてエクスポートされます。
• 複数の設定テンプレートをエクスポートする場合は、.xml ファイルが zip ファイルに配置
され、Exported Templates というプレフィックス名が付与されます。
• 単一のファイルのエクスポートとインポートは .xml ファイルとして実行されます。
• 個別のファイルを選択するか、または zip ファイルをインポートすることで、複数の .xml
ファイルをインポートできます。
• CLI テンプレートをインポートする場合、ファイルに含まれているユーザ定義のグローバ
ル関数は自動的にはインポートされません。これらの変数は CLI テンプレートに手動で追
加する必要があります。
• CLI コマンドを使用して CLI テンプレートをインポートする場合は、有効な構文を使用し
て変数名を必ず使用してください。変数名はアルファベットまたはアンダースコア（_）
で始まる必要があります。サポートされている特殊文字は、アンダースコアとハイフンで
す。

警告

テンプレート変数はインポート時に検証されないため、適切な変
数名を必ず使用してください。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）]
の順に選択します。> [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）]
の順に選択します。
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ステップ 2 設定テンプレートをエクスポートするには、次の手順を実行します。
a)

エクスポートするテンプレートを選択し、

をクリックします。

b) 目的の場所にファイルを保存します。
（注）

[説明（Description）] フィールドまたは [テンプレートの詳細（Template Detail）] フィールドに
XML 固有の特殊文字がある場合は、テンプレートのエクスポートが失敗します。

ステップ 3 設定テンプレートをインポートするには、次の手順を実行します。
a)

[CLI テンプレート（CLI Templates）] フォルダで、CLI の横にある [i] の上にマウス カーソルを合わせ
ます。

b) [すべてのテンプレートの表示（Show All Templates）] をクリックし、[インポート（Import）] をクリッ
クします。
c)

[テンプレートのインポート（Import Templates）] ダイアログボックスで、テンプレートのインポート
先の [マイ テンプレート（My Templates）] フォルダを選択し、[テンプレートの選択（Select Templates）]
をクリックしてインポートするファイルまで移動します。

d) 選択したテンプレートを確認し、[OK] をクリックします。

新規複合テンプレートの作成
事前に設定したテンプレートやユーザが作成したテンプレートのすべてを単一の複合テンプ
レートに追加できます。このテンプレートは、必要としている個々の機能テンプレートすべて
を集約します。また、複合テンプレートを作成すると、メンバー テンプレートを実行する順序
も指定できます。複合テンプレートを使用して、単一のデバイスまたはデバイスのグループに
変更を加えることができます。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] の順に選択します。
ステップ 2 [複合テンプレート（Composite Templates）] フォルダを展開し、[複合テンプレート（Composite Templates）]
を選択します。
ステップ 3 [テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域に、テンプレートの名前を入力します。
ステップ 4 [テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、複合テンプレートに含めるテンプレートを選択します。
矢印を使用し、デバイスに展開する順序でテンプレートを配置します。たとえば、ACL を作成し、イン
ターフェイスに関連付けるには、まず ACL テンプレートを配置し、その後にインターフェイス テンプレー
トを続けます。
ステップ 5 [新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保存した後
にデバイスに適用します（「」を参照してください）。
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タグを使用したテンプレートへのショートカットの作成
タグをテンプレートに適用すると、そのテンプレートは [マイ タグ（My Tags）] フォルダのリ
ストに表示されます。設定テンプレートにタグ付けすることで、以下を行う際に役立ちます。
• 検索フィールドでタグ名を使用したテンプレートの検索
• 追加のデバイスを設定するための、参照としてのタグ付けされたテンプレートの使用
既存のテンプレートにタグ付けするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] の順に選択します。
ステップ 2 [マイ テンプレート（My Templates）] フォルダを展開し、タグを付けるテンプレートを選択します。
ステップ 3 [次のタグを使用（Tag as）] テキスト ボックスにタグ名を入力し、[保存（Save）] をクリックします。

トラブルシューティング テンプレートの作成
トラブルシューティング テンプレートを使用して、デバイス上で実行する一連の再利用可能な
非設定コマンド（「show」コマンドなど）を定義します。
トラブルシューティング テンプレートを作成するには

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] の順に選択します。
ステップ 2 [CLI テンプレート（CLI Templates）] を展開し、[CLI] を選択します。
ステップ 3 [テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、次の操作を行います。
a)

テンプレートの名前を入力します。

b) [Troubleshooting Template] チェックボックスをオンにします。これを行うと、テンプレートがトラブル
シューティング テンプレートに変更され、トラブルシューティング テンプレートとしてタグ付けされ
ます。
（注）

1.

タイプデバイス用のトラブルシューティング テンプレートのみを作成できます。

2.

[Tags] フィールドの「TroubleshootingTemplate」タグは編集しないでください。

ステップ 4 [Template Detail] 領域で、必要に応じてコマンドと変数を指定します。変数の作成については、テンプレー
トへの変数の入力 （559 ページ）を参照してください。
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ステップ 5 テンプレートを保存します。[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックして、
[マイテンプレート（My Template）] でテンプレートを保存するフォルダを指定し、[保存（Save）] をク
リックします。

（注）

「MODE_ENABLE」をトラブルシューティング テンプレートと一緒に使用することはできま
せん。

次のタスク
トラブルシューティング テンプレートを展開し、失敗したテンプレートの展開を編集/再試行
する手順は、CLI テンプレートの場合と同様です。次の項を参照してください。
• ウィザードを使用した CLI テンプレートの展開フロー （574 ページ）
• デプロイに失敗したテンプレートの編集と再試行 （579 ページ）

デバイスへのテンプレートの展開
ここでは、構成テンプレートを使用してデバイスにコマンド グループを展開（実行）する方法
について説明します。
• デバイスのグループにテンプレートを展開するための設定グループの作成
• ウィザードを使用した設定グループの展開フロー
• ウィザードを使用した CLI テンプレートの展開フロー
• ウィザードを使用した複合テンプレートの展開フロー
• 設定グループを使用しないデバイスへのテンプレートの展開
設定導入動作の制御
管理者は、 ユーザが新しいデバイス設定テンプレートを展開するときに、デバイス設定をバッ
クアップするか、またはロールバックするかを選択できます。
テンプレート導入前のデバイス設定のアーカイブ
[デバイス設定のバックアップ（Backup Device Configuration）] が有効になっている場合は、新
しい設定テンプレートが展開される前に、Cisco EPN Manager がすべてのデバイスの実行時の
設定とスタートアップ/管理設定を自動的にバックアップします。
1.

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [イン
ベントリ（Inventory）] > [設定（Configuration）] を選択します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
571

デバイスの設定
デバイスのグループにテンプレートを展開するための設定グループの作成

2.

[デバイス設定のバックアップ（Backup Device Configuration）] チェックボックスをオンに
します。

3.

[保存（Save）] をクリックします。

テンプレート導入失敗時のデバイス設定のロールバック
新しい設定テンプレートのデバイスへの展開に失敗した場合、 Cisco EPN Manager は、最後に
アーカイブされた実行時の設定とスタートアップ/管理設定に各デバイスを自動的にロールバッ
クします。
1.

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [イン
ベントリ（Inventory）] > [設定（Configuration）] を選択します。

2.

[設定のロールバック（Rollback Configuration）] チェックボックスをオンにします。

3.

[保存（Save）] をクリックします。

デバイスのグループにテンプレートを展開するための設定グループの
作成
複数のデバイスに同じ設定が必要な場合、それらのデバイスとデバイスに共通して適用できる
テンプレートを含む設定グループを作成できます。設定グループを作成することで、新しいテ
ンプレートを展開するデバイスを覚えていなくても、新しいテンプレートをすぐに適用できま
す。
複合テンプレートではサイズの小さい複数のテンプレートを 1 つにグループ化できる一方、設
定グループは、テンプレートとデバイスのグループとの「関係」およびコマンドの実行順を指
定します。

ステップ 1 [構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [設定グループ（Configuration Groups）] の順に
選択します。
ステップ 2 [設定グループの基本（Configuration Group Basic）] 領域で、名前を入力します。
ステップ 3 選択可能なデバイスを表示するには、[テンプレートの選択（Template Selection）] 領域で [追加（Add）] を
クリックし、テンプレートを選択して 1 つ以上のテンプレートを追加します。これにより、[デバイス タイ
プ（Device Type）] フィールドにも値が取り込まれます。
ステップ 4 さらにテンプレートを追加するには、[テンプレートの選択（Template Selection）] 領域で [追加（Add）] を
クリックします。相互に排他的なテンプレート（たとえば、Add-Host-Name-IOS と Add-Host-Name-IOS-XR）
を同時に選択することはできません。
ステップ 5 テンプレートを展開するデバイスを選択し、[次へ（Next）] をクリックして入力オプションを選択します。
ステップ 6 [デバイスの選択（Device Selection）] 領域で、設定グループに追加するデバイスを選択します。
ステップ 7 複数のテンプレートを使用する場合、テンプレートを選択して上矢印または下矢印をクリックすることで、
テンプレートがリストされる順序を変更できます。
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ステップ 8 [新しい設定グループとして保存（Save as New Configuration Group）] をクリックします。

ウィザードを使用した設定グループの展開フロー
（注）

この展開フローは、コントローラ ベースのテンプレートには適用されません。

ステップ 1 設定グループを作成したら、[展開（Deploy）] をクリックします。[テンプレートの展開 - 準備とスケジュー
ル（Template Deployment -Prepare and Schedule）] ウィザード ページが開きます。
ステップ 2 [テンプレート（Templates）] 領域で、設定グループに追加するテンプレートを表示します。
ステップ 3 [デバイスに展開（Deployed on Devices）] 領域および設定グループの作成中に、設定グループの作成時に選
択したデバイスを表示します。
ステップ 4 [値の割り当て（Value Assignment）] 領域で、[テンプレートの選択（Select Template）] ドロップダウン リ
ストから、CLI テンプレートと適切なデバイスを選択します。テンプレートを展開するデバイスの詳細や、
CLI プレビューの詳細などを表示できます。[適用（Apply）] をクリックします。
ステップ 5 （任意）[スケジュール（Schedule）] 領域で展開ジョブをスケジュールします。
• わかりやすい展開ジョブ名を付けてから、ただちに実行するか、後で実行するかを指定します。
• また、時間単位、日次、週次、月次、または年次単位で定期的にジョブを実行するようにスケジュー
ルできます。
• 次のジョブ オプションを設定できます。
失敗ポリシー（Failure Policy）：
• [失敗を無視して続行（Ignore failure and continue）]：これはデフォルトのオプションです。 デバ
イスは、テンプレートの展開にランダムに選択されます。ジョブを実行できないデバイスがあっ
た場合、そのデバイスをスキップし、引き続き残りのデバイスでジョブを実行します。ジョブ結
果には、選択したすべてのデバイスの成功/失敗情報が表示されます。
• [失敗で停止（Stop on failure）]：ジョブがデバイスでの実行に失敗した場合、そのジョブは停止し
ます。 ジョブ結果は、ジョブが正常に実行されたデバイスと、テンプレートの展開が行われな
かった他のデバイスについてのみ更新されます。「未試行（Not Attempted）」メッセージが表示
されます。展開のために選択されたデバイスの順序は、[値の割り当て（Value assignment）] ペイ
ンのデバイスの順序と同じです。
• [実行コンフィギュレーションをスタートアップにコピー（Copy Running Config to Startup）]：テ
ンプレートの展開ジョブが成功すると、デバイスの実行コンフィギュレーションがスタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーされます。
• [展開後にコンフィギュレーションをアーカイブ（Archive Config after deploy）]：新しい設定アー
カイブ ジョブを作成し、テンプレートを正常に展開した後で、デバイスのコンフィギュレーショ
ンをアーカイブします。
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ステップ 6 [概要（Summary）] 領域で、展開の概要を表示します。
ステップ 7 [OK] をクリックしてテンプレートを展開します。
ステップ 8 ジョブのステータスを表示するには、ポップアップ ダイアログボックスで [ジョブのステータス（Job
Status）] をクリックして [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）] を起動します。

ウィザードを使用した CLI テンプレートの展開フロー
ステップ 1

CLI テンプレートを作成した後、[展開（Deploy）] をクリックします。[展開（Deployment）] ウィザード
ページが開きます。

ステップ 2

テンプレートを展開するデバイスを選択し、[次へ（Next）] をクリックして入力オプションを選択しま
す。

ステップ 3

[デバイスの追加（Add devices）] テーブルから、テンプレートを展開するデバイスを選択します。選択
したデバイスが [展開するデバイス（Devices to deploy）] テーブルに表示されます。

ステップ 4

テンプレートを展開するモードを選択します。オプションは、[ワークフロー（Work Flow）] および [CSV
のエクスポート（Export CSV）]/[CSV のインポート（Import CSV）] です。

ステップ 5

[ワークフロー（Work Flow）] オプションをクリックし、[次へ（Next）] をクリックします。ステップ 6
を参照してください。

ステップ 6

または、[CSV のエクスポート（Export CSV）]/[CSV のインポート（Import CSV）] オプションをクリッ
クし、CSV のエクスポート/インポート メカニズムを使用して選択したデバイスのテンプレート プロパ
ティをすべて更新します。
a)

CSV ファイル内の設定値の入力時に省略可能フィールドをスキップする場合は、[省略可能パラメー
タも必要ですか（Do you want Optional Parameters）] チェックボックスをオフにします。

b) [CSV のエクスポート（Export CSV）] をクリックし、ローカル システムに CSV テンプレートをダウ
ンロードします。
c)

ダウンロードした CSV テンプレートで個々のデバイスの設定値を入力します。

d) [CSV のインポート（Import CSV）] をクリックし、更新された CSV ファイルをアップロードしま
す。入力値は自動的に更新されます。
e)
ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックして値を入力します。

[入力値（Input Values）] タブでは、[フォーム（Form）] ビューと [CLI] ビューを切り替えることができ
ます。[入力値（Input Values）] タブで以下を設定します。
a)

各テンプレートのすべての必須フィールドに入力してから、[適用（Apply）] をクリックします。
（注）

プロファイル管理では、Fault-Profile-Definition および Fault-Profile-Apply テンプレートを使
用できます。これらのテンプレートを展開するときに、[入力値（Input Values）] ウィンド
ウで、参照テーブルから選択した障害タイプに該当する障害タグを入力する必要がありま
す。

検証が成功すると、選択したテンプレートの周囲の円の境界が緑色に変わります。
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（注）

検証メッセージが正常に表示された場合は、変更がワークフロー内の選択したデバイスに
のみ適用されたことを意味します。設定を完了するには、手順の残りのステップを実行し
ます。

ステップ 8

必要な設定値を入力したら、[次へ（Next）] または [CLI] をクリックして、デバイスおよびテンプレート
の設定値を確認します。

ステップ 9

必要に応じて、[展開のスケジュール設定（Schedule Deployment）] タブを使用して展開ジョブをスケ
ジュール設定します。
• わかりやすい展開ジョブ名を付けてから、ただちに実行するか、後で実行するかを指定します。
• また、時間単位、日次、週次、月次、または年次単位で定期的にジョブを実行するようにスケジュー
ルできます。
• 次のジョブ オプションを設定できます。
失敗ポリシー（Failure Policy）：
• [失敗を無視して続行（Ignore failure and continue）]：これはデフォルトのオプションです。 デバ
イスは、テンプレートの展開にランダムに選択されます。ジョブを実行できないデバイスがあっ
た場合、そのデバイスをスキップし、引き続き残りのデバイスでジョブを実行します。ジョブ
結果には、選択したすべてのデバイスの成功/失敗情報が表示されます。
• [失敗で停止（Stop on failure）]：ジョブがデバイスでの実行に失敗した場合、そのジョブは停止
します。 ジョブ結果は、ジョブが正常に実行されたデバイスと、テンプレートの展開が行われ
なかった他のデバイスについてのみ更新されます。「未試行（Not Attempted）」メッセージが
表示されます。展開のために選択されたデバイスの順序は、[値の割り当て（Value assignment）]
ペインのデバイスの順序と同じです。
• [実行コンフィギュレーションをスタートアップにコピー（Copy Running Config to Startup）]：テ
ンプレートの展開ジョブが成功すると、デバイスの実行コンフィギュレーションがスタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーされます。
• [展開後にコンフィギュレーションをアーカイブ（Archive Config after deploy）]：新しい設定アー
カイブジョブを作成し、テンプレートを正常に展開した後で、デバイスのコンフィギュレーショ
ンをアーカイブします。

ステップ 10

[次へ（Next）] をクリックしてジョブ展開サマリーを表示します。

ステップ 11

[展開サマリー（Deployment Summary）] タブに、各デバイスの CLI ビューが表示されます。

ステップ 12

[終了（Finish）] をクリックしてテンプレートを展開します。

ステップ 13

ジョブのステータスを表示するには、ポップアップ ダイアログボックスで [ジョブのステータス（Job
Status）] をクリックして [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）] を起動します。
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（注）

SG220 デバイスは設定テンプレートの展開をサポートしませんが、SG300 および SG500 デバイ
スは CLI テンプレート展開をサポートします。ただし、SG300 デバイスおよび SG500 デバイス
はどちらも、次のシステム CLI テンプレートのみサポートします。
• APIC ブートストラップ
• バナー構成 - IOS（Banner Configuration-IOS）
• Best_Practice_Access_3k
• Best_Practice_Access_4k
• Best_Practice_Global
• 認証局 - IOS（Certificate Authority-IOS）
• SNMPv3 の設定
• VLAN の設定
• Configure_Access_Port
• クリプト マップの設定
• DNS の設定
• EEM Environmental Variables
• イネーブルパスワード - IOS（Enable Password-IOS）
• EtherChannel
• HTTP SWIM イメージ アップグレード テンプレート
• HTTP-HTTPSサーバおよびWSMAの構成 - IOS（HTTP-HTTPS Server and WSMA
Configuration-IOS）
• ローカル管理ユーザー
• プラグアンドプレイ ブートストラップ
• RADIUS_AUTH
• Radius Acct. サーバ
• Radius 設定-IOS
• リロード構成 - IOS（Reload Configuration-IOS）
• TACACS サーバ
• TACACS-POST-PNP
• トラップ受信者
• stp
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ウィザードを使用した複合テンプレートの展開フロー
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [複合テンプレート（Composite Templates）] > [複合テンプレート（Composite Templates）]
の順に選択します。

ステップ 2

[テンプレートの基本設定（Template Basic）] セクションに、必要な情報を入力します。

ステップ 3

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、複合テンプレートに含めるテンプレートを選択し、[新
しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

ステップ 4

複合テンプレートを作成した後、[展開（Deploy）] をクリックします。[展開（Deployment）] ウィザード
ページが開きます。

ステップ 5

テンプレートを展開するデバイスを選択します。

ステップ 6

[デバイスの追加（Add devices）] テーブルから、テンプレートを展開するデバイスを選択します。選択
したデバイスが [展開するデバイス（Devices to deploy）] テーブルに表示されます。

ステップ 7

テンプレートを展開するモードを選択します。オプションは、[ワークフロー（Work Flow）] および [CSV
のエクスポート（Export CSV）]/[CSV のインポート（Import CSV）] です。

ステップ 8

[ワークフロー（Work Flow）] オプションをクリックし、[次へ（Next）] をクリックします。ステップ 6
を参照してください。

ステップ 9

または、[CSV のエクスポート（Export CSV）]/[CSV のインポート（Import CSV）] オプションをクリッ
クし、CSV のエクスポート/インポート メカニズムを使用して選択したデバイスのテンプレート プロパ
ティをすべて更新します。
a)

CSV ファイル内の設定値の入力時に省略可能フィールドをスキップする場合は、[省略可能パラメー
タも必要ですか（Do you want Optional Parameters）] チェックボックスをオフにします。

b) [CSV のエクスポート（Export CSV）] をクリックし、ローカル システムに CSV テンプレートをダウ
ンロードします。
c)

ダウンロードした CSV テンプレートで個々のデバイスの設定値を入力します。

d) [CSV のインポート（Import CSV）] をクリックし、更新された CSV ファイルをアップロードしま
す。入力値は自動的に更新されます。
e)
ステップ 10

[次へ（Next）] をクリックして値を入力します。

[入力値（Input Values）] タブでは、[フォーム（Form）] ビューと [CLI] ビューを切り替えることができ
ます。[入力値（Input Values）] タブで以下を設定します。
a)

ナビゲーション ウィジェットでデバイスのテンプレートを選択します。テンプレートを選択するに
は、右上隅の円（T1、T2、T3、T4、T5、...）をクリックします。テンプレートが 5 個より多い場合
は、3 つのドットをクリックします。使用可能なすべてのテンプレートがあるドロップダウン リス
トが表示されます。

b) 各テンプレートのすべての必須フィールドに入力してから、[適用（Apply）] をクリックします。
検証が成功すると、選択したテンプレートの周りの輪郭線が緑色に変わり、ポップアップで使用可
能なテンプレートとして選択されたテンプレートの隣に緑色のチェックマークが表示されます。
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ステップ 11

必要な設定値を入力したら、[次へ（Next）] または [CLI] をクリックして、デバイスおよびテンプレート
の設定値を確認します。

ステップ 12

必要に応じて、[展開のスケジュール設定（Schedule Deployment）] タブを使用して展開ジョブをスケ
ジュール設定します。
• わかりやすい展開ジョブ名を付けてから、ただちに実行するか、後で実行するかを指定します。
• また、時間単位、日次、週次、月次、または年次単位で定期的にジョブを実行するようにスケジュー
ルできます。
• 次のジョブ オプションを設定できます。
失敗ポリシー（Failure Policy）：
• [失敗を無視して続行（Ignore failure and continue）]：これはデフォルトのオプションです。 デバ
イスは、テンプレートの展開にランダムに選択されます。ジョブを実行できないデバイスがあっ
た場合、そのデバイスをスキップし、引き続き残りのデバイスでジョブを実行します。ジョブ
結果には、選択したすべてのデバイスの成功/失敗情報が表示されます。
• [失敗で停止（Stop on failure）]：ジョブがデバイスでの実行に失敗した場合、そのジョブは停止
します。 ジョブ結果は、ジョブが正常に実行されたデバイスと、テンプレートの展開が行われ
なかった他のデバイスについてのみ更新されます。「未試行（Not Attempted）」メッセージが
表示されます。展開のために選択されたデバイスの順序は、[値の割り当て（Value assignment）]
ペインのデバイスの順序と同じです。
• [実行コンフィギュレーションをスタートアップにコピー（Copy Running Config to Startup）]：テ
ンプレートの展開ジョブが成功すると、デバイスの実行コンフィギュレーションがスタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーされます。
• [展開後にコンフィギュレーションをアーカイブ（Archive Config after deploy）]：新しい設定アー
カイブジョブを作成し、テンプレートを正常に展開した後で、デバイスのコンフィギュレーショ
ンをアーカイブします。

ステップ 13

[次へ（Next）] をクリックしてジョブ展開サマリーを表示します。

ステップ 14

[展開サマリー（Deployment Summary）] タブに、各デバイスの CLI ビューが表示されます。

ステップ 15

[終了（Finish）] をクリックしてテンプレートを展開します。

ステップ 16

ジョブのステータスを表示するには、ポップアップ ダイアログボックスで [ジョブのステータス（Job
Status）] をクリックして [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）] を起動します。

設定グループを使用しないデバイスへのテンプレートの展開
テンプレートを保存すると、デバイスで展開（実行）できるようになります。テンプレート
は、[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー
（Features & Technologies）] ナビゲーション領域から、または [構成（Configuration）] > [テ
ンプレート（Templates）] > [設定グループ（Configuration Groups）] から起動できる [設定グ
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ループ（Configuration Groups）] を使用して展開できます（デバイスのグループにテンプレー
トを展開するための設定グループの作成 （572 ページ） を参照）。
[機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] ナビゲーション領域からカスタマイズさ
れたテンプレートまたはシステム テンプレートを展開するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] の順に選択します。
ステップ 2 展開するテンプレートが含まれているドロワーを展開します。
ステップ 3 展開するテンプレートを選択し、[展開（Deploy）] をクリックします。
ステップ 4 [テンプレートの展開（Template Deployment）] ウィンドウで、設定とスケジュールを確認し、OK をクリッ
クします。

展開した設定テンプレートのステータスと結果の確認
設定テンプレートをデプロイすると、Cisco EPN Manager にハイパーリンク付きのダイアログ
ボックスが表示され、[ジョブ（Jobs）] ウィンドウに移動できます。ここから、次の操作を実
行できます。
• [履歴] タブをクリックし、ジョブ インスタンスを展開して、コマンドの結果を表示する。
• 展開を繰り返すか、後でスケジュールする。
• ジョブを管理する（削除、一時停止、再開など）。

テンプレート展開失敗の Syslog
デバイスへのテンプレートの展開に失敗すると、Cisco EPN Manager は重大度が ERROR の
syslog を生成し、EPNM で設定された宛先 IP に送信します。
この宛先 IP を設定するには、「Syslog としてのシステム監査ログの転送 （1113 ページ）」を参
照してください。
syslog の生成を有効にするには、次の手順に従います。
1.

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ロギング（Logging）] > [SysLogロギング
オプション（Syslog Logging Option）] の順に選択します。

2.

[SysLogを有効にする（Enable Syslog）] チェックボックスをオンにします。

デプロイに失敗したテンプレートの編集と再試行
デプロイ時に指定された値が正しくないか、または無効であるために、デバイスでのテンプ
レートのデプロイが部分的に、または完全に失敗することがあります。
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編集および再試行の機能では、そうした不具合が発生したジョブについて、以前の入力を変更
して再実行できるので便利です。

重要

CLI テンプレート、トラブルシューティング テンプレート、および複合テンプレートの場合、
編集および再試行機能を使用して、失敗したジョブを再実行できます。
ジョブのステータスはジョブダッシュボードで確認できます。失敗した設定テンプレートジョ
ブでは、[編集（Edit）] アイコン（ ）が有効になります。このアイコンをクリックすると [テ
ンプレートのデプロイ - 編集および再試行（Template Deployment - Edit and Retry）] ウィンドウ
が開き、前に提供された入力を修正してデプロイを再試行することができます。
テンプレートのデプロイは、次のいずれかの理由で失敗することがあります。
1.

2.

3.

変数に提供された値が正しくないか、サポートされていない。
1.

[管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボー
ド（Job Dashboard）] の順に選択します。

2.

[ジョブ（Jobs）] ページで、失敗したデプロイのジョブを選択します。

3.

[編集（Edit）] アイコンをクリックします。[テンプレートのデプロイ - 編集および再
試行（Template Deployment - Edit and Retry）] ウィンドウで、必要に応じて値を編集
し、[OK] をクリックします。

1 台以上のデバイスが到達不能か、クレデンシャルが正しくない。
1.

デバイスの到達可能性の問題を解決します。

2.

[管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボー
ド（Job Dashboard）] の順に選択します。

3.

[ジョブ（Jobs）] ページで、失敗したデプロイのジョブを選択します。

4.

[ジョブ（Jobs）] ページで [実行（Run）] をクリックし、デプロイを再実行します。

設定テンプレートのコマンドが正しくないか、無効である。
この場合はテンプレートを修正する必要があります。この場合は、編集および再試行の機
能を使用できません。

元のテンプレートを変更すると、失敗した設定テンプレートジョブの編集と再試行がブロック
されます。変更したテンプレートについては、デプロイウィザードを使用してテンプレートを
デプロイする必要があります。
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（注）

• 設定グループ、および「ポート」タイプのテンプレートに対しては、編集および再試行の
操作はサポートされません。
• Cisco EPN Manager 4.0 にアップグレードする場合は、この操作を行う前にブラウザのキャッ
シュをクリアする必要があります。
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章

ケーブル デバイスの管理
• ケーブル デバイスの管理 （583 ページ）
• ケーブル管理機能とサポートされているユーザ グループ （585 ページ）
• ケーブル デバイスのクライアント クレデンシャルの設定 （591 ページ）
• 新しいベンダー OUI マッピングの追加 （592 ページ）
• ケーブル デバイスの追加 （593 ページ）
• Cisco cBR-8 と RPD の関連付けの管理 （594 ページ）
• Smart PHY のグローバル設定 （601 ページ）
• RPD 360 ビュー （603 ページ）
• RPD サービス定義の管理 （605 ページ）
• ケーブル デバイスの情報と設定の詳細の表示とエクスポート （610 ページ）
• RPD から cBR-8 へのリンクの正常性のモニタリング （613 ページ）
• cBR-8 デバイスのファイバノード使用率 （614 ページ）
• ケーブルモデムのフラップリストのトラブルシューティング （618 ページ）
• ケーブル ダッシュボードの表示 （619 ページ）
• ネットワーク トポロジ上のケーブル デバイスのトポロジを視覚化する （620 ページ）
• RPD の MIB とサポートされているアラーム （621 ページ）
• ケーブル デバイスのトラブルシューティング （621 ページ）

ケーブル デバイスの管理
Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ（Cisco cBR-8）は、13 ラック ユニット（RU）
のシャーシです。複数のカード モジュールをサポートし、背面結合したミッドプレーン設計で
す。デジタル ミッドプレーンは前面を、RF ミッドプレーンは背面を向いています。リモート
PHY アーキテクチャを備えたケーブル ネットワークでは、複数のリモート PHY デバイス
（RPD）が、ケーブル ネットワーク上の双方向動作を定義するデータ オーバー ケーブル シス
テム インターフェイス標準（DOCSIS）および EuroDOCSIS 標準に基づいて Cisco cBR-8 デバ
イスに接続します。
リモート PHY とは、製品から PHY 要素を取り除き、IP ネットワークと相互接続された別のア
クセス ポイントにその PHY 要素を配置するアーキテクチャ戦略です。Cisco リモート PHY ソ
リューションは、Ethernet PON（EPON）、ギガビット対応のパッシブ光ネットワーク
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（GPON）、メトロ イーサネット（MetroE）装置などの既存の IP テクノロジーを活用し、デ
ジタル ファイバを使った Multi Dwelling Unit（MDU）内に DOCSIS を導入して、ケーブル上の
双方向サービスを実現します。
Cisco EPN Manager を使用して、Cisco cBR-8 およびデバイスと RPD を追加して検出し、ネッ
トワーク トポロジ上の L2TP リンクとトポロジを表示して、さらに細かく設定することができ
ます。また、RPD から Cisco cBR-8 デバイスへのリンクの正常性を継続的に監視することもで
きます。Cisco cBR-8 と RPD の関連付けの管理 （594 ページ）を参照してください。
Cisco EPN Manager では、イベント プロファイル、ダウンストリームおよびアップストリーム
コントローラ プロファイルなどのプロファイルを使用して、サービス定義を作成し、RPD に
一括で関連付けることができます。また、サービス定義の一部として、リモート DTI（R-DTI）
プロトコルを使用して RPD のリモート PHY タイミング値を設定することもできます。R-DTI
プロファイルやその他のサービス定義パラメータを設定するには、RPD サービス定義の管理
（605 ページ）を参照してください。
cBR-8 デバイスの詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/cable/cbr/cisco-cbr/index.html
を参照してください。
Cisco EPN Manager でケーブル デバイスを管理するプロセスでは、次のことを実行します。
1.

cBR-8 デバイスと Cisco Smart PHY がアップ状態になっていて、設定が可能であることを
確認します。

2.

Cisco Smart PHY のクレデンシャルを入力して、Cisco EPN Manager で必要なアクセスを設
定します。

3.

cBR-8デバイスを追加し、デバイスのインベントリ収集ステータスが「完了（Completed）」
であることを確認します。Cisco EPN Manager へのデバイスの追加 （47 ページ）を参照し
てください。

4.

RPD の情報を Cisco EPN Manager に追加します。追加は手動で行うか、CSVファイルから
RPD の詳細をインポートします。

5.

cBR-8 と RPD のペアリングのステータスが「オンライン（Online）」であることを確認し
ます。

6.

（任意）サービス定義を作成するか、デフォルトのサービス定義を使用して RPD に適用し
ます。

7.

（任意）ネットワーク トポロジを使用してデバイスを監視し、アラームやリンク情報を表
示します。

8.

（任意）ソフトウェア イメージ管理を使用してデバイス イメージを管理します。デバイ
ス ソフトウェア イメージの管理 （151 ページ） を参照してください。

機能および制限事項
Cisco EPN Manager は、ケーブル デバイスを管理するための次の機能をサポートしています。
• RPD と cBR-8 のペアリングの詳細を一括でインポートする。
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• ネットワーク トポロジ内の RPD から cBR-8 への L2TP リンクを監視および視覚化する。
• マップされていないケーブル デバイスをネットワーク トポロジに配置する機能。
• サービス定義を作成して RPD に関連付ける。
• cBR-8 デバイスでソフトウェア イメージを管理する。
• cBR-8 デバイスのコンプライアンスを使用して設定監査を実行する。
• cBR-8 デバイスの 360 情報、インターフェイスの 360 情報、および RPD の 360 情報を表
示する。
• シャーシ ビューで cBR-8 デバイスの詳細を表示する。
• ケーブル デバイスの syslog を表示する。
• サービス グループ設定の詳細とファイバ ノード使用率ダッシュボード。
• RPD トラップを参照する。
• ユーザ定義の地理的位置、デバイスの場所、および半径に基づいてネットワーク トポロジ
の一部分を表示する。
• サービス提供中の RPD でケーブル モデムの詳細を表示し、関連するファイバ ノードも同
時に表示する。
• LLDP に基づくケーブル デバイスの検出。
• Cisco EPN Manager を使用して Cisco Smart PHY を設定する。

ケーブル管理機能とサポートされているユーザグループ
次の表に、Cisco EPN Manager でサポートされている cBR-8 および RPD のさまざまな管理タス
クと、サポートされているユーザ グループを示します。各ユーザ グループとデフォルト設定
に関係するタスクについては、グループで実行できるタスクを表示および変更する （1023 ペー
ジ）を参照してください。
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表 31 : ケーブル管理機能とサポートされているユーザ グループ

Config
ケーブル管理機 root/
管理
システム Monitor NBI ク NBI Read NBI
Managers
Lite
Write
スー
能
ユーザ
モニタ
レデン
パー
シャル
ユーザ

ノース
バンド
NBI

User
その他
Assistant のユー
ザ

RPD の追加、編 対応
集、削除、イン
ポート、および
クリア。インラ
イン編集オプ
ションを使用し
た RPD データの
編集。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応
（RPD
データ
のイン
ライン
編集お
よび
RPD の
クリア
には適
用され
ませ
ん）

対応

対応

対応

[ケーブルのRPD 対応
の関連付け
（Cable RPD
Association）]
ページと[ケーブ
ルのサービス定
義（Cable Service
Definitions）]
ページの起動。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

RPD の一覧表
示。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

RPD のエクス
ポート。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

RPD 360 および 対応
インターフェイ
ス 360

対応

対応

対応

対応
対応
（イン
ター
フェイ
ス 360
には適
用され
ませ
ん）

対応

対応

対応

対応

対応
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Config
ケーブル管理機 root/
管理
システム Monitor NBI ク NBI Read NBI
Lite
Write
スー
能
ユーザ Managers モニタ
レデン
パー
シャル
ユーザ

ノース
バンド
NBI

User
その他
Assistant のユー
ザ

[ジョブ（Jobs）] 対応
メニュー。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

[オプション
対応
（Options）] メ
ニューからの起
動（ジオマップ
の場所、サービ
ス定義の割り当
て/管理、グロー
バル設定、ネッ
トワークトポロ
ジ）。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

ジオマップの起 対応
動（[ RPDの関連
付け（RPD
Association）]
ページ、ジオ
マップからの
[サービス定義の
管理（Manage
Service
Definitions）]
ページ）。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

ネットワーク ト 対応
ポロジ内のケー
ブル デバイスの
表示。

対応

対応

対応

-

対応

対応

対応

対応

対応

対応

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
587

デバイスの設定
ケーブル管理機能とサポートされているユーザ グループ

Config
ケーブル管理機 root/
管理
システム Monitor NBI ク NBI Read NBI
Lite
Write
スー
能
ユーザ Managers モニタ
レデン
パー
シャル
ユーザ

ノース
バンド
NBI

User
その他
Assistant のユー
ザ

ケーブル アプリ 対応
ケーション
（Cisco Smart
PHY）の起動、
クライアント ク
レデンシャルの
表示、追加、お
よび編集。読み
取り専用モード
での設定。

対応

対応

対応

対応

対応

–（詳細
の表示
のみ
可）

対応
対応
（Smart
PHY ク
レデン
シャル
を編集/
保存す
る場合
と、読
み取り
専用
モード
で設定
する場
合の
み）

対応

対応

Cisco cBR-8 デバ 対応
イス情報（デバ
イスのライセン
ス使用状況、使
用可能なセン
サー読み取り
値、IPv4 および
IPv6 統計情報、
音声通話数、
ファンと電源の
状態、その他の
全般的なデータ
など）の表示
（[設定
（Configuration）]
タブ）。また、
FPGA/CPLD
バージョン番号
などのスロット
レベル情報の表
示。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応
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Config
ケーブル管理機 root/
管理
システム Monitor NBI ク NBI Read NBI
Lite
Write
スー
能
ユーザ Managers モニタ
レデン
パー
シャル
ユーザ

ノース
バンド
NBI

User
その他
Assistant のユー
ザ

Cisco cBR-8 デバ 対応
イスのパフォー
マンス情報（ラ
インカード上流
および下流ダッ
シュレット、電
源ダッシュレッ
ト、CPUおよび
メモリ使用率
ダッシュレッ
ト、ファン トレ
イ ダッシュレッ
ト、その他の全
般的な設定詳細
など）の表示
（[パフォーマン
ス
（Performanc）]
タブ）。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

サービス定義の 対応
一覧表示。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

サービス定義の 対応
作成、コピー、
削除。サービス
定義の更新と
RPD への割り当
て。RPD の割り
当て（上矢印リ
ンク）。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

サービス定義リ 対応
ストのエクス
ポート。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応
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Config
ケーブル管理機 root/
管理
システム Monitor NBI ク NBI Read NBI
Lite
Write
スー
能
ユーザ Managers モニタ
レデン
パー
シャル
ユーザ

ノース
バンド
NBI

User
その他
Assistant のユー
ザ

ケーブルダッ
対応
シュボードの設
定（cBR-8 ダッ
シュボードの起
動、ソフトウェ
アバージョンへ
のアクセス、ラ
イセンス使用状
況とステータ
ス、ケーブルモ
デム、RPD ス
テータス、FPGA
バージョン、ア
ラームダッシュ
ボード、ケーブ
ルモデム、フ
ラップカウン
ト、ベンダー/カ
テゴリ/分類別カ
ウント）。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

Smart PHY のグ 対応
ローバル設定の
起動。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

Smart PHY のグ 対応
ローバル設定
（RPD グローバ
ル設定、ソフト
ウェア互換
性）。

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応
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Config
ケーブル管理機 root/
管理
システム Monitor NBI ク NBI Read NBI
Lite
Write
スー
能
ユーザ Managers モニタ
レデン
パー
シャル
ユーザ

ノース
バンド
NBI

User
その他
Assistant のユー
ザ

[使用率
対応
（Utilization）]
タブ（起動、し
きい値の設定、
DS/US チャネル
ポップオー
バー、RPD/モデ
ム/OFDM ポップ
オーバー、テー
ブルのエクス
ポート）。

対応

対応

対応（し 対応
きい値の
設定を除
く
（CRUD））

対応

対応

：（し 対応
きい値
の設定
を除く
（CRUD））

対応

対応

コントローラプ 対応
ロファイル
（テーブル内容
の起動および読
み取りビュー）

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

フラップの詳細 対応
（テーブル内容
の起動および読
み取りビュー）

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

ケーブルデバイスのクライアントクレデンシャルの設定
Cisco cBR-8 デバイスと Cisco リモート PHY デバイス（RPD）を管理するには、まず Cisco Smart
PHY のクライアント クレデンシャルを設定する必要があります。これにより、Cisco EPN
Manager で Cisco Smart PHY アプリケーションとの接続を設定できます。
Cisco Smart PHY のクレデンシャルを設定する手順は次のとおりです。
始める前に
Cisco Smart PHY クライアント クレデンシャルの設定に必要なクレデンシャルを使用してログ
インしていることを確認します。ユーザ グループとサポートされているタスクの詳細について
は、ケーブル管理機能とサポートされているユーザ グループ （585 ページ）を参照してくださ
い。
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Cisco Smart PHY の詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/cable/cbr/administration/
guide/cisco_smart_phy_application_user_guide/information_about_cisco_sdn_application.htmlを参照
してください。

（注）

Cisco Smart PHY アプリケーションは複数の Cisco EPN Manager サーバで設定しないでくださ
い。Smart PHY クレデンシャルの更新が必要な場合は、[管理設定（Admin Settings）] ページで
クレデンシャルを設定する前に Cisco EPN Manager から RPD を削除することをお勧めします。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）]
の順に選択します。
ステップ 2 [クライアントとユーザ（Client and User）] をクリックし、[Cisco Smart PHY クレデンシャル（Cisco Smart
PHY Credentials）] を選択します。
ステップ 3 ケーブル アプリケーションの次のクレデンシャルを指定します。
a)

IP アドレス（IP Address）または DNS 名（DNS name）：クライアントの IPv4 アドレス、または Cisco
Smart PHY アプリケーションの DNS ホスト名。

b) ポート（Port）：デバイスと Cisco EPN Manager 間の通信用の数値ポート番号。
c)

ユーザ名とパスワード（User name and password）：クライアントにログインするためのログイン クレ
デンシャルを指定します。確認のため、パスワードを再入力する必要があります。

（注）

[読み取り専用モードの有効化（Enable Read Only Mode）] チェックボックスをオンにすると、Smart
PHY と Cisco EPN Manager を読み取り専用モードで統合できます。読み取り専用モードでは、
Cisco EPN Manager は Smart PHY のインベントリに cBR-8s を追加せず、RPD の設定をプロビジョ
ニングしたり変更したりできません。デフォルトでは、このチェックボックスは無効になってい
ます。このチェックボックスは、ルート、管理者、およびスーパーユーザのみを有効にできます。
他のユーザは、同じ権限を持っていませんが、このボタンの状態を表示できます。

ステップ 4 [保存（Save）] をクリックしてクライアント クレデンシャルを有効にします。
これで、RPD ペアリング情報に CBR-8 を追加し、RPD をケーブル サービス定義に関連付けできるように
なりました。RPD へのサービス定義の割り当て （606 ページ）を参照してください。
ステップ 5 [削除（Delete）] をクリックして、既存の Smart PHY クレデンシャルを Cisco EPN Manager のデータベース
から削除します。

新しいベンダー OUI マッピングの追加
Cisco EPN Manager では、IEEE 組織固有識別子（OUI）データベースを使用してクライアント
ベンダー名マッピングが識別されます。[ユーザ定義 OUI リスト（User Defined OUI List）] ペー
ジには、ユーザが作成したベンダー OUI マッピングのリストが表示されます。OUI を追加す
ると、Cisco EPN Manager によって OUI が IEEE データベースに存在するかどうかが確認され
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ます。OUI が存在する場合は、Cisco EPN Manager によって OUI のベンダー名が更新されま
す。OUI が存在しない場合は、ベンダー OUI マッピングに新しい OUI エントリが追加されま
す。
新しいベンダー OUI マッピングを追加する手順は次のとおりです。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム設定（System Settings）] に移動します。
ステップ 2 左側のサイドバー メニューから、[クライアントとユーザ（Client and User）] をクリックし、[ユーザ定義
OUI（User Defined OUI）] を選択します。[ユーザ定義 OUI（User Defined OUI）] ページが表示されます。
ステップ 3 右側のドロップダウン リストから、[OUI エントリの追加（Add OUI Entries）] を選択し、[移動（Go）] を
クリックします。
ステップ 4 [OUI] フィールドに有効な OUI を入力します。
ステップ 5 [チェック（Check）] をクリックして、OUI がベンダー OUI マッピングに存在するかどうかを確認します。
ステップ 6 [名前（Name）] フィールドに、OUI のベンダーの表示名を入力します。
ステップ 7 [ベンダー名の変更（Change Vendor Name）] チェックボックスをオンにして、OUI がベンダー OUI マッピ
ングに存在する場合に、ベンダーの表示名を更新します。
ステップ 8 [OK] をクリックします。

更新されたベンダー OUI マッピング ファイルのアップロード
更新されたベンダー OUI マッピング ファイルをアップロードする手順は次のとおりです。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム設定（System Settings）] に移動します。
ステップ 2 左側のサイドバー メニューから、[クライアントとユーザ（Client and User）] を選択し、[OUI のアップロー
ド（Upload OUI）] をクリックします。
ステップ 3 [IEEE からオンラインで更新（Update online from IEEE）] オプションを選択します。これで、最新の OUI
マッピング ファイルがダウンロードされます。
ステップ 4 [OK] をクリックします。

ケーブル デバイスの追加
必要な cBR-8 デバイスを Cisco EPN Manager に追加します。それには、デバイスを検出して手
動で追加するか、または CSV ファイルを使用してデバイスの詳細をインポートします。デバ
イスの追加の詳細については、Cisco EPN Manager へのデバイスの追加 （47 ページ）を参照し
てください。
デバイスを追加した後、ケーブル デバイスを設定する前に、まずデバイスのインベントリ収集
ステータスが「完了（Completed）」になっていることを確認する必要があります。確認後、
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RPD の追加とケーブル デバイスとの関連付けに進むことができます。Cisco cBR-8 と RPD の
関連付けの管理 （594 ページ） を参照してください。

Cisco cBR-8 と RPD の関連付けの管理
Cisco EPN Manager を使用して、Cisco cBR-8 デバイスから RPD を監視および検出することが
できます。デバイスを検出したら、以下のセクションで説明しているように、デバイス間のペ
アリングを確立する必要があります。
次のいずれかの方法で [ケーブルと RPD の関連付け（Cable RPD Association）] ページを起動し
ます。
• 左側のナビゲーション パネルで [設定（Configuration）] > [ケーブル（Cable）] > [RPD の
関連付け（RPD Association）] オプションから。
• ネットワーク トポロジの [ケーブル（Cable）] ドロップダウン メニューから。
RPD の自動検出（RPD Auto Discovery）：Cisco cBR-8 のデバイス検出の一部として、デバイス
に関連付けられた RPD が自動的に Cisco EPN Manager のデータベースに追加されます。この場
合は、次に示すように RPD を追加またはインポートする必要はありませんが、[RPDの関連付
け（RPD Association）] ページには RPD の最小限の情報のみ表示されます。

（注）

自動的に検出されるのはプリンシパル ロールを持つ RPD のみです。
cBR-8 デバイスと RPD を次の方法で管理します。
cBR-8 から RPD へのペア 説明
リングの管理
CBR-8 から RPD へのペア cBR-8 と RPD のペアリング情報の手動による追加 （596 ページ）
リング情報を手動で追加
する
CSV ファイルを使用して cBR-8 と RPD のペアリング情報の一括インポート （597 ページ）
CBR-8 から RPD へのペア
リング情報をインポート
する
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RPD を削除する

1.

左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ケーブル
（Cable）] > [RPD の関連付け（RPD Association）]の順に選択
します。

2.

削除する RPD を選択し、ツールバーから [削除（Delete）] ア
イコンをクリックします。RPD を削除すると、Cisco cBR-8 デ
バイスとの関連リンクが削除され、ネットワーク トポロジで
Cisco cBR-8 RPD リンク ビューが更新されます。

（注）

Cisco cBR-8 デバイスを削除すると、それらのデバイスに
関連付けられている RPD も Cisco EPN Manager から削除
されます。
一括削除操作は、ジョブ機能を使用して監視できます。
詳細については、RPD ジョブ ステータスの概要 （598
ページ）を参照してください。

RPD を編集する

1.

左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ケーブル
（Cable）] > [RPD の関連付け（RPD Association）]の順に選択
します。

2.

編集する RPD を選択し、ツールバーから [編集（Edit）] アイ
コンをクリックします。

3.

必要な変更をパラメータに加えます。これらのパラメータの詳
細については、RPD パラメータと説明 （599 ページ）を参照し
てください。

4.

[保存（Save）] をクリックして変更を更新します。[サービス
ステータス（Service Status）] アイコンをもう一度確認して、
更新されたステータスを確認できます。

（注）

編集する RPD が Smart PHY に存在しない場合、RPD 名
の操作が Cisco EPN Manager で失敗することがあります。
詳細については、ケーブル デバイスのトラブルシュー
ティング （621 ページ）を参照してください。

RPD にサービス定義を適 RPD へのサービス定義の割り当て （606 ページ）
用する

cBR-8 と RPD のペアリング情報の追加
Cisco cBR-8 デバイスと RPD を管理できるようにするには、まず、Cisco cBR-8 デバイスから
Cisco EPN Manager への cBR-8 - RPD ペアリング情報を検出する必要があります。
Cisco cBR-8 デバイスが Cisco EPN Manager と同期していて、Cisco Smart PHY との統合が保留
中になっている場合、自動検出されたサービス定義（RPD に関連付けられている）は編集でき
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ません。Cisco Smart PHY との統合が完了すると、「None（なし）」としてマークされたサー
ビス定義がデフォルトのサービス定義に自動的に割り当てられます。
リンク使用率：デバイスのペアリングが確立された後、ネットワーク トポロジでケーブル ネッ
トワークのトポロジを表示し、デバイス間のリンクの正常性を監視できます。手順は次のとお
りです。
1.

[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network
Topology）] を選択します。

2.

[ケーブル（Cable）] ドロップダウン メニューを使用して、ケーブル デバイスをフィルタ
リングします。デフォルトでは、Cisco cBR デバイスと RPD 間の物理リンクが表示されま
す。

3.

[表示（Show）] オプションを使用し、[リンク（Links）] を選択して物理リンクまたは L2TP
リンクをフィルタリングします。
ケーブルの L2TP リンクの場合、L2TP リンクの使用率（使用可能な L2TP トンネルの場
合）は、関連付けられているダウンストリーム コントローラの OFDM チャネル使用率を
取得することにより、RPD 別に計算されます。詳細については、リンクでの帯域幅使用率
をマップに表示 （231 ページ） を参照してください。

前提条件：
• Cisco EPN Manager に cBR-8 デバイスを追加します。Cisco EPN Manager へのデバイスの追
加 （47 ページ）を参照してください。
• cBR-8 デバイス（インポートする RPD に関連付けられている）のインベントリ収集ステー
タスが 「完了（Completed）」であることを確認します。
• Cisco Smart PHY クライアント クレデンシャルを設定していることを確認します。ケーブ
ル デバイスのクライアント クレデンシャルの設定 （591 ページ） を参照してください。

cBR-8 と RPD のペアリング情報の手動による追加
cBR-8 と RPD のペアリング情報を手動でインポートする手順は次のとおりです。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ケーブル（Cable）] > [RPD の関連付け（RPD
Association）]の順に選択します。
ステップ 2 [+] アイコン（追加（Add））をクリックします。
ステップ 3 RPD パラメータと説明 （599 ページ）の説明に従って RPD パラメータを入力し、[保存（Save）] をクリッ
クします。
（注）

名前または MAC ID のみの RPD も追加できます。

ステップ 4 入力した RPD 情報が正しいことを確認する手順は次のとおりです。
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a)

各 RPD の [サービスステータス（Service Status）] アイコンにカーソルを合わせて、cBR-8 デバイスと
RPD 間のペアリングのステータスを把握します。各サービス状態の意味については、RPD から cBR-8
へのリンクの正常性のモニタリング （613 ページ）を参照してください。

b) パラメータを変更するには、それぞれのパラメータをクリックし、必要な変更を加えます。
c)

もう一度 [保存（Save）] をクリックして変更を更新します。その後、[サービスステータス（Service
Status）] アイコンを再度チェックして更新後のステータスを確認できます。

ステップ 5 [クリア] をクリックして、選択した RPD の CCAP コアと CCAP コア インターフェイスの関連付けをクリ
アします。
ステップ 6 （オプション）[RPD MAC ID] 列の [i]（情報）アイコンをクリックして、選択した RPD の RPD 360 ビュー
を起動します。詳細については、RPD 360 ビュー （603 ページ）を参照してください。
（注）

• RPD 360 ビューを起動するには、RPD に MAC ID、名前、および設定済みの Smart PHY 設定
が必要です。
• サービス定義名が UNKNOWN となっている自動検出の RPD では、RPD 360 ビューは使用で
きません。

ステップ 7 （任意）[RPD の関連付け（RPD Association）] ページで、[オプション（Options）] ドロップダウン メニュー
をクリックし、次のショートカットを選択して、関連するページを起動します。
a)

[地理マップ位置フィルタを適用（Apply Geo Map Location Filter）] をクリックして、地理的位置フィル
タを起動します。詳細については、地理的な場所による RPD のフィルタリング （601 ページ）を参照
してください。

b) [サービス定義の割り当て（Assign Service Definition）] をクリックして、選択した RPD にサービス定義
を割り当てます。詳細については、RPD へのサービス定義の割り当て （606 ページ）を参照してくだ
さい。
c)

[サービス定義の管理（Manage Service Definition）] をクリックして、サービス定義を表示および変更し
ます。詳細については、RPD サービス定義の管理 （605 ページ）を参照してください。

d) [グローバル設定に移動（Go to Global Settings）] をクリックして、Smart PHY のグローバル設定を表示
および変更します。詳細については、Smart PHY のグローバル設定 （601 ページ）を参照してくださ
い。
e)

[ネットワーク トポロジの表示（View Network Topology）] をクリックして、RPD のトポロジ ビューを
起動します。

cBR-8 と RPD のペアリング情報の一括インポート
Cisco EPN Manager は、各エントリを現在のデータベースと比較して、重複するエントリがな
いかチェックします。エントリが重複している場合は、一致するパラメータが強調表示され、
既存のエントリを 1 つずつ置き換えるか、一括で置き換えるか、またはインポート操作を完全
にスキップするかを選択できます。
CSV ファイルを使用して cBR-8 と RPD のペアリング情報をインポートする手順は次のとおり
です。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
597

デバイスの設定
RPD ジョブ ステータスの概要

ステップ 1 左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ケーブル（Cable）] > [RPD の関連付け（RPD
Association）]の順に選択します。
ステップ 2 [インポート（Import）] アイコンをクリックします。
ステップ 3 次の手順に従って、Cisco EPN Manager が RPD 情報のインポート用としてサポートしているテンプレート
を使用します。
a)

[「RPD の関連付け」テンプレート（*.csv）のダウンロード（Download the 'Associate RPDs' template
(*.csv)）] ハイパーリンクをクリックし、cBR-8 と RPD のペアリング情報を一括でインポートするため
のサンプル テンプレートをダウンロードします。

b) ファイルを保存する必要があるシステム上の場所を選択し、[OK] をクリックします。
ステップ 4 cBR-8 と RPD のペアリング情報をインポートする手順は次のとおりです。
a)

インポートに使用する CSV ファイルが、上記のステップ 3 でダウンロードした CSV ファイルと同じ
テンプレートから作成されていることを確認します。
（注）

インポートの前に、RPD 名と MAC ID を CSV ファイルで指定する必要があります。

b) [インポート（Import）] アイコンをクリックします。
c)

[参照（Browse）] をクリックして、インポートする CSV ファイルを探します。

d) [インポート（Import）] をクリックします。
（注）

前述の手順に従って、Smart PHY アプリケーションからエクスポートした CSV ファイルをイン
ポートすることもできます。

ステップ 5 一括操作（インポート/エクスポート/削除）のステータスを確認するには、[ジョブ（Jobs）] ボタンをク
リックします。詳細については、RPD ジョブ ステータスの概要 （598 ページ）を参照してください。
ステップ 6 （任意）インポートした RPD 情報が正確であることを確認します。
a)

各 RPD の [ステータス（Status）] アイコンにカーソルを合わせて、cBR-8 デバイスと RPD 間のペアリ
ングのステータスを把握します。各サービス状態の意味については、RPD から cBR-8 へのリンクの正
常性のモニタリング （613 ページ）を参照してください。

b) パラメータを変更するには、それぞれのパラメータをクリックして変更を加えます。RPD パラメータ
の詳細については、RPD パラメータと説明 （599 ページ）を参照してください。
c)

[保存（Save）] をクリックして変更を更新します。その後、[サービスステータス（Service Status）] ア
イコンを再度チェックして更新後のステータスを確認できます。

RPD ジョブ ステータスの概要
一般的な大規模ネットワークでは、システムに展開される RPD の数は数千に上ります。これ
らの一括操作（一括インポート/エクスポート/削除）のステータスはジョブ機能を使用して監
視できます。ジョブ機能では、過去 24 時間のジョブの一覧と操作ステータスが表示されます。
[RPD の関連付け（RPD Association）] ページで、[ジョブ（Jobs）] ボタンをクリックすると、
[ジョブステータスの概要（Job Status Summary）] ウィンドウが表示されます。ジョブ ステー
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タスが変化すると、そのたびにジョブ ボタンに通知が表示されます（2 分以内）。操作の成功/
失敗の詳細情報を確認するには、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

（注）

一括インポート/削除操作を行った後は、変更が反映されるように、操作のたびに [RPD の関連
付け（RPD Association）] ページを手動で更新する必要があります。
[ジョブステータスの概要（Job Status Summary）] ウィンドウには、ジョブのステータスを区別
できるように、通知が色分け表示されます。
表 32 : ジョブ ステータスの概要

アイコンの色

ステータス
ジョブはスケジュール済み/進行中
ジョブは成功
ジョブは失敗

RPD パラメータと説明
RPD パラメータ

説明

ID

RPD の ID。デフォルトでは、この列は隠れています。この列を表
示するには、テーブルの右上隅にある
をクリックし、[列
（Columns）] を選択し、[ID] を選択します。
RPD が作成、インポート、または編集されたときのタイムスタン
プ。デフォルトでは、この列は隠れています。この列を表示する

Timestamp

には、テーブルの右上隅にある をクリックし、[列（Columns）]
を選択し、[タイムスタンプ（Timestamp）] を選択します。
ステータス（Status）

RPD のステータス。

RPD 名（RPD Name）

RPD デバイスのホスト名。

RPD MAC ID

RPD の MAC ID。

サービス定義（Service
Definition）

Cisco EPN Manager RPD に適用されるケーブル サービス定義。
Cisco Smart PHY クライアントが設定されていない場合、このフィー
ルドは「不明（Unknown）」とマークされます。これは、自動検
出された RPD に適用されます。

CCAP コア（CCAP Core） 選択した RPD が接続する必要がある Cisco cBR-8 デバイス。
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RPD パラメータ

説明

CCAPコアインターフェイ RPD に物理的に接続されている cBR-8 デバイスのインターフェイ
ス（CCAP Core Interface） ス。
ダウンストリームデータ 同じデータ サービス グループを持つすべての RPD は、データ
サービスグループ
サービスのダウンストリーム コントローラを共有します（データ
（Downstream Data Service の仮想分割）。
Group）
アップストリームデータ 同じデータ サービス グループを持つすべての RPD は、データ
サービスグループ
サービスのアップストリーム コントローラを共有します（データ
（Downstream Data Service の仮想分割）。
Group）
データのプライマリ RPD この列の値は、0、1、または空（値なし）です。この列の値は
US ポート（Data Primary [OOB のプライマリ RPD US ポート（OOB Primary RPD US Port）]
RPD US Port）
列と同じにする必要があります。
ビデオインターフェイス
（Video Interfaces）

ナローキャスト/ブロードキャスト ビデオ サービスに使用する
TenGigabitEthernet DPIC インターフェイスの完全名称。

ビデオサービスグループ
（Video Service Groups）

同じビデオサービスグループを持つすべての RPD は、ビデオサー
ビス用のナローキャスト/ブロードキャスト コントローラを共有し
ます。

アウトオブバンドイン
アウト オブ バンド インターフェイスに使用する TenGigabitEthernet
ターフェイス（Out of Band DPIC インターフェイスの完全名称。
Interface）
OOB のプライマリ RPD この列の値は、0、1、または空（値なし）です。この列の値は
US ポート（OOB Primary [データのプライマリ RPD US ポート（Data Primary RPD US Port）]
RPD US Port）
列と同じにする必要があります。
追加コア（Additional
Cores）

RPD が接続する必要がある追加コアのリスト。

ケーブル DSG TG（Cable 1 つ以上のダウンストリーム インターフェイスに関連付けられた
DSG TGs）
アドバンストモード DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（A-DSG）
トンネル。
RPD の緯度（RPD
Latitude）

RPD の位置座標を表します。

RPD の経度（RPD
Longitude）

RPD の位置座標を表します。
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RPD パラメータ

説明

事前設定（Pre Configure） この列は読み取り専用であり、常に「true」に設定されます。これ
により、Cisco Smart PHY アプリケーションが Cisco cBR-8 ルータ
で使用可能な事前設定を検証し、即座に設定を適用するようにな
ります。このプロセスにより、RPD をオンラインにする時間が節
約されます。
RPD の説明（RPD
Description）

RPD デバイスの説明。

情報（i）アイコン
（Information (i) icon）

情報（i）アイコンを使用すると、選択した Cisco cBR-8 デバイス
とその関連のインターフェイスの 360 ビュー（RPD 360、デバイ
ス 360、およびインターフェイス 360）を起動できます。詳細につ
いては、基本デバイス情報を取得する：[デバイス 360（Device
360）] ビュー （98 ページ） を参照してください。

地理的な場所による RPD のフィルタリング
大量の RPD は、地理的な場所を使用してフィルタリングすることで効率的に処理できます。
地理フィルタを使用する手順は次のとおりです。

ステップ 1 [RPD の関連付け（RPD Association）] ページ（[設定（Configuration）] > [ケーブル（Cable）] > [RPD の
関連付け（RPD Association）]）で、[オプション（Options）] をクリックし、[地理マップ位置フィルタを
適用（Apply Geo Map Location Filter）] を選択します。[トポロジ（Topology）] ページからの地理フィルタ
設定が表示されます。
ステップ 2 [このページに適用（Apply to this page）] チェックボックスをクリックして、[RPD の関連付け（RPD
Association）] ページの RPD のリストにフィルタを適用します。フィルタ操作について通知する [ロケー
ション フィルタが適用されました（Location Filter Applied）] というメッセージが表示されます。チェック
ボックスをオフにすると、フィルタが削除され、RPD リスト全体が表示されます。
ステップ 3 地理フィルタを編集または有効にするには（地理フィルタが無効になっている場合）、[地理マップ上で
フィルタを編集（Edit Filter on Geo Map）] をクリックします。ナビゲーションが [ネットワークトポロジ
（Network Topology）] ページに移動します。詳細については、Geo マップのロケーション フィルタ （252
ページ）を参照してください。
ステップ 4 （任意）[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ページで地理マップ フィルタを編集/有効にした後
で、[ケーブル（Cable）] > [RPD の関連付け（Associate RPDs）] をクリックして [RPD の関連付け（RPD
Association）] ページに移動します。

Smart PHY のグローバル設定
Cisco EPN Manager では Smart PHY のグローバル設定を表示および管理できます。
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次のいずれかの方法で [Smart PHY のグローバル設定（Smart PHY Global Settings）] ページを起
動します。
• 左側のナビゲーション パネルの [設定（Configuration）] > [ケーブル（Cable）] > [Smart
PHY のグローバル設定（Smart PHY Global Settings）] オプションから。
• [RPD の関連付け（RPD Association）] ページで、[オプション（Options）] > [グローバル
設定に移動（Go to Global Settings）] をクリックします。
• [ネットワークトポロジ（Network Topology）] ページで、[ケーブル（Cable）] > [グローバ
ル設定に移動（Go to Global Settings）] をクリックします。

RPD のグローバル設定
Cisco EPN Manager では RPD のグローバル設定を表示および管理できます。
ステップ 1 [Smart PHY のグローバル設定（Smart PHY Global Settings）] ページで、要件に応じて次のパラメータを選
択します。
a)

スタティックルートの設定（Configure Static Route）：Cisco Smart PHY アプリケーションのオプション
では、DPIC で設定された IPv4/IPv6 ネットワーク インターフェイス用として、cBR-8 デバイスにスタ
ティック ルート設定が追加されます。

b) ソフトウェア互換性の検証（Validate Software Compatibility）：Cisco Smart PHY アプリケーションは、
表で指定されている RPD バージョンと Cisco cBR-8 デバイス バージョン間の互換性をチェックします。
c)

永続実行設定（Persist Running Configuration）：Cisco Smart PHY アプリケーションは、Cisco cBR-8 デ
バイスで変更が生じるごとに設定を永続的にします。
[間隔の保存（Save Interval）] オプションは、[実行コンフィギュレーションを永続化する（Persist Running
Configuration）] が有効な場合に有効になります。値は、10 ～ 10800 までの一意の整数にすることがで
きます。

ステップ 2 [保存（Save）] をクリックして変更を更新します。

ソフトウェアの互換性
Smart PHY のグローバル設定では、ソフトウェア互換性マトリクスを追加、編集、または削除
できます。オプションとしてマークされていないフィールドは必須です。
[ソフトウェア互換性（Software Compatibility）] ウィンドウには、RPD ソフトウェア バージョ
ンと Cisco cBR ソフトウェア バージョンの互換性マトリックスが表示されます。Smart PHY ア
プリケーションは、RPD と Cisco cBR-8 ルータ間のソフトウェアの非互換性を検出し、非互換
性について警告します。アラートの表示後に、RPD ソフトウェアのバージョンを手動でアップ
グレードするか、Smart PHY アプリケーションを介してアップグレードすることができます。
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表 33 : ソフトウェア互換性マトリクスのフィールドの説明

フィールド名

説明

RPD ベンダー（RPD Vendor）

RPD ベンダーの名前。

RPD ソフトウェアバージョン（RPD Software RPD で実行されているソフトウェア バージョ
Version）
ン。
ルータベンダー（Router Vendor）

インベントリからのルータ製品タイプ。

ルータソフトウェアバージョン（Router
Software Version）

ルータのソフトウェア バージョン。

RPD 360 ビュー
RPD 360 ビューは、RPD、そのインベントリ、およびそのステータスに関する情報をすばやく
確認できるポップアップ ウィンドウです。サービスグループ、セッション、履歴、モデムの一
覧、イベントなどの情報が含まれます。
RPD 360 ビューは次のいずれかの方法で起動します。
• [RPD の関連付け（RPD Association）] ページで、[RPD MAC ID] 列の [i] アイコンをクリッ
クします。
• [ケーブルダッシュボード（Cable Dashboard）] ページ（[ダッシュボード（Dashboard）] >
[ケーブル（Cable）] > [cBR-8 ダッシュボード（cBR-8 Dashboard）]）で、[RPD チャート
（RPD chart）] を選択してデバイスの一覧を表示します。[RPD IP アドレス（RPD IP
Address）] 列の [i] アイコンをクリックします。
• [ネットワークトポロジ（Network Topology）] ページ（[マップ（Maps）] > [ネットワーク
トポロジ（Network Topology）]）で、任意の RPD を選択し、[360 を表示（View 360）]
オプションをクリックします。
• [使用率（Utilization）] ページで、[RPD カウント（RPD Count）] ウィンドウを開き、[RPD
名（RPD Name）] フィールドの [i] アイコンをクリックします。
RPD 360 ビューでは、ビューの上部にデバイスとパフォーマンスに関する一般情報が示され、
ビューの下部にあるタブにはより詳細なインターフェイス情報が示されます。
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表 34 : RPD 360 ビューの情報

RPD 360 ビューに表示される情報

説明

一般情報

次のような属性があります。
• RPD 名（RPD Name）
• RPD ステータス（RPD Status）（アイコンによる表
示）
• 説明（Description）
• MAC アドレス（MAC Address）
• IPアドレス（IP Address）
• 関連付けられた cBR-8（Associated cBR-8）
• インターフェイス（Interface）
• サービス定義（Service Definition）
• 緯度（Lat.） | 経度（Long.）
• シリアル番号（Serial Number）
• 製品のタイプ（Product Type）
• ベンダー（Vendor）
• ソフトウェア（Software）
（注）

[サービスグループ（Service
Groups）] タブ

値のない属性に対しては [なし（None）] が表示
されます。

チャネル インターフェイスと、関連するサービス グルー
プ情報。
（注）

表示する値がない場合は、[データ未設定（Data
not configured）] が表示されます。

[セッション（Sessions）] タブ

選択した RPD で使用可能な DEPI セッション。

[履歴（History）] タブ

選択した RPD のステータスの履歴。

[モデム（Modems）] タブ

選択した RPD の下でサービスを提供するモデムの一覧。

[イベント（Events）] タブ

RPD イベントを一覧表示します。RPD イベントが同じイ
ベント ID と重大度レベルで表示される場合、RPD 360 は
最新のイベントのタイムスタンプとともに集計されたカ
ウントを表示します。
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（注）

すべてのタブ（[モデム（Modems）] タブを除く）に [使用可能なデータなし（No data available）]
が表示されている場合は、RPD が Smart PHY で使用できません。

RPD サービス定義の管理
Cisco EPN Manager のケーブル サービス定義を使用すると、イベントおよびデータ サービス プ
ロファイルに関連する情報を、1 つまたは複数の RPD に一括で直接関連付けることができま
す。
[サービス定義（Service Definitions）] ページは次の方法で起動します。
• [設定（Configuration）] > [ケーブル（Cable）] > [サービス定義（Service Definitions）] に
移動します。
• [RPD の関連付け（RPD Association）] ページで、[オプション（Options）] をクリックし、
[サービス定義の管理（Manage Service Definition）] を選択します。
• [ネットワークトポロジ（Network Topology）] ページで、[ケーブル（Cable）] ドロップダ
ウン メニューをクリックし、[サービス定義の管理（Manage Service Definition）] を選択し
ます。
ケーブル サービス定義は次の方法で管理できます。
ケーブル サービ 説明
ス定義の管理
ケーブル サービ ケーブル サービス定義の作成と編集 （606 ページ）を参照してください。
ス定義の作成と
編集
サービス定義を 1.
コピーする

左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ケーブル（Cable）] >
[サービス定義（Service Definitions）]の順に選択します。

2.

コピーするサービス定義を選択し、[コピーを保存（Save Copy）] をク
リックします。
選択したサービス定義のパラメータが新しいサービス定義に設定され
ます。必要に応じてパラメータを変更してから保存できます。サービ
ス定義の名前が一意であることを確認します。
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ケーブル サービ 説明
ス定義の管理
ケーブル サービ 1.
ス定義を削除す
る
2.

左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ケーブル（Cable）] >
[サービス定義（Service Definitions）]の順に選択します。
削除するサービス定義を選択し、[削除（Delete）] をクリックします。
（注）

新しいケーブル 1.
サービス定義を
デフォルトとし
2.
て設定する
3.

4.

デフォルトのサービス定義と、RPD に割り当てられたサービ
ス定義は、削除できません。サービス定義を削除するには、
関連付けられた RPD を再割り当てし、削除する前に別のサー
ビス定義をデフォルトとして割り当てる必要があります。

左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ケーブル（Cable）] >
[サービス定義（Service Definitions）]の順に選択します。
デフォルトとして設定する必要があるサービス定義を選択します。
[デフォルトとして設定（Set as Default）] チェックボックスをオンにし
ます。
[更新して割り当てる（Update and Assign）] をクリックします。

（注）

CSV ファイルを使用して RPD 情報をインポートし、[サービス定
義] フィールドを空白のままにすると、デフォルトのサービス定
義が RPD に自動的に関連付けられます。

ケーブル サービス定義の作成と編集
ケーブル サービス定義を作成する手順は次のとおりです。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ケーブル（Cable）] > [サービス定義（Service
Definitions）]の順に選択します。
ステップ 2 左側のナビゲーション パネルで [+新規作成（+ Create New）] をクリックします。
ステップ 3 ケーブル サービス定義のパラメータと説明 （607 ページ）の説明に従って、サービス定義パラメータを指
定します。
ステップ 4 [保存（Save）] をクリックして定義を保存するか、[保存して割り当てる（Save and Assign）] をクリックし
て新しい定義をすぐに RPD に割り当てます。RPD へのサービス定義の割り当て （606 ページ）で説明して
いるように、保存した定義をさらに RPD に割り当てることもできます。

RPD へのサービス定義の割り当て
次の方法でサービス定義を RPD に割り当てます。
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• Cisco EPN Manager の GUI を使用して、RPD に割り当てる必要があるサービス定義を選択
します。
• RPD の MAC ID に関連付けられたサービス定義の名前を指定する CSV ファイルを使用し
て、RPD 情報をインポートします。
ケーブル サービス定義を RPD に割り当てる手順は次のとおりです。
始める前に
• cBR-8 デバイスを Cisco EPN Manager に追加し、デバイスのインベントリ収集ステータス
が 「完了（Completed）」であることを確認します。Cisco EPN Manager へのデバイスの追
加 （47 ページ）を参照してください。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ケーブル（Cable）] > [RPD の関連付け（RPD
Association）]の順に選択します。
ステップ 2 サービス定義を選択してから RPD に適用する手順は次のとおりです。
a)

[オプション（Options）] をクリックし、[サービス定義の割り当て（Assign Service Definition）] を選択
します。

b) 左側のパネルから必要なサービス定義を選択し、[ケーブルの RPD の関連付け（Cable Associate RPD(s)）]
テーブルから必要な RPD を選択します。
c)

[割り当て（Assign）] をクリックします。

ステップ 3 CSV ファイルを使用して（RPD に関連付けられている）サービス定義をインポートする手順は次のとおり
です。
a)

cBR-8 と RPD のペアリング情報の一括インポート （597 ページ）の手順に従ってください。

b) CSV ファイルの [サービス定義（Service definition）] フィールドが、RPD に関連付けられているサービ
ス定義の正しい名前を正確に表していることを確認します。
ステップ 4 （任意）確認するには、サービス定義と一緒に表示される数値を確認します。この数値は、サービス定義
が割り当てられている RPD の合計数を表します。

ケーブル サービス定義のパラメータと説明
次の表に、ケーブル サービス定義で使用されるパラメータと値を示します。
ケーブル サービス 説明
定義のパラメータ
名前（Name）

サービス定義の名前。この名前を使用して、Cisco EPN Manager への RPD
データのインポート時に、RPD をサービス定義に自動的に関連付けるこ
とができます。
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ケーブル サービス 説明
定義のパラメータ
説明
（Description）
（任意）

サービス プロファイルの目的を説明する説明。

イベントプロファ このサービス定義に関連付けられている RPD のイベント パラメータを指
イル（Event
定します。範囲は 0 ～ 63 です。
Profile）
R-DTI プロファイ リモート DOCSIS タイミング インターフェイス（R-DTI）セット。RPD
ル（R-DTI
の RFC 1588 クロック プロファイル パラメータを定義します。範囲は 1
Profile）
～ 64 です。
パイロットトーン RPD のパイロット トーン プロファイルを指定します。数の範囲は 0 ～
プロファイル
511 です。
（Pilot Tone
Profile）
ケーブル DSG TG 1 ～ 65535 の範囲で、セミコロン（;）で区切ります。
（Cable DSG
TGs）
プライマリ サービス パラメータ
サービスグループ このサービス定義に関連付けられている RPD のチャネルとボンディング
パラメータを定義します。
プロファイル
（Service Group
Profile）
ダウンストリーム ダウンストリーム データ チャネルの RF パラメータを指定します。範囲
コントローラプロ は 0 ～ 255 です。
ファイル
（Downstream
Controller Profile）
アップストリーム アップストリーム データ チャネルの RF パラメータを指定します。数の
コントローラプロ 範囲は 0 ～ 511 です。
ファイル
（Upstream
Controller Profile）
MAC ドメイン分 マルチキャスト トラフィックに使用される、アップストリーム およびダ
割の有効化
ウンストリーム データ チャネルの分離を有効にします。
（Enable MAC
Domain Splitting）
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ケーブル サービス 説明
定義のパラメータ
ビデオ サービス パラメータ（任意）
ナローキャストビ ナローキャスト（ダウンストリーム ビデオ コントローラ プロファイル）
デオコントローラ データ チャンネルの RF パラメータを指定します。範囲は 0 ～ 255 です。
プロファイル
（Narrowcast Video
Controller Profile）
ブロードキャスト ブロードキャスト（ダウンストリーム ビデオ コントローラ プロファイ
ビデオコントロー ル）データ チャンネルの RF パラメータを指定します。範囲は 0 ～ 255
ラプロファイル
です。
（Broadcast Video
Controller Profile）
アウト オブ バンド パラメータ（任意）
（注）

[アウトオブバンド（Out of Band）] パラメータ フィールドのすべてを入力するか、
まったく入力しないかを選択する必要があります。

ダウンストリーム OOB を使用するように RPD を設定するために必要な ID。この値は、帯
VOM ID
域外のダウンストリーム VOM チャネルの RF パラメータを指定します。
（Downstream
範囲は 0 ～ 10 です。
VOM ID）
ダウンストリーム 帯域外のダウンストリーム/アップストリーム プロファイル チャネルの
プロファイル ID RF パラメータを指定します。数の範囲は 0 ～ 511 です。
（Downstream
Profile ID）および
アップストリーム
プロファイル ID
（Upstream Profile
ID）
アップストリーム 帯域外のアップストリーム VARPD チャネルの RF パラメータを指定しま
VARPD ID
す。範囲は 1 ～ 32 です。
（Upstream
VARPD ID）
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ケーブル デバイスの情報と設定の詳細の表示とエクス
ポート
Cisco EPN Manager のシャーシ ビューを使用すると、Cisco cBR-8 デバイス情報（デバイスのラ
イセンス使用状況、センサーの読み取り値、IPv4 および IPv6 統計情報、さまざまなチャネル
やコントローラでの帯域幅使用率、ファンと電源のステータスなど）を表示できます。また、
FPGA/CPLD バージョン番号などのスロット レベル情報を表示することもできます。
以降の表に示すデバイスおよびシャーシの情報を表示する手順は次のとおりです。
始める前に
ネットワーク内の Cisco cBR-8 ルータの情報を収集してレポートするには、[ケーブルポリシー
（Cable Policies）] が [モニタリングポリシー（Monitoring Policies）] ページ（[モニタ（Monitor）]
> [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [モニタリングポリシー（Monitoring Policies）]
> [ポリシー（Policies）] ペイン）に表示され、現在アクティブであり、そのパラメータのポー
リング間隔が設定されていることを確認します。ケーブル モニタリング ポリシーをアクティ
ブ化するには、モニタリング ポリシーのしきい値およびアラーム動作の変更 （285 ページ）を
参照してください。

（注）

ケーブル ポリシーの詳細については、ケーブル ポリシーおよびケーブル使用率を参照してく
ださい。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] を選択し
ます。
ステップ 2 デバイスまたはシャーシの情報を表示するには、シャーシ エクスプローラからデバイス/シャーシ/スーパー
バイザ（SUP）をクリックします。
ステップ 3 ファンまたは電源の情報を表示するには、シャーシ エクスプローラからファンまたは電源モジュールをク
リックします。
ステップ 4 [設定（Configuration）] タブをクリックします。
ステップ 5 以降の表に示すタブを展開して、対応する情報を表示します。
これらの情報をグラフィカルに表現するには、[パフォーマンス（Performance）] タブに移動し、必要なダッ
シュレットをタブに追加します。[パフォーマンス（Performance）] タブには、特定の時点のダッシュレッ
トを最大 10 個表示できます。
使用中の帯域幅の値またはストリーム タイプに基づいて Mac ドメイン、ファイバ ノード、またはコント
ローラをフィルタリングするには、[設定（Configuration）] タブの [高度なフィルタ（Advanced Filter）] オ
プションを使用します。たとえば、平均使用率の値が特定の範囲より大きいか小さい Mac ドメインをフィ
ルタリングできます。さらに、特定のストリーム タイプ（ダウンストリームやアップストリームなど）を
持つ Macドメインをリスト表示するフィルタを追加できます。
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表 35 : ケーブル デバイスの設定情報

タブ

シャーシ エク
スプローラの
選択

ポリシーの 参照できる情報
有効化が必
要

×
全般
デバイス、
（General） シャーシ、ラ
イン カード、
SUP、ファン、
電源装置。

• デバイスおよびシャーシの全般情報：デバイス名、IP アド
レス、インストール済みのソフトウェア バージョン、シス
テム稼働時間、デバイスのシリアル番号、製品 ID、部品番
号、デバイスの動作状態（有効かどうかにかかわらず）、
ハードウェア バージョン番号、関連する CLEI コード、動
作中または設定済みの冗長性状態、デバイスに関連付けら
れた一意の説明、アップ/ダウンしているポートの数、デバ
イスの現在の ICMP 待ち時間などの情報を表示します。
• ファンの情報：ファンの使用状況（パーセンテージ形式）。
• 電源の情報：デバイスの総電力容量、デバイスが消費して
いる電力（ワット数）。
• ライン カードの情報：一般的なデバイス情報と、カードの
アップストリームおよびダウンストリーム帯域幅の使用率
を表示します。
• 音声通話の情報：アクティブな高優先度コールとすべての
アクティブ コールのカウント数を表示します。カウント数
は、ケーブル監視ポリシーの設定に基づいて定期的に更新
されます。
• ライセンス状態の情報：ライセンス状態の情報（登録ス
テータス、承認、UDI、シリアル番号など）を表示します。

ライセンス デバイス
の使用状況
ステータス
（License
Usage
Status）

×

Cisco cBR-8 デバイス上のシスコ製品のライセンス使用状況情報
とレポート、および適用状態。

センサー測 ライン カー
定値
ド、ファン、
（Sensor
電源装置。
Readings）

対応

取り付け後の各 FRU の一般的な環境ステータス。

FPGA/CPLD SUP
のバージョ
ン
（FPGA/CPLD
Versions）

×

名前、センサーの状態、しきい値を表示できます。センサーの
測定値には温度条件が含まれます。
ルータで使用可能なすべてのスーパーバイザ FPGA または CPLD
ファームウェアと、それぞれのバージョン番号。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
611

デバイスの設定
ケーブル デバイスの情報と設定の詳細の表示とエクスポート

タブ

シャーシ エク
スプローラの
選択

ポリシーの 参照できる情報
有効化が必
要

IPv4 および デバイス
IPv6 の統計
（IPv4 and
IPv6
Statistics）

対応

送受信されるパケットの種類とパケット数。これには、IPv4
ARP 統計と IPv6 ネイバー統計が含まれます。

モデムの詳 デバイス
細（Modem
Details）

対応

異なる DOCSIS バージョン（DOCSIS 2.0 や DOCSIS 3.1 など）
を使用していて、異なるベンダに属するケーブル モデムの数を
表示します。

DEPI セッ
ション
（DEPI
Sessions）

×

DEPI（Downstream External-PHY Interface）は、レイヤ 2 トンネ
リング プロトコル（L2TP）を使用して CCAP コアとリモート
PHY の間に常駐する IP トンネルです。

デバイス

このタブを使用すると、選択した Cisco cBR-8 デバイスに接続
されているすべての RPD の DEPI セッション数を表示できま
す。また、リモート デバイスに関するその他の情報として、関
連するトンネル ID、L2TP クラス、デバイス名、IP アドレス、
状態などを表示することもできます。
各 DEPI セッションの詳細については、[ネットワークトポロジ
（Network Topology）] に移動して、RPD を指定し、RPD 360
ビューを参照してください。DEPI セッション モード、リモー
ト状態、関連する擬似ネットワークなどの詳細情報を表示でき
ます。

ファイバ
デバイス
ノード使用
率（Fiber
Node
Utilization）

対応

選択したデバイス上のファイバ ノードの一覧、それぞれのスト
リーミング モード（アップストリームまたはダウンストリー
ム）、および各ファイバ ノードの平均使用率（ファイバ ノー
ドに関連付けられているすべてのチャネルの平均）を表示しま
す。
使用率のパーセンテージ範囲を範囲ごとのファイバ ノードの数
にマップしてグラフィカルに表示するには、[パフォーマンス
（Performance）] タブで [ファイバ ノードのダウンストリーム/
アップストリーム使用率（Fiber Node Downstream/Upstream
Utilization）] グラフを表示します。
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タブ

シャーシ エク
スプローラの
選択

Mac ドメイ デバイス
ン使用率
（Mac
Domain
Utilization）

ポリシーの 参照できる情報
有効化が必
要
対応

選択したデバイス上で使用可能な MAC ドメインの一覧、それ
ぞれのストリーミング モード（アップストリームまたはダウン
ストリーム）、および Mac ドメイン ノードあたりの平均使用
率（すべての Mac ドメインに関連付けられているすべてのチャ
ネルの平均）を表示します。
使用率のパーセンテージ範囲を範囲ごとの Mac ドメインの数に
マップしてグラフィカルに表示するには、[パフォーマンス
（Performance）] タブで [MD のダウンストリーム/アップスト
リーム SG 使用率（MD Downstream/Upstream SG Utilization）]
グラフを表示します。
（注）

ケーブルコ ライン カード
ントローラ
使用率
（Cable
Controller
Utilization）

対応

推奨されるポーリング間隔は 1 時間です。

選択したカードで設定されているコントローラ タイプ、スト
リーミング モード（アップストリームまたはダウンストリー
ム）、および各コントローラの平均使用率（コントローラに関
連付けられているすべてのチャネルで使用されている帯域幅の
平均）を表示します。

RPD から cBR-8 へのリンクの正常性のモニタリング
cBR-8 デバイスとそれに関連付けられた RPD との間のリンクは、Cisco EPN Manager でリンク
タイプ L2TP で表されます。ネットワーク トポロジ内のリンクを表示し、関連するリンク 360
の詳細を表示するには、リンクの詳細情報の取得 （128 ページ）を参照してください。
次の表は、cBR-8 と RPD の関連付けの詳細が Cisco EPN Manager に追加された後のリンク状態
を示しています。
アイコン

Status（ス
テータス）

説明

ダウン
（Down）

Cisco cBR-8 デバイスから RPD への関連付けが形成され
ておらず、L2TP トンネルの作成プロセスがダウンしてい
ます。
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アイコン

Status（ス
テータス）

説明

オンライン
オンライン（Online）：Cisco cBR-8 デバイスから RPD へ
（Online）/
の関連付けが形成されていて、L2TP トンネルの作成プロ
アップ（Up） セスが開始されています。
アップ（Up）：Cisco cBR-8 デバイスから RPD への関連
付けが完了していて、リンクがアクティブです。
進行中（In
Progress）

Cisco cBR-8 デバイスから RPD への関連付けの状態を検
出中です。

導入保留中
Cisco cBR-8 デバイスから RPD への関連付けが形成され
（Deployment ておらず、そのために L2TP トンネルの作成プロセスが
Pending）
開始されていません。
定義済み
（Defined）

RPD デバイスが MAC ID なしで作成されています。

リンク 360 ビューのサービス状態アイコンの詳細については、リンクの有用性状態 （225 ペー
ジ）を参照してください。

cBR-8 デバイスのファイバノード使用率
ファイバノード使用率ダッシュボードは、アップストリーム/ダウンストリームチャネルの使
用率、関連する MAC ドメイン、RPD、およびファイバノードに対するケーブルモデムについ
て、それぞれの詳細を表示できる包括的なダッシュボードです。ユーザはしきい値を設定する
ことで、アップストリームおよびダウンストリームチャネルの使用率を分類し、各 cBR-8 デバ
イスをより幅広く把握しやすくすることができます。

（注）

バンドル、MAC ドメイン、ビデオ、物理インターフェイスなど、インターフェイスに関する
その他の情報は、[シャーシビュー（Chassis View）] ページの [インターフェイス（Interface）]
タブに表示されます。
サービス使用率の機能を使用する前に、ケーブルモニタリングポリシー（具体的には、FiberNode
モデム数と、ベータ機能のいくつかのポリシー）を有効にする必要があります。ケーブル ポリ
シーの詳細については、ケーブル ポリシーを参照してください。
サービス使用率を表示する手順は次のとおりです。
1.

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデ
バイス（Network Devices）] に移動し、[デバイス名（Device Name）] 列のある cBR-8 デバ
イスをクリックします。すると、選択したデバイスの [シャーシビュー（Chassis View）]
が開きます。
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2.

[使用率（Utilization）] タブをクリックします。選択した cBR-8 デバイスのファイバ ノー
ド使用率の詳細がここに表示されます。

アップストリーム チャネルとダウンストリーム チャネルのファイバ ノード使用率は、さまざ
まな色のしきい値で表示されます。アップストリーム チャネルとダウンストリーム チャネル
について使用率しきい値をカスタマイズするには、[グローバルしきい値設定（Global Threshold
Settings）] アイコン（歯車アイコン）をクリックします。ここで行った変更はすべてのデバイ
スに適用されます。デフォルトでは、しきい値は 0 ～ 25%、26 ～ 50%、51 ～ 75%、76 ～ 100%
です。いずれかのしきい値カテゴリをクリックすると、選択したカテゴリに従ってファイバ
ノード テーブルがフィルタリングされます。

（注）

[グローバルしきい値設定（Global Threshold Settings）] ページの [デフォルト値に復元（Restore
to defaults）] オプションを使用すると、アップストリームチャネルについてデフォルトのしき
い値が復元されます。
[使用率（Utilization）] タブの各列をクリックすると、デバイス メトリックに関する情報が表
示されます。たとえば、ダウンストリームチャネル番号をクリックすると [ダウンストリーム
チャネル（Downstream Channels）] ポップアップウィンドウが開き、選択したチャネルの情報
として、ファイバノード ID、説明、使用率（全体およびチャネル単位）などが表示されます。
同様に、アップストリームチャネル番号をクリックすると[アップストリームチャネル（Upstream
Channels）] ポップアップウィンドウが開き、選択したチャネルの情報として、ファイバノー
ド ID、説明、使用率（全体およびチャネル単位）などが表示されます。
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表 36 : サービス使用率

[サービス使用率（Service Utilization）] ウィン 参照できる情報
ドウの種類
ファイバ ノード使用率（Fiber Node
Utilization）/一般情報（General Information）

ファイバノード ID（Fiber Node ID）
ファイバノードの説明（Fiber Node
Description）
ダウンストリームの詳細（Downstream
Details）：DOCSIS の使用率とダウンストリー
ムチャネルの数
アップストリームの詳細（Upstream Details）：
DOCSIS の使用率とアップストリームチャネ
ルの数
サービスグループプロファイル（Service Group
Profile）
MAC ドメイン（MAC Domain）
RPD カウント（RPD Count）
モデムカウント（Modem Count）
オフラインモデム数（Offline Modem count）
（パーセンテージ）

ダウンストリームチャネル（Downstream
channels）

ファイバノード ID（Fiber Node ID）
説明（Description）
DOCSIS 使用率（DOCSIS Utilization）（パー
センテージ）
RF 復元性の状態（RF Resil State）
チャネル（Channel）
使用率（チャネル単位）（Utilization
(channel-wise)）（パーセンテージ）
タイプ（Type）
周波数（MHz）
（注）
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[サービス使用率（Service Utilization）] ウィン 参照できる情報
ドウの種類
アップストリームチャネル（Upstream
channels）

ファイバノード ID（Fiber Node ID）
説明（Description）
DOCSIS 使用率（DOCSIS Utilization）（パー
センテージ）
チャネル（Channel）
使用率（チャネル単位）（Utilization
(channel-wise)）（パーセンテージ）
タイプ（Type）
変調プロファイル（Modulation Profile）

RPD カウント（RPD Count）

ファイバノード ID（Fiber Node ID）
説明（Description）
DPIC ポート（DPIC Port）
[名前（Name）]
MAC ID
（注）

ここから [i] アイコンをクリックして
RPD 360 ビューを起動できます。

変調プロファイル（Modulation Profile）
モデムカウント（Modem Count）

モデムの状態（オフライン（Offline）、オン
ライン（Online）、初期化（Initialization）、
部分的なオンライン（Partial Online）、その他
（Other））（パーセンテージ）ドーナツグラ
フの形式でデータを表示することもできます。
ステータス（Status）
MAC アドレス（MAC Address）
IPアドレス（IP Address）
DOCSIS バージョン
[モード（Mode）]
US Power
USMER（SNR）
DS Power
DSMER（SNR）
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[サービス使用率（Service Utilization）] ウィン 参照できる情報
ドウの種類
オフラインモデム（Offline Modems）

オフラインモデム数（Offline modem count）
（パーセンテージ）

ケーブルモデムのフラップリストのトラブルシューティ
ング
Cisco EPN Manager は、複数の cBR-8 デバイスにわたるフラップリストのトラブルシューティ
ングをサポートしています。[フラップの詳細（Flap Details）] ページでは、「フラップ状態」
のケーブルモデム（断続的な接続の問題を起こしているケーブルモデム）を追跡しています。
上部のメトリックには、ケーブルモデムの合計数、フラップ状態のモデムの数（合計に対する
割合を含む）、固有のケーブルインターフェイスなどの詳細が表示されます。ただし、これら
はクリックできません。また、サマリーペインには、CRC、調整された電力、再挿入モデムカ
ウントについて、それぞれの詳細が関連する割合とともに表示されます。これら 3 つのタブの
いずれかをクリックすると、選択した条件に従って、基になるテーブルがフィルタリングされ
ます。
フラップ状態のモデムの詳細を表示するには、次の操作を行います。
1.

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデ
バイス（Network Devices）] に移動し、[デバイス名（Device Name）] 列のある cBR-8 デバ
イスをクリックします。すると、選択したデバイスの [シャーシビュー（Chassis View）]
が開きます。

2.

[フラップの詳細（Flap Details）] タブをクリックします。

[ケーブルモデム（Cable Modem）] ダッシュボードで使用可能な [フラップカウント（Flap
Count）] ダッシュレットには、フラップ状態のモデムがまとめて表示されます。また、フラッ
プカウントのハイパーリンクをクリックして [フラップの詳細（Flap Details）] ページを開くこ
ともできます。
[フラップの詳細（Flap Details）] ページには次の情報が表示されます。
表 37 : フラップの詳細

[フラップの詳細（Flap Details）] ウィンドウの 参照できる情報
タイプ
Totals

モデム
フラップ状態のモデム（Flapping Modems）
（割合と一緒に表示）
ケーブルインターフェイス（Cable Interfaces）
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[フラップの詳細（Flap Details）] ウィンドウの 参照できる情報
タイプ
メトリックカウントが 0 より大きいモデム
（Modems with Metric Counts）

CRC（割合と一緒に表示）
調整された出力（割合と一緒に表示）
再挿入（割合と一緒に表示）

[フラップの詳細（Flap Details）] テーブル

MAC アドレス（MAC Address）
ケーブルインターフェイス（Cable Interfaces）
挿入数（Insert Count）
キーを押す
Miss
CRC
調整された出力（Power Adjusted）
Flap
前回のフラップ（Last Time Flapped）

ケーブル ダッシュボードの表示
ケーブル ダッシュボードには、ケーブル ネットワークに関する概要が表示されます。たとえ
ば、現在 Cisco cBR-8 デバイスのネットワークに影響を与えている重要な問題などが表示され
ます。詳細については、[ケーブル（Cable）] ダッシュボードの概要を参照してください。

RPD ポーリング
ケーブル ダッシュボードに表示される RPD ポーリング情報
は、/opt/CSCOlumos/conf/cable_poller.properties にあるプロパティ ファイルを編集すること
で、ユーザが動的に変更できます。
カスタマイズ可能な属性は次のとおりです。
# RPD Polling task
rpd_12tp=10
#Power Supply task
cable_powerSupplyStatus=10
#HA Inventory task
cable_inventory_ha_core_redudancy=10
#License Dashboard task
cable_dashboard_license=10
#License Usage Dashboard task
cable_dashboard_license_usage=10
#Fan Status task
cable_FanStatus=10
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（注）

デフォルトのポーリング間隔は 10 分で、最小ポーリング時間は 2 分です。ポーリング属性を
編集するとサーバやデバイスのパフォーマンスに影響を与える可能性があるため注意が必要で
す。詳細については、管理チームにお問い合わせください。
Cisco EPN Manager のデフォルトでは、接続されているすべてのデバイスがポーリングされま
すが、ユーザはポーリングを必要とするデバイスの IP アドレスを指定してカスタマイズでき
ます。ただし、入力した IP アドレスが正しくないか形式が間違っている場合は、どのデバイ
スもポーリングされません。
たとえば、次の命令では、10 分間隔でポーリングする 2 つのデバイス IP アドレスを指定して
います。
rpd_l2tp=10,10.20.123.222,10.20.133.111

ユーザは、プロパティ ファイルの関連する命令でコメント タグ（「#」）を使用し、特定の属
性のポーリング タイマーを有効または無効にできます。ポーリング間隔の変更や IP アドレス
の追加は動的に行えますが、ポーリング属性を有効または無効にするには Cisco EPN Manager
を再起動する必要があります。
たとえば、次の命令（前述の例のもの）はコメント タグ（「$」を使用してコメントアウトし
ています。
#rpd_l2tp=10,10.20.123.222,10.20.133.111

ネットワークトポロジ上のケーブルデバイスのトポロジ
を視覚化する
Cisco cBR-8 デバイスから RPD が検出されると、トポロジ マップで L2TP リンク、物理リン
ク、その他のアラーム情報を表示できます。ネットワーク トポロジ上のケーブル デバイスは
次の方法で表示できます。

（注）

Cisco EPN Manager は、IPv4 および IPv6 ネットワークでの RPD 物理リンクの検出をサポート
しています。
• 左側のナビゲーション パネルで、[マップ（Maps）] > [トポロジマップ（Topology Maps）] >
[ネットワークトポロジ（Network Topology）] をクリックします。
• [地理マップ（Geographical Map）] アイコンをクリックします。
• [RPDの関連付け（RPD Association）] ページで [ネットワークトポロジ（Network Topology）]
ハイパーリンクをクリックします。
ネットワーク トポロジの機能の詳細については、次を参照してください。 地理的マップ（Geo
マップ）でのネットワークの表示 （245 ページ）
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RPD の MIB とサポートされているアラーム
ユーザは、次の MIB ファイルを設定することにより、RPD 関連の統計情報を収集できます。
• DOCS-RPHY-CTRL
• DOCS-RPHY-PTP
• DOCS-RPHY-MIB
MIB ポーリング ポリシーの詳細については、次を参照してください。 カスタム MIB ポーリン
グ モニタリング ポリシー （1215 ページ）

ケーブル デバイスのトラブルシューティング
問題：
サービス プロファイルごとの RPD の数が一致しません。
原因：
Cisco Smart PHY のクレデンシャルが重複しています。Cisco Smart PHY が複数の Cisco EPN
Manager サーバに登録されています。
回避策：
Cisco Smart PHY が複数の Cisco EPN Manager サーバに統合されないようにします。[クライア
ントクレデンシャル（Client Credentials）] ページで Cisco Smart PHY のクレデンシャルを登録
した後、そのクライアントを Cisco Smart PHY の他のインスタンスに更新しないようにします。
別の Cisco Smart PHY クライアントを使用する場合は、次の手順を実行します。

（注）

続行する前に、Cisco cBR-8 デバイスと RPD データのローカル コピーをエクスポートして保存
しておくことをお勧めします。
1.

Cisco EPN Manager からすべての cBR-8 および RPD データを削除します。

2.

新しいケーブル ネットワーク オートメーション クライアント クレデンシャルを設定しま
す。

3.

cBR-8 から RPD への関連付けの詳細を再度インポートします。

問題：
RPD の編集操作に失敗します。
原因：
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編集対象の RPD が Smart PHY アプリケーションに存在しない場合、Cisco EPN Manager での
RPD 名の編集に失敗することがあります。
回避策：
RPD 名以外の RPD パラメータを編集します。これにより、必ず RPD が最初に Smart PHY アプ
リケーションに追加されます。正常に追加されると、Cisco EPN Manager での RPD 名の編集が
可能になります。
問題：
cBR-8 デバイスでの CPU 使用率が高くなっています。
原因：
cBR-8 デバイスの CPU がアイドル状態の場合、Cisco EPN Manager によるインベントリ収集中
に一時的な CPU スパイクが発生することがあります。ただし、優先度の高い項目がデバイス
で実行されている場合、Cisco EPN Manager からの SNMP 要求はデバイスによって自動的に調
整されます。
回避策：
現時点では回避策はありません。優先度の高い項目が cBR-8 デバイスで実行されている場合、
SNMP 要求はデバイスによって自動的に調整されます。
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回線の管理
• 回線/VC の検出およびプロビジョニングの概要 （625 ページ）
• 回線/VC のプロビジョニング （647 ページ）
• 検出/プロビジョニングされた回線/VC の表示と管理 （795 ページ）
• 回線/VC のモニタリングとトラブルシューティング （841 ページ）

第

15

章

回線/VC の検出およびプロビジョニングの
概要
• 回線/VC のプロビジョニングの概要 （625 ページ）
• サポートされているキャリア イーサネット VC （626 ページ）
• EVC のプロビジョニングでサポートされるネットワーク構造 （630 ページ）
• サポートされる光回線 （631 ページ）
• サポートされる回線エミュレーション サービス （639 ページ）
• サポートされている L3VPN サービス （641 ページ）
• サポートされているセグメント ルーティング サービス （642 ページ）
• サポートされている MPLS トラフィック エンジニアリング サービス （642 ページ）
• 回線/VC 検出の概要 （644 ページ）

回線/VC のプロビジョニングの概要
Cisco EPN Manager は、キャリアイーサネット（CE）、オプティカル/DWDM、L3VPN、回線
エミュレーション、セグメントルーティング、MPLS トラフィック エンジニアリングなどのさ
まざまな技術に対応した回線/VCのプロビジョニングをサポートしています。ほとんどの場合、
回線は複数のデバイスにまたがっています。回線をプロビジョニングするには、複数のデバイ
ス間で設定を変更する必要があります。Cisco EPN Manager には、回線に参加する複数のデバ
イス間で必要な設定変更を行えるプロビジョニング ウィザードが用意されています。
プロビジョニング ウィザードは、必要なすべての情報をステップ バイ ステップのアプローチ
で収集し、すべてのデバイスに必要な設定を生成します。ユーザは、各デバイスについて生成
された設定を確認し、サービス パラメータに変更を加えるか、設定をデバイスに展開するかを
選択できます。
設定の変更は「アトミック（分割不可の）」トランザクションとして参加デバイスに展開され
ます。Cisco EPN Manager は、これらの操作をすべてまとめて実行するか、まったく実行しな
いかのどちらかのベスト エフォートを試みます。「アトミック」トランザクションの概念を実
装するため、Cisco EPN Manager は、プロビジョニング中の障害からの回復に役立つロールバッ
ク機能を備えています。
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複数のデバイスを設定するときに、いずれかのデバイスで設定が失敗した場合、Cisco EPN
Manager は、これまでにすべての参加デバイスで行われた設定変更をロールバックするための
ベスト エフォートを試みます。デバイスの設定状態は、プロビジョニング操作が試行される前
と同じ状態に復元されます。

サポートされているキャリア イーサネット VC
キャリア イーサネット（CE）ネットワークでは、データは、さまざまなサービス タイプの属
性と定義に従って、ポイントツーポイントおよびマルチポイントツーマルチポイントのイーサ
ネット仮想コネクション（EVC）およびオペレータ仮想コネクション（OVC）にわたって転送
されます。サービス タイプには、E-Line、E-LAN、E-Tree、E-Access、および EVPN バーチャ
ル プライベート ワイヤ サービスがあります。
EVC タイプにはそれぞれ、ポートベースのサービスと VLAN ベースのサービスがあります。
これらは、UNI で使用されるサービス識別の方法によって区別されます。すべてを 1 つのバン
ドル UNI にまとめて使用する EVC（ポートベース）のことを「プライベート」と呼びます。
一方、サービス多重化された UNI を使用する EVC（VLAN ベース）のことを「バーチャル プ
ライベート」と呼びます。
E-Line、E-LAN、および E-Tree サービスでは、各 EVC は CE サービス フレームの形式で、UNI
（ユーザ ネットワーク インターフェイス）から UNI にデータを運びます。この場合は UNI
が、サービス プロバイダーの責任とサブスクライバーの責任を分ける物理的な責任分界点にな
ります。E-Access オペレータ仮想コネクション（OVC）では、ENNI（外部ネットワーク ネッ
トワーク インターフェイス) におけるサービス プロバイダー間の相互接続が可能になります。
この場合は ENNI が、相互接続している 2 つのサービス プロバイダーの責任を分ける物理的な
責任分界点になります。
各 EVC は豊富な属性セットを使用して設定できます。属性には、帯域幅プロファイル（認定
情報レート - CIR、過剰情報レート - EIR、認定バースト サイズ - CBS、過剰バースト サイズ EBS）、複数のサービス クラス、アプリケーション指向のパフォーマンス目的、トラフィック
管理、転送ルールなどがあります。
Cisco EPN Manager は、次の EVC タイプの検出とプロビジョニングをサポートしています。そ
れぞれについては以降のトピックで説明します。
• E-Line （627 ページ）：
• MPLS（エッジへ）
• シングルセグメントの擬似回線
• イーサネット アクセス：ローカル、G.8032、ICCP-SM
• E-LAN （628 ページ）
• MPLS（エッジへ）
• シングルセグメントの擬似回線
• 冗長擬似回線を備えた VPLS/H-VPLS
• イーサネット アクセス：VPLS ベース
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• E-Tree （629 ページ）：MPLS（エッジへ）
• E-Access （629 ページ）：MPLS（エッジへ）
• EVPN 仮想プライベート ワイヤ サービス（VPWS） （630 ページ）

マルチポイント EVC のコア テクノロジー
E-LAN または E-Tree EVC のコア テクノロジーは、VPLS（仮想プライベート LAN サービス）
または H-VPLS（階層型 VPLS）のいずれかにできます。
• VPLS：MPLS ネットワーク経由でイーサネットベースのマルチポイント ツー マルチポイ
ント通信を提供するレイヤ 2 VPN テクノロジー。VPLS では、疑似回線を介してサイトを
接続することにより、地理的に分散したサイト間で、イーサネット ブロードキャスト ド
メインを共有できます。ネットワークは、顧客の LAN セグメントを接続して単一のブリッ
ジ型イーサネット LAN を作成することによって、LAN スイッチまたはブリッジをエミュ
レートします。
• H-VPLS：ネットワークを、MPLS コアを使用して相互接続される複数のエッジ ドメイン
に分割します。エッジ デバイスはローカル U-PE デバイスのみを認識するため、大きい
ルーティング テーブルのサポートは必要ありません。H-VPLS アーキテクチャでは、イー
サネット マルチポイント、ポイントツーポイント レイヤ 2 VPN サービスだけでなく、レ
イヤ 3 VPN サービスへのイーサネット アクセスも可能にする柔軟なアーキテクチャ モデ
ルを提供するため、サービス プロバイダーは、単一の高速アーキテクチャに複数のサービ
スを提供できます。
E-TREE EVC では、H-VPLS は冗長性をサポートします。2 つのハブは、すべてのトラフィッ
クが通過するコネクタとして機能します。プライマリ ハブに障害が発生すると、トラフィック
はバックアップ ハブに切り替えられます。コア テクノロジーとしての H-VPLS では、E-Tree
のルートとリーフ間に直接接続がありません。リーフ間通信を回避するために、H-VPLS はス
プリット ホライズン機能とともに使用されます。
VPLS がコア テクノロジーとして使用される場合、冗長性はサポートされず、ルートとリーフ
間に直接接続があります。ハブはルートに配置されます。これは、ルートがハブのロールを引
き受けることを意味します。

E-Line
E-Line は、ポイントツーポイント EVC に基づいたイーサネット サービスを指します。2 種類
の E-Line VC があります。
• 次の特性を持つイーサネット専用回線（EPL）
• ポートベース
• 2 つの UNI 間でポイントツーポイント EVC を使用して、サービス フレーム、ヘッ
ダー、およびほとんどのレイヤ 2 プロトコルが送信元と宛先の両方の UNI で同一にな
るように高度な透明性を提供します。
• すべての CE-VLAN ID が 1 つの EVC にバンドルされている、すべて対 1 のバンドル。
サービスの多重化はありません。
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• 次の特性を持つイーサネット仮想専用回線（EVPL）
• VLAN ベース
• 2 つの UNI 間でポイントツーポイント EVC を使用しますが、EPL のように完全な透
明性を提供しません。つまり、すべてのレイヤ 2 制御プロトコルが UNI で廃棄されま
す。
• サービスの多重化が可能です。つまり、複数の EVC を UNI でサポートすることがで
きます。
E-Line サービスの制限事項を次に示します。
• 昇格後の E-line サービス用 MEP グループの割り当ては、サービスの作成中に見られる状
況と一致しない場合があります。
• E-line サービス用 MEP グループは、デバイス名の辞書順に基づいて割り当てられます。
• XConnect は、CFM に登録する前に 1 回起動する必要があります。これはデバイスの動作
です。PW またはネイバーがすでに確立されている場合にのみ、DOWN サービスの CFM
の詳細がビュー 360 に正しく表示されます。

E-LAN
E-LAN は、マルチポイントツーマルチポイント EVC に基づくイーサネット サービスを意味し
ます。E-LAN VC には、次の 2 つのタイプがあります。
• イーサネット プライベート LAN（EP-LAN）、次のような特長がある
• ポートベース
• UNI でのオールツーワン バンドリング
• 非常に透過的、CE-VLAN ID と PCP ビットの操作なし
• EP-LAN マルチポートの透過性は EPL より複雑
• イーサネット仮想プライベート LAN（EVP-LAN）、次のような特長がある
• VLAN ベース
• サービスの多重化とバンドリングを許可
E-LAN サービスの制限事項を次に示します。
• XR デバイスの場合、プローブ名には一意のプローブ ID が含まれている必要があります
（PM2_<probeid>_*）。
• 昇格中にサービス（ELAN/ETREE）に対して CFM が無効になっている場合でも、MEP グ
ループを提供する必要があります。
• localhost と hairpin は、E-LAN ではサポートされていません。
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E-Tree
E-Tree VC は多数の UNI を接続するルーテッド マルチポイント VC で、サイトにハブアンドス
ポーク マルチポイント接続を提供します。各 UNI は、ルートまたはリーフとして指定されて
います。ルート UNI は、すべてのリーフ UNI と通信できます。リーフ UNI は、ルート UNI と
だけ通信でき、他のリーフ UNI とは通信できません。
E-Tree VC は、単一のサービス インスタンスを提供するために必要な UNI 間の分離を提供しま
す。この場合、さまざまな顧客（それぞれリーフ UNI を持つ）が 1 つ以上の UNI を持つ JSP
に接続します。複数のルート UNI があることは、ロード シェアリングと復元力のスキームに
とって有用です。
E-Tree VC には 2 つのタイプがあります。
• イーサネット プライベート TREE（EP-TREE）：次の特性があります。
• ルーテッド マルチポイント、ポートベース。
• UNI での全対 1 バンドリング。
• 複数の EPL を使用した一般的なハブ アンド スポーク構成よりも単純である。ハブの
機能はルート UNI によって実行されます。
• 主なレイヤ 2 制御プロトコルの CE-VLAN タグの保持とトンネリングを提供する。
• CE-VLAN CoS 保持をサポートする。
• イーサネット仮想プライベート TREE（EVP-TREE）：次の特性があります。
• ルーテッド マルチポイント、VLAN ベース。
• ハブ サイトで多重化される複数の EVPL に対する代替手段を提供する。
• サブスクライバの UNI の 1 つ以上が他のサービス（たとえば、EVPL または EVP-LAN）
もサポートする場合に使用される。
E-Tree サービスの制限事項を次に示します。
• localhost と hairpin は、E-Tree ではサポートされていません。

E-Access
イーサネット アクセス サービスにより、サービス プロバイダーは、いずれかのサイトがサー
ビス プロバイダーの独自のネットワークの外部にある場合に、2 つの顧客サイト間にオペレー
タ仮想接続（OVC）を構築できます。このような場合、サービス プロバイダーは、フランチャ
イズ外 UNI に到達するためにローカル卸売アクセス プロバイダーが提供する E-Access サービ
スを使用します。サービス プロバイダーが ENNI で E アクセス サービスに接続すると、トラ
フィックは、オペレータ仮想接続（OVC）を介して ENNI とフランチャイズ外 UNI との間で
転送されます。
E-Access の定義には、外部インターフェイスに関連する属性（この場合 ENNI と UNI）と、こ
れらの外部インターフェイスを関連付ける仮想イーサネット接続に関連する属性が含まれま
す。E-Access サービスでは、ポイントツーポイント OVC を使用して、ENNI での 1 つの OVC
エンドポイントと、UNI での 1 つの OVC エンドポイントを関連付けます。
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E-Access VC には 2 つのタイプがあります。
• アクセス EPL：次の特性があります。
• プライベートまたはポートベース
• UNI ごとに 1 つの OVC
• すべての CE-VLAN ID が OVC にマッピングされる
• アクセス EVPL：次の特性があります。
• VLAN ベース
• UNI ごとに複数の OVC が可能
• 複数の CE-VLAN ID（ただし、すべてではない）が 1 つの OVC にバンドルされる

EVPN 仮想プライベート ワイヤ サービス（VPWS）
EVPN-VPWS は、ポイントツーポイント サービス用の BGP コントロール プレーン ソリュー
ションです。これにより、PE のペア間で EVPN インスタンスを確立するためのシグナリング
およびカプセル化技術が実装されます。EVPN-VPWS には、MAC ルックアップを使用せずに、
あるネットワークから別のネットワークにトラフィックを転送する機能があります。VPWS 対
応の EVPN により、ポイントツーポイント イーサネット サービスにおいてシングルセグメン
トおよびマルチセグメント PW をシグナリングする必要性がなくなります。EVPN-VPWS テク
ノロジーは、IP/MPLS コアで動作します。IP コアでは BGP がサポートされ、MPLS コアでは
エンドポイント間でのパケットのスイッチングがサポートされます。

EVPN ELAN の可視化
EPNM は、XE プラットフォームと XR プラットフォームで構成される EVPN ELAN シングル
ホーミング（RFC 7432 から）ネットワーク管理をサポートします。EVPN ELAN の可視化は検
出のみでサポートされており、プロビジョニングや昇格ではサポートされていません。

EVC のプロビジョニングでサポートされるネットワーク
構造
Cisco EPN Manager EVC と OVC はアクセス ネットワークの組み合わせを通じてプロビジョニ
ングできます。エンドポイントは、MPLS ルータ、イーサネット アクセス スイッチ、または
Cisco ASR 9000 ルータに接続された nV サテライトで直接設定できます。EVC は、異なるイー
サネット アクセス ネットワーク、同じネットワーク、または同じデバイス上に、エンドポイ
ントを設定することができます。Cisco EPN Manager は、接続の作成に必要なだけの設定を行
います。
EVC は次のネットワークを介してプロビジョニングできます。
• MPLS ドメイン：Cisco EPN Manager は、管理対象ネットワークに単一の MPLS ドメイン
が含まれていると仮定します。どのルータも、ターゲットの LDP セッションを介して他
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のルータと通信できます。または、MPLS トラフィック エンジニアリングまたはセグメン
ト ルーティングを使用して MPLS エンドツーエンド接続を実現することもできます。
• イーサネット アクセス ネットワーク：Cisco EPN Manager は、中央の MPLS ドメインに接
続されたイーサネット アクセス ネットワークを介して EVC をプロビジョニングできま
す。ネットワークはシステムによって検出されます。G.8032アクセスリングまたはICCP-SM
リンクを介して EVC をプロビジョニングできます。次のものがアクセス ネットワークの
候補になります。
• G.8032 リング。これには、MPLS ドメインを横断する EvC の作成を可能にするルー
タが含まれている必要があります。
• G.8032 オープン リング。これはリンクのシーケンスを意味します。
• Cisco ASR 9000 nV サテライト トポロジ：Cisco EPN Manager は、Cisco ASR 9000 ホストに
接続されたシングルホーム nV サテライト デバイスで EVC を設定できます。
サービスの検出とプロビジョニングをサポートする場合、Cisco EPN Manager はアクセス ネッ
トワークでトポロジを検出する必要があります。正常に検出するためには、次の前提条件を満
たしている必要があります。
• ICCP-SM の場合、LACP を使用して LAG を設定する必要があります。
• G.8032 の場合、CDP または LLDP をリング ポートで設定する必要があります。

サポートされる光回線
ここでの回線とは、2 つ以上の接続終端ポイント（CTP）間のエンドツーエンド接続を表しま
す。回線は、交互に出現する一連のクロス接続とリンク接続で構成されます。最も単純な形式
では、回線は単一のクロス接続で構成されます（回線が同じ NE 上の 2 つの CTP 間で定義され
ている場合）。回線は、双方向または単方向にでき、ポイントツーポイントまたはポイント
ツーマルチポイントにでき、保護付きまたは保護なしにできます。
Cisco EPN Manager は、高密度波長分割多重（DWDM）光チャネル（OCH）回線タイプのプロ
ビジョニングと、光転送ネットワーク（OTN）回線タイプのプロビジョニングをサポートしま
す。DWDM の光技術は、既存の光ファイバ バックボーン上の帯域幅を広げるために使用され
ます。これは同じ光ファイバ上で異なる波長の複数の信号を同時に結合して送信します。実際
には、1 つの光ファイバが複数の仮想光ファイバに変換されます。
Cisco EPN Manager は、次の光回線タイプをサポートします。
• 高密度波長分割多重（DWDM）回線 （632 ページ）
• Optical Channel Network Connection（OCHNC）WSON （632 ページ）
• 光チャネル クライアント接続（OCHCC）WSON （632 ページ）
• 光チャネル（OCH）トレイル WSON （633 ページ）
• NCS 1004 デバイスを直接接続するオプティカルチャネル（OCH）トレール （633 ペー
ジ）
• NCS 2000 経由で NCS 1004 デバイスを接続する光チャネル（OCH）トレール （633
ページ）
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• NCS 1002、NCS 55xx、および ASR 9K デバイスを接続する光チャネル（OCH）トレー
ル （634 ページ）
• 光チャネル（OCH）トレールのユーザ/ネットワーク間インターフェイス（UNI） （
634 ページ）
• Spectrum Switched Optical Network（SSON）回線 （636 ページ）
• 光トランスポート ネットワーク（OTN）回線 （636 ページ）
• 光チャネル データ ユニットのユーザ/ネットワーク間インターフェイス（ODU UNI）
（637 ページ）
• 光チャネル データ ユニット（ODU）トンネル （638 ページ）
• Optical Channel Payload Unit（OPU）Over Optical Channel Data Unit（ODU） （638 ペー
ジ）
• 光チャネル データ ユニットのユーザ/ネットワーク間インターフェイス（ODU UNI）
ヘアピン （639 ページ）
• 光チャネル データ ユニット（ODU） （639 ページ）

高密度波長分割多重（DWDM）回線
以降のトピックでは、さまざまな光チャネル（OCH）およびメディア チャネル（MCH）回線
タイプについて説明します。

Optical Channel Network Connection（OCHNC）WSON
OCHNC WSON 回線は、指定された C バンド波長で 2 つの光ノード間の接続を確立します。こ
の接続は、波長選択スイッチ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、および挿入/分岐カード
上に存在するポートを介して行われます。OCHNC WSON 回線では、波長が送信元 OCH ポー
トから DWDM システムに入り、DWDM システムから送信先 OCH ポートに出ます。

光チャネル クライアント接続（OCHCC）WSON
OCHCC WSON 回線は、OCHNC WSON を拡張して、TXP/MXP カードの送信元クライアント
ポートから宛先クライアント ポートへの光接続を作成します。OCHCC WSON 回線は、DWDM
システムを通過する実際のエンドツーエンド クライアント サービスを表します。各 OCHCC
WSON 回線は、トランスポンダ（TXP）、マックスポンダ（MXP）、GE_XP（レイヤ 1 DWDM
モード）、10GE_XP（レイヤ 1 DWDM モード）、または ITU-T ライン カード上のクライアン
トまたはトランク ポートのペアに関連付けられています。OCHCC WSON 回線は、スプリッタ
保護を単一の保護回線として管理できます。ただし、Y 字型ケーブル保護の場合は、2 つの
OCHCC WSON 回線と 2 つの保護グループが必要です。

（注）

Cisco EPN Manager は、OCHCC WSON 回線により接続されている Cisco NCS 2000 シリーズ デ
バイスと Cisco IOS-XR デバイスとの間の LMP リンクを検出できます。
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光チャネル（OCH）トレイル WSON
OCH トレイル WSON 回線は、OCHCC WSON 回線を転送します。OCH トレイル WSON 回線
は、トランスポンダ（TXP）、マックスポンダ（MXP）、GE_XP、10GE_XP、または ITU-T
ライン カードの送信元トランク ポートから宛先トランク ポートへの光接続を作成します。
OCH トレイル WSON は、2 つのカード間の共通接続を表し、その上にクライアント OCHCC
WSON 回線、SVLAN 回線、または STS 回線がすべて搭載されています。OCHCC WSON が作
成されると、対応する OCH トレイルが自動的に作成されます。2 つの TXP、MXP、GE_XP、
または 10GE_XP カード間に OCHCC WSON が作成されると、CTC 内に 2 つの回線が作成され
ます。次のものがあります。
• 1 つの OCHCC WSON（クライアント ポート エンドポイント側）
• 1 つの OCH トレイル WSON（トランク ポート エンドポイント側）
2 つの TXPP カード間または 2 つの MXPP カード間に OCHCC WSON が作成されると、CTC 内
に 3 つの回線が作成されます。次のものがあります。
• 1 つの OCHCC WSON（クライアント ポート エンドポイント側）
• 2 つの OCH トレイル WSON（トランク ポート エンドポイント側）。1 つは作業用、もう
1 つは保護トランク用です。

NCS 1004 デバイスを直接接続するオプティカルチャネル（OCH）トレール
Cisco EPN Manager は、直接接続された NCS 1004 デバイスのトランクポート間の OCH トレイ
ル回線を検出してプロビジョニングできます。
これらの回線には固定ルートがあり、サポートされているオプションの数は限られています。
詳細については、NCS 1004 デバイスを直接接続する OCH トレール回線の作成とプロビジョニ
ング （695 ページ）を参照してください。
回線のプロビジョニングを有効にするには、デバイスのトランクポート間でマネージドリンク
を作成する必要があります。

NCS 2000 経由で NCS 1004 デバイスを接続する光チャネル（OCH）トレール
Cisco EPN Manager は、NCS 2000 DWDM ネットワーク経由で接続された NCS 1004 デバイスの
トランクポート間の OCH トレイル回線を検出してプロビジョニングできます。
これらの OCH トレイル回線は読み取り専用であり、関連するメディアチャネル NC 回線が NCS
2000 デバイスで作成または削除されると、自動的に作成および削除されます。
この回線には次の前提条件があります。
• 各 NCS 1004 のトランクポートと NCS 2000 のパッシブポートとの間に LMP リンクを作成
する必要があります。詳細については、GMPLS および WSON のプロパティの構成 （475
ページ）を参照してください。
LMP の終端のタイプは「NCS 1004 シグナリング」である必要があります。
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• NCS 1004 のクライアントポートとトランクポートをアクティブにする必要があります。
詳細については、光インターフェイスのプロビジョニング （440 ページ）を参照してくだ
さい。
• メディアチャネル NC は、NCS 2000 デバイスのパッシブポート間を、 EPNM を使って、
プロビジョニングする必要があります。この回線をプロビジョニングすると、NCS 1004
の関連するトランクポートも表示されます。中間の NCS 1004 デバイスは、この回線の再
生器として使用できます。
NCS 4000 デバイスが OTU4 ペイロードを使用して NCS 1000 のクライアントポートに接続され
ている場合は、TE リンクが検出され、ODU トンネル回線ルーティングに使用できます。

NCS 1002、NCS 55xx、および ASR 9K デバイスを接続する光チャネル（OCH）トレール
Cisco EPN Manager 次のデバイスから OCH トレール回線を検出できます。
• NCS 1002 デバイスの送信元トランク ポートから別の NCS 1002 デバイスの宛先トランク
ポートへ。
• NCS 55xx デバイスの送信元トランク ポート（NCS55-6X200-DWDM-S カード上のトラン
ク ポート）から別の NCS 55xx デバイスの宛先トランク ポートへ。
• ASR 9K デバイスの送信元トランク ポート（ASR9K-400G-DWDM-TR 上のトランク ポー
ト）から別の ASR 9K デバイスの宛先トランク ポートへ。
これらの各デバイスのトランク ポートは、NCS 2K デバイスのパッシブ ユニットへの手動リン
クによって接続する必要があります。手動リンクが終端される場合、NCS 2K ネットワークの
パッシブ ユニットのポート間の前提条件として、OCH-NC 回線が作成される必要があります。

（注）

このタイプの光回線では、プロビジョニングはサポートされません。

光チャネル（OCH）トレール ハイブリッド回線
OCH トレール ハイブリッド回線は、Cisco IOS-XR デバイスと Cisco NCS 2000 シリーズ デバイ
スを接続します。Cisco EPN Manager でこうした回線を検出できるようにするには、回線のト
ランク ポートを、手動リンクを介して接続するか、または Cisco NCS 2000 シリーズ デバイス
のパッシブ ユニットへの LMP リンクを介して接続する必要があります。

（注）

このタイプの光回線では、プロビジョニングはサポートされません。

光チャネル（OCH）トレールのユーザ/ネットワーク間インターフェイス（UNI）
OCH トレール UNI 回線は、次のデバイス間の接続を確立します。
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• Cisco NCS 2000 シリーズ デバイスと Cisco NCS 4000 シリーズ デバイス。Cisco NCS 2000
シリーズのデバイスで構成され、Cisco NCS 4000 シリーズのデバイスで終端する DWDM
ネットワークのエンドツーエンドの構成を提供します。OCH トレールの UNI 回線が Cisco
NCS 4016 ネットワーク要素で作成されると、対応する OCHNC 回線が Cisco NCS 2006 ネッ
トワーク要素で作成されます。

（注）

OCHNC 回線を変更または削除することはできません。

• UNI-C および Cisco NCS 2000 シリーズ デバイスとして機能する Cisco NCS 1000 シリーズ
デバイスは、UNI-N として機能します。OCH トレール UNI 回線は、ソース NCS 1002 ノー
ドの NCS 1002 トランク インターフェイス（UNI-C）を起点とし、宛先 NCS 2000 シリー
ズ ノードの NCS 2000 シリーズ インターフェイス（UNI-N）を終端として、光接続を作成
します。OCH トレール UNI 回線の前提条件として、NCS 2000 シリーズ ノードの光チャ
ネル アド/ドロップ NCS 2000 シリーズ インターフェイスと、NCS 1002 ノードの NCS 1002
インターフェイスとの間に、リンク管理プロトコル（LMP）リンクを作成する必要があり
ます。GMPLS および WSON のプロパティの構成 （475 ページ）を参照してください。

（注）

Cisco EPN Manager は、ソフトウェア バージョン 6.3.2 で実行され
ている NCS 1002 デバイスを起点とする OCH トレール UNI 回線
を検出します。

LMP リンクは、番号付きリンクまたは番号なしリンクのいずれかです。番号なしリンク
には IP アドレスがありません。
• 番号なしリンクの場合、Cisco EPN Manager によって、必要な明示的パス オブジェク
トが、ソース デバイスである NCS 1000 シリーズ デバイスに作成されます。このデバ
イスには 2 つの制約が含まれます。1 つはソースのピア NCS 2000 シリーズ デバイス
に対するもので、もう 1 つは宛先デバイスに対するものです。必要に応じて、さらに
制約を追加できます。
• 番号付きリンクの場合、デフォルトの明示的パス オブジェクトは必要ありません。制
約を追加する場合は、最初に明示的パス内でソースの NCS 2000 シリーズ ノードを指
定する必要があります。これはノードが OCH トレール UNI 回線のソース エンドポイ
ントとして選択されている場合でも同様です。ソースの NCS 2000 シリーズ ノードを
最初の制約として追加しないと、NCS 2000 シリーズ ノード上に対応する OCHNC 回
線が作成されません。

•
（注）

同じ OCH トレール UNI 回線で番号付きリンクと番号なしリンク
の両方を使用することはできません。
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Spectrum Switched Optical Network（SSON）回線
SSON 回線を使用すると、スパン内で 96 を超えるチャネルを提供できます。SSON 機能を使用
すると、回線をメディア チャネル グループ内に作成した場合に、回線が互いに近くに配置さ
れます。回線間の最小間隔は 50 GHz です。
SSON 回線を作成できるのは、ソース ノードと宛先ノードに SSON パッケージがインストール
されている場合のみです。

（注）

既存の OCHNC、OCHCC、および OCH トレール回線は SSON 回線にアップグレードできませ
ん。
Cisco EPN Manager は、次の SSON 回線をサポートしています。
• メディア チャネル回線：メディア チャネル（MCH）は、使用可能な任意の周波数（フレ
キシブル周波数）で動作し、2 つの光ノード間の接続を確立します。スペクトルの連続す
るセクションがソース ノードと宛先ノードの間に割り当てられます。MCH には、割り当
てられた光帯域幅に関する情報が含まれています。メディア チャネルには次の 3 つのモー
ドがあります。
• メディア チャネル トレール：MCH トレール SSON 回線は、MCHCC SSON 回線を転
送します。これらの回線は、（キャリア トレールに基づいて）同じ場所にある TXP
のトランク ポート間に光接続を作成します。
• メディア チャネル ネットワーク接続（MCHNC）：MCHNC SSON 回線は、（キャリ
アに基づいて）フィルタ ポート間に光接続を作成します。
• メディア チャネル クライアント接続（MCHCC）：MCHCC 回線は、同じ場所にある
TXP のクライアント ポート間に光接続を作成します。
• メディア チャネル グループ（MCHG）：MCHG は、1 つ以上のメディア チャネルを含め
ることができるコンテナです。メディア チャネルをまとめてグループ化するとスペクトル
効率が高まります。OCH 回線と比べて、より近い間隔で回線を作成できます。MCHG が
C バンド全体をカバーしている場合は、メディア チャネルの最大数を単一のファイバで達
成できます。

光トランスポート ネットワーク（OTN）回線
OTN は、ネイティブ プロトコルに関係なく、データの既存のフレームをカプセル化する方法
であるデジタル ラッパーを指定し、SDH/SONET で使用されるものと同様の光データ ユニット
（ODU）を作成します。OTN は、SDH/SONET のネットワーク管理機能を波長ベースで提供し
ます。ただし、デジタル ラッパーは、フレーム サイズの面で柔軟性があり、データの複数の
既存のフレームを、多波長システムのオーバーヘッドを低く抑えて効率的に管理できる単一の
エンティティにラッピングできます。
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OTN の指定には、フレーミング規則、非侵入パフォーマンス モニタリング、エラー訂正
（FEC）、レート適応、多重化メカニズム、リング保護、および波長ベースで動作するネット
ワーク復元メカニズムが含まれます。
デジタル ラッパーのキー要素は、マージンの改善と光リーチの拡張のためにパフォーマンスを
向上させる前方誤り訂正（FEC）メカニズムです。
OTN アーキテクチャは、ITU-T G.872 に準拠しています。OTN 回線は、Resource Reservation
Protocol（RSVP）シグナリングを使用して、イングレスとイーグレスのノード間に静的または
動的に確立できます。OTN 回線は、トランジット LSR を介してスイッチされるイングレスと
イーグレスのラベル スイッチ ルータ（LSR）間のラベル スイッチド パス（LSP）として確立
および保守されます。リクエストがユーザ インターフェイスから送られて来た場合、LSP はソ
フト常時接続（SPC）として確立される場合があります。
以下に OTN 回線のタイプを示します。
• 光チャネル データ ユニットのユーザ/ネットワーク間インターフェイス（ODU UNI） （
637 ページ）
• 光チャネル データ ユニット（ODU）トンネル （638 ページ）
• Optical Channel Payload Unit（OPU）Over Optical Channel Data Unit（ODU） （638 ページ）
• 光チャネル データ ユニットのユーザ/ネットワーク間インターフェイス（ODU UNI）ヘア
ピン （639 ページ）
• 光チャネル データ ユニット（ODU） （639 ページ）

光チャネル データ ユニットのユーザ/ネットワーク間インターフェイス（ODU UNI）
ODU は、ネットワーク入力から出力にクライアント信号を伝送するために定義されたトラン
スポート コンテナです。ODU は、クライアント データのペイロード エリア、およびパフォー
マンスのモニタリングと障害管理を提供します。ODU のペイロード エリアには、クライアン
トとして単一の非 OTN 信号または複数の低速 ODU を含めることができます。ODU UNI 回線
は、OTN アーキテクチャを通過する実際のエンドツーエンドのクライアント サービスを表し
ます。
オープン エンドの ODU UNI
オープンエンドの ODU UNI 回線では、一方または両方のエンドポイントを、クライアント ペ
イロード コントローラではなく ODU サブコントローラに接続することができます。
Cisco EPN Manager は次の 3 種類のオープンエンド ODU UNI をサポートしています。
• 送信元インターフェイスのみが ODU サブコントローラである
• 宛先インターフェイスのみが ODU サブコントローラである
• 送信元インターフェイスと宛先インターフェイスの両方が ODU サブコントローラである
オープンエンドの ODU UNI 回線を作成するには、デバイスを Cisco EPN Manager に追加する
前に、デバイスに ODU サブコントローラを設定する必要があります。デバイス上の ODU サ
ブコントローラを設定するには、controller oduk コマンドを使用します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
637

回線の管理
光チャネル データ ユニット（ODU）トンネル

例：Cisco NCS 4000 デバイスで ODU サブコントローラを設定する
この例では、2 つの ODU0 サブコントローラが ODU1 コントローラに設定されています。
RP/0/RP0:router#conf
RP/0/RP0:router(config)# controller ODU10/1/0/1
RP/0/RP0:router(config-odu1)# tsg 1.25G
RP/0/RP0:router(config-odu1)# ODU0 tpn 1 ts 1
RP/0/RP0:router(config-odu1)# ODU0 tpn 2 ts 2
RP/0/RP0:router(config-odu1)#commit

ODU サブコントローラがデバイス上で正しく設定されていることを確認するには、次のよう
にします。
RP/0/RP0:router#sh controllers ODU0 ?
0/1/0/0
ODU0 Interface Instance
0/1/0/1/10 ODU0 Interface Instance
0/1/0/1/20 ODU0 Interface Instance
R/S/I/P
Forward interface in Rack/Slot/Instance/Port format

デバイス上で ODU サブコントローラを設定したら、デバイスを Cisco EPN Manager に追加す
る必要があります。これで、ODU0 0/1/0/1/10 および ODU0 0/1/0/1/20 サブコントローラがイン
ベントリで使用可能であることを確認できます。

光チャネル データ ユニット（ODU）トンネル
ODU トンネル回線は、ODU UNI を転送します。ODU トンネルは、トラフィック エンジニア
リング（TE）リンクに接続されている 2 台の Cisco NCS 4000 シリーズ デバイス間の共通接続
を表します。ODU UNI 回線が作成されると、対応する ODU トンネルが自動的に作成されま
す。

Optical Channel Payload Unit（OPU）Over Optical Channel Data Unit（ODU）
OPU over ODU 回線は、2 つの顧客指定施設間の高帯域幅ポイントツーポイント接続を提供し
ます。クライアント信号は、GCC0 経由のインバンド管理を使用して OTN フレーミング構造
にマップされます。このような回線では、ODU UNI 回線を使用して、クライアント信号がネッ
トワーク経由で伝送されます。OPU over ODU 回線を作成してプロビジョニングするには、次
のタスクを実行する必要があります。
• Cisco EPN Manager を使用して、ODU UNI 回線を作成します。ODU UNI 回線の作成方法
については、OTN 回線の作成とプロビジョング （706 ページ）を参照してください。
• Cisco Transport Controller（CTC）を使用して、LMP リンクを作成し、OPU over ODU 回線
で使用するデバイス上のリンクを有効にします。LMP の作成方法については、『OTN and
DWDM Configuration Guide for Cisco NCS 4000 Series』の「DLP-K27 Create an LMP Using
CTC」の項を参照してください。
• Cisco EPN Manager を使用して、LMP リンク対応デバイスとの OPU over ODU 回線を作成
します。OPU over ODU 回線の作成方法については、OTN 回線の作成とプロビジョング （
706 ページ）を参照してください。
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光チャネルデータユニットのユーザ/ネットワーク間インターフェイス（ODUUNI）ヘア
ピン
ODU UNI ヘアピン回線は ODU UNI 回線に似ていますが、管理プレーンで作成され、ソースと
宛先は同じデバイスですが、インターフェイスが異なるイントラ ノード回線です。このタイプ
の回線では、2 台のクライアントまたは 2 台の ODU サブコントローラ間で接続が確立されま
す。
Cisco EPN Manager は、次のタイプの ODU UNI ヘアピン回線をサポートしています。
• オープンエンドのクロス接続のない回線：このタイプの回線では、送信元と宛先の両方の
インターフェイスが OTU インターフェイスではありません。
• 片側にオープンエンドのクロス接続を持つ回線：このタイプの回線では、送信元または宛
先のいずれかのインターフェイスが OTU インターフェイスになります。
• 両側にオープンエンドのクロス接続を持つ回線：このタイプの回線では、送信元または宛
先の両方のインターフェイスが OTU インターフェイスになります。

光チャネル データ ユニット（ODU）
光チャネル データ ユニット（ODU）回線は、トラフィック エンジニアリング（TE）リンクに
接続されている 2 台の Cisco NCS 2000 シリーズ デバイス間の共通接続を表します。ODU は
OTU コントローラのサブコントローラとして作成されます。ODU には、光チャネルをサポー
トするメンテナンス機能と操作機能の情報が含まれています。ODU のオーバーヘッド（OH）
情報が ODU ペイロードに追加され、完全な ODUk が作成されます。ODUk の OH は、エンド
ツーエンドの ODUk パスと 6 つのレベルのタンデム接続モニタリング専用の部分で構成されま
す。ODUk パスの OH は、ODUk が組み立ておよび分解される場所で終了します。TCM の OH
が追加され、送信元で終端されて、対応するタンデム接続にシンクします。
ODU クロス接続は、OTN ネットワーク内の 2 つの OTN ポートまたはクライアント ポート間
のエンド ツー エンド チャネルです。Cisco EPN Manager は双方向 SNC-N 保護を使用した ODU
のクロス接続をサポートしています。

サポートされる回線エミュレーション サービス
回線エミュレーション（CEM）は、IP ネットワークを介したプロトコルを選ばない伝送を提
供します。これにより、独自のアプリケーションまたはレガシー アプリケーションは、専用回
線のように接続先に透過的に伝送できます。従来の TDM ネットワークでは、地理的に分散し
た場所間で多数の物理回線を保持して、TDM トランスポートを提供します。CEM を使用する
と、TDM エンドポイントを IP/MPLS コア上で接続できます。CEM では、エンドポイントは
TDM 回線に接続されますが、回線は使用可能な IP/MPLS 接続がある各ローカル ルータで終端
します。ルータは、IP/MPLS コア上の TDM フレームを回線エミュレーション（CEM）の疑似
回線（PW）経由で使用可能な IP/MPLS 接続があるリモート エンドポイントに転送します。し
たがって、TDM エンドポイントは物理回線で直接接続されているかのように通信できます。
Cisco EPN Manager では、次の CEM モードがサポートされています。
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• Structure-Agnostic time-division multiplexing（TDM）over Packet（SAToP）：これは、着信
TDM データが任意のビット ストリームと見なされる非構造化モードです。ビット スト
リームに適用される可能性がある構造は無視されます。SAToP では、TDM ビット スト
リームが PSN 経由の疑似回線（PW）としてカプセル化されます。
• Circuit Emulation over Packet（CEP）：このモードは、MPLS プロバイダーを介して同期光
ネットワーク/同期デジタル階層（SONET/SDH）回線とサービスをエミュレートするため
に使用されます。パケット指向ネットワークで SONET/SDH 回線を伝送するために、同期
ペイロード エンベロープ（SPE）またはバーチャル トリビュタリ（VT）はフラグメント
に分割されます。CEP ヘッダーと必要に応じて RTP ヘッダーが各フラグメントの前に付
加されます。
• Circuit Emulation Service over Packet Switched Network（CESoPSN）：これは、構造化された
TDM 信号が PW としてカプセル化され、PSN 上で送信される構造化モードです。有効な
タイムスロットのみを選択し、伝送のアイドル タイムスロットを無視します。したがっ
て、CESoPSN は、利用された帯域幅を保存できます。
Cisco EPN Manager は、回線がデータを送信できるレートに応じて次の CEM サービス タイプ
をサポートします。
• DS0：最大 64 Kbps の伝送データ レートの基本的なデジタル信号。
• T1 および E1：デジタル信号（DS）は、北米、韓国、および日本では T キャリア、その他
の国では E キャリアと呼ばれます。T1 回線の最大伝送データ レートは 1.544 Mbps です。
E1 回線の最大伝送データ レートは、フレーム化モードでは 1.984 Mbps、非フレーム化モー
ドでは 2.048 Mbps です。
• T3 および E3：T3 回線の最大伝送データ レートは 44.736 Mbps です。E3 回線の最大伝送
データ レートは 34.368 Mbps です。T3 または E3 回線は、ペイロードで 672 の DS0 レベ
ル チャネルと 28 の DS1 レベル チャネルを伝送できます。
• VT 1.5：最大 1.728 Mbps の伝送データ レートのバーチャル トリビュタリ ネットワーク回
線。
• STS-1：最大 51.84 Mbps の伝送データレートの同期転送信号。
• STS-3c：最大 155.52 Mbps の伝送データレートの同期転送信号。
• STS-12c：最大 622.08 Mbps の伝送データレートの同期転送信号。
• STS-48c：最大 2488.32 Mbps の伝送データレートの同期転送信号。
• VC4：最大 155.52 Mbps の伝送データレートを持つ同期転送モジュール
• VC4-4c：最大 622.08 Mbps の伝送データレートを持つ同期転送モジュール
• VC4-16c：最大 2488.32 Mbps の伝送データレートを持つ同期転送モジュール。
• VC11：最大 1.7 Mbps の伝送データ レートを持つ仮想コンテナ回線。
• VC12：最大 2.2 Mbps の伝送データ レートを持つ仮想コンテナ回線。
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サポートされている L3VPN サービス
MPLS レイヤ 3 VPN はプライベート IP ネットワークを形成します。顧客はプロバイダー エッ
ジ（PE）ルータの IP ピアとして機能するカスタマー エッジ（CE）ルータを介してネットワー
クに接続します。
仮想ルーティングおよび転送（VRF）
PE では、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスが L3VPN サービスのトラフィッ
ク転送専用の仮想 IP ルータとして機能します。VRF は、マルチプロトコル ボーダー ゲート
ウェイ プロトコル（MP-BGP）を介して相互にルートを学習し、MPLS を使用してトラフィッ
クを転送します。
VPN は少なくとも 1 つ、通常は複数の VRF で構成されます。Cisco EPN Manager は VPN ID を
使用して、単一 の VPN を一緒に形成する VRF を検出します。VPN ID がプロビジョニングさ
れていない既存のネットワークを Cisco EPN Manager が検出すると、同じ名前のすべての VRF
を取得し、それらを 1 つの VPN に関連付けます。バージョン番号プレフィックスと異なるサ
フィックスによる命名規則を使用する Cisco PRIME プロビジョニングを使用して作成された
VPN の場合、Cisco EPN Manager は異なる VRF を 1 つの VPN に属しているものとして認識し
ます。
一般に、さまざまな命名規則を受け入れるように設定できる正規表現があります。
ルート ターゲット（RT）
VRF 間の接続は VRF によってインポートおよびエクスポートされるルート ターゲット（RT）
を使用して定義されます。Cisco EPN Manager は、フル メッシュ接続のセットアップを容易に
し、使用するルート ターゲットを自動的に割り当てます。ルート ターゲットは、AS 番号また
は IPv4 アドレスのいずれかのプレフィックス（フル メッシュ プレフィックス、100 [681682]
など）で構成されます。プレフィックスは、ネットワーク内の既存の BGP 自律システム（AS）
番号から選択することも、手動で入力することもできます。プレフィックスに続く 2 番目の番
号は Cisco EPN Manager によって自動的に割り当てられます。
あるいは、ルート ターゲットを手動で選択することもでき、また、フル メッシュに加えてこ
れを行うこともできます。VPN の作成時に VPN 内で使用するルート ターゲットを入力する初
期画面が表示され、VRF ごとにインポートおよびエクスポートするルート ターゲットを選択
できます。また、ルート ターゲットを使用するアドレス ファミリ（IPv4 または IPv6）も指定
します。これは、他の VPN で使用されるルート ターゲットをインポートすることによって、
エクストラネットを設定する場合などに使用できます。
ルートの再配布
PE と CE の間で交換されるルートは、リモート エンドポイントが各 VRF で到達できるプレ
フィックスがわかるように MP-BGP ルーティング プロトコルに再配布する必要があります。
ルートの再配布を制御するため、Cisco EPN Manager では必要なプロトコル（OSPF、静的、接
続済み、または RIP）、プロトコルのメトリック値、および必要に応じて適用可能なルートポ
リシーを定義できます。
エンドポイント
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Cisco EPN Manager は、イーサネット サブインターフェイス上の IP エンドポイントの作成をサ
ポートします。タグなしカプセル化の選択、あるいは 802.1q または 802.1ad のカプセル化を使
用した、外部 VLAN と、必要に応じて内部 VLAN の指定をサポートします。エンドポイント
上の IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方を指定できます。また、BGP および OSPF ネイバー
の詳細を指定して、CE と PE の間で BGP および OSPF ネイバーをプロビジョニングすること
もできます。
Cisco EPN Manager を使用して L3VPN サービスをプロビジョニングする方法については、L3VPN
サービスのプロビジョニング （715 ページ）を参照してください。

サポートされているセグメント ルーティング サービス
Cisco EPN Manage は、セグメント ルーティング トラフィック エンジニアリング（SR-TE）ポ
リシーを使用して、EPL のプロビジョニング、EVPL、アクセス EPL、アクセス EVPL キャリ
ア イーサネットのポイントツーポイント サービスをサポートしています。CE サービスの変更
時に SR-TE ポリシーを変更できます。回線/VC 360* の [関連回線/VC（Related Circuits/VC）]
タブを使用して、このサービスに関連付けられた SR ポリシーを表示できます。

サポートされている MPLS トラフィック エンジニアリン
グ サービス
従来の IP ネットワークでは、パケットはホップ単位で転送され、送信元から宛先までの各ルー
タでルート ルックアップが実行されます。宛先ベースの転送メカニズムでは、ネットワーク内
のルータのペア間で使用可能な帯域幅は最適に使用されません。ほとんどの場合、最適でない
パスの IP ネットワークでの利用率は低くなります。使用可能な帯域幅の非効率的な使用によ
るパケット ドロップを回避し、より優れたパフォーマンスを得るために、トラフィック エン
ジニアリング（TE）が実装されています。TE は最適なトラフィックに従うように定義された
トラフィックを次善のパスに送信するため、ルータのペア間での帯域幅の使用率が向上しま
す。
マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）には、レイヤ 2 テクノロジーとレイヤ 3 テク
ノロジーが統合されています。MPLS ドメインでは、一意のラベルがデータ パケットに割り当
てられ、パケットはこれらのラベルに基づいて転送されます。これにより、ルーティング テー
ブルの複雑なルックアップが回避されます。MPLS は VC スイッチング機能を作成し、フレー
ム リレーや非同期転送モード（ATM）などの従来のネットワークを介して提供される場合と
比べても IP ベースのネットワーク サービスで同様のパフォーマンスを実現します。
従来のレイヤ 2 機能をレイヤ 3 で使用可能にすることで、MPLS はトラフィック エンジニアリ
ングを可能にしています。MPLS TE を使用すると、MPLS バックボーンはレイヤ 2 の TE 機能
をレイヤ 3 上に復元し、拡張できます。
MPLS TE は、バックボーン全体でラベルスイッチド パス（LSP）を確立および維持するため
に、Resource Reservation Protocol（RSVP）を使用します。LSP で使用されるパスは、LSP リ
ソース要件と、帯域幅や属性などのネットワーク リソースに基づいています。使用可能なリ
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ソースは、リンク状態ベースの内部ゲートウェイ プロトコル（IGP）への拡張機能によってフ
ラッディングされます。Cisco EPN Manager は、使用可能な帯域幅をフラッディングし、ネッ
トワーク全体にステータス情報をリンクする IGP として OSPF をサポートします。この情報に
基づいて、入力（ヘッドエンド）ルータは、ネットワーク内の使用可能なすべてのリソースに
関する情報をトポロジとともに収集し、一連の MPLS 対応ルータ間のネットワークを通じてト
ンネルを定義します。これは、制約ベースのルーティングと呼ばれています。最も短いパスが
過度に利用されると、IGP はトラフィックをこれらの LSP に自動的にルーティングします。ま
た、MPLS TE トンネルの明示的パスを作成およびプロビジョニングすることもできます。
Cisco EPN Manager は、パス、リンク、およびノードの障害に対する MPLS TE トンネルの完全
なパス保護メカニズムを提供します。セカンダリ LSP を確立することで、トンネルの TE トラ
フィックを伝送する保護 LSP を障害から保護します。保護された LSP に障害がある場合、送
信元ルータは、トンネルのトラフィックを一時的に伝送するセカンダリ LSP をすぐにイネーブ
ルにします。セカンダリ LSP で障害が発生した場合は、セカンダリ パスの障害がクリアされ
るまでトンネルのパス保護は機能しなくなります。
Cisco EPN Manager は、次の MPLS TE サービス タイプをサポートします。
• 単方向 TE トンネル（Unidirectional TE Tunnel） （643 ページ）
• 双方向 TE トンネル（Bidirectional TE Tunnel） （643 ページ）
• MPLS TE 3 リンク （644 ページ）

単方向 TE トンネル（Unidirectional TE Tunnel）
MPLS TE トンネルは、LSR ペアを接続する単方向トンネルです。単方向トンネルが作成され
ると、MPLS ネットワーク内の特定のパスに対応するトンネルにラベルが割り当てられます。
トラフィックはトンネルを通じてルーティングされます。リターン トラフィックをルーティン
グするには、同じルータ間に別の単方向トンネルを作成する必要があります。たとえば、ルー
タ A はトンネル 1 のヘッドエンド、ルータ B はテール エンドであり、これは単方向トンネル
です。別の単方向トンネルを作成する必要があります。たとえば、ルータ B をヘッド エンド
とし、ルータ A をテール エンドとするトンネル 2 です。

双方向 TE トンネル（Bidirectional TE Tunnel）
相互接続されている LSR ペアの間に確立された 2 つの単方向 TE トンネルを互いにバインドし
て、双方向で相互にルーティングされた TE トンネルを形成することができます。単方向トン
ネルのバインドは、トンネルの送信元アドレスと宛先アドレス、グローバル ID、関連付け ID、
および関連付けアドレスに基づきます。たとえば、2 つの単方向トンネル（トンネル C と トン
ネル D）によって接続されたルータ A とルータ B をバインドして、次の条件が満足された場
合にのみ、双方向 TE トンネルを形成できます。
• トンネル C の送信元アドレスがトンネル D の宛先アドレスであり、トンネル D の送信元
アドレスがトンネル C の宛先アドレスである。
• トンネル C およびトンネル D のグローバル ID、関連付け ID、および関連付けアドレスが
同じである。トンネルの関連付け ID と関連付けアドレスはシステムで定義されており、
トンネル用のグローバル ID を割り当てる必要があります。
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双方向 TE トンネルは、RSVP-TE のセキュリティ機能を継承します。

MPLS TE 3 リンク
2 つのデバイス間のトラフィック エンジニアリング リンクを有効にするには、デバイスの両端
で次のインターフェイスなどを設定する必要があります。
• ループバック インターフェイス
• イーサネット インターフェイス
• BDI インターフェイス
• OSPF、RSVP、および MPLS
• IS-IS および BGP
これらの設定は、Cisco EPN Manager の MPLS TE 3 リンクプロビジョニング機能を使用して実
行できます。

回線/VC 検出の概要
Cisco EPN Manager は、サービス検出機能を使用して、ネットワーク内に存在する回線/VC を
自動的に検出します。[管理（Administration）] > [システム設定（System Settings）] でサービ
ス検出機能が有効になっていることを確認します。サービス検出の有効化および無効化 （795
ページ）を参照してください。
回線/VC 検出は、デバイス レベルのインベントリ検出に依存し、次の 2 つの部分で構成されて
います。
• リソースに対するサービス（RFS）の検出：RFS は、異なるデバイス上のリソース間の関
係を表します。RFS 検出時に、デバイス レベルのオブジェクトとネットワーク レベルの
オブジェクトが作成されます。デバイス レベルの RFS オブジェクトは、デバイス レベル
設定の回線/VC 設定部分を表します。ネットワーク レベルの RFS オブジェクトは、デバ
イスまたはその他のネットワーク レベルのオブジェクトを集約して、ネットワーク レベ
ルのエンティティを表します。
• 顧客向けサービス（CFS）マッチング ：CFS は、回線/VC の顧客向けデータを表します。
CFS は検出された RFS から派生し、ネットワーク内の回線/VC のエンドポイントを表しま
す。CFS 検出時に、検出された RFS オブジェクトに対して CFS オブジェクトが作成され
ます。
検出は、Cisco EPN Manager で進行中のプロセスです。Cisco EPN Manager の使用を開始したと
きに、ネットワークに存在する回線/VC が検出されます。後で、プロビジョニング ウィザード
を使用して回線/VC のプロビジョニングを開始すると、Cisco EPN Manager はプロビジョニン
グされた回線/VC を検出し、回線/VC で使用されるリソースとネットワークから検出されたリ
ソースとの間の一致を検索します。検出された回線/VC とプロビジョニングされた回線/VC の
間に一致が見つかった場合、検出された CFS にプロビジョニングされた CFS からの情報がコ
ピーされます。
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Cisco EPN Manager では、プロビジョニングされたバージョンと検出されたバージョンを比較
して、デバイス設定で行われた可能性のある変更を識別し、必要に応じて調整を行うことがで
きます。回線/VCのプロビジョニングされたバージョンと検出されたバージョンの比較と調整
（828 ページ）を参照してください
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• での回線/VC のプロビジョニング Cisco EPN Manager （647 ページ）
• キャリア イーサネット ネットワークの EVC のプロビジョニング （657 ページ）
• セグメント ルーティング （676 ページ）
• 光/DWDM ネットワークの回線のプロビジョニング （683 ページ）
• L3VPN サービスのプロビジョニング （715 ページ）
• 回線エミュレーション サービスのプロビジョニング （742 ページ）
• MPLS トラフィック エンジニアリング サービスのプロビジョニング （754 ページ）
• 回線/VC プロファイル （780 ページ）
• QoS プロファイルの作成 （781 ページ）
• 顧客の作成 （783 ページ）
• アンマネージド エンドポイントを使用した回線/VC のプロビジョニング （783 ページ）
• テンプレートを使用した回線/VC の拡張 （784 ページ）
• 設定例：CLI テンプレートを使用した回線/VC の拡張 （785 ページ）
• 設定例：ロールバックテンプレート （790 ページ）
• 設定例：インタラクティブ テンプレート （792 ページ）
• プロビジョニング障害の syslog （793 ページ）

での回線/VC のプロビジョニング Cisco EPN Manager
回線/VCの作成とプロビジョニングのプロセスは、サポートされているすべてのテクノロジー
で類似しており、次の手順が含まれています。
• 回線/VC のエンドポイントの指定。
• 回線/VC の設定パラメータの定義。
Cisco EPN Manager でのプロビジョニング サポートの詳しい概要については、回線/VC のプロ
ビジョニング （647 ページ）参照してください。
新しい回線/VC を作成してプロビジョニングするには、次の手順を実行します。
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ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポ
ロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

[デバイスグループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、必要なデバイス グループを選択して、[ロー
ド（Load）] をクリックします。

ステップ 3

[デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。

ステップ 4

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリック
します。

ステップ 5

[+] アイコンをクリックします。マップ右側の新しいペインにプロビジョニング ウィザードが表示されま
す。
（注）

または、[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [サービス プロビジョニング
（Service Provisioning）] を選択してプロビジョニング ウィザードを表示します。

ステップ 6

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストから必要なテクノロジーを選択します。たとえば、
光/DWDM ネットワークの回線を作成する場合は、[光（Optical）] を選択します。

ステップ 7

[サービス タイプ（Service Type）] 領域で、作成する回線/VC のタイプを選択します。たとえば、光/DWDM
ネットワーク用の回線/VC を作成する場合は、OCHNC WSON、OCHCC WSON、OCH-Trail WSON、
OCH-Trail UNI、ODU UNI、ODU トンネル、OPU over ODU など、さまざまな回線タイプがあります。

ステップ 8

さまざまなサービスの属性を設定するためにプロファイルを定義している場合は、[プロファイルの選択
（Select Profile）] ドロップダウンリストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル
（780 ページ）を参照してください。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックして [カスタマー サービスの詳細情報（Customer Service Details）] ページに移
動します。

ステップ 10

（オプション）回線/VC の作成対象顧客を選択します。リストに顧客が表示されない場合は、[インベン
トリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [顧客（Customers）] に移動し、プロビジョニング ウィザード
に移動して回線/VC のプロビジョニングを開始します。

ステップ 11

サービス名と説明を入力します。

ステップ 12

[展開アクション（Deployment Action）] ドロップダウンリストから、回線/VC の属性を定義した後に実行
するアクションを選択します。次のオプションがあります。
• [プレビュー（Preview）]：各デバイスで生成された CLI を表示します。CLI を確認して、属性を編
集するか、展開を進めるかを決定できます。
• [展開（Deploy）]：プロビジョニング ウィザードの最後のページで [送信（Submit）] をクリックし
た直後に関連するデバイスに設定を展開します。
次のいずれかの展開オプションをクリックします。
• [今すぐ展開（Deploy Now）]：プロビジョニング順序を直接展開します。
• [後で展開（Deploy Later）]：作成されたプロビジョニング順序を保存します。同じ順序は、後
で展開できます。プロビジオン順序を再展開するには、左側のペインの下部にある回線/VC の
リンクをクリックします。
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• [展開のスケジュール（Schedule Deployment）]：指定した時間に、今後の展開の順序を保存しま
す。プロビジョニング順序をスケジュールし、スケジュールした時刻に展開するジョブの順序
を作成します。必要に応じて、[ジョブ スケジューラ（Job Scheduler）] ダイアログボックスで
順序をプロビジョニングする日付と時刻を指定できます。
この [展開のスケジュール（Schedule Deployment）] オプション ボタンをクリックした場合は、
次を指定します。
• [スケジュール時刻の展開（Deploy Schedule Time）]：プロビジョニング順序の展開のスケ
ジュール時刻を指定します。
• [サーバ時刻（Server Time）]：現在のサーバ時刻を表示します。
プロビジョニング順序をスケジュールし、保存する方法の詳細については、次を参照してください。
プロビジョニング順序の保存とスケジュール （751 ページ）
ステップ 13

[次へ（Next）] をクリックしてエンドポイントを選択し、選択したテクノロジーに基づいて属性を定義
します。

ステップ 14

[送信（Submit）] をクリックします。選択した展開アクションに応じて、関連するアクションが実行さ
れます。つまり、設定のプレビューを選択した場合は、設定を表示できるプレビューページが表示され、
その後に [展開（Deploy）] をクリックします。展開を選択した場合、設定は関連するデバイスに直接展
開されます。

ステップ 15

（オプション）[このビューのままにする（Leave this View）] ボタンをクリックして Cisco EPN Manager
を引き続き使用し、サービスの展開をバックグラウンドで続行できるようにします。
（注）

デバイスがビジー状態の場合、サービスを展開する Cisco EPN Manager からの要求は、その要求
がタイム アウトする事前に設定された時間まで待機します。この設定を変更するには、サービ
ス展開のタイムアウト値の設定 （650 ページ）を参照してください。

回線/VC が、[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC
（Circuits/VCs）] ペインのリストに追加されているはずです。プロビジョニング状態を確認す
るには、回線/VC 名の横にある [i] アイコンをクリックし、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）]
ビューを表示します。
さまざまなテクノロジーに対して回線/VCを作成し、プロビジョニングする方法については、
次を参照してください。
• キャリア イーサネット ネットワークの EVC のプロビジョニング （657 ページ）
• 光/DWDM ネットワークの回線のプロビジョニング （683 ページ）
• L3VPN サービスのプロビジョニング （715 ページ）
• 回線エミュレーション サービスのプロビジョニング （742 ページ）
• MPLS トラフィック エンジニアリング サービスのプロビジョニング （754 ページ）
保存されたプロビジョニング順序は、[管理（Administration）] > [ダッシュボード
（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）] > [プロビジョニング
（Provisioning）] から [計画済み回線/VC（Planned Circuits/VCs）] タブに表示できます。
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[最後の実行の統計（Last run stat）] フィールドの [I] アイコンをクリックし、設定とデバイス
の詳細を表示します。

サービス展開のタイムアウト値の設定
デバイスにサービスを展開すると、デバイスが事前に占有されているか、またはビジー状態の
場合は、作成されたサービス要求は事前に設定された時間まで待機して、サービスを展開する
ための 「デバイス ロック」を取得します。デフォルトでは、タイムアウト値は 60 分に設定さ
れます。
デフォルトのタイムアウト値を変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーから Administration > Settings > System Settings を選択します。
ステップ 2 [回線/VC（Circuits/VCs）] セクションを展開し、[展開設定（Deployment Settings）] をクリックします。
ステップ 3 必要なタイムアウト値を分単位で設定します。
Cisco EPN Manager は、サービスを展開するためのデバイス ロックを取得するために指定された時間まで
待機します。この時間以内にロックが取得されなかった場合、サービス展開操作は失敗します。

回線アクティベーション待機タイムアウト値の設定
回線アクティベーション待機タイムアウトまでプロビジョニングシステムが待機する最大時間
間隔を設定できます。

ステップ 1 左側のサイドバーから Administration > Settings > System Settings を選択します。
ステップ 2 [回線/VC（Circuits/VCs）] セクションを展開し、[展開設定（Deployment Settings）] をクリックします。
ステップ 3 [回線アクティベーション待機タイムアウト（Circuit Activation Wait Timeout）] フィールドで、必要なタイ
ムアウト値を分単位で設定します。
デフォルトのタイムアウト値は 5 分です。

展開が失敗した場合の動作
回線/VC を展開すると、Cisco EPN Manager は回線/VC のタイプに基づいて、参加しているデ
バイスでの設定変更を実行します。設定変更がデバイスに正常に展開された場合にのみ、回
線/VCは正常にプロビジョニングされたと見なされます。参加しているデバイスのいずれかで
設定変更の展開が失敗した場合は、Cisco EPN Manager がこれまでにデバイスで行われたすべ
ての設定変更をロールバックします。
展開アクションでは、次のシナリオのいずれかが発生する可能性があります。
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• 参加しているすべてのデバイスで展開が成功し、ロールバックは開始されない：このシナ
リオでは、すべてのデバイスが正常に設定され、回線のプロビジョニングが成功します。
• 展開が失敗して、ロールバックが開始され、成功する：このシナリオでは、複数のデバイ
スを設定したときに、デバイスのいずれかで設定が失敗します。障害は、たとえば、デバ
イスが設定を拒否したなど、さまざまな理由が原因となる可能性があります。Cisco EPN
Manager は障害を識別し、すべてのデバイスで行われたすべての設定変更を正常にロール
バックします。このシナリオでは、すべてのデバイス設定が展開前の状態に復元されま
す。
順番に回線をプロビジョニングするように設定された 3 つのデバイス（A、B、および C）
を使用した例を以下に示します。デバイス A では設定変更が正常に展開されますが、デバ
イス B では展開が失敗します。Cisco EPN Manager は、失敗を検出して、デバイス B およ
び C の以降の設定を中止します。また、プロビジョニングの逆順で設定をロールバックし
ます。つまり、最初にデバイス B をロールバックしてからデバイス A をロールバックし
ます。3 つのデバイスで順に実行されるアクションを以下に示します。
• デバイス C：まだ変更がデバイスに展開されていないため、デバイス C に対するロー
ルバックは必要ありません。これは、設定変更がデバイス C に送信される前に、デバ
イス B で設定の失敗が検出されたことを意味します。
• デバイス B：Cisco EPN Manager は、展開が失敗する前にこのデバイスで行われた設
定変更があるかどうかをチェックします。変更がある場合は、このデバイスの部分的
な設定が削除され、デバイスが以前の設定にロールバックされます。
• デバイス A：Cisco EPN Manager は、デバイス A で完全なロールバックを実行します。
正常に展開されたすべての設定変更が削除され、デバイスは以前の設定にロールバッ
クされます。
• 展開が失敗して、ロールバックが開始されたが、失敗した：このシナリオでは、参加して
いるデバイスのいずれかで設定の展開が失敗すると、Cisco EPN Manager がロールバック
を実行しますが、1 つ以上のデバイス上のロールバックが失敗します。この場合、ロール
バックが失敗したデバイスには部分的な設定が残ります。
たとえば、デバイス A および B で設定変更が正常に展開され、デバイス C で展開が失敗
した場合です。Cisco EPN Manager は、失敗を特定して、プロビジョニングの逆順でロー
ルバックを開始します。つまり、デバイス C、デバイス B、デバイス A の順にロールバッ
クします。3 つのデバイスで順に実行されるアクションを以下に示します。
• デバイス C：Cisco EPN Manager はデバイス C で正常にロールバックを実行します。
• デバイス B：デバイス B でロールバックを試みると、デバイス接続が失われ、デバイ
ス上に部分的な設定が残される可能性があります。
• デバイス A：Cisco EPN Manager は、デバイス B でロールバックが失敗しても、デバ
イス A のロールバックを実行します。
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（注）

ロールバックは、他のさまざまな理由で失敗することがあります。
プロビジョニング ウィザードで、設定をプレビューしてから、[展開（Deploy）] をクリックし
ます。展開が失敗すると、参加している各デバイスのロールバック設定とステータスが表示さ
れます。[デバイス（Device(s)）] ドロップダウン リストで、ロールバック設定とステータスを
表示するデバイスを選択します。
次の図に、各デバイスのロールバック設定とロールバック ステータスを示します。
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1

[試みた設定（Attempted Configuration）]：[デバイス（Device(s)）] ドロップダウン リス
トで選択されたデバイスに展開された設定を表示します。

2

[展開ステータス（Deployment Status）]：選択されたデバイスの展開ステータスを表示し
ます。展開が成功すると、[成功（Success）] というステータスが表示されます。展開が
失敗すると、失敗に関する情報が提供されます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
653

回線の管理
構成導入の失敗およびロールバックの失敗のトラブルシューティング

3

[ロールバック設定（Roll back Configuration）]：ロールバックが自動的に試みられる設定
を表示します。

4

[ロールバック ステータス（Roll back Status）]：選択されたデバイスのロールバックス
テータスを表示します。ロールバックが成功すると、[成功（Success）] というステータ
スが表示されます。ロールバックが失敗すると、失敗に関する情報が提供されます。こ
の情報を使用して、デバイスの部分的な設定を手動でクリーンアップすることができま
す。

[削除（Delete）] をクリックして、失敗した展開をこのウィンドウから削除することもできま
す。
また、拡張テーブル内の [回線/VC（Circuits/VCs）] タブと [削除済み回線/VC（Deleted
Circuits/VCs）] タブの [プロビジョニング（Provisioning）] 列の横にある [i] アイコンをクリッ
クして回線/VC に参加している各デバイスの設定、設定エラー、ロールバック設定、および
ロールバック設定エラーの詳細を表示することもできます。[i] アイコンは、[なし（None）]
を除くすべてのプロビジョニング状態で使用できます。拡張テーブルへのアクセス方法につい
ては、ネットワーク トポロジ マップからのアラーム、ネットワーク インターフェイス、回
線/VC、およびリンクの詳細テーブルの表示 （210 ページ）を参照してください。
展開とロールバックの失敗をトラブルシュートする方法については、構成導入の失敗および
ロールバックの失敗のトラブルシューティング （654 ページ）を参照してください。

構成導入の失敗およびロールバックの失敗のトラブルシューティング
以下に、導入またはロールバックの失敗をトラブルシューティングするためのヒントを示しま
す。
• 導入は失敗するが、ロールバックは成功する場合：構成導入が失敗しても、ロールバック
は自動的に開始され、結果が結果ページに表示されます。各デバイスの結果ページに表示
される試行された設定とエラー メッセージを分析し、展開の失敗の根本原因を特定しま
す。
導入の失敗の原因として、次の問題が考えられますが、これらに限定されません。
• プロビジョニング ウィザードでサービス パラメータに無効な値が入力されました。
たとえば、サービス ID はすでに存在しているか、生成された CLI にセマンティック
エラーがある可能性があります。
• デバイスに到達できない、デバイス パスワードが変更された、などのデバイスの問題
があります。
この場合は、導入に失敗した回線を（作成時に指定した名前で）特定し、その回線を編集
してプロビジョニングを再試行する必要があります。値を変更するサービス パラメータが
編集できない場合は、回線を削除して新しい回線を作成します。
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（注）

回線を削除する前に、使用されていないことを確認します。

• 導入とロールバックの両方が失敗する場合：この場合は、次の手順を実行します。
1.

デバイスに到達可能であることを確認し、デバイスの再同期を実行します。

2.

前の導入で報告されたデバイスの問題があれば、問題を修正します。

3.

回線を編集し、必要に応じて属性を更新して、回線の導入を再試行します。

4.

導入が失敗すると、Cisco EPN Manager はロールバックを開始します。

5.

ロールが再び失敗した場合は、ロールバックの失敗の原因を特定します。

6.

失敗の原因を特定するには、構成とロールバック トランザクションの詳細、サービス
導入の試行の履歴、および回線/VC 360 度ビューに表示されるロールバック試行を使
用できます。回線/VC の情報をすばやく取得する：[回線/VC 360（Circuit/VC 360）]
ビュー （807 ページ）を参照してください。

7.

手動でデバイスに保存されている部分構成を削除します。

また、シスコ担当者に問い合わせて、設定の展開の失敗とロールバックの失敗の根本原因を分
析し、特定することもできます。

WAN 自動化エンジンの統合
Cisco WAN Automation Engine と Cisco EPN Manager の統合
Cisco WAN Automation Engine（WAE）のプラットフォームは、ソフトウェア モジュールを相
互接続し、ネットワークと通信し、外部アプリケーションとインターフェイスする API を提供
するオープンでプログラマブルなフレームワークです。
CiscoWAE は、ネットワークの継続的なモニタリングと分析およびネットワーク上のトラフィッ
ク需要に基づく現在のネットワークのモデルを作成および維持するためのツールを提供しま
す。このネットワーク モデルには、トポロジ、設定、トラフィック情報など、特定の時点での
ネットワークに関するすべての関連情報が含まれています。この情報は、トラフィック要求、
パス、ノードとリンクの障害、ネットワークの最適化、またはその他の変更によるネットワー
クへの影響を分析するための基礎として使用できます。

（注）

詳細については、『Cisco WAN Automation Engine (WAE) Installation Guide』と『Cisco WAN
Automation Engine (WAE) User Guide』を参照してください。
Cisco EPN Manager では、明示的なパスを持つ単方向トンネルまたは双方向トンネルを作成す
ると、WAN Automation Engine（WAE）との統合により、Cisco EPN Manager から自動的に REST
コールを使用して明示的なパスが提供されます。そのため、明示的なパスを手動で入力する必
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要がなくなります。WAE は、可能なネットワーク パスのリストを表示し、適切なパスを選択
できるようにします。

WAE パラメータの設定
WAE パスの詳細を指定するには、次の手順を実行します。
始める前に
WAE パラメータを設定することを確認します。
1.

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択
します。

2.

回線 VC を展開し、[WAE サーバ設定（WAE Server Settings）] を選択します。

3.

関連する WAE の詳細（バージョン 7.1.3 以降）とフィールドの詳細（[WAEサーバIP（WAE
Server IP）]、[WAEポートアドレス（WAE Port Address）]、[WAEサーバユーザ名（WAE
Server User Name）]、[WAEサーバパスワード（WAE Server Password）]、[WAEネットワー
ク名（WAE Network Name）] など）を入力します。

4.

[保存（Save）] をクリックして WAE サーバの設定を保存するか、または [デフォルトにリ
セット（Reset to Defaults）] をクリックしてデフォルト値を使用します。

ステップ 1 必要なパラメータを持つ単方向トンネルまたは双方向トンネルを作成します。詳細については、MPLS TE
トンネルの作成とプロビジョニング （764 ページ）を参照してください。
ステップ 2 [パスの制約の詳細（Path Constraints Details）] 領域で、パスのタイプを [動作中（Working）] または [保護
済み（Protected）] のいずれかとして選択します。フィールドと属性の説明については、パスの制約の詳細
に関するフィールド参照：MPLS TE トンネル （776 ページ）を参照してください。
ステップ 3 必要に応じて [新しいパス（New Path）] チェックボックスをオンにして、[WAEサーバからパスを選択
（Choose Path from WAE server）] チェックボックスをオンにします。
ステップ 4 [WAE サーバからパスを選択（Choose Path from WAE server）] チェックボックスをオンにします。EPNM
マネージャは、WAE ネットワークを取得するために REST 要求を WAE に送信します。
WAE は可能なネットワークのリストを返します。
ステップ 5 [WAE ネットワークの選択（Select WAE Network）] ドロップダウン リストから、ネットワークを選択しま
す。
EPNM マネージャは、送信元、宛先、ネットワークなどの必要なすべてのパラメータを持つ REST 設定要
求を WAE に送信します。返される最大パスのデフォルト値は 2 です。WAE は、要求を満たす可能性のあ
るパスのリストを表示します。
ステップ 6 [WAE パスの選択（Select WAE Path）] ドロップダウン リストから、返された適切なパスを選択します。
EPNM は、マップ上に選択したパス オーバーレイを表示します。
ステップ 7 [パス名（Path Name）] フィールドにパスの名前を入力します。
最後に選択したパスを明示的なパスとして使用して、順序のプロビジョニングを続行できます。
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キャリア イーサネット ネットワークの EVC のプロビジョ
ニング
• Cisco EPN Manager キャリア イーサネット プロビジョニング サポートの概要 （657 ペー
ジ）
• EVC プロビジョニングの前提条件 （658 ページ）
• 新規キャリア イーサネット EVC の作成およびプロビジョニング （659 ページ）
• EVPN VPWS 技術を使用した新しいキャリアイーサネット EVC の作成とプロビジョニン
グ （663 ページ）
• 複数の UNI を使用した EVC の作成およびプロビジョニング （665 ページ）

Cisco EPN Manager キャリア イーサネット プロビジョニング サポート
の概要
このトピックでは、Cisco EPN Manager におけるキャリア イーサネット サービス プロビジョニ
ング サポートの概要を示します。さまざまなタイプの EVC とサポートされる基盤ネットワー
クの詳細については、回線/VC の検出およびプロビジョニングの概要 （625 ページ）を参照し
てください。
Cisco EPN Manager は、次のタイプのポートベースおよび VLAN ベースの VC のプロビジョニ
ングをサポートします。
• E-line：イーサネット専用回線（EPL）とイーサネット仮想専用回線（EVPL）。E-Line （
627 ページ）を参照してください。
• E-LAN：EP-LAN と EVP-LAN。E-LAN （628 ページ）を参照してください。
• E-Access：Access EPL と Access EVPL。E-Access （629 ページ）を参照してください。
• E-TREE：EP-TREE と EVP-TREE。E-Tree （629 ページ）を参照してください。
• EVPN 仮想プライベートワイヤサービス（VPWS）。EVPN 仮想プライベート ワイヤ サー
ビス（VPWS） （630 ページ）を参照してください。
Cisco EPN Manager は、EVC の作成時に使用可能な次の補足プロビジョニング機能をサポート
します。
• UNI のプロビジョニング：EVC ごとに、参加する UNI の属性を定義する必要があります。
EVC の作成中にこれを行うか、または EVC の作成プロセスとは無関係に UNI をプロビ
ジョニングできます。UNI としてのデバイスおよびインターフェイスの設定 （674 ページ）
を参照してください。
• ENNI のプロビジョニング：E-Access 回線の場合、ENNI の属性を定義する必要がありま
す。EVC の作成中にこれを行うか、または EVC の作成プロセスとは無関係に ENNI をプ
ロビジョニングできます。デバイスとインターフェイスを ENNI として設定する （675 ペー
ジ）を参照してください。
• QoS プロファイル：QoS プロファイルを作成して VC に適用できます。QoS プロファイル
の作成 （781 ページ）を参照してください。
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• EVC 属性のプロファイル：EVC のすべての必須属性を含むプロファイルを作成できます。
これらのプロファイルを EVC の作成中に選択して、EVC の属性を定義できます。各 EVC
の属性を個別に定義する必要はありません。回線/VC プロファイル （780 ページ） を参照
してください。

EVC プロビジョニングの前提条件
EVC をプロビジョニングする前に、次の前提条件を満たしている必要があります。
1.

EVC をプロビジョニングする前にデバイスの間の通信をセットアップする必要がありま
す。
• MPLS エンドツーエンド ネットワークでは、ラベル配布プロトコル（LDP）をネット
ワーク全体でセットアップし、各デバイスに LDP ID を指定する必要があります。こ
れにより、MPLS ネットワークのピアのラベル スイッチ ルータ（LSR）は、ホップバ
イホップ転送をサポートするためにラベル バインド情報を交換できます。または、
MPLS トラフィック エンジニアリングまたはセグメントルーティングを使用して MPLS
エンドツーエンド接続を実現できます。具体的には、単方向または双方向の TE トン
ネルを介した EVC（P2P タイプのみ）プロビジョニングがサポートされます。TE ト
ンネルを介した CEm プロビジョニングと SR ポリシーを介したプロビジョニングもサ
ポートされています。
• イーサネット アクセスがある場合、つまり、すべてのデバイスが MPLS に対応してい
るわけではない場合は、イーサネット アクセス スイッチを MPLS スイッチに接続す
るように G.8032 リングまたは ICCP-SM を設定する必要があります。
• CDP または LLDP は、イーサネット リンク検出を有効にするように、G.8032 リング
内のリンク上に設定する必要があります。

2.

ICCP-SM と G.8032 ネットワーク上に EVC をプロビジョニングするには、すべての VLAN
（1 から 4095 まで）をプライマリまたはセカンダリ VLAN として設定する必要がありま
す。

3.

EVC をプロビジョニングするデバイスのインベントリ収集の状態は [完了（Completed）]
である必要があります。これを確認するには Inventory > Network Devices に移動し、[最新
のインベントリ収集ステータス（Last Inventory Collection Status）] 列のステータスを確認
します。

4.

システムに顧客を作成して、回線/VC の作成およびプロビジョニング プロセス中に顧客に
回線/VC を関連付けられるようにすることができます。左側のサイドバーで Inventory >
Other > Customers を選択し、顧客を作成および管理します。

5.

EVC でインターフェイスを使用する場合は、インターフェイスのデフォルト設定をリセッ
トすることをお勧めします。グローバル コンフィギュレーション モードでは、各インター
フェイスで次のコマンドを設定します。
default interface 'interface-name’

6.

ME3600 と ME3800 デバイスでは、サービス インスタンスは、VLAN が許可されていない
トランク ポートでのみ設定できます。インターフェイスで次のコマンドを設定し、Cisco
EPN Manager でデバイスを再同期します。
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interface GigabitEthernetXX/XX
switchport trunk allowed vlan none
switchport mode trunk

7.

EVPN の使用時に EPL および EVPN サービスをプロビジョニングするには、デバイス設定
の [BGP] セクションで次のコマンドを定義します。このコマンドを設定しない場合、EVPN
サービスのプロビジョニング時にデバイスは表示されません。
address-family l2vpn evpn

新規キャリア イーサネット EVC の作成およびプロビジョニング
EVC はトポロジ マップのコンテキストで作成します。トポロジ マップとプロビジョニング
ウィザードにアクセスするには、左側のサイドバーから [構成（Configuration）] > [ネットワー
ク（Network）] > [サービス プロビジョニング（Service Provisioning）] の順に選択します。ま
たは、次の手順での説明に従ってトポロジ マップからプロビジョニング ウィザードを開くこ
ともできます。
EVC を作成してプロビジョニングするプロセスは、サポートされているすべての EVC タイプ
で同様であり、次の作業が含まれます。
• EVC のエンドポイント（UNI および ENNI）を指定します。
• 回線/VC の設定パラメータを定義します。
サービスがプロビジョニングされた後は、サービスを編集し、A エンド ポイントまたは Z エ
ンド ポイントを更新または変更できます。
エンドポイントの変更は、EPL や EVPL などの E 回線サービスでサポートされています。変更
できるのは管理対象エンドポイントと、フル サービスまたは部分的サービスのみです。
サービスの変更中に、既存の UNI に異なるデバイスか、または異なるポートを持つ同じデバ
イスがある場合は、既存の他の UNI に変更できます。
これには次のような制約があります。
• 1 回のサービス変更で、両端のエンドポイントを変更することはできません。
• スタンドアロン UNI ウィザードを使用して UNI を作成し、EPL サービスまたは EVPL サー
ビスの変更に使用します。
• サービスの変更中に新しい UNI を作成することはできません。
始める前に
EVC をプロビジョニングする前に満たす必要がある前提条件については、EVC プロビジョニ
ングの前提条件 （658 ページ）を参照してください。
新しい EVC を作成するには、次の手順に従います。
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ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポ
ロジ（Network Topology）] の順に選択します。

ステップ 2

ツールバーで [デバイス グループ（Device Group）] ボタンをクリックし、マップに表示するデバイスの
グループを選択します。

ステップ 3

[回線/VC（Circuits/VCs）] タブで、[+] アイコンをクリックします。これにより、マップの右側に新しい
ペインが開き、[プロビジョニング ウィザード（Provisioning Wizard）] が表示されます。

ステップ 4

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストで Carrier Ethernet を選択すると、Cisco EPN Manager
は [サービス タイプ（Service Type）] 領域に関連する回線/VC タイプのリストを表示します。たとえば、
キャリア イーサネット サービス タイプには EPL、EVPL、EP-LAN などが含まれます。

ステップ 5

[サービス タイプ（Service Type）] リストから、作成する回線/VC のタイプを選択します。

ステップ 6

さまざまなサービスの属性を設定するプロファイルを定義している場合、[プロファイルの選択（Select
Profile）] ドロップダウン リストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル （780
ページ）を参照してください。

ステップ 7

Next をクリックして [サービスの詳細（Service Details）] ページに移動します。

ステップ 8

（オプション）EVC の作成対象顧客を選択します。リストに顧客が表示されない場合は Inventory > Other
> Customers に移動し、システムで顧客を作成してからプロビジョニング ウィザードを再起動します。

ステップ 9

サービスの詳細を入力します。フィールドと属性の説明については、サービス詳細の参考資料 （668 ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 10

E-Line EVC、E-Tree EVC、E-LAN EVC の場合：必要に応じて、EVC で障害およびパフォーマンス モニ
タリングを可能にするサービス OAM を設定します。E-Line EVC の場合：[サービス OAM（Service OAM）]
オプションを有効にするには、[CFM の有効化（Enable CFM）] チェックボックスをオンにします。その
後、新しい CFM ドメインを作成するか、または E 回線 EVC の既存のドメインを選択することができま
す。サービス OAM （673 ページ）を参照してください。プラス アイコンをクリックして [サービス OAM
（Service OAM）] テーブルに行を追加し、該当する列に値を入力します。E-Tree EVC の場合、方向（リー
フからルート、ルートからリーフ、またはルートからルート）を指定する必要があります。
たとえば EVPL/EPL サービスの場合、ポイントツーポイント サービスまたはマルチポイントサービスを
昇格させ、調整する場合は、[CFM ドメイン名（CFM Domain name）]、[CFM ドメインレベル（CFM
Domain level）]、および [メンテナンス（Maint）] などの CFM パラメータを有効にします。関連付けら
れた[名前のタイプ（Name Type）] フィールド、[ITU キャリアコード（ITU Carrier Code）] フィールド、
[ITU MEG ID コード（ITU MEG ID Code）] フィールド、[継続性チェック間隔（Continuity check interval）]
フィールド。CFM パラメータは、サービス昇格時に検出されたバージョンから読み取られます。検出さ
れたバージョンか、またはプロビジョニングされたバージョンとの調整を実行できます。
（注）

ステップ 11

デフォルトでは、[メンテナンス関連名（Maint Assoc Name）] として IEEE が選択されていま
す。[メンテナンス（Maint）] で [ITU] が選択されている場合。関連付けられた[名前のタイプ
（Name Type）] ドロップダウンリスト、[ITU キャリアコード（ITU Carrier Code）] 、および
[ITU MEG ID コード（ITU MEG ID code）] が表示されます。

[展開アクション（Deployment Action）] フィールドに、ECV の作成プロセス完了時のアクションを指定
します。実際に展開する前に、該当するデバイスに展開される設定のプレビューを表示するように指定
することも、完了時にすぐに設定を展開するように指定することもできます。
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ステップ 12

Next をクリックして UNI を定義するページに移動します。E-Access の場合、ENNI を定義するページも
あります。

ステップ 13

UNI として機能するデバイスとインターフェイスを識別します。
（注）

エンドポイントのいずれかが、Cisco EPN Manager で管理されないデバイス上のインターフェイ
スである場合、[管理対象外（Unmanaged）] チェックボックスをオンにして、その管理対象外デ
バイスの情報を入力します。アンマネージド エンドポイントを使用した回線/VC のプロビジョ
ニング （783 ページ）を参照してください。

• デバイス上で必要なインターフェイスを既に設定している場合は、Create New UNI チェックボック
スをオフにして、関連する UNI 名をリストから選択します。
（注）

リスト内の UNI 名は、UNI の作成時に選択したサービスとオプションによって異なりま
す。
• EPL、Access EPL、EP LAN、および EP Tree サービスの場合は、作成時に [すべてを1
つにバンドリング（All To One Bundling）] オプションが選択された UNI のみが表示さ
れます。
• EVPL、Access EVPL、および EVP Tree サービスの場合、[多重化（Multiplexing）] オプ
ションまたは [バンドリング（Bundling）] オプション、またはその両方が作成時に選
択された UNI のみがリストされます。

• 新しい UNI を作成するには、次の手順を実行します。
• Create New UNI チェックボックスがオンになっていることを確認します。
• [UNI 名（UNI Name）] フィールドに、UNI を簡単に識別できるような UNI 名を入力します。
• [デバイス（Device）] フィールドのリストからデバイスを選択するか、マップ内のデバイスをク
リックして選択し、[デバイス（Device）] フィールドに取り込みます。選択したデバイスのポー
トのリストが表示されます。
• [ポート（Port）] テーブルから必要なポートを選択します。ポートを UNI に使用できない場合
は、[ポート（Port）] テーブルの UNI 名の横にアラート アイコンが表示され、ポートが選択で
きない理由が示されます。
（注）

UNI の作成時に選択したデバイスは、マップ内でオレンジ色の丸で囲われます。オレンジ
の円の上に UNI 名が表示されます。ポイントツーポイント EVC の場合、オレンジの円に、
これが A 側または Z 側のどちらのエンドポイントであるかを示すラベルが付けられます。

ステップ 14

新しい UNI を作成している場合は、新しい UNI の詳細を入力します。フィールドと属性の説明について
は、新規 UNI の詳細リファレンス （669 ページ）を参照してください。

ステップ 15

UNI サービスの詳細を入力します。フィールドと属性の説明については、UNI サービス詳細の参照 （670
ページ）を参照してください。

ステップ 16

H-VPLS をコア テクノロジーとして使用する E-LAN EVC および E-TREE EVC の場合、プライマリ ハブ
とセカンダリ ハブとして機能するデバイスをそれぞれ選択します。
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ステップ 17

E 回線 EVC の場合：[疑似回線設定（Pseudowire Settings）] ページで、次のようにして EVC が経由する
TE トンネルを選択できます。
1.

[静的優先パス（Static Preferred Path）] チェックボックスをオンにして、サービスの静的ルートを割
り当てます。

2.

[優先パス タイプ（Preferred Path Type）] に [双方向（Bidirectional）] または [単方向（Unidirectional）]
、あるいは [SR ポリシー（SR Policy）] を選択します。

3.

[優先パス（Preferred Path）] ドロップダウン リストから、必要な双方向 TE トンネルを選択します。
このリストには、EVC のエンドポイント間にすでに存在する双方向 TE トンネルのすべてが示され
ます。
（注）

4.

[優先パス（A-Z）（Preferred Path (A-Z)）] および [優先パス（Z-A）（Preferred Path (Z-A)）] ドロッ
プダウン リストのそれぞれから、必要な単方向 TE トンネルを選択します。
（注）

5.

このフィールドが有効になるのは、[優先パス タイプ（Preferred Path Type）] として [双方向
（Bidirectional）] を選択した場合のみです。

これらのフィールドは、[優先パス タイプ（Preferred Path Type）] に [単方向（Unidirectional）]
を選択したときにのみ使用できます。

優先パスが使用できない場合にデフォルト パスが使用されるようにするには、[LDP へのフォール
バックを許可（Allow Fallback to LDP）] チェックボックスをオンにします。
（注）

エンドポイント間にトンネルが存在しない場合、[優先パス（Preferred Path）] および [LDP
へのフォールバックを許可（Allow Fallback to LDP）] オプションは無効になります。

6.

接続の両側で疑似回線ペイロートを識別するためにコントロール ワードが使用されるようにするに
は、[送信コントロール ワード（Send Control Word）] チェックボックスをオンにします。

7.

イーサネット、VLAN、または IP のいずれかを使用する相互接続サイトが必要な場合は、[相互接続
オプション（Interworking Option）] を選択します。EVC のいずれかのエンドポイントが管理対象外
デバイスである場合は、このオプションを有効にする必要があります。

8.

疑似回線に必要な帯域幅を入力します。

9.

[PW ID] フィールドには、ポイントツーポイント サービスの疑似回線の設定に表示する識別子を入
力します。
（注）

疑似回線（PW）の ID は、PW ID のリソース プールから自動的に割り当てられます。PW
ID 値は、サービスの作成時にのみ変更できます。EVC サービスの変更時にこの値を編集す
ることはできません。入力された PW ID が既にサービスに割り当てられている場合は、エ
ラー メッセージが表示されます。

ステップ 18

（オプション）サービスに参加するデバイス上に設定する追加の CLI コマンドをテンプレートに追加す
る場合は、[サービス テンプレート（Service Template）] ページを使用します。詳細については、テンプ
レートを使用した回線/VC の拡張 （784 ページ）を参照してください。

ステップ 19

回線/VC に必要な情報をすべて入力したら、Submit をクリックします。デバイスに展開される CLI のプ
レビューを表示することを選択した場合は、プレビューが表示されます。この場合、属性の編集（Edit
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Attributes）] をクリックすることで、属性を変更できます。そうでない場合は、すぐに設定がデバイスに
展開されます。
ステップ 20

回線/VC が、[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC（Circuits/VCs）] タ
ブのリストに追加されているはずです。

設定の展開が失敗した場合は、展開が失敗した場合の動作（650ページ）を参照してください。

EVPN VPWS 技術を使用した新しいキャリアイーサネット EVC の作成と
プロビジョニング
EVPN を使用してキャリアイーサネット EVC を作成してプロビジョニングするには、次の手
順を実行します。
始める前に
EVC をプロビジョニングする前に満たす必要がある前提条件については、EVC プロビジョニ
ングの前提条件 （658 ページ）を参照してください。

ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポ
ロジ（Network Topology）] の順に選択します。

ステップ 2

ツールバーで [デバイス グループ（Device Group）] ボタンをクリックし、マップに表示するデバイスの
グループを選択します。

ステップ 3

[回線/VC（Circuits/VCs）] タブで、[+] アイコンをクリックします。これにより、マップの右側に新しい
ペインが開き、[プロビジョニング ウィザード（Provisioning Wizard）] が表示されます。

ステップ 4

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストで Carrier Ethernet を選択すると、Cisco EPN Manager
は [サービス タイプ（Service Type）] 領域に関連する回線/VC タイプのリストを表示します。EVPN は、
キャリアイーサネットのサービスタイプ EPL および EVPL でサポートされています。

ステップ 5

[サービス タイプ（Service Type）] リストから、作成する回線/VC のタイプを選択します。

ステップ 6

さまざまなサービスの属性を設定するプロファイルを定義している場合、[プロファイルの選択（Select
Profile）] ドロップダウン リストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル （780
ページ）を参照してください。

ステップ 7

Next をクリックして [サービスの詳細（Service Details）] ページに移動します。

ステップ 8

（オプション）EVC の作成対象顧客を選択します。リストに顧客が表示されない場合は Inventory > Other
> Customers に移動し、システムで顧客を作成してからプロビジョニング ウィザードを再起動します。

ステップ 9

サービスの詳細を入力します。フィールドと属性の説明については、サービス詳細の参考資料 （668 ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 10

[EVPN を使用（Use EVPN）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 11

E-Line EVC の場合：必要に応じて、EVC で障害およびパフォーマンスのモニタリングを可能にするサー
ビス OAM を設定します。[CFM の有効化（Enable CFM）] チェックボックスをオンにしてサービス OAM
オプションを有効にします。その後、新しい CFM ドメインを作成するか、または E 回線 EVC の既存の
ドメインを選択することができます。サービス OAM （673 ページ）を参照してください。プラス アイコ
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ンをクリックして [サービス OAM（Service OAM）] テーブルに行を追加し、該当する列に値を入力しま
す。
（注）

ICC ベースの CFM は、EVPN ではサポートされていません。

ステップ 12

[展開アクション（Deployment Action）] フィールドに、ECV の作成プロセス完了時のアクションを指定
します。実際に展開する前に、該当するデバイスに展開される設定のプレビューを表示するように指定
することも、完了時にすぐに設定を展開するように指定することもできます。

ステップ 13

UNI として機能するデバイスとインターフェイスを識別します。
（注）

EVPN は、管理対象外デバイスをサポートしていません。
[サービスの詳細（Service Detail）] ページの [ EVPN を使用（Use EVPN）] チェックボックスを
オンにすると、EVPN をサポートするデバイスのみが [UNI A] ページと [UNI Z] ページに表示さ
れます。

• デバイス上で必要なインターフェイスを既に設定している場合は、Create New UNI チェックボック
スをオフにして、関連する UNI 名をリストから選択します。
（注）

リスト内の UNI 名は、UNI の作成時に選択したサービスとオプションによって異なりま
す。
• EPL、Access EPL、EPE LAN、および EP Tree サービスの場合は、作成時に [すべてを1
つにバンドリング（All To One Bundling）] オプションが選択された UNI のみが表示さ
れます。
• EVPL、Access EVPL、および EVP Tree サービスの場合、[多重化（Multiplexing）] オプ
ションまたは [バンドリング（Bundling）] オプション、またはその両方が作成時に選
択された UNI のみがリストされます。

• 新しい UNI を作成するには、次の手順を実行します。
• Create New UNI チェックボックスがオンになっていることを確認します。
• [UNI 名（UNI Name）] フィールドに、UNI を簡単に識別できるような UNI 名を入力します。
• [デバイス（Device）] フィールドのリストからデバイスを選択するか、マップ内のデバイスをク
リックして選択し、[デバイス（Device）] フィールドに取り込みます。選択したデバイスのポー
トのリストが表示されます。
• [ポート（Port）] テーブルから必要なポートを選択します。ポートを UNI に使用できない場合
は、[ポート（Port）] テーブルの UNI 名の横にアラート アイコンが表示され、ポートが選択で
きない理由が示されます。
（注）

ステップ 14

UNI の作成時に選択したデバイスは、マップ内でオレンジ色の丸で囲われます。オレンジ
の円の上に UNI 名が表示されます。ポイントツーポイント EVC の場合、オレンジの円に、
これが A 側または Z 側のどちらのエンドポイントであるかを示すラベルが付けられます。

新しい UNI を作成している場合は、新しい UNI の詳細を入力します。フィールドと属性の説明について
は、新規 UNI の詳細リファレンス （669 ページ）を参照してください。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
664

回線の管理
複数の UNI を使用した EVC の作成およびプロビジョニング

ステップ 15

UNI サービスの詳細を入力します。フィールドと属性の説明については、UNI サービス詳細の参照 （670
ページ）を参照してください。

ステップ 16

E-Line EVC の場合：[EVPNの設定（EVPN Settings）] ページで、次の手順を実行します。
1.

[EVPN インスタンス（EVI）ID（EVPN Instance (EVI ID)] は事前に入力されています。この値は必要
に応じて変更できます。

2.

[RD 値（RD Value）] を指定するには、[自動 RD（Auto RD）] チェックボックスをオフにします。

3.

[RT のインポート（Import RT）] および [RT のエクスポート（Export RT）] の値を指定するには、[自
動 RT（Auto RT）] チェックボックスをオフにします。
[RT のインポート（Import RT）]、[RT のエクスポート（Export RT）]、[RD]、および [コン
トロールワード（Control Word）] は、使用した EVI ID が他のそのサービスにも関連付けら
れていない場合にのみ編集できます。

（注）

4.

接続の両側でペイロートを識別するためにコントロールワードを使用するには、[コントロールワー
ド（Control Word）] チェックボックスをオンにします。

5.

Z エンド AC 識別子と A エンド AC 識別子は事前に入力されています。これらの値は必要に応じて変
更できます。

6.

[静的優先パス（Static Preferred Path）] チェックボックスを選択して A ～ Z または Z ～ A の優先パス
を指定し、SR ポリシーを指定できます。

7.

優先パスが使用できない場合にデフォルト パスが使用されるようにするには、[LDP へのフォール
バックを許可（Allow Fallback to LDP）] チェックボックスをオンにします。
エンドポイント間にトンネルが存在しない場合、[優先パス（Preferred Path）] および [LDP
へのフォールバックを許可（Allow Fallback to LDP）] オプションは無効になります。

（注）

ステップ 17

（オプション）サービスに参加するデバイス上に設定する追加の CLI コマンドをテンプレートに追加す
る場合は、[サービス テンプレート（Service Template）] ページを使用します。詳細については、テンプ
レートを使用した回線/VC の拡張 （784 ページ）を参照してください。

ステップ 18

回線/VC に必要な情報をすべて入力したら、Submit をクリックします。デバイスに展開される CLI のプ
レビューを表示することを選択した場合は、プレビューが表示されます。この場合、属性の編集（Edit
Attributes）] をクリックすることで、属性を変更できます。そうでない場合は、すぐに設定がデバイスに
展開されます。

ステップ 19

回線/VC が、[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC（Circuits/VCs）] タ
ブのリストに追加されているはずです。

複数の UNI を使用した EVC の作成およびプロビジョニング
Cisco EPN Manager では、マルチポイント EVC（E-LAN および E-Tree）を作成してプロビジョ
ニングするプロセスで、複数の UNI の作成/選択がサポートされています。
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（注）

VPLS をコア テクノロジーとして使用する EVC の場合、同じデバイス上に複数の UNI を設定
できますが、H-VPLS ベースの EVC の場合はその限りではありません。
始める前に
EVC をプロビジョニングする前に満たす必要がある前提条件については、EVC プロビジョニ
ングの前提条件 （658 ページ）を参照してください。
新しい EVC を作成するには、次の手順に従います。

ステップ 1

左側のサイドバーのメニューから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネット
ワーク トポロジ（Network Topology）] の順に選択します。
[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウが開きます。

ステップ 2

ツールバーで [デバイス グループ（Device Groups）] をクリックし、マップ上に表示するデバイスのグ
ループを選択します。

ステップ 3

[回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックします。

ステップ 4

[回線/VC（Circuits/VCs）] ペインのツールバーで、[+]（作成）アイコンをクリックします。
マップの右側に新しいペインが開き、[プロビジョニング ウィザード（Provisioning Wizard）] が表示され
ます。

ステップ 5

[テクノロジーの選択（Select Technology）] ドロップダウン リストで Carrier Ethernet を選択します。

ステップ 6

[サービス タイプ（Service Type）] リストから、マルチポイント EVC タイプを選択します。

ステップ 7

さまざまなサービスの属性を設定するプロファイルを定義している場合、[プロファイルの選択（Select
Profile）] ドロップダウン リストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル （780
ページ）を参照してください。

ステップ 8

Next をクリックして [サービスの詳細（Service Details）] ページに移動します。

ステップ 9

EVC を作成する対象の顧客を選択します。リストに顧客が表示されない場合は Inventory > Other >
Customers に移動し、システムで顧客を作成してからプロビジョニング ウィザードを再起動します。

ステップ 10

サービスの詳細を入力します。フィールドと属性の説明については、サービス詳細の参考資料 （668 ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 11

[展開アクション（Deployment Action）] フィールドに、ECV の作成プロセス完了時のアクションを指定
します。実際に展開する前に、該当するデバイスに展開される設定のプレビューを表示するように指定
することも、完了時にすぐに設定を展開するように指定することもできます。

ステップ 12

[次へ（Next）] をクリックして UNI を定義するページに進みます。

ステップ 13

[マルチ UNI（Multi UNI）] 領域でプラス アイコンをクリックし、最初の UNI をテーブルに追加します。
UNI にはデフォルトの名前が付けられて、自動的にテーブル内で選択された状態になります。プラス ア
イコンをクリックするたびに、新しい UNI がテーブルに追加されます。
または、マップ内のデバイスをクリックして新しい UNI をテーブルに追加することもできます。この場
合、新規 UNI の詳細の [デバイス（Device）] フィールドに、そのデバイスの名前が取り込まれます。
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ステップ 14

テーブルから、属性を定義または編集する UNI を選択します。

ステップ 15

UNI として機能するデバイスとインターフェイスを識別します。
• 既存の UNI を使用する場合、[新規 UNI の作成（Create New UNI）] チェックボックスをオフにして、
リストから該当する UNI 名を選択します。
（注）

リスト内の UNI 名は、UNI の作成時に選択したサービスとオプションによって異なりま
す。
• EPL、Access EPL、EP LAN、および EP Tree サービスの場合は、作成時に [すべてを1
つにバンドリング（All To One Bundling）] オプションが選択された UNI のみが表示さ
れます。
• EVPL、Access EVPL、および EVP Tree サービスの場合、[多重化（Multiplexing）] オプ
ションまたは [バンドリング（Bundling）] オプション、またはその両方が作成時に選
択された UNI のみがリストされます。

• 新しい UNI を定義するには、次の手順に従います。
• [新規 UNI の作成（Create New UNI）] チェックボックスがオフにされていることを確認します。
• [UNI 名（UNI Name）] フィールドに、UNI を簡単に識別できるような UNI 名を入力します。
• [デバイス（Device）] フィールドで、リストからデバイスを選択します。選択したデバイスの
ポートのリストが表示されます。
• [ポート（Port）] テーブルから必要なポートを選択します。ポートを UNI に使用できない場合
は、[ポート（Port）] テーブルの UNI 名の横にアラート アイコンが表示され、ポートが選択で
きない理由が示されます。
ステップ 16

新しい UNI を作成している場合は、新しい UNI の詳細を入力します。新規 UNI の詳細は、[マルチ UNI
（Multi UNI）] テーブルで現在選択されている UNI に関するものです。フィールドと属性の説明につい
ては、新規 UNI の詳細リファレンス （669 ページ）を参照してください。

ステップ 17

UNI サービスの詳細を入力します。フィールドと属性の説明については、UNI サービス詳細の参照 （670
ページ）を参照してください。[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 18

エンドポイントのいずれかが Cisco EPN Manager で管理されないデバイス上のインターフェイスである場
合、[管理対象外（Unmanaged）] ページでその管理対象外デバイスの情報を入力します。アンマネージド
エンドポイントを使用した回線/VC のプロビジョニング （783 ページ）を参照してください。

ステップ 19

これはオプションです。テンプレートに、サービスに参加するデバイス上に設定する追加の CLI コマン
ドを付加する場合は、[サービス テンプレート（Service Template）] ページを使用します。詳細について
は、テンプレートを使用した回線/VC の拡張 （784 ページ）を参照してください。

ステップ 20

回線/VC に必要な情報をすべて入力したら、[送信（Submit）] をクリックします。デバイスに展開される
CLI のプレビューを表示することを選択した場合は、プレビューが表示されます。この場合、属性の編
集（Edit Attributes）] をクリックすることで、属性を変更できます。そうでない場合は、すぐに設定がデ
バイスに展開されます。
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ステップ 21

回線/VC が、[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC（Circuits/VCs）] ペ
インのリストに追加されているはずです。

サービス詳細の参考資料
次の表に、サービス レベルの EVC を定義する属性を示し、それらについて説明します。すべ
ての属性がすべての EVC タイプに関連するわけではないことに注意してください。
表 38 : サービスの詳細

属性

説明

サービス名（Service Name）

回線/VC を特定する一意の名前。

サービスの説明（Service
Description）

VC を識別するのに役立つ VC の説明。

サービス タイプ（Service Type） 作成するサービスのタイプに基づいて事前に入力されています（EPL、EVPL、EP-LAN
など）。
EVPN を使用（Use EVPN）

EVPN ベースのコネクションを作成できます。

サービス MTU

VC を通過するフレームの最大サイズ（バイト単位）。値は 64 ～ 65535 です。サー
ビス MTU は、サービスのすべての UNI で定義された MTU 以下である必要がありま
す。

コアテクノロジー

VPLS または H-VPLS。マルチポイント EVC のコア テクノロジー （627 ページ）を
参照してください。
（注）

VPN ID

VPLS または H-VPLS の場合は、プロビジョニング ウィザードを使用して
最大 20 台のデバイスをプロビジョニングできます。

マルチポイント EVC に関連します（VPLS と H-VPLS の両方）。このフィールドに
は、次の使用可能な擬似回線の ID が自動的に入力されます。この ID は、EVC の作
成プロセス中に変更できます（有効な値の範囲：1 ～ 4294967295）。EVC の変更時
には、ID は編集できません。
（注）

VPN ID はネットワーク全体で一意に使用されます。つまり、2 つのサービ
スで同じ VPN ID が使用されることはありません。また、擬似回線の競合
を回避するため、ネットワークですでに設定されている擬似回線 ID を VPN
ID に使用することはできません。VPN ID 値が [PW ID] フィールドに表示
されます。サービスの作成および変更時にマルチポイント サービスの PW
ID 値を変更することはできません。
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属性

説明

PW ID

マルチポイント EVC およびポイントツーポイント EVC に関連します。このフィー
ルドには、次の使用可能な擬似回線の ID が自動的に入力されます。この ID を編集
し、EVC 作成プロセス時にポイントツーポイント EVC の場合にのみ値（有効値範
囲：1 ～ 4294967295）を割り当てることができます。EVC の変更時には、ID は編集
できません。
（注）

PW ID はネットワーク全体で一意に使用されます。つまり、2 つのサービ
スで同じ PW ID が使用されることはありません。

バンドリング

この VC で複数の VLAN を有効にします。複数の CE-VLAN ID は、1 つの EVC にバ
ンドルされます。

CE-VLAN ID の保持

出力サービス フレームの CE-VLAN ID が対応する入力サービス フレームの CE-VLAN
ID と同じ値であることを確認します。バンドリングが有効な場合、これを有効にす
る必要があります。

CE-VLAN ID CoS の保持

出力サービス フレームの CE-VLAN CoS が対応する入力サービス フレームの CE-VLAN
CoS と同じ値であることを確認します。CoS マーキングは変更できません。

新規 UNI の詳細リファレンス
次の表に、UNI として指定されているポートに関連する属性とその説明をリストします。すべ
ての属性がすべての EVC タイプに関連するわけではないことに注意してください。
表 39 : 新規 UNI の詳細（New UNI Details）

属性

説明

[ MTU]

インターフェイスを通過するパケットの最大伝送サイズ（バイト単位）。UNI の MTU は、サー
ビス レベルで定義された MTU 以上でなければなりません。

自動ネゴシエーショ 速度とデュプレックス モードを自動的にネゴシエートするには、このチェックボックスをオン
ン（Auto
にします。
Negotiation）
速度

ポートの速度。ポートでサポートされている場合は、速度を下げることができます。
（注）

[自動ネゴシエーション（Auto Negotiation）] チェックボックスをオンにすると、この
フィールドは使用できません。
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属性

説明

デュプレックス モー
ド（Duplex Mode）

• [全二重（Full Duplex）]：UNI と顧客のアクセス スイッチ間で、どちらの側も全二重をサ
ポートしていると仮定して、双方向の同時通信を使用します。一方の側が全二重をサポー
トしていない場合、ポートはダウンします。
• [自動ネゴシエーション（Auto-Negotiation）]：サポートされている内容に応じて、2 つのデ
バイス間で合意されたモードを使用します。全二重が試行されますが、一方のデバイスが
それをサポートしていない場合、半二重が使用されます。
（注）

[自動ネゴシエーション（Auto Negotiation）] チェックボックスをオンにすると、この
フィールドは使用できません。

UNI が複数の EVC インスタンスに参加できるようにします。

[サービス多重化
（Service
Multiplexing）]

[UNI 許可バンドリン バンドルを有効にして、UNI が VC に参加できるようにします。バンドルについては、以下を
グ（UNI Allows
参照してください： サービス詳細の参考資料 （668 ページ）
Bundling）]
[タグなし CE-VLAN タグなしトラフィックに割り当てられた CE-VLAN の ID。
ID（Untagged
CE-VLAN ID）]
[入力/出力 QoS プロ
ファイル
（Ingress/Egress QoS
Profile）]

UNI の入力または出力トラフィックに必須の QoS プロファイルを選択します。プロファイルの
一覧には、デバイスで設定され、システムによって検出されるポリシー マップおよびユーザ定
義の QoS プロファイルが含まれます。QoS プロファイルの作成方法については、QoS プロファ
イルの作成 （781 ページ）を参照してください。

[UNI QoS プロファイ UNI 自体の QoS プロファイルを適用して、UNI の帯域幅プロファイルおよびその他の QoS 属
ル（UNI QoS
性を定義します。UNI レベルで QoS プロファイルを適用する場合は、サービス レベルで QoS
Profile）]
プロファイルを適用しないでください。
[リンク OAM の有効 IEEE 803.1ah リンクの操作とメンテナンスを有効にします。リンク OAM が有効になっている
化（Enable Link
場合は、この UNI と顧客のアクセス スイッチ間のリンクの状態に関連するイベントが表示され
OAM）]
ます。
[リンク管理の有効化 顧客アクセス スイッチがこの UNI、VLAN ID、UNI 上のサービスなどに関する情報を取得でき
（Enable Link
るようにします。
Management）]

UNI サービス詳細の参照
次の表に、UNI に関連する EVC の属性（EVC がこの UNI でどのように動作するか、など）の
一覧と説明を示します。すべての属性がすべての EVC タイプに関連しているとは限りません。
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（注）

QinQ 属性については、選択したデバイスでサポートされている属性のみがウィザードに表示
されます。

表 40 : UNI サービス詳細

属性

説明

その他の情報

入力/出力サービス QoS プ UNI の入力または出力トラフィックに必須の QoS プロファイルを
ロファイル（Ingress/Egress 選択します。プロファイルの一覧には、デバイスで設定され、シス
Service QoS Profile）
テムによって検出されるポリシー マップおよびユーザ定義の QoS
プロファイルが含まれます。
（注）

リリース 4.0.0 以降では、独立した列（[Sub-Policy]）は、
値 True を表示することによって、特定のポリシーがサブ
ポリシーであるかどうかを示します。サブポリシーでは
ないポリシーの場合は、関連付けられている [Sub-Policy]
列に値 NA が表示されます。

QoS プロファイルの作成方法については、QoS プロファイルの作成
（781 ページ）を参照してください。
レイヤ 2 制御プロトコル
プロファイル（Layer 2
Control Protocol Profile）

さまざまな通信プロトコルの処理方法を決定するプロファイル。さ
まざまなプロトコルを使用するフレームは、トンネル化、ドロッ
プ、またはピアリングされます。詳細については、MEF 6.1 を参照
してください。

指定

E-Tree の場合：VC の UNI のロール（リーフまたはルート）を選択
します。

ルートを指定したポイン
トツーポイント接続の使
用（Use point to point
connection with Root）

E-Tree の場合：UNI がリーフとして指定された場合、このチェック
ボックスを選択して、ルートとリーフ間のアクティブな疑似回線を
作成できます。このチェックボックスは、単一デバイスに複数のエ
ンドポイントが存在する場合またはサービスに複数のルートが存在
する場合は表示されません。

一致（Match）

UNI を入力するためにトラフィックに必要なタギングのタイプを選 Dot1AD は、15.3(3) ソ
択します。
フトウェア バージョ
ンを実行している
• Dot1q：サービス インスタンスへのインターフェイスの 802.1q
ME3600 デバイスでは
フレーム入力のマッピング。
サポートされません。
• Dot1ad：サービス インスタンスへのインターフェイスの 802.1ad
フレーム入力のマッピング。
• デフォルト（Default）：このポートの他のどの VC にも割り当
てられないトラフィック。
• タグなし（Untagged）：VLAN タグがないフレーム
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属性

説明

VLAN の自動割り当て

UNI に VLAN ID を自動的に割り当てるには、このチェックボック
スをオンにします。

VLAN

VLAN ID。1 ～ 4094 の整数。ハイフンまたはカンマで区切られた
一連の VLAN ID を使用して VLAN ID の範囲を入力できます。

内部 VLAN（Inner
VLAN(s)）

VLAN タギングの第 2 レベルの VLAN ID。1 ～ 4094 の整数。ハイ
フンまたはカンマで区切られた一連の VLAN ID を使用して VLAN
ID の範囲を入力できます。

タグなしバンドル
（Untagged Bundled）

VLAN タグのないトラフィックを VLAN タグ付きのフレームとと
もにバンドルできます。

優先順位タグ付きバンド
ル（Priority Tagged
Bundled）

優先順位タグ付きトラフィックを VLAN タグ付きフレームととも
にバンドルできます。

完全一致（Exact）

サービスによる伝送対象として一致していない追加の VLAN タグ
が付けられたトラフィックのアドミタンスを防止します。

外部 VLAN CoS（Outer
VLAN CoS）

フレームに関連付ける必要がある外部 VLAN サービス クラス ID。 IOS デバイスにのみ適
CoS ID は、0 ～ 7 の範囲の整数です。
用されます。

内部 VLAN CoS（Inner
VLAN CoS）

フレームに関連付ける必要がある内部 VLAN サービス クラス ID。 IOS デバイスにのみ適
CoS ID は、0 ～ 7 の範囲の整数です。
用されます。

E-Type

サービスを指定された EtherType のフレームのみ伝送するように制 IOS デバイスにのみ適
限します。
用されます。
• IPv4
• IPv6
• PPPoE-All
• PPPoE-Discovery
• PPPoE-Session
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[VLAN の自動割り当
て（Auto Allocate
VLAN）] チェック
ボックスをオンにした
場合、このフィールド
は使用できません。

IOS-XR デバイスにの
み適用されます。

回線の管理
サービス OAM

属性

説明

その他の情報

定義書き換えアクション
（Rewrite Definition
Action）

フレームが UNI に入ったときに実行するカプセル化調整。

変換アクションは、
IOS-XR デバイスにの
みに適用されます。

• なし
• ポップ（Pop）：入力のフレームから 1 個または 2 個の VLAN
タグを削除し、出力で追加します。
• プッシュ（Push）：入力のフレームから 1 個または 2 個の VLAN
タグ（Dot1q または Dot1ad タグ）を追加し、出力で削除しま
す。
• 変換（Translate）：VLAN タグを新しい VLAN タグ（Dot1q ま
たは Dot1ad タグ）で置き換えます。変換は、1:1、1:2、2:1、ま
たは 2:2 です。

サービス OAM
サービス レベルで、EVC のモニタリングとトラブルシューティングを可能にする EOAM
（Ethernet Operations, Administration and Management）パラメータを定義できます。実際には、
EVC のエンドポイント上の接続障害管理（CFM）コンポーネントを設定することになります。
ポイントツーポイント EVC では、一方向（UNI A から UNI Z へなど）または双方向で OAM
パラメータを定義できます。マルチポイント EVC では、送信元と送信先の MEP グループを定
義してから、EVC エンドポイントを特定の MEP グループに関連付けることができます。
CFM の詳細とデバイス レベルの CFM 設定については、EOAM の障害とパフォーマンスのモ
ニタリングを設定する （527 ページ）を参照してください。
次のように、プロビジョニング ウィザードの [カスタマー サービスの詳細（Customer Service
Details）] ページの [サービス OAM（Service OAM）] セクションを使用して、モニタするサー
ビス フレームの仕様を定義し、そのフレームに適用する OAM プロファイルを定義します。
• [送信元（From）]：EVC を経由するトラフィック フローの送信元。
• [送信先（To）]：EVC を経由するトラフィック フローの送信先。
• [方向（Direction）]（E ツリーのみ）：リーフとルート間またはルートからルートへのト
ラフィック フローの方向。

（注）

[送信元（From）] フィールドと [送信先（To）] フィールドに入力すると、MEP グループ、つ
まり、順序付けされた UNI のセットが作成されます。ウィザードの次のページで、UNI をこ
れらの MEP グループの 1 つに関連付けます。
• [CoS]：フレームに関連付ける必要のあるサービス クラス識別子。
• [OAM プロファイル（OAM Profile）]：パフォーマンス モニタリングを有効にするために
フレームに適用する必要のある OAM 属性のセット。次の OAM プロファイルを選択に使
用できます。
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• パフォーマンスモニタリング1：コミュニティチェックと合成損失測定を有効にしま
す。このプロファイルは、ポイントツーポイントとマルチポイントの両方の EVC を
サポートします。
• [パフォーマンス モニタリング 2（Performance Monitoring 2）]：コミュニティ チェッ
ク、合成損失測定、およびシングルエンド遅延測定を有効にします。このプロファイ
ルは、ポイントツーポイントとマルチポイントの両方の EVC をサポートします。
• [パフォーマンス モニタリング 3（Performance Monitoring 3）]：コミュニティ チェッ
ク、合成損失測定、およびデュアルエンド遅延測定を有効にします。このプロファイ
ルは、ポイントツーポイントとマルチポイントの両方の EVC をサポートします。
• [パフォーマンス モニタリング 3（Performance Monitoring 3）]：コミュニティ チェッ
ク、合成損失測定、およびデュアルエンド遅延測定を有効にします。このプロファイ
ルは、フレーム サイズ 64（損失および遅延）、履歴間隔 2（遅延）および 5（損失）、
集約間隔 60 をサポートします。
• [パフォーマンス モニタリング 4（Performance Monitoring 4）]：コミュニティ チェッ
ク、合成損失測定、およびデュアルエンド遅延測定を有効にします。このプロファイ
ルは、フレーム サイズ 152（損失および遅延）、履歴間隔 10、集約間隔 300（5 分間
のサンプル）をサポートします。
• [コミュニティ チェック間隔（Continuity Check Interval）]：コミュニティ チェック メッ
セージの間隔。

UNI としてのデバイスおよびインターフェイスの設定
ユーザネットワークインターフェイス（UNI）は、サブスクライバ（カスタマーエッジ（CE））
の責任とサービス プロバイダー（プロバイダー エッジ（PE））の責任とを分ける、物理的な
責任分界点です。
UNI は EVC のエンドポイントの境界を定めるため、デバイスのインターフェイスを UNI とし
て設定することは、VC プロビジョニングで不可欠の部分となります。UNI は、VC の作成時
に設定できます。あるいは、VC の作成とは別の UNI を設定することもできます。設定した
UNI は、VC の作成時に使用可能になります。
UNI を設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1

新規キャリア イーサネット EVC の作成およびプロビジョニング （659 ページ）の説明に従って、プロビ
ジョニング ウィザードにアクセスします。

ステップ 2

[テクノロジーの選択（Select Technology）] ドロップダウン リストから Carrier Ethernet を選択します。

ステップ 3

[サービス タイプ（Service Types）] リストから UNI を選択します。

ステップ 4

Next をクリックして [カスタマー サービスの詳細（Customer Service Details）] ページに移動します。

ステップ 5

UNI の一意の名前と説明を入力し、必要に応じて顧客を関連付けます。

ステップ 6

UNI のサービス属性を次のように定義します。
• [すべてを 1 つにバンドル（All to One Bundling）]：UNI を VC 専用にするポートベースの VC の場
合。有効にすると、すべての CE-VLAN ID が 1 つの VC にバンドルされます。[すべてを 1 つにバン
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ドル（All to One Bundling）] を選択すると、[多重化（Multiplexing）] と [バンドリング（Bundling）]
は選択できなくなります。
• [サービス多重化（Service Multiplexing）]：UNI を複数の VC で共有する VLAN ベースの VC の場合。
有効にすると、UNI を複数の EVC インスタンスに参加させることができます。
• [バンドリング（Bundling）]：UNI に複数の VLAN を使用することができます。複数 CE-VLAN ID
が 1 つの EVC にバンドルされます。
ステップ 7

[展開（Deploy）] で、完了時にただちに UNI を展開するか、デバイスに展開する前に CLI のプレビュー
を表示するかを選択します。

ステップ 8

Next をクリックして [UNI の詳細（UNI Details）] 定義ページに移動します。

ステップ 9

UNI として設定するデバイスとポートを選択します。

ステップ 10

新規 UNI の詳細リファレンス （669 ページ）の説明に従って、UNI の属性を設定します。

ステップ 11

Submit をクリックします。完了時に回線を展開するように選択していた場合は、ジョブが作成され、必
要な CLI がデバイスに展開されます。実際にデバイスに展開する前に CLI のプレビューを表示すること
を選択した場合、この時点でプレビューが表示されます。CLI を確認します。属性のいずれかを変更す
る場合は、[属性の編集（Edit Attributes）] をクリックします。それ以外の場合は、Deploy をクリックし
ます。

デバイスとインターフェイスを ENNI として設定する
External Network to Network Interface（ENNI）は、各オペレータ ネットワークが別々の管理認
証局の制御下にある 2 つの Metro Ethernet Network（MEN）間のインターフェイスである参照
ポイントを指定します。ENNI は、サービスの特性を維持しながら、複数のオペレータ MEN
全体でのイーサネット サービスの拡張をサポートするように設計されています。
E アクセス VC をプロビジョニングする場合は、隣接するネットワーク経由でトラフィックを
伝送する ENNI を定義する必要があります。ENNI の設定は VC 作成プロセスで行うことがで
きます。または、VC 作成とは無関係に ENNI を設定できます。このような ENNI は VC 作成
中に選択できます。
ENNI を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

新規キャリア イーサネット EVC の作成およびプロビジョニング （659 ページ）の説明に従って、プロビ
ジョニング ウィザードにアクセスします。

ステップ 2

[テクノロジーの選択（Select Technology）] ドロップダウン リストから Carrier Ethernet を選択します。

ステップ 3

[サービス タイプ（Service Types）] リストから ENNI を選択します。

ステップ 4

Next をクリックして [カスタマー サービスの詳細（Customer Service Details）] ページに移動します。

ステップ 5

ENNI の一意の名前と説明を入力し、必要に応じて、顧客/オペレータに関連付けます。

ステップ 6

[展開（Deploy）] で、ENNI を完了時にすぐに展開するか、最初にデバイスに展開する CLI のプレビュー
を表示するかを選択します。
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ステップ 7

Next をクリックして、[ENNI の詳細（ENNI Details）] 定義ページに移動します。

ステップ 8

ENNI として設定するデバイスとポートを選択します。

ステップ 9

ENNI に関する次のパラメータを定義します。
• MTU：インターフェイスを通過するパケットのバイト単位の最大伝送サイズ。ENNI の MTU は 1526
より大きくする必要があります。
• 速度：これがサポートされていれば、必要に応じて、ポートの速度を抑えることができます。

ステップ 10

Submit をクリックします。完了時に回線を展開するように選択していた場合は、ジョブが作成され、必
要な CLI がデバイスに展開されます。実際にデバイスに展開する前に、CLI のプレビューを表示するよ
うに選択していた場合は、ここでプレビューが表示されます。CLI を確認します。属性のいずれかを変
更する場合は、[属性の編集（Edit Attributes）] をクリックします。それ以外の場合は、Deploy をクリッ
クします。

セグメント ルーティング
セグメント ルーティングの設定
セグメント ルーティング（SR）は、送信元ルーティングを実行するための柔軟でスケーラブ
ルな方法です。送信元ルータは、明示的パスまたは内部ゲートウェイ プロトコル（IGP）最短
パスのいずれかを選択し、パケット ヘッダー内のパスをセグメントの順序付きリストとしてエ
ンコードします。セグメントは、ネットワークの宛先への完全なルートを形成するためにルー
タを組み合わせることができるサブパスを表しています。各セグメントは、新しい IGP 拡張機
能を使用してネットワーク全体に配布されるセグメント識別子（SID）で識別されます。
各ルータ（ノード）と各リンク（隣接関係）には関連付けられた SID があります。ノード セ
グメント識別子はグローバルに一意であり、IGP で決定されたルータへの最短パスを表しま
す。ネットワーク管理者は各ルータに予約されたブロックからノード ID を割り当てます。一
方、隣接関係セグメント ID はローカルで有効なものであり、出力インターフェイスなどの隣
接ルータに固有の隣接関係を表します。ルータは、ノード ID の予約済みブロック外の隣接関
係識別子を自動的に生成します。MPLS ネットワークでは、セグメント識別子は MPLS ラベル
スタック エントリとしてエンコードされます。セグメント ID は指定したパスに沿ってデータ
を移動します。ノード セグメントはマルチホップ パスを使用できますが、隣接関係セグメン
トはワンホップ パスです。

セグメント ルーティング ポリシーの作成とプロビジョニング
SR ポリシーを作成し、プロビジョニングするには、次の手順を実行します。
始める前に
SR ポリシーのプロビジョニングの前に、次の前提条件が満たされていることを確認します。
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• デバイス上とルータプロトコルレベル（ISIS / OSPF）で MPLS TE が有効になっている。
• SR-TE は、traffic-eng の優先オプションとして設定されていなければならない。
• ブロックレベルとループバックインターフェイスのラベル割り当て

ステップ 1

左側のプレーンで、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ
（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

ツールバーで [デバイスグループ（Device Group）] ボタンをクリックし、マップに表示されるデバイス
のグループを選択します。

ステップ 3

[回線/VC（Circuits/VCs）] タブで、[+] アイコンをクリックします。これにより、マップの右側に新しい
ペインが開き、[プロビジョニング ウィザード（Provisioning Wizard）] が表示されます。

ステップ 4

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストで Segment Routing を選択すると、Cisco EPN Manager
は [サービス タイプ（Service Type）] 領域に関連する回線/VC タイプのリストを表示します。

ステップ 5

[サービスタイプ（Service Type）] リストで、[SR ポリシー（SR Policy）] を選択します。

ステップ 6

さまざまなサービスの属性を設定するプロファイルを定義している場合、[プロファイルの選択（Select
Profile）] ドロップダウン リストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル （780
ページ）を参照してください。

ステップ 7

Next をクリックして [サービスの詳細（Service Details）] ページに移動します。

ステップ 8

（オプション）ポリシーの作成対象の顧客を選択します。リストに顧客が表示されない場合は Inventory
> Other > Customers に移動し、システムで顧客を作成してからプロビジョニング ウィザードを再起動し
ます。

ステップ 9

サービスの詳細を入力します。
サービスの詳細は、[Activate] チェックボックス、[Name]、および [Description] で構成されます。[Activate]
チェックボックスを使用して、ポリシーの動作ステータスを [Up] または [Down] に設定します。

ステップ 10

ポリシーの詳細を入力します。詳細については、[ポリシーの詳細（Policy Details）] のフィールドリファ
レンス：SR ポリシー （678 ページ）を参照してください。

ステップ 11

[自動ルートの設定（Autoroute Settings）] の詳細を入力します。詳細については、[自動ルート設定の詳
細（Autoroute Settings Details）] のフィールドリファレンス：SR ポリシー （678 ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 12

[デプロイアクション（Deployment Action）] フィールドに、ポリシー作成プロセス終了時のアクション
を指定します。実際に展開する前に、該当するデバイスに展開される設定のプレビューを表示するよう
に指定することも、完了時にすぐに設定を展開するように指定することもできます。詳細については、
プロビジョニング順序の保存とスケジュール （751 ページ）を参照してください。

ステップ 13

Next をクリックして、[パスおよび制約の詳細（Path and Constraint Details）] ページに移動します。

ステップ 14

[候補パス（Candidate Paths）]、[パスの詳細（Path Details）]、および [パスの制約の詳細（Path Constraint
Details）] を指定します。詳細については、パスおよび制約の詳細のフィールド参照：SR ポリシー （679
ページ）を参照してください。

ステップ 15

Next をクリックし、[テンプレートの詳細（Template Details）] ページに移動します。テンプレートの詳
細については、テンプレートを使用した回線/VC の拡張 （784 ページ）を参照してください。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
677

回線の管理
[ポリシーの詳細（Policy Details）] のフィールドリファレンス：SR ポリシー

ステップ 16

[送信（Submit）] をクリックします。選択した展開アクションに応じて、関連するアクションが実行さ
れます。つまり、設定のプレビューを選択した場合は、設定を表示できるプレビューページが表示され、
その後に [展開（Deploy）] をクリックします。展開を選択した場合、設定は関連するデバイスに直接展
開されます。

[ポリシーの詳細（Policy Details）] のフィールドリファレンス：SR ポリシー
次の表に、セグメント ルーティング ポリシーを作成するためのポリシーの詳細を定義する属
性のリストを示し、説明します。
表 41 : [ポリシーの詳細（Policy Details）] セクションの参照：SR ポリシー

属性

説明

ポリシー名

ポリシー名を入力します。

ヘッドエンド（Head
End）

ドロップダウンリストからヘッドエンドを選択します。

カラー

カラー値の範囲は 1 ～ 4294967295 です。

エンドポイント（End ドロップダウンリストからエンドポイントを選択します。
Point）
明示的なバインド SID 明示的なバインド SID（Explicit Binding SID）の範囲は 16 ～ 1048575
です。

（注）

帯域幅（Bandwidth）

帯域幅の値の範囲は [帯域幅の単位（Bandwidth Unit）] フィールドで
選択した値によって異なります。

帯域幅の単位
（Bandwidth Unit）

ドロップダウンリストから値を選択します。使用可能なオプション
は、[Kbps]、[Mbps]、および [Gbps] です。

[帯域幅（Bandwidth）] フィールドと [帯域幅の単位（Bandwidth Unit）] フィールドは [ダイナ
ミックとPCE（Dynamic With PCE）] パスタイプにのみ適用されます。

[自動ルート設定の詳細（Autoroute Settings Details）] のフィールドリファレンス：SR ポ
リシー
次の表に、セグメント ルーティング ポリシーを作成するための自動ルート設定の詳細を定義
する属性のリストを示し、説明します。
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表 42 : [自動ルート設定の詳細（Autoroute Settings Details）] セクションの参照：SR ポリシー

属性

説明

自動メトリックモード ドロップダウンリストから値を選択します。使用可能なオプションは
（Auto Metric Mode） [一定（Constant）] および [相対（Relative）] です。
自動メトリック値
（Auto Metric Value）

[自動メトリックモード（Auto Metric Mode）] フィールドで選択した
値に応じて、自動メトリック値（Auto Metric Value）の範囲が変わり
ます。[一定（Constant）] の場合、範囲は 1 ～ 2147483647 です。[相
対（Relative）] の場合、範囲は -10 ～ 10です。

すべてのプレフィック すべての IP プレフィックスを許可する場合は、このチェックボック
スを許可（Allow All スをオンにします。
Prefixes）
許可プレフィックス
（Allowed Prefixes）

このフィールドは [すべてのプレフィックスを許可（Allow All
Prefixes）] チェックボックスをオンにしていない場合にのみ表示され
ます。必要なプレフィックスをテーブルに追加します。

パスおよび制約の詳細のフィールド参照：SR ポリシー
次の表に、セグメント ルーティング ポリシーを作成するためのパス制約の詳細を定義する属
性のリストを示し、説明します。
表 43 : [パス制約の詳細（Path Constraint Details）] セクションの参照：SR ポリシー

属性

説明

候補パス（Candidate Paths）
Path Type

SR ポリシーに必要なパスを選択します。値は、[ダイナミック
（Dynamic）]、[明示的（Explicit）]、および [ダイナミックとPCE
（Dynamic With PCE）] です。

設定

候補パスの設定値の範囲は 1 ～ 65535 です。

[ダイナミック（Dynamic）] および [ダイナミックとPCE（Dynamic With PCE）] パスタイプの
パスの詳細：
メトリック タイプ

必要な [メトリックタイプ（Metric Type）] を選択します。値は、
[IGP]、[遅延（Latency）]、[TE]、および [ホップ数（HopCount）] で
す。

メトリックマージンタ 必要な [メトリックマージンタイプ（Metric Margin Type）] を選択し
イプ（Metric Margin
ます。値は [絶対（Absolute）] および [相対（Relative）] です。
Type）
メトリックマージン値 [メトリックマージン値（Metric Margin Value）] の範囲は 0 ～
（Metric Margin
2147483647 です。
Value）
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属性

説明

SID の上限（Max SID [SIDの上限（Max SID Limit）] は 1 ～ 255 です。
Limit）
[明示的（Explicit）] パスタイプのパスの詳細：
新しいセグメントリス 新しいセグメントリストを作成する場合は、このチェックボックスを
オンにします。
ト（New Segment
List）
セグメントリスト名 このフィールドは [新しいセグメントリスト（New Segment List）]
（Segment List Name） チェックボックスがオンになっている場合に表示されます。
既存のセグメントリス このフィールドは [New Segment List] チェックボックスがオフになっ
ト（Existing Segment ている場合に表示されます。ドロップダウンリストからセグメントリ
List）
ストを選択します。
Weight
（注）

重みの範囲は 1 ～ 4294967295 です。
パスの詳細を入力する場合は、[+] アイコンをクリックし、[セグメントリスト名
（Segment List Name）] と [重み（Weight）] を入力して、セグメントリストに詳細
を追加する必要があります。
[新しいセグメントリスト（New Segment List）] チェックボックスがオンになって
いる場合は、セグメントテーブルがアクティブになり編集できます。
• [+] をクリックしてセグメントを追加できます。[インデックス（Index）] の値
を入力し、[デバイス（Device）]、[セグメントタイプ（Segment Type）]、およ
び [インターフェイス（Interface）] をそれぞれのドロップダウンリストから選
択します。
• セグメントを複数追加した場合は、セグメントウィンドウで上矢印または下矢
印を使用して目的のキューに配置できます。
• セグメントを作成中の場合にのみ、セグメントウィンドウでセグメントを編集
または削除することもできます。作成したセグメントリストは、その後変更で
きません。
• また、ラベルが割り当てられていないインターフェイスにラベルを割り当てる
こともできます。

パスの制約の詳細（Path Constraint Details）
適切なアフィニティ操作を個別に選択し、関連する詳細を指定しま
アフィニティ操作
（Affinity Operation） す。値は、[いずれかを除外する（Exclude-Any）]、[いずれかを含め
る（Include-Any）]、および [すべて含める（Include-All）] です。
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属性

説明

いずれかのアフィニ ドロップダウンリストから名前を選択します。
ティ名を除外する
（Exclude Any Affinity
Names）
いずれかのアフィニ
ティ名を含める
（Include Any Affinity
Names）

このフィールドは [いずれかを含める（Include-Any）] が選択されてい
る場合に表示されます。ドロップダウンリストから、追加するアフィ
ニティ名を選択します。

すべてのアフィニティ このフィールドは [すべて含める（Include-All）] が選択されている場
名を含める（Include 合に表示されます。ドロップダウンリストから、追加するアフィニ
All Affinity Names）
ティ名を選択します。
SID アルゴリズム
（SID Algorithm）

[SIDアルゴリズム（SID Algorithm）] の範囲は 128 ～ 255 です。

ディスジョイントグ
ループのタイプ
（Disjoint Group
Type）

ドロップダウンリストから値を選択します。値は、[リンク（Link）]、
[ノード（Node）]、[Srlg]、および [Srlg-Node]です。

ディスジョイントグ
ループ ID（Disjoint
Group Id）

[グループIDの分離（Disjoint Group Id）] の範囲は 1 ～ 65535 です。

ディスジョイントサブ [ディスジョイントサブグループID（Disjoint Sub Group Id）] の範囲は
グループ ID（Disjoint 1 ～ 65535 です。
Sub Group Id）

セグメント ルーティング ポリシーを使用したキャリア イーサネット
サービスの作成とプロビジョニング
Cisco EPN Manager は、セグメント ルーティング トラフィック エンジニアリング（SR-TE）ポ
リシーを使用して、EPL のプロビジョニング、EVPL、アクセス EPL、アクセス EVPL キャリ
ア イーサネットのポイントツーポイント サービスをサポートしています。CE サービスの変更
時に SR-TE ポリシーを変更できます。回線/VC 360* の [関連回線/VC（Related Circuits/VC）]
タブを使用して、このサービスに関連付けられた SR ポリシーを表示できます。SR ポリシーの
場合、バックアップパスの可視化はオーバーレイで使用できます。[バックアップパスの表示
（Show Backup Path）] を展開し、除外するノードまたはリンクを選択できます。[適用（Apply）]
をクリックすると、新しいバックアップパスが表示されます。
SR ポリシーを使用して EVPL サービスを作成およびプロビジョニングするには、次の手順を
実行します。
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ステップ 1

左側のプレーンで、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ
（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

ツールバーで [デバイス グループ（Device Group）] ボタンをクリックし、マップに表示するデバイスの
グループを選択します。

ステップ 3

[回線/VC（Circuits/VCs）] タブで、[+] アイコンをクリックします。これにより、マップの右側に新しい
ペインが開き、[プロビジョニング ウィザード（Provisioning Wizard）] が表示されます。

ステップ 4

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストで Carrier Ethernet を選択すると、Cisco EPN Manager
は [サービス タイプ（Service Type）] 領域に関連する回線/VC タイプのリストを表示します。たとえば、
キャリア イーサネット サービス タイプには EPL、EVPL、EP-LAN などが含まれます。

ステップ 5

[サービス タイプ（Service Type）] リストから、作成する回線/VC のタイプを選択します。たとえば、
EVPL などです。

ステップ 6

さまざまなサービスの属性を設定するプロファイルを定義している場合、[プロファイルの選択（Select
Profile）] ドロップダウン リストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル （780
ページ）を参照してください。

ステップ 7

Next をクリックして [サービスの詳細（Service Details）] ページに移動します。

ステップ 8

（オプション）EVPL の作成対象顧客を選択します。リストに顧客が表示されない場合は Inventory >
Other > Customers に移動し、システムで顧客を作成してからプロビジョニング ウィザードを再起動しま
す。

ステップ 9

サービスの詳細を入力します。フィールドと属性の説明については、サービス詳細の参考資料 （668 ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 10

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 11

[展開アクション（Deployment Action）] フィールドに、EVPL 作成プロセス完了時のアクションを指定し
ます。実際に展開する前に、該当するデバイスに展開される設定のプレビューを表示するように指定す
ることも、完了時にすぐに設定を展開するように指定することもできます。詳細については、プロビジョ
ニング順序の保存とスケジュール （751 ページ）を参照してください。

ステップ 12

Next をクリックして UNI を定義するページに移動します。E-Access の場合、ENNI を定義するページも
あります。

ステップ 13

UNI として機能するデバイスとインターフェイスを識別します。
（注）

エンドポイントのいずれかが、Cisco EPN Manager で管理されないデバイス上のインターフェイ
スである場合、[管理対象外（Unmanaged）] チェックボックスをオンにして、その管理対象外デ
バイスの情報を入力します。アンマネージド エンドポイントを使用した回線/VC のプロビジョ
ニング （783 ページ）を参照してください。

ステップ 14

新しい UNI を作成している場合は、新しい UNI の詳細を入力します。フィールドと属性の説明について
は、新規 UNI の詳細リファレンス （669 ページ）を参照してください。

ステップ 15

UNI サービスの詳細を入力します。フィールドと属性の説明については、UNI サービス詳細の参照 （670
ページ）を参照してください。

ステップ 16

エンドポイントのいずれかが、Cisco EPN Manager で管理されないデバイス上のインターフェイスである
場合、[管理対象外（Unmanaged）] チェックボックスをオンにして、その管理対象外デバイスの情報を入
力します。詳細については、アンマネージド エンドポイントを使用した回線/VC のプロビジョニング （
783 ページ）を参照してください。
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ステップ 17

H-VPLS をコア テクノロジーとして使用する E-LAN EVC および E-TREE EVC の場合、プライマリ ハブ
とセカンダリ ハブとして機能するデバイスをそれぞれ選択します。

ステップ 18

E 回線 EVC、E アクセス EVC の場合：[疑似回線の設定（Pseudowire Settings）] ページで、次のようにし
て EVC が経由するセグメント ルーティングの SR-TE ポリシーを選択できます。
1.

[静的優先パス（Static Preferred Path）] チェックボックスをオンにして、サービスの静的ルートを割
り当てます。
E アクセスの場合、このチェックボックスは表示されません。

（注）

2.

[SR ポリシー（SR Policy）] オプション ボタンをクリックします。

3.

[優先パス（A-Z）（Preferred Path (A-Z)）] および [優先パス（Z-A）（Preferred Path (Z-A)）] ドロッ
プダウン リストのそれぞれから SR-TE ポリシーを選択します。
[優先パス（A ～ Z）（Preferred Path (A-Z)）] と [優先パス（Z ～ A）（Preferred Path (Z-A)）]
はどちらもオプションのフィールドです。

（注）

4.

ステップ 19

新規キャリア イーサネット EVC の作成およびプロビジョニング （659 ページ） でステップ 5 ～ 8 を
繰り返します。

新規キャリア イーサネット EVC の作成およびプロビジョニング （659 ページ） でステップ 20 ～ 22 を繰
り返します。

光/DWDM ネットワークの回線のプロビジョニング
• Cisco EPN Manager 光/DWDM ネットワーク プロビジョニング サポートの概要 （683 ペー
ジ）
• 光回線のプロビジョニングの前提条件 （685 ページ）
• OCH 回線の作成とプロビジョング （686 ページ）
• NCS 1004 デバイスを直接接続する OCH トレール回線の作成とプロビジョニング （695 ペー
ジ）
• 互いに異なる 2 つの OCH トレール UNI 回線の作成およびプロビジョニング （697 ページ）
• メディア チャネル グループ SSON 回線の作成とプロビジョニング （699 ページ）
• メディア チャネル SSON 回線の作成とプロビジョニング （701 ページ）
• OTN 回線の作成とプロビジョング （706 ページ）
• ODU 回線の作成とプロビジョング （713 ページ）

Cisco EPN Manager 光/DWDM ネットワーク プロビジョニング サポート
の概要
Cisco EPN Manager は、高密度波長分割多重（DWDM）光チャネル（OCH）の回線タイプのプ
ロビジョニングをサポートします。DWDM の光技術は、既存の光ファイバ バックボーン上の
帯域幅を広げるために使用されます。これは同じ光ファイバ上で異なる波長の複数の信号を同
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時に結合して送信します。実際には、1 つの光ファイバが複数の仮想光ファイバに変換されま
す。
Cisco EPN Manager は、次の光回線をサポートします。
• 高密度波長分割多重（DWDM）光チャネルの（OCH）回線：以下は、光チャネルのさま
ざまな回線タイプです。
• 光チャネル ネットワーク接続（OCHNC）WSON：OCHNC WSON 回線は、指定され
た C バンド波長で 2 つの光ノード間の接続を確立します。詳細については、Optical
Channel Network Connection（OCHNC）WSON （632 ページ）を参照してください。
• 光チャネル クライアント接続（OCHCC）WSON：OCHCC WSON 回線は、OCHNC
WSON を拡張して、送信元クライアント ポートから TXP/MXP カードの接続先クライ
アント ポートへの光接続を作成します。詳細については、光チャネル クライアント
接続（OCHCC）WSON （632 ページ）を参照してください。
• 光チャネル（OCH）トレール WSON：OCH トレール WSON 回線は、OCHCC WSON
回線を伝送します。詳細については、光チャネル（OCH）トレイル WSON （633 ペー
ジ）を参照してください。
• NCS 1002、NCS 55xx、および ASR 9K デバイスを接続する光チャネル（OCH）トレー
ル：この OCH トレール回線は、NCS 1002、NCS 55xx、または ASR 9K デバイスの送
信元トランク ポートから別の同様なデバイスの宛先トランク ポートへの光接続を作
成します。詳細については、NCS 1002、NCS 55xx、および ASR 9K デバイスを接続
する光チャネル（OCH）トレール （634 ページ）を参照してください。
• 光チャネル（OCH）トレールのユーザ/ネットワーク間インターフェイス（UNI）：
OCH トレールの UNI 回線は、Cisco NCS 2000 シリーズのデバイスと Cisco NCS 4000
シリーズのデバイス間の接続を確立します。詳細については、光チャネル（OCH）ト
レールのユーザ/ネットワーク間インターフェイス（UNI） （634 ページ）を参照して
ください。
• スペクトラム スイッチド光ネットワーク（SSON）：SSON 回線を使用すると、スパ
ン内のより多くのチャンネルを表示できます。SSON 機能を使用すると、回線をメ
ディア チャネル グループ内に作成した場合に、回線が互いに近くに配置されます。
詳細については、Spectrum Switched Optical Network（SSON）回線 （636 ページ）を参
照してください。
• 光トランスポート ネットワーク（OTN）：OTN 回線は、Resource Reservation Protocol
（RSVP）シグナリングを使用して、イングレスとイーグレスのノード間に静的または動
的に確立できます。詳細については、光トランスポート ネットワーク（OTN）回線 （636
ページ）を参照してください。
• 光チャネル データ ユニット ユーザ/ネットワーク間インターフェイス（ODU UNI）：
ODU UNI 回線は、OTN アーキテクチャを経由する実際のエンドツーエンドのクライ
アント サービスを表します。詳細については、光チャネル データ ユニットのユーザ/
ネットワーク間インターフェイス（ODU UNI） （637 ページ）を参照してください。
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• 光チャネル データ ユニット（ODU）トンネル：ODU トンネル回線は、ODU UNI を
伝送します。詳細については、光チャネル データ ユニット（ODU）トンネル （638
ページ）を参照してください。
• 光チャネル データ ユニット（ODU）を介した光チャネル ペイロード ユニット
（OPU）：ODU を介した OPU 回線は、2 つの顧客指定宅内間の高帯域幅のポイント
ツーポイント接続を提供します。これらの回線は、ODU UNI 回線を使用して、ネッ
トワーク経由でクライアント信号を伝送します。詳細については、Optical Channel
Payload Unit（OPU）Over Optical Channel Data Unit（ODU） （638 ページ）を参照して
ください。
• 光チャネル データ ユニットのユーザ/ネットワーク インターフェイス（ODU UNI）ヘ
アピン：ODU UNI ヘアピン回線は ODU UNI 回線に似ていますが、管理プレーンで作
成され、送信元と宛先は同じデバイスですが、インターフェイスが異なる内部ノード
回線です。詳細については、光チャネル データ ユニットのユーザ/ネットワーク間イ
ンターフェイス（ODU UNI）ヘアピン （639 ページ）を参照してください。
• 光チャネル データ ユニット（ODU）：光チャネル データ ユニット（ODU）は、OTU
コントローラのサブコントローラとして作成されます。ODU には、光チャネルをサ
ポートするメンテナンス機能と操作機能の情報が含まれています。詳細については、
光チャネル データ ユニット（ODU） （639 ページ）を参照してください。

光回線のプロビジョニングの前提条件
以下は光回線をプロビジョニングするための前提条件です。
• Cisco EPN Manager は、Wavelength Switched Optical Network（WSON）回線と非 WSON 回
線の両方をサポートします。ただし、非 WSON 回線については、Cisco EPN Manager は回
線オーバーレイ、回線 360 ビュー、マルチレイヤ トレース ビュー、および回線の詳細が
含まれる回線検出のみをサポートします。Cisco EPN Manager は、非 WSON 回線のプロビ
ジョニング、アクティブ化、非アクティブ化、保護切り替えアクション、および変更をサ
ポートしていません。
• デバイス間の通信は、光回線をプロビジョニングする前にセットアップする必要がありま
す。
• 光回線をプロビジョニングするデバイスのインベントリ収集の状態は [完了（Completed）]
である必要があります。これを確認するには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス
管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] に移動し、
[最後のインベントリ収集ステータス（Last Inventory Collection Status）] 列でステータスを
確認します。
• DWDM グリッド ユニットは、波長または周波数に設定する必要があります。これには、
[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [回
線/VC 表示（Circuits/VCs Display）] を選択し、、[DWDM グリッド単位（DWDM Grid
Unit）] エリアで [波長（ナノメートル（nm））（Wavelength (Nanometer (nm))）] または
[周波数（テラヘルツ（THz））（Frequency (Terahertz (THz))）] を選択します。
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• ソフトウェア バージョン 10.7 以降で動作している NCS 2000 シリーズのデバイスを使用し
て OCHNC またはメディア チャネル NC 回線をプロビジョニングする前に、シスコのトラ
ンスポート コントローラ（CTC）または Cisco EPN Manager のいずれかで UNI 設定を必ず
作成してください。
• 必要に応じて、システムに顧客を作成し、回線/VC の作成およびプロビジョニング プロセ
ス中に顧客に回線/VC を関連付けられるようにする必要があります。左側のサイドバーか
ら、[インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [顧客（Customers）] を選択して、
顧客を作成および管理します。

OCH 回線の作成とプロビジョング
OCH 回線をプロビジョニングするには、次の手順に従います。
始める前に
光回線をプロビジョニングする前に満たしている必要がある前提条件については、光回線のプ
ロビジョニングの前提条件 （685 ページ）を参照してください。

ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポ
ロジ（Network Topology）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイス グループ（Device Groups）] をクリックして、OCH 回線を作成する場所を選択します。

ステップ 3

[デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。

ステップ 4

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックしま
す。

ステップ 5

[回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックし、[回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン ツールバーで [+]（[作成
（Create）]）アイコンをクリックします。マップの右側の新しいペインでプロビジョニング ウィザード
が開きます。
プロビジョニング ウィザードを表示するもう 1 つの方法として、[設定（Configuration）] > [ネットワー
ク（Network）] > [サービス プロビジョニング（Service Provisioning）] の順に選択する方法があります。

ステップ 6

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストから [光（Optical）] を選択すると、Cisco EPN
Manager は関連する回線タイプのリストを [サービス タイプ（Service Type）] 領域に表示します。たとえ
ば、OCH 回線の [光（Optical）] サービスタイプには、[OCHNC WSON]、[OCHCC WSON]、[OCH-Trail]、
[OCH-Trail WSON] および [OCH-Trail UNI] があります。

ステップ 7

[サービス タイプ（Service Type）] エリアで、作成する OCH 回線のタイプを選択します。

ステップ 8

さまざまなサービスの属性を設定するためにプロファイルを定義している場合は、[プロファイルの選択
（Select Profile）] ドロップダウンリストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル
（780 ページ）を参照してください。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックして [顧客セクション（Customer Section）] ページに移動します。

ステップ 10

（オプション）回線の作成対象顧客を選択します。リストに顧客が表示されない場合は、[インベントリ
（Inventory）] > [その他（Other）] > [顧客（Customers）] の順に移動し、システムで顧客を作成してか
ら、プロビジョニング ウィザードを再起動します。
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ステップ 11

[顧客セクション（Customer Section）] ページに回線名とその説明を入力します。

ステップ 12

[次へ（Next）] をクリックして [回線セクション（Circuit Section）] ページに移動します。
（注）

光サービス タイプとして OCH-Trail UNI を選択すると、[エンドポイント セクション（Endpoint
Section）] ページが最初に表示され、その後 [回線セクション（Circuit Section）] ページが表示
されます。

ステップ 13

回線の詳細を入力します。フィールドと属性の説明については、OCH 回線タイプの [回線（Circuit）] セ
クション リファレンス （688 ページ） を参照してください。

ステップ 14

[次へ（Next）] をクリックして [エンドポイント セクション（Endpoint Section）] ページに移動します。

ステップ 15

[エンドポイント（Endpoint）] テーブルの行を選択し、マップでデバイスをクリックします。選択したデ
バイスの名前が [デバイス名（Device Name）] 列に読み込まれます。あるいは、[エンドポイント
（Endpoint）] テーブルの行をクリックして、[デバイス名（Device Name）]、[終端ポイント（Termination
Point）]、[ポートの追加/ドロップ（Add/Drop Port）]、[OCH トレール（OCH-Trail）]、および [サイド
（Side）] の各列を編集できます。[サイド（Side）] 列は、選択したポートに基づいて自動的に設定され
ます。選択した回線タイプと互換性があり、使用可能なネットワーク要素だけが表示されます。
同じ FEC モードのエンドポイントを選択します。異なる FEC モードのエンドポイントを選択すると、エ
ラーメッセージが表示されます。
（注）

ステップ 16

[ポートの追加（Add Port）] 列と [ポートのドロップ（Drop Port）] 列は、OCHNC WSON 回線の
場合にのみ使用可能です。[ポートの追加（Add Port）] 列に追加する必要があるポートを選択す
ると、[ポートのドロップ（Drop Port）] 列と [サイド（Side）] 列の値が自動的に設定されます。
また、[ポートのドロップ（Drop Port）] 列の値を手動で編集することもできます。

OCH 回線のトレールの多様性を選択します。作成する OCH 回線と選択するトレールは異なります。
（注）

作成後にトレールの多様性を変更または削除することはできません。

ステップ 17

[次へ（Next）] をクリックして [制約セクション（Constraints Section）] ページに進みます。

ステップ 18

マップでデバイス ノードまたはリンクをクリックし、[制約（Constraints）] テーブルに追加します。ある
いは、テーブル ツールバーで「+」ボタンをクリックし、新しい行をテーブルに追加し、[ノード/リンク
名（Node/Link Name）]、[包含/除外（Include/Exclude）]、および [ルート（Route）] 列を編集することも
できます。選択した回線タイプと互換性があるネットワーク要素とリンクだけが表示されます。
（注）

行が編集モードになっている場合は、マップのデバイスまたはリンクをクリックして [制約
（Constraints）] テーブルの列にデータを読み込むことはできません。OCHCC トレール WSON
回線には、次のルートの制約条件が適用されます。

• 変更されたルートの制約事項は、すぐには回線に適用されませんが、再ルーティングが必要になる
場合があります。ただし、変更は次回のルート操作または復元時に適用されます。
• [回線オーバーレイ（Circuit Overlay）] には現在のルートに適用可能な制約事項のみが表示され、回
線の編集ウィザードには現在設定されている制約事項が表示されます。
• 回線の編集ウィザードには、回線オーバーレイを使用して表示される制約事項アイコンとは異なる
制約事項を表示する制約事項テーブルが含まれています。
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ステップ 19

[次へ（Next）] をクリックして [異種波長セクション（Alien Wavelength Section）] ページに移動します。
送信元ノードと宛先ノードのカード、トランク モード、Fec モードなどの現在の異種波長の設定が表示
されます。送信元ノードと宛先ノードの異種波長に新しい設定を作成できます。
（注）

[異種波長セクション（Alien Wavelength Section）] は、OCHNC WSON 回線を作成する場合にの
み使用できます。

ステップ 20

[今すぐ作成（Create Now）] をクリックして回線を作成します。デバイスに展開する前に TL1 または CLI
コマンドのプレビューを表示することを選択した場合、[プレビュー（Preview）] をクリックするとプレ
ビューが表示されます。この場合、設定をデバイスに展開するかキャンセルするかを選択できますが、
属性を編集することはできません。

ステップ 21

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC（Circuits/VCs）] ペインのリスト
に、回線が追加されます。プロビジョニング状態を確認するには、回線/VC 名の横にある [i] アイコンを
クリックし、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを表示します。

OCH 回線タイプの [回線（Circuit）] セクション リファレンス
次の表に、OCH 回線タイプを定義する属性とその説明をリストします。
表 44 : [回線（Circuit）]セクション リファレンス：OCH 回線タイプ

属性

説明

有効

[回線詳細（Circuit Details）]
ラベル（Label） 回線を識別する一意の名前。
状態

回線の管理状態。値は次のとおりです。
• [サービス中（In Service）]：回線はサービス中で、
トラフィックを伝送できます。

すべての OCH 回線
タイプ。

• [サービス停止中（Out of Service）]：回線が停止
し、トラフィックを伝送できません。
双方向

双方向回線を作成するには、このチェックボックスを OCHCC WSON およ
オンにします。
び OCH Trail WSON
回線タイプ。

[アクティベー
ションの待機
（Wait For
Activation）]

回線アクティベーションの設定時間を待機するには、 OCHCC WSON およ
このチェックボックスをオンにします。
び OCH Trail WSON
回線タイプ。
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属性

説明

有効

Protection

回線の保護機構。Cisco EPN Manager は、選択した回 OCHNC WSON 回線
線タイプに基づいて、次の保護メカニズムをサポート タイプ。
します。
• [なし（None）]：保護されていない回線の場合、
この値はすべての OCH 回線タイプに使用できま
す。
• [PSM]：保護スイッチ モジュール（PSM）カード
が TXP カードに接続されている場合。この値は、
回線タイプが OCHNC WSON または OCHCC
WSON であるときに使用できます。
• [Y 字型ケーブル（Y-Cable）]：トランスポンダま
たはマックスポンダ カードが回線を保護する場
合。この値は回線タイプが OCHCC WSON である
ときに使用できます。
• [スプリッタ（Splitter）]：MXPP/TXPP カードが
使用されている場合。回線の送信元と宛先は、
MXPP_MR_2.5G カードおよび TXPP_MR_2.5G
カード上にあります。これらのカードは、スプ
リッタ（回線レベル）の保護（通常は TXPP また
は MXPP トランスポンダ カード上のトランク保
護）を提供します。この値は回線タイプがOCHCC
WSON であるときにのみ使用できます。

[ルート プロパティ（Route Properties）]
[トンネルと異な トンネルを選択し、プロビジョニングする回線でその [相互ダイバーシ
る（Diverse From トンネルが使用されないことを確認します。これによ ティ（Mutual
り、トンネルに障害がある場合に、同じトンネルが他 Diversity）] チェッ
Tunnel）]
の回線で使用されなくなります。
クボックスがオフの
場合の OCH-Trail
UNI 回線タイプ。
検証

回線の検証モード。値は次のとおりです。
• [フル（Full）]：回線の検証結果が承認しきい値
以上になると回線が作成されます。

すべての OCH 回線
タイプ。

• [なし（None）]：承認しきい値を考慮せずに回線
が作成されます。
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属性

説明

[承認しきい値
（Acceptance
Threshold）]

OCH 保護回線に設定された保護承認しきい値。値は
次のとおりです。

有効

[検証（Validation）]
フィールドが [フル
（Full）] に設定さ
• [緑（Green）]：復元失敗の危険性が 0 % であるこ
れている場合のすべ
とを示します。
ての OCH 回線タイ
• [黄（Yellow）]：復元失敗の危険性が 0 % ～ 16 %
プ。
の間であることを示します。
• [オレンジ（Orange）]：復元失敗の危険性が 16 %
～ 50 % の間であることを示します。
• [赤（Red）]：復元失敗の危険性が 50 % を超えて
いることを示します。

[保護の承認しき OCH 保護回線に設定された保護承認しきい値。値は 次の場合の OCHNC
い値（Protect
次のとおりです。
WSON 回線タイプ:
Acceptance
• [緑（Green）]：復元失敗の危険性が 0 % であるこ
• [保護
Threshold）]
とを示します。
（Protection）]
フィールドが
• [黄（Yellow）]：復元失敗の危険性が 0 % ～ 16 %
[PSM]、[Y 字型
の間であることを示します。
ケーブル
• [オレンジ（Orange）]：復元失敗の危険性が 16 %
（Y-Cable）]、
～ 50 % の間であることを示します。
または [スプ
• [赤（Red）]：復元失敗の危険性が 50 % を超えて
リッタ
いることを示します。
（Splitter）] に
設定されてい
る。
• [検証
（Validation）]
フィールドが
[フル（Full）]
に設定されてい
る。
[パス アラームを パス アラームを無視するには、このチェックボック
無視（Ignore Path スをオンにします。
Alarms）]

[再生成を許可
（Allow
Regeneration）]

ネットワーク要素が信号を再生成できるようにするに すべての OCH 回線
は、このチェックボックスをオンにします。
タイプ。

[復元
（Restoration）]

障害が発生した OCH 回線を新しいルートに復元する すべての OCH 回線
には、このチェックボックスをオンにします。
タイプ。
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属性

説明

[プライオリティ 障害が発生した OCH 回線の復元操作に優先順位を付
（Priority）]
けます。値は [高（High）]、[プライオリティ 1
（Priority 1）]、[プライオリティ 2（Priority 2）]、[プ
ライオリティ 3（Priority 3）]、[プライオリティ 4
（Priority 4）]、[プライオリティ 5（Priority 5）]、[プ
ライオリティ 6（Priority 6）]、および [低（Low）] で
す。
[復元の検証
（Restoration
Validation）]

有効
[復元
（Restoration）]
チェックボックスが
オンの場合のすべて
の OCH 回線タイ
プ。

復元操作の検証モード。値は次のとおりです。

[復元
（Restoration）]
• [なし（None）]：復元の承認しきい値を考慮せず
チェックボックスが
に回線が作成されます。
オンの場合のすべて
• [継承（Inherited）]：復元される回線は、プライ
の OCH 回線タイ
マリ回線から検証と承認のしきい値を継承しま
プ。
す。
• [フル（Full）]：復元の検証結果が復元の承認し
きい値以上になると回線が作成されます。

[復元の承認しき OCH 回線の復元操作に設定された承認しきい値。値 次の場合のすべての
い値（Restoration は次のとおりです。
OCH 回線タイプ：
Acceptance
• [緑（Green）]：復元失敗の危険性が 0 % であるこ
• [復元
Threshold）]
とを示します。
（Restoration）]
チェックボック
• [黄（Yellow）]：復元失敗の危険性が 0 % ～ 16 %
スがオンになっ
の間であることを示します。
ている。
• [オレンジ（Orange）]：復元失敗の危険性が 16 %
～ 50 % の間であることを示します。
• [赤（Red）]：復元失敗の危険性が 50 % を超えて
いることを示します。

• [復元検証
（Restoration
Validation）]
フィールドが
[フル（Full）]
に設定されてい
る。
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属性

説明

有効

[復元保護の承認 OCH 回線の復元操作に設定された保護の承認しきい 次の場合の OCHNC
しきい値
値。値は次のとおりです。
WSON 回線タイプ:
（Restoration
• [緑（Green）]：復元失敗の危険性が 0 % であるこ
• [保護
Protect Acceptance
とを示します。
（Protection）]
Threshold）]
フィールドが
• [黄（Yellow）]：復元失敗の危険性が 0 % ～ 16 %
[PSM]、[Y 字型
の間であることを示します。
ケーブル
• [オレンジ（Orange）]：復元失敗の危険性が 16 %
（Y-Cable）]、
～ 50 % の間であることを示します。
または [スプ
• [赤（Red）]：復元失敗の危険性が 50 % を超えて
リッタ
いることを示します。
（Splitter）] に
設定されてい
る。
• [復元
（Restoration）]
チェックボック
スがオンになっ
ている。
• [復元検証
（Restoration
Validation）]
フィールドが
[フル（Full）]
に設定されてい
る。
[元に戻す
（Revert）]

障害が修正された後、復元されたパスから元のパスに [復元
回線を戻します。値は [なし（None）]、[手動
（Restoration）]
（Manual）]、および [自動（Automatic）] です。
チェックボックスが
オンになっている場
合の OCHCC
WSON、OCHNC
WSON、
OCH-Trail、および
OCH-Trail WSON 回
線タイプ。
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属性

説明

有効

[ソーク時間
（Soak Time）]

障害が修正された後、元のパスに切り替わるまでに、 [元に戻す
復元されたパス上の回線が待機する期間。
（Revert）] が [手動
（Manual）] または
[自動（Automatic）]
に設定されている場
合の OCHCC
WSON、OCHNC
WSON、
OCH-Trail、および
OCH-Trail WSON 回
線タイプ。

[管理状態
回線の管理状態として [アップ（Up）] または [ダウン OCH-Trail UNI 回線
（Admin State）] （Down）] を選択します。これは、回線の動作可能性 タイプ。
に影響を及ぼし、回線を有効化するか無効化するかが
決定されます。
[優先波長プロパティ（Preferred Wavelength Properties）]
OCH-Trail UNI 回線
[波長オプション 回線の波長オプション。値は [設定しない（Do Not
Set）]、[デフォルトに設定（Set To Default）]、および タイプ。
（Wavelength
[優先波長を設定（Set Preferred Wavelength）] です。
Options）]
[作業ポートのプロパティ（Work Port Properties）]
[自動プロビジョ 自動プロビジョニング機能を有効にするには、この
チェックボックスをオンにします。
ニング（Auto
Provisioning）]

すべての OCH 回線
タイプ
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属性

説明

有効

[C バンド（C
Band）]

回線をプロビジョニングするための従来の波長ウィン
ドウ。値は次のとおりです。
• [奇数（Odd）]：ITU グリッドの奇数位置。
• [偶数（Even）]：ITU グリッドの偶数位置。

• [自動プロビ
ジョニング
（Restoration）]
チェックボック
スがオンになっ
ている場合のす
べての OCHCC
WSON、
OCHNC
WSON、および
OCH-Trail
WSON 回線タ
イプ。
• [波長オプショ
ン（Wavelength
Options）] が
[優先波長を設
定（Set
Preferred
Wavelength）]
に設定されてい
る場合の
OCH-Trail UNI
回線タイプ。

[波長/周波数
回線の波長または周波数。この値は、選択した C バン [C バンド（C
（Wavelength/Frequency）] ドに適用されます。
Band）] フィールド
が [奇数（Odd）] ま
（注） DWDM グリッド単位を波長または周波数に
たは [偶数（Even）]
設定する必要があります。これには、[管理
に設定されている場
（Administration）] > [設定（Settings）] >
合のすべての OCH
[システム設定（System Settings）] > [回
線/VC 表示（Circuits/VCs Display）] を選択 回線タイプ。
し、[DWDM グリッド単位（DWDM Grid
Unit）] エリアで [波長（ナノメートル
（nm））（Wavelength (Nanometer (nm))）]
または [周波数（テラヘルツ（THz））
（Frequency (Terahertz (THz))）] を選択しま
す。
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属性

説明

[優先/必須
[C バンド（C Band）] フィールドと [波長/周波数
（Preferred/Required）] （Wavelength/Frequency）] フィールドで設定した値
が、回線をプロビジョニングするときに優先される値
であるか必須の値であるかを決定するために選択しま
す。

有効
[自動プロビジョニ
ング（Auto
Provisioning）]
チェックボックスが
オフの場合のすべて
の OCH 回線タイ
プ。

[保護ポートのプロパティ（Protect Port Properties）]
[作業ポートから [作業ポートのプロパティ（Work Port Properties）] セ [保護（Protection）]
クションで設定した値をコピーするには、このチェッ フィールドが
コピー（Copy
[PSM]、[Y 字型ケー
from Work Port）] クボックスをオンにします。
ブル（Y-Cable）]、
または [スプリッタ
（Splitter）] に設定
されている場合のす
べての OCH 回線タ
イプ。

NCS 1004 デバイスを直接接続する OCH トレール回線の作成とプロビ
ジョニング
NCS 1004 デバイスを直接接続する OCH トレイル回線を作成してプロビジョニングするには、
次の手順を実行します。
始める前に
光回線をプロビジョニングする前に満たす必要がある前提条件については、光回線のプロビ
ジョニングの前提条件 （685 ページ）を参照してください。

ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポ
ロジ（Network Topology）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイス グループ（Device Groups）] をクリックして、OCH 回線を作成する場所を選択します。

ステップ 3

[デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。

ステップ 4

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックしま
す。

ステップ 5

[回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックし、[回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン ツールバーで [+]（[作成
（Create）]）アイコンをクリックします。マップの右側の新しいペインでプロビジョニング ウィザード
が開きます。
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プロビジョニング ウィザードを表示するもう 1 つの方法として、[設定（Configuration）] > [ネットワー
ク（Network）] > [サービス プロビジョニング（Service Provisioning）] の順に選択する方法があります。
ステップ 6

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストから [光（Optical）] を選択すると、Cisco EPN
Manager は関連する回線タイプのリストを [サービス タイプ（Service Type）] 領域に表示します。たとえ
ば、OCH 回線の [光（Optical）] サービス タイプには、[OCHNC WSON]、[OCHCC WSON]、[OCH-Trail
WSON]、および [OCH-Trail UNI] があります。

ステップ 7

[サービス タイプ（Service Type）] エリアで、作成する OCH 回線のタイプを選択します。

ステップ 8

さまざまなサービスの属性を設定するためにプロファイルを定義している場合は、[プロファイルの選択
（Select Profile）] ドロップダウンリストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル
（780 ページ）を参照してください。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックして [顧客セクション（Customer Section）] ページに移動します。

ステップ 10

（オプション）回線の作成対象顧客を選択します。リストに顧客が表示されない場合は、[インベントリ
（Inventory）] > [その他（Other）] > [顧客（Customers）] の順に移動し、システムで顧客を作成してか
ら、プロビジョニング ウィザードを再起動します。

ステップ 11

[顧客セクション（Customer Section）] ページに回線名とその説明を入力します。

ステップ 12

[次へ（Next）] をクリックして [回線セクション（Circuit Section）] ページに移動します。
（注）

光サービス タイプとして OCH-Trail UNI を選択すると、[エンドポイント セクション（Endpoint
Section）] ページが最初に表示され、その後 [回線セクション（Circuit Section）] ページが表示
されます。

ステップ 13

回線の詳細を入力します。フィールドと属性の説明については、OCH 回線タイプの [回線（Circuit）] セ
クション リファレンス （688 ページ） を参照してください。

ステップ 14

[次へ（Next）] をクリックして [エンドポイント セクション（Endpoint Section）] ページに移動します。

ステップ 15

[エンドポイント（Endpoint）] テーブルの行を選択し、マップでデバイスをクリックします。選択したデ
バイスの名前が [デバイス名（Device Name）] 列に読み込まれます。あるいは、[エンドポイント
（Endpoint）] テーブルの行をクリックして、[デバイス名（Device Name）]、[終端ポイント（Termination
Point）]、[ポートの追加/ドロップ（Add/Drop Port）]、[OCH トレール（OCH-Trail）]、および [サイド
（Side）] の各列を編集できます。[サイド（Side）] 列は、選択したポートに基づいて自動的に設定され
ます。選択した回線タイプと互換性があり、使用可能なネットワーク要素だけが表示されます。
（注）

ステップ 16

[ポートの追加（Add Port）] 列と [ポートのドロップ（Drop Port）] 列は、OCHNC WSON 回線の
場合にのみ使用可能です。[ポートの追加（Add Port）] 列に追加する必要があるポートを選択す
ると、[ポートのドロップ（Drop Port）] 列と [サイド（Side）] 列の値が自動的に設定されます。
また、[ポートのドロップ（Drop Port）] 列の値を手動で編集することもできます。

OCH 回線のトレールの多様性を選択します。作成する OCH 回線と選択するトレールは異なります。
（注）

作成後にトレールの多様性を変更または削除することはできません。

ステップ 17

[次へ（Next）] をクリックして [制約セクション（Constraints Section）] ページに進みます。

ステップ 18

マップでデバイス ノードまたはリンクをクリックし、[制約（Constraints）] テーブルに追加します。ある
いは、テーブル ツールバーで「+」ボタンをクリックし、新しい行をテーブルに追加し、[ノード/リンク
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名（Node/Link Name）]、[包含/除外（Include/Exclude）]、および [ルート（Route）] 列を編集することも
できます。選択した回線タイプと互換性があるネットワーク要素とリンクだけが表示されます。
（注）

行が編集モードになっている場合は、マップのデバイスまたはリンクをクリックして [制約
（Constraints）] テーブルの列にデータを読み込むことはできません。OCHCC トレール WSON
回線には、次のルートの制約条件が適用されます。

• 変更されたルートの制約事項は、すぐには回線に適用されませんが、再ルーティングが必要になる
場合があります。ただし、変更は次回のルート操作または復元時に適用されます。
• [回線オーバーレイ（Circuit Overlay）] には現在のルートに適用可能な制約事項のみが表示され、回
線の編集ウィザードには現在設定されている制約事項が表示されます。
• 回線の編集ウィザードには、回線オーバーレイを使用して表示される制約事項アイコンとは異なる
制約事項を表示する制約事項テーブルが含まれています。
ステップ 19

[次へ（Next）] をクリックして [異種波長セクション（Alien Wavelength Section）] ページに移動します。
送信元ノードと宛先ノードのカード、トランク モード、Fec モードなどの現在の異種波長の設定が表示
されます。送信元ノードと宛先ノードの異種波長に新しい設定を作成できます。
（注）

[異種波長セクション（Alien Wavelength Section）] は、OCHNC WSON 回線を作成する場合にの
み使用できます。

ステップ 20

[今すぐ作成（Create Now）] をクリックして回線を作成します。デバイスに展開する前に TL1 または CLI
コマンドのプレビューを表示することを選択した場合、[プレビュー（Preview）] をクリックするとプレ
ビューが表示されます。この場合、設定をデバイスに展開するかキャンセルするかを選択できますが、
属性を編集することはできません。

ステップ 21

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC（Circuits/VCs）] ペインのリスト
に、回線が追加されます。プロビジョニング状態を確認するには、回線/VC 名の横にある [i] アイコンを
クリックし、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを表示します。

互いに異なる 2 つの OCH トレール UNI 回線の作成およびプロビジョニ
ング
互いに異なる 2 つの OCH トレール UNI 回線を作成するには、この手順を使用します。両方の
回線の始点は同じデバイスにする必要があります。プロビジョニング ウィザードを使用して、
1 つのウィンドウで両方の回線を迅速に作成することができます。
始める前に
オプティカル回線をプロビジョニングする前に満たす必要がある前提条件については、光回線
のプロビジョニングの前提条件 （685 ページ）を参照してください。

ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポ
ロジ（Network Topology）] の順に選択します。
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ステップ 2

[デバイス グループ（Device Groups）] をクリックして、OCH 回線を作成する場所を選択します。

ステップ 3

[デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。

ステップ 4

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックしま
す。

ステップ 5

[回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックし、[回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン ツールバーで [+]（[作成
（Create）]）アイコンをクリックします。マップの右側の新しいペインでプロビジョニング ウィザード
が開きます。
プロビジョニング ウィザードを表示するもう 1 つの方法として、[設定（Configuration）] > [ネットワー
ク（Network）] > [サービス プロビジョニング（Service Provisioning）] の順に選択する方法があります。

ステップ 6

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストから、[オプティカル（Optical）] を選択します。

ステップ 7

[サービス タイプ（Service Type）] 領域で、[OCH トレール UNI（OCH-Trail UNI）] を選択します。

ステップ 8

さまざまなサービスの属性を設定するためにプロファイルを定義している場合は、[プロファイルの選択
（Select Profile）] ドロップダウンリストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル
（780 ページ）を参照してください。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックして [顧客セクション（Customer Section）] ページに移動します。

ステップ 10

互いに異なる 2 つの OCH トレール UNI 回線を作成するには、[相互ダイバーシティ（Mutual Diversity）]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 11

[顧客セクション（Customer Section）] ページで、回線の名前と説明を入力します。

ステップ 12

[次へ（Next）] をクリックして [エンドポイント セクション（Endpoint Section）] ページに移動します。

ステップ 13

[エンドポイント（Endpoint）] テーブルの行を選択し、マップでデバイスをクリックします。選択したデ
バイスの名前が [デバイス名（Device Name）] 列に読み込まれます。または、[エンドポイント（Endpoint）]
テーブル内の行をクリックしてデバイス名とインターフェイスを編集することもできます。
（注）

行が編集モードになっていると、マップ内のデバイスをクリックしても、[デバイス名（Device
Name）] 列に名前は取り込まれません。

ステップ 14

[次へ（Next）] をクリックして [回線セクション（Circuit Section）] ページに進みます。

ステップ 15

回線の詳細を入力します。フィールドと属性の説明については、OCH 回線タイプの [回線（Circuit）] セ
クション リファレンス （688 ページ） を参照してください。

ステップ 16

[次へ（Next）] をクリックして [制約セクション（Constraints Section）] ページに進みます。

ステップ 17

マップでデバイス ノードまたはリンクをクリックし、[制約（Constraints）] テーブルに追加します。ある
いは、テーブル ツールバーで「+」ボタンをクリックし、新しい行をテーブルに追加し、[ノード/リンク
名（Node/Link Name）]、[包含/除外（Include/Exclude）]、および [ルート（Route）] 列を編集することも
できます。選択した回線タイプと互換性があるネットワーク要素とリンクだけが表示されます。
（注）

行が編集モードになっている場合は、マップのデバイスまたはリンクをクリックして [制約
（Constraints）] テーブルの列にデータを読み込むことはできません。

ステップ 18

[次へ（Next）] をクリックします。2 番目の回線の [顧客セクション（Customer Section）] ページが表示
されます。

ステップ 19

ステップ 11 からステップ 17 を繰り返して 2 番目の回線を作成します。
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ステップ 20

[今すぐ作成（Create Now）] をクリックして回線を作成します。デバイスに展開する前に TL1 または CLI
コマンドのプレビューを表示することを選択した場合、[プレビュー（Preview）] をクリックするとプレ
ビューが表示されます。この場合、設定をデバイスに展開するかキャンセルするかを選択できますが、
属性を編集することはできません。

ステップ 21

回線が、[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン
のリストに追加されているはずです。プロビジョニングの状態を確認するには、回線/VC 名の横にある
[i] アイコンをクリックして [回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを表示します。

メディア チャネル グループ SSON 回線の作成とプロビジョニング
メディア チャネル グループの SSON 回線を作成し、プロビジョニングするには、次の手順を
実行します。
始める前に
光回線をプロビジョニングする前に満たす必要がある前提条件については、光回線のプロビ
ジョニングの前提条件 （685 ページ）を参照してください。

ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポ
ロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

[デバイス グループ（Device Groups）] をクリックして、メディア チャネル グループの SSON 回線を作成
する場所を選択します。

ステップ 3

[デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。

ステップ 4

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックしま
す。

ステップ 5

[回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックし、[回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン ツールバーで [+]（[作成
（Create）]）アイコンをクリックします。マップの右側の新しいペインでプロビジョニング ウィザード
が開きます。
プロビジョニング ウィザードを表示するもう 1 つの方法として、[設定（Configuration）] > [ネットワー
ク（Network）] > [サービス プロビジョニング（Service Provisioning）] の順に選択する方法があります。

ステップ 6

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストから [光（Optical）] を選択すると、Cisco EPN
Manager は関連する回線タイプのリストを [サービス タイプ（Service Type）] 領域に表示します。

ステップ 7

[サービス タイプ（Service Type）] 領域で、[メディア チャネル グループの SSON（Media Channel Group
SSON）] を選択します。

ステップ 8

さまざまなサービスの属性を設定するためにプロファイルを定義している場合は、[プロファイルの選択
（Select Profile）] ドロップダウンリストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル
（780 ページ）を参照してください。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックして [顧客セクション（Customer Section）] ページに移動します。
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ステップ 10

（オプション）回線の作成対象顧客を選択します。リストに顧客が表示されない場合は、[インベントリ
（Inventory）] > [その他（Other）] > [顧客（Customers）] の順に移動し、システムで顧客を作成してか
ら、プロビジョニング ウィザードを再起動します。

ステップ 11

[顧客セクション（Customer Section）] ページに回線名とその説明を入力します。
（注）

[回線名（Circuit Name）] フィールドには最大 80 文字を使用することができます。

ステップ 12

[次へ（Next）] をクリックして [エンドポイント セクション（Endpoint Section）] ページに移動します。

ステップ 13

[エンドポイント（Endpoint）] テーブルの行を選択し、マップでデバイスをクリックします。選択したデ
バイスの名前が [デバイス名（Device Name）] 列に読み込まれます。あるいは、[エンドポイント
（Endpoint）] テーブルの行をクリックして、[デバイス名（Device Name）]、[終端ポイント（Termination
Point）]、[ポートの追加（Add Port）]、および [ポートのドロップ（Drop Port）] の各列を編集します。
選択した回線タイプと互換性があり使用可能なネットワーク要素だけが表示されます。
（注）

行が編集モードになっていると、マップ内のデバイスをクリックしても、[デバイス名（Device
Name）] 列に名前は取り込まれません。

ステップ 14

[次へ（Next）] をクリックして [回線セクション（Circuit Section）] ページに進みます。

ステップ 15

必要な回線幅を選択します。

ステップ 16

[中央波長/周波数のプロパティ（Central Wavelength/Frequency Properties）] を設定するには、次のいずれ
かを実行します。
• [自動プロビジョニング（Auto Provisioning）] チェックボックスをオンにします。
• 回線に必要な波長を選択して、[優先（Preferred）] オプションまたは [必須（Required）] オプション
を選択し、[波長（Wavelength）] フィールドに設定した値が回線をプロビジョニングするために優先
されるか、または必須であるかを特定します。

ステップ 17

[次へ（Next）] をクリックして [制約セクション（Constraints Section）] ページに進みます。

ステップ 18

マップでデバイス ノードまたはリンクをクリックし、[制約（Constraints）] テーブルに追加します。ある
いは、テーブル ツールバーで「+」ボタンをクリックし、新しい行をテーブルに追加し、[ノード/リンク
名（Node/Link Name）]、[包含/除外（Include/Exclude）]、および [ルート（Route）] 列を編集することも
できます。選択した回線タイプと互換性があるネットワーク要素とリンクだけが表示されます。
（注）

行が編集モードになっている場合は、マップのデバイスまたはリンクをクリックして [制約
（Constraints）] テーブルの列にデータを読み込むことはできません。
[光プロパティ（Optical Properties）] で、[復元（Restoration）] チェックボックスがオンになって
おり、 [もとに戻す（Revert）] が [なし（None）] に設定されている場合は、[代替制約事項
（Alternate Constarints）] チェックボックスを選択できます。

ステップ 19

[今すぐ作成（Create Now）] をクリックして、回線を作成します。デバイスに展開される TL1 または CLI
コマンドのプレビューを表示する場合、[プレビュー（Preview）] をクリックするとプレビューが表示さ
れます。この時点で、設定をデバイスに展開するか、またはキャンセルすることができますが、属性を
編集することはできません。
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[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン
のリストに、回線が追加されます。プロビジョニング状態を確認するには、回線/VC名の横に
ある [i] アイコンをクリックし、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを表示します。

メディア チャネル SSON 回線の作成とプロビジョニング
メディア チャネルの SSON 回線を作成し、プロビジョニングするには、次の手順を実行しま
す。
始める前に
• メディア チャネル SSON 回線をメディア チャネル グループに関連付けるために、メディ
ア チャネル グループの SSON が既に作成されていることを確認します。メディア チャネ
ル グループ SSON 回線の作成とプロビジョニング （699 ページ）を参照してください。
• 光回線をプロビジョニングする前に満たす必要がある前提条件については、光回線のプロ
ビジョニングの前提条件 （685 ページ）を参照してください。

ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポ
ロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

[デバイス グループ（Device Groups）] をクリックして、メディア チャネルの SSON 回線を作成する場所
を選択します。

ステップ 3

[デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。

ステップ 4

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックしま
す。

ステップ 5

[回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックし、[回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン ツールバーで [+]（[作成
（Create）]）アイコンをクリックします。マップの右側の新しいペインでプロビジョニング ウィザード
が開きます。
プロビジョニング ウィザードを表示するもう 1 つの方法として、[設定（Configuration）] > [ネットワー
ク（Network）] > [サービス プロビジョニング（Service Provisioning）] の順に選択する方法があります。

ステップ 6

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストから [光（Optical）] を選択すると、Cisco EPN
Manager は関連する回線タイプのリストを [サービス タイプ（Service Type）] 領域に表示します。たとえ
ば、メディア チャネル SSON 回線の光サービス タイプには、[メディア チャネル NC SSON（Media Channel
NC SSON）]、[メディア チャネル トレール SSON（Media Channel Trail SSON）]、および [メディア チャ
ネル CC SSON（Media Channel CC SSON）] などがあります。

ステップ 7

[サービス タイプ（Service Type）] 領域で、作成するメディア チャネルの SSON 回線のタイプを選択し
ます。

ステップ 8

さまざまなサービスの属性を設定するためにプロファイルを定義している場合は、[プロファイルの選択
（Select Profile）] ドロップダウンリストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル
（780 ページ）を参照してください。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックして [顧客セクション（Customer Section）] ページに移動します。
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ステップ 10

（オプション）回線の作成対象顧客を選択します。リストに顧客が表示されない場合は、[インベントリ
（Inventory）] > [その他（Other）] > [顧客（Customers）] の順に移動し、システムで顧客を作成してか
ら、プロビジョニング ウィザードを再起動します。

ステップ 11

[顧客セクション（Customer Section）] ページに回線名とその説明を入力します。
（注）

メディア チャネル NC SSON およびメディア チャネル トレール SSON 回線の場合、[回線名
（Circuit Name）] フィールドに使用できるのは最大 77 文字のみです。77 文字のうち、3 文字は
キャリア サフィックス用に予約されています。
メディア チャネル CC SSON 回線の場合、[回線名（Circuit Name）] フィールドには最大 71 文字
を使用できます。

ステップ 12

[次へ（Next）] をクリックして [エンドポイント セクション（Endpoint Section）] ページに移動します。

ステップ 13

[エンドポイント（Endpoint）] テーブルの行を選択し、マップでデバイスをクリックします。選択したデ
バイスの名前が [デバイス名（Device Name）] 列に読み込まれます。あるいは、[エンドポイント
（Endpoint）] テーブルの行をクリックして、[デバイス名（Device Name）] 列および [終端ポイント
（Termination Point）] 列を編集します。[サイド（Side）] 列は、選択した終端ポイントに基づいて自動的
に設定されます。選択した回線タイプと互換性があり、使用可能なネットワーク要素だけが表示されま
す。
（注）

ステップ 14

MCH 回線のメディア チャネルの種類を選択します。作成する MCH 回線と選択するメディア チャネル
は異なります。
（注）

ステップ 15

[MCH トレール名（MCH-Trail Name）] 列は、メディア チャネル CC SSON 回線を作成する場合
にのみ使用できます。

作成後にメディア チャネルの種類を変更または削除することはできません。

[次へ（Next）] をクリックして [回線セクション（Circuit Section）] ページに移動します。
（注）

メディア チャネル CC SSON 回線では、[エンドポイント（Endpoints）] テーブルに MCH トレー
ル名を入力した場合、[回線セクション（Circuit Section）] ページは使用できません。

ステップ 16

メディア チャネル SSON 回線を関連付けるメディア チャネル グループを選択します。

ステップ 17

回線の詳細を入力します。フィールドと属性の説明については、メディア チャネル SSON 回線タイプの
回線セクション リファレンス （703 ページ） を参照してください。

ステップ 18

[次へ（Next）] をクリックして [制約セクション（Constraints Section）] ページに進みます。

ステップ 19

マップでデバイス ノードまたはリンクをクリックし、[制約（Constraints）] テーブルに追加します。ある
いは、テーブル ツールバーで「+」ボタンをクリックし、新しい行をテーブルに追加し、[ノード/リンク
名（Node/Link Name）]、[包含/除外（Include/Exclude）]、および [ルート（Route）] 列を編集することも
できます。選択した回線タイプと互換性があるネットワーク要素とリンクだけが表示されます。
（注）

ステップ 20

行が編集モードになっている場合は、マップのデバイスまたはリンクをクリックして [制約
（Constraints）] テーブルの列にデータを読み込むことはできません。

[今すぐ作成（Create Now）] をクリックして、回線を作成します。デバイスに展開される TL1 または CLI
コマンドのプレビューを表示する場合、[プレビュー（Preview）] をクリックするとプレビューが表示さ
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れます。この時点で、設定をデバイスに展開するか、またはキャンセルすることができますが、属性を
編集することはできません。

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン
のリストに、回線が追加されます。プロビジョニング状態を確認するには、回線/VC名の横に
ある [i] アイコンをクリックし、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを表示します。

メディア チャネル SSON 回線タイプの回線セクション リファレンス
次の表に、メディア チャネル SSON 回線のタイプを定義する属性のリストと説明を示します。
表 45 : [回線セクション（Circuit Section）] のリファレンス：メディア チャネル SSON 回線のタイプ

属性

説明

有効

中心波長/周波数のプロパティ
自動プロビジョ
ニング（Auto
Provisioning）

このチェックボックスをオンにすると、回線の波長ま すべてのメディア
たは周波数のプロパティが自動的に設定されます。 チャネル SSON 回線
のタイプ。

波長（nm）
（Wavelength
(nm)）

回線の波長または周波数。
（注）

[自動プロビジョニ
ング（Auto
DWDM グリッド単位を波長または周波数に
Provisioning）]
設定する必要があります。これには、[管理
チェックボックスが
（Administration）] > [設定（Settings）] >
オフの場合のすべて
[システム設定（System Settings）] > [回
線/VC 表示（Circuits/VCs Display）] を選択 のメディア チャネ
ル SSON 回線のタイ
し、[DWDM グリッド単位（DWDM Grid
プ。
Unit）] エリアで [波長（ナノメートル
（nm））（Wavelength (Nanometer (nm))）]
または [周波数（テラヘルツ（THz））
（Frequency (Terahertz (THz))）] を選択しま
す。

優先/必須
[波長（Wavelength）] フィールドで設定した値が、回 [自動プロビジョニ
（Preferred/Required） 線をプロビジョニングするときに優先される値である ング（Auto
か必須の値であるかを決定するために選択します。 Provisioning）]
チェックボックスが
オフの場合のすべて
のメディア チャネ
ル SSON 回線のタイ
プ。
光プロパティ（Optical Properties）
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属性

説明

有効

検証

回線の検証モード。値は次のとおりです。

すべてのメディア
チャネル SSON 回線
のタイプ。

• [フル（Full）]：回線の検証結果が承認しきい値
以上になると回線が作成されます。
• [なし（None）]：承認しきい値を考慮せずに回線
が作成されます。
承認しきい値
（Acceptance
Threshold）

回線に設定された保護承認しきい値。値は次のとおり [検証（Validation）]
です。
フィールドが [フル
（Full）] に設定さ
• [緑（Green）]：復元失敗の危険性が 0 % であるこ
れている場合のすべ
とを示します。
てのメディア チャ
• [黄（Yellow）]：復元失敗の危険性が 0 % ～ 16 %
ネル SSON 回線タイ
の間であることを示します。
プ。
• [オレンジ（Orange）]：復元失敗の危険性が 16 %
～ 50 % の間であることを示します。
• [赤（Red）]：復元失敗の危険性が 50 % を超えて
いることを示します。

[パス アラームを パス アラームを無視するには、このチェックボック
無視（Ignore Path スをオンにします。
Alarms）]
[再生成を許可
（Allow
Regeneration）]

ネットワーク要素が信号を再生成できるようにするに すべてのメディア
は、このチェックボックスをオンにします。
チャネル SSON 回線
のタイプ。

復元
（Restoration）

障害が発生したメディア チャネル SSON 回線を新し すべてのメディア
いルートに復元するには、このチェックボックスをオ チャネル SSON 回線
ンにします。
のタイプ。

プライオリティ
（Priority）

障害が発生した回線の復元操作に優先順位を付けま
す。値は [高（High）]、[プライオリティ 1（Priority
1）]、[プライオリティ 2（Priority 2）]、[プライオリ
ティ 3（Priority 3）]、[プライオリティ 4（Priority
4）]、[プライオリティ 5（Priority 5）]、[プライオリ
ティ 6（Priority 6）]、および [低（Low）] です。
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属性

説明

[復元の検証
（Restoration
Validation）]

復元操作の検証モード。値は次のとおりです。

有効

[復元
（Restoration）]
• [なし（None）]：復元の承認しきい値を考慮せず
チェックボックスが
に回線が作成されます。
オンの場合のすべて
• [継承（Inherited）]：復元された回線は、プライ
のメディア チャネ
マリ回線から検証と承認のしきい値を継承しま
ル SSON 回線タイ
す。
プ。
• [フル（Full）]：復元の検証結果が復元の承認し
きい値以上になると回線が作成されます。

[復元の承認しき 回線の復元操作に設定された承認しきい値。値は次の 次の場合のすべての
い値（Restoration とおりです。
メディア チャネル
Acceptance
SSON 回線タイプ。
• [緑（Green）]：復元失敗の危険性が 0 % であるこ
Threshold）]
とを示します。
• [復元
（Restoration）]
• [黄（Yellow）]：復元失敗の危険性が 0 % ～ 16 %
チェックボック
の間であることを示します。
スがオンになっ
• [オレンジ（Orange）]：復元失敗の危険性が 16 %
ている。
～ 50 % の間であることを示します。
• [赤（Red）]：復元失敗の危険性が 50 % を超えて
いることを示します。

• [復元検証
（Restoration
Validation）]
フィールドが
[フル（Full）]
に設定されてい
る。

[元に戻す
（Revert）]

障害が修正された後、復元されたパスから元のパスに [復元
回線を戻します。値は [なし（None）]、[手動
（Restoration）]
（Manual）]、および [自動（Automatic）] です。
チェックボックスが
オンの場合のすべて
のメディア チャネ
ル SSON 回線タイ
プ。

[ソーク時間
（Soak Time）]

障害が修正された後、元のパスに切り替わるまでに、 [元に戻す
復元されたパス上の回線が待機する期間。
（Revert）] オプ
ションが [手動
（Manual）] または
[自動（Automatic）]
に設定されている場
合、すべてのメディ
ア チャネル SSON
回線タイプ。
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OTN 回線の作成とプロビジョング
OTN 回線をプロビジョニングするには、次の手順に従います。
始める前に
光回線をプロビジョニングする前に満たしている必要がある前提条件については、光回線のプ
ロビジョニングの前提条件 （685 ページ）を参照してください。

ステップ 1

左側のサイドバーのメニューから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネット
ワーク トポロジ（Network Topology）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイス グループ（Device Groups）] をクリックして、OTN 回線を作成する場所を選択します。

ステップ 3

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックしま
す。

ステップ 4

[回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックし、[回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン ツールバーで [+]（[作成
（Create）]）アイコンをクリックします。マップの右側の新しいペインでプロビジョニング ウィザード
が開きます。
プロビジョニング ウィザードを表示するもう 1 つの方法として、[設定（Configuration）] > [ネットワー
ク（Network）] > [サービス プロビジョニング（Service Provisioning）] の順に選択する方法があります。

ステップ 5

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストから [光（Optical）] を選択すると、Cisco EPN
Manager は関連する回線タイプのリストを [サービス タイプ（Service Type）] 領域に表示します。たとえ
ば、OTN 回線のサービス タイプには、[ODU UNI]、[ODU トンネル（ODU Tunnel）]、[OPU over ODU]、
および [ODU UNI ヘアピン（ODU UNI Hairpin）] があります。

ステップ 6

[サービス タイプ（Service Type）] エリアで、作成する OTN 回線のタイプを選択します。

ステップ 7

さまざまなサービスの属性を設定するためにプロファイルを定義している場合は、[プロファイルの選択
（Select Profile）] ドロップダウンリストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル
（780 ページ）を参照してください。

ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックして [顧客の詳細（Customer Details）] ページに移動します。

ステップ 9

（オプション）回線の作成対象顧客を選択します。リストに顧客が表示されない場合は、[インベントリ
（Inventory）] > [その他（Other）] > [顧客（Customers）] の順に移動し、システムで顧客を作成してか
ら、プロビジョニング ウィザードを再起動します。

ステップ 10

[顧客の詳細（Customer Details）] ページに回線名とその説明を入力します。

ステップ 11

[次へ（Next）] をクリックして [回線の詳細（Circuit Details）] ページに移動します。

ステップ 12

回線の詳細を入力します。フィールドと属性の説明については、OTN 回線タイプの回線セクション参照
（707 ページ） を参照してください。

ステップ 13

[次へ（Next）] をクリックして [エンドポイント セクション（Endpoint Section）] ページに移動します。

ステップ 14

[エンドポイント（Endpoint）] テーブルの行を選択し、マップでデバイスをクリックします。選択したデ
バイスの名前が [デバイス名（Device Name）] 列に読み込まれます。あるいは、[エンドポイント
（Endpoint）] テーブルの行をクリックして、[デバイス名（Device Name）] および [インターフェイス/終
端ポイント（Interface/Termination Point）] 列を編集します。選択した回線タイプと互換性があり使用可能
なネットワーク要素だけが表示されます。
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（注）

行が編集モードになっている場合は、マップのデバイスをクリックして [デバイス名（Device
Name）] 列にデータを読み込むことはできません。

ステップ 15

回線の保護タイプとパス オプションを入力します。フィールドと属性の説明については、OTN 回線タイ
プの [エンドポイント（Endpoint）] セクション リファレンス （709 ページ） を参照してください。

ステップ 16

[今すぐ作成（Createe Now）] をクリックして、回線を作成します。デバイスに展開される TL1 または
CLI コマンドのプレビューを表示することを選択した場合、[プレビュー（Preview）] をクリックすると
プレビューが表示されます。TL1 または CLI コマンドのプレビューを確認したら、設定をデバイスに展
開するか、またはプロビジョニング操作をキャンセルできます。

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC（Circuits/VCs）] タブの
リストに、回線が追加されます。プロビジョニング状態を確認するには、回線/VC名の横にあ
る [i] アイコンをクリックし、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを表示します。

OTN 回線タイプの回線セクション参照
次の表に、OTN 回線タイプを定義する属性の一覧と説明を示します。
表 46 : 回線セクション参照：OTN 回線タイプ

属性

説明

有効

回線プロパティ
Bandwidth

OTN 回線をプロビジョニングするために必要な帯域幅。
帯域幅とサービス タイプ フィールドの値のマッピングについ
ては、表 48 : 値のマッピング：ODU UNI 回線の帯域幅とサー
ビス タイプを参照してください。

A エンド：
オープン エン
ド（A-End
Open Ended）

送信元エンド ポイントがクライアントのペイロード コントロー
ラではなく ODU サブコントローラに接続されているオープン
エンド回線を作成するには、このチェックボックスをオンにし
ます。
（注）

このチェックボックスをオンにすると、Cisco NCS
4000 デバイスに ODU サブコントローラが展開されま
せん。デバイスを Cisco EPN Manager に追加する前に
Cisco NCS 4000 デバイスで ODU サブコントローラを
設定する必要があります。オープンエンドODUUNI、
および Cisco NCS 4000 デバイスで ODU サブコント
ローラを設定する方法については、オープン エンド
の ODU UNI （637 ページ）を参照してください。

すべての
OTN 回線タ
イプ。

帯域幅フィー
ルドが
ODU0、
ODU1、
ODU2、また
は ODU2E に
設定されてい
る場合、ODU
UNI 回線タイ
プ。
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属性

説明

有効

Z エンド：
オープン エン
ド（Z-End
Open Ended）

宛先エンド ポイントがクライアントのペイロード コントロー
ラではなく ODU サブコントローラに接続されているオープン
エンド回路を作成するには、このチェックボックスをオンにし
ます。

帯域幅フィー
ルドが
ODU0、
ODU1、
ODU2、また
は ODU2E に
設定されてい
る場合、ODU
UNI 回線タイ
プ。

（注）

このチェックボックスをオンにすると、Cisco NCS
4000 デバイスに ODU サブコントローラが展開されま
せん。デバイスを Cisco EPN Manager に追加する前に
Cisco NCS 4000 デバイスで ODU サブコントローラを
設定する必要があります。オープンエンドODUUNI、
および Cisco NCS 4000 デバイスで ODU サブコント
ローラを設定する方法については、オープン エンド
の ODU UNI （637 ページ）を参照してください。

サービス タイ 選択した帯域幅でサポートされているサービス タイプ。
プ（Service
帯域幅とサービス タイプ フィールドの値のマッピングについ
Type）
ては、表 48 : 値のマッピング：ODU UNI 回線の帯域幅とサー
ビス タイプを参照してください。

ODU UNI 回
線タイプ。

ルート プロパティ（Route Properties）
ビット レート 1 秒あたりのビット数の合計。

帯域幅フィー
ルドが
ODUFLEX に
設定されてい
る場合、すべ
ての OTN 回
線タイプ
（ODU UNI
ヘアピンを除
く）。

フレーミング 要求されたサービスの基本信号。値は次のとおりです。
タイプ
• CBR：固定ビット レート。
（Framing
• GFP-F 固定（GFP-F-Fixed）：固定のフレーム マップ型ジェ
Type）
ネリック フレーミング プロシージャ。

帯域幅フィー
ルドが
ODUFLEX に
設定されてい
る場合、すべ
ての OTN 回
線タイプ
（ODU UNI
ヘアピンを除
く）。
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属性

説明

有効

ルートを記録 回線ルートを記録するには、このチェックボックスをオンにし すべての
（Record
ます。
OTN 回線タ
Route）
イプ（ODU
UNI ヘアピン
を除く）。

OTN 回線タイプの [エンドポイント（Endpoint）] セクション リファレンス
次の表に、OTN 回線タイプの保護タイプおよびパス オプションを定義する属性をリストして
説明します。
表 47 : [エンドポイント（Endpoint）] セクション リファレンス：OTN 回線タイプ

属性

説明

有効

エンドポイント
デバイス名
（Device
Name）

回線の A エンド デバイスと Z エンド デバイス。
（注）

すべての
OTN 回線タ
ODU UNI ヘアピン回線では、A エンドと Z エンドが
イプ。
同じデバイスになりますが、終端地点が異なります。

インターフェ A エンド デバイスと Z エンド デバイスのインターフェイス名。 ODU UNI 回
イス
線。
（Interface）
終端地点

カードの終端地点。

OPU over
ODU および
ODU UNI ヘ
アピン回線。
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属性

説明

有効

[保護タイプ
（Protection
Type）]

OTN 回線の保護タイプ。値は次のとおりです。

すべての
OTN 回線タ
イプ（ODU
UNI ヘアピン
を除く）。

• [1+0]：非保護カード。現用パスで障害が検出されると、
データが失われます。
• [1+1]：プライマリ パスとセカンダリ パスの両方がトラ
フィックをエンドツーエンドで伝送し、受信者は両方のト
ラフィックを受信して比較します。あるパスで出力ノード
が障害を検出すると、トラフィックは影響を受けていない
パスに切り替えられます。
• [1+R]：プライマリ パスで障害が発生すると、復元された
パスが計算され、トラフィックは復元されたパスに切り替
えられます。プライマリ パスが復帰不可能な場合、復元さ
れたパスは新しいプライマリ パスになります。
• [1+1+R]：プライマリ パスとセカンダリ パスの両方でトラ
フィックが伝送されます。あるパスで出力ノードが障害を
検出すると、トラフィックは影響を受けていないパスに切
り替えられます。復元されたパスが計算され、トラフィッ
クは復元されたパスに切り替えられます。プライマリ パス
またはセカンダリ パスが復帰不可能な場合、復元されたパ
スは新しいプライマリ パスまたはセカンダリ パスになり
ます。
（注）

[トンネル ID
と異なる
（Diverse
From Tunnel
ID）]

この保護タイプは、Cisco NCS 4000 シリーズ デ
バイスではサポートされていません。

トンネルを選択し、プロビジョニングする回線でそのトンネル
が使用されないことを確認します。これにより、トンネルに障
害がある場合に、同じトンネルが他の回線で使用されなくなり
ます。

すべての
OTN 回線タ
イプ（ODU
UNI ヘアピン
を除く）。

[動作中のパス（Working Path）]、[保護パス（Protected Path）]、および [復元パス（Restored
Path）]
[保護パス（Protected Path）] フィールド グループは、[保護タイプ（Protection Type）] フィー
ルドが [1+1] または [1+1+R] に設定されている場合に限り、すべての OTN 回線タイプ（ODU
UNI ヘアピンを除く）で使用できます。
[復元パス（Restored Path）] フィールド グループは、[保護タイプ（Protection Type）] フィー
ルドが [1+R] または [1+1+R] に設定されている場合に限り、すべての OTN 回線タイプ（ODU
UNI ヘアピンを除く）で使用できます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
710

回線の管理
OTN 回線タイプの [エンドポイント（Endpoint）] セクション リファレンス

属性

説明

有効

タイプ
（Type）

回線の現用パスまたは保護パスのタイプを選択します。値は
すべての
[ダイナミック（Dynamic）] および [明示的（Explicit）] です。 OTN 回線タ
イプ（ODU
UNI ヘアピン
を除く）。

新規作成
（New）

回線の新しい明示的な作業パスまたは保護パスを作成するに
は、このチェックボックスをオンにします。

[タイプ
（Type）]
フィールドが
[明示的
（Explicit）]
に設定されて
いる場合のす
べての OTN
回線タイプ
（ODU UNI
ヘアピンを除
く）。

[既存の EP を 回線の既存の明示的な現用パスまたは保護パスを選択します。 [タイプ
選択（Select
（Type）]
Existing EP）]
フィールドが
[明示的
（Explicit）]
に設定されて
おり、[新規
作成（New）]
チェックボッ
クスがオフに
なっている場
合のすべての
OTN 回線タ
イプ（ODU
UNI ヘアピン
を除く）。
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属性

説明

有効

新しい名前
（New
Name）

作成する明示的なパスの名前を入力します。[新しい名前（New
Name）] フィールドの下のテーブルで、[+] ボタンをクリック
してテーブルに新しい行を追加し、デバイスを選択して、その
デバイスのインターフェイスとして明示的なパス コントローラ
を選択します。

[タイプ
（Type）]
フィールドが
[明示的
（Explicit）]
に設定されて
おり、[新規
作成（New）]
チェックボッ
クスがオンに
なっている場
合のすべての
OTN 回線タ
イプ（ODU
UNI ヘアピン
を除く）。

[保護のプロファイル（Protection Profile）]
[保護プロファイル（Protection Profile）] フィールド グループは、[保護タイプ（Protection
Type）] フィールドが [1+1]、[1+R]、または [1+1+R] に設定されており、有効な A エンド デ
バイスが選択されている場合に限り、すべての OTN 回線タイプ（ODU UNI ヘアピンを除く）
で使用できます。
[保護のプロ
ファイル
（Protection
Profile）]

回線の保護を管理するために使用されるプロファイル。この保
護プロファイルは、回線の A エンド ノードで設定する必要が
あります。
（注）

デバイスに設定されている保護プロファイルを入力で
きます。

保護タイプ、SNC、ホールド オフ、復元待ち、回線復帰などの
保護プロファイルの詳細が表示されます。

ODU UNI 回線の帯域幅とサービス タイプの値のマッピング
次の表に、ODU UNI 回線の帯域幅とサービス タイプ フィールドの値のマッピングを示しま
す。
表 48 : 値のマッピング：ODU UNI 回線の帯域幅とサービス タイプ

Bandwidth
ODU0

サービス タイプ（Service Type）
• イーサネット OPU0 GMP
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Bandwidth

サービス タイプ（Service Type）

ODU1

• OTN OPU1
• Sonet OPU1 BMP
• SDH OPU1 BMP

ODU1E

• イーサネット OPU1e BMP
• OTN OPU1e

ODU1F

• OTN OPU1f

ODU2

• イーサネット OPU2 GFP_F
• イーサネット OPU2 GFP_F_EXT
• イーサネット OPU2 WIS
• OTN OPU2
• Sonet OPU2 AMP
• Sonet OPU2 BMP
• SDH OPU2 AMP
• SDH OPU2 BMP

ODU2E

• イーサネット OPU2e BMP
• OTN OPU2e

ODU2F

• OTN OPU2f

ODU4

• OTN OPU4
• イーサネット OPU4 GFP_F
• イーサネット OPU4 GMP

ODUFLEX

• OTN OPUFlex
• イーサネット OPUFlex GFP_F

ODU 回線の作成とプロビジョング
ODU 回線を作成し、プロビジョングするには、次の手順を実行します。
始める前に
• 光回線をプロビジョニングする前に満たす必要がある前提条件については、光回線のプロ
ビジョニングの前提条件 （685 ページ）を参照してください。
• デバイス間に管理対象リンクを作成します。トポロジ マップへのリンクの手動による追加
（216 ページ）を参照してください。

ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポ
ロジ（Network Topology）] を選択します。
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ステップ 2

[デバイス グループ（Device Groups）] をクリックして、ODU 回線を作成する場所を選択します。

ステップ 3

[デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。

ステップ 4

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックしま
す。

ステップ 5

[回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックし、[回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン ツールバーで [+]（[作成
（Create）]）アイコンをクリックします。マップの右側の新しいペインでプロビジョニング ウィザード
が開きます。
プロビジョニング ウィザードを表示するもう 1 つの方法として、[設定（Configuration）] > [ネットワー
ク（Network）] > [サービス プロビジョニング（Service Provisioning）] の順に選択する方法があります。

ステップ 6

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストから [光（Optical）] を選択すると、Cisco EPN
Manager は関連する回線タイプのリストを [サービス タイプ（Service Type）] 領域に表示します。

ステップ 7

[サービス タイプ（Service Type）] 領域で、[ODU] を選択します。

ステップ 8

さまざまなサービスの属性を設定するためにプロファイルを定義している場合は、[プロファイルの選択
（Select Profile）] ドロップダウンリストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル
（780 ページ）を参照してください。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックして [顧客セクション（Customer Section）] ページに移動します。

ステップ 10

（オプション）回線の作成対象顧客を選択します。リストに顧客が表示されない場合は、[インベントリ
（Inventory）] > [その他（Other）] > [顧客（Customers）] の順に移動し、システムで顧客を作成してか
ら、プロビジョニング ウィザードを再起動します。

ステップ 11

[顧客セクション（Customer Section）] ページに回線名とその説明を入力します。

ステップ 12

[次へ（Next）] をクリックして [回線セクション（Circuit Section）] ページに移動します。

ステップ 13

回線には、次のいずれかの保護タイプを選択します。
• [なし（None）]：回線の保護タイプなし。
• [1+1]：プライマリ パスとセカンダリ パスの両方でトラフィックをエンドツーエンドに伝送します。
受信側はプライマリ パスとセカンダリ パスの両方からトラフィックを受信し、両方のトラフィック
を比較します。あるパスで出力ノードが障害を検出すると、トラフィックは影響を受けていないパ
スに切り替えられます。
（注）

ステップ 14

保護タイプとして [1+1] を選択した場合、[接続モード（Connection Mode）] はデフォルトで
[SNC-N] に設定されます。

回線に必要な [復帰時間（Reversion Time）] と [保留タイマー（Hold off Timer）] を選択します。
（注）

これらのフィールドは、保護タイプとして [1+1] を選択した場合にのみ使用できます。

ステップ 15

[次へ（Next）] をクリックして [エンドポイント セクション（Endpoint Section）] ページに移動します。

ステップ 16

[エンドポイント（Endpoint）] テーブルの行を選択し、マップでデバイスをクリックします。選択したデ
バイスの名前が [デバイス名（Device Name）] 列に読み込まれます。あるいは、[エンドポイント
（Endpoint）] テーブルの行をクリックして、[デバイス名（Device Name）] 列および [終端ポイント
（Termination Point）] 列を編集します。選択した回線タイプと互換性があり使用可能なネットワーク要
素だけが表示されます。
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（注）

行が編集モードになっていると、マップ内のデバイスをクリックしても、[デバイス名（Device
Name）] 列に名前は取り込まれません。

ステップ 17

[次へ（Next）] をクリックして [制約セクション（Constraints Section）] ページに移動します。

ステップ 18

マップでデバイス ノードをクリックし、[制約（Constraints）] テーブルに追加します。あるいは、テーブ
ル ツールバーで [+] ボタンをクリックし、新しい行をテーブルに追加し、[ノード/リンク名（Node/Link
Name）]、[包含/除外（Include/Exclude）]、および [ルート（Route）] 列を編集することもできます。ODU
回線タイプと互換性があるネットワーク要素のみが表示されます。
（注）

ODU 回線の制約事項としてリンクを指定することはできません。

ステップ 19

（オプション）[パスの計算（Calculate Path）] をクリックして、選択したエンドポイント間に有効な動作
中のパスがあるかどうかを確認します。選択したエンドポイント間に有効な動作中のパスが存在する場
合、パスはトポロジ マップに「W」ラベルで表示されます。選択したエンドポイント間に有効な動作中
のパスが存在しない場合は、選択したエンドポイント間に動作中のパスを確立できない理由を表示する
[パスの計算結果（Path Calculation Result）] セクションが表示されます。

ステップ 20

[今すぐ作成（Create Now）] をクリックして、回線を作成します。デバイスに展開される TL1 または CLI
コマンドのプレビューを表示する場合、[プレビュー（Preview）] をクリックするとプレビューが表示さ
れます。この時点で、設定をデバイスに展開するか、またはキャンセルすることができますが、属性を
編集することはできません。

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン
のリストに、回線が追加されます。プロビジョニング状態を確認するには、回線/VC名の横に
ある [i] アイコンをクリックし、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを表示します。

L3VPN サービスのプロビジョニング
• サポートされている L3VPN サービス （641 ページ）
• L3VPN プロビジョニングの機能と制限事項 （717 ページ）
• L3VPN プロビジョニングの前提条件 （718 ページ）
• L3VPN サービスの検出 （719 ページ）
• 新規 L3VPN サービスの作成およびプロビジョニング （720 ページ）
• L3VPN サービスの詳細表示 （737 ページ）
• L3VPN および VRF の変更 （740 ページ）
• L3VPN サービスへの VRF の追加およびコピー （741 ページ）
• 設定例：L3VPN サービスのプロビジョニング （735 ページ）

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
715

回線の管理
サポートされている L3VPN サービス

サポートされている L3VPN サービス
MPLS レイヤ 3 VPN はプライベート IP ネットワークを形成します。顧客はプロバイダー エッ
ジ（PE）ルータの IP ピアとして機能するカスタマー エッジ（CE）ルータを介してネットワー
クに接続します。
仮想ルーティングおよび転送（VRF）
PE では、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスが L3VPN サービスのトラフィッ
ク転送専用の仮想 IP ルータとして機能します。VRF は、マルチプロトコル ボーダー ゲート
ウェイ プロトコル（MP-BGP）を介して相互にルートを学習し、MPLS を使用してトラフィッ
クを転送します。
VPN は少なくとも 1 つ、通常は複数の VRF で構成されます。Cisco EPN Manager は VPN ID を
使用して、単一 の VPN を一緒に形成する VRF を検出します。VPN ID がプロビジョニングさ
れていない既存のネットワークを Cisco EPN Manager が検出すると、同じ名前のすべての VRF
を取得し、それらを 1 つの VPN に関連付けます。バージョン番号プレフィックスと異なるサ
フィックスによる命名規則を使用する Cisco PRIME プロビジョニングを使用して作成された
VPN の場合、Cisco EPN Manager は異なる VRF を 1 つの VPN に属しているものとして認識し
ます。
一般に、さまざまな命名規則を受け入れるように設定できる正規表現があります。
ルート ターゲット（RT）
VRF 間の接続は VRF によってインポートおよびエクスポートされるルート ターゲット（RT）
を使用して定義されます。Cisco EPN Manager は、フル メッシュ接続のセットアップを容易に
し、使用するルート ターゲットを自動的に割り当てます。ルート ターゲットは、AS 番号また
は IPv4 アドレスのいずれかのプレフィックス（フル メッシュ プレフィックス、100 [681682]
など）で構成されます。プレフィックスは、ネットワーク内の既存の BGP 自律システム（AS）
番号から選択することも、手動で入力することもできます。プレフィックスに続く 2 番目の番
号は Cisco EPN Manager によって自動的に割り当てられます。
あるいは、ルート ターゲットを手動で選択することもでき、また、フル メッシュに加えてこ
れを行うこともできます。VPN の作成時に VPN 内で使用するルート ターゲットを入力する初
期画面が表示され、VRF ごとにインポートおよびエクスポートするルート ターゲットを選択
できます。また、ルート ターゲットを使用するアドレス ファミリ（IPv4 または IPv6）も指定
します。これは、他の VPN で使用されるルート ターゲットをインポートすることによって、
エクストラネットを設定する場合などに使用できます。
ルートの再配布
PE と CE の間で交換されるルートは、リモート エンドポイントが各 VRF で到達できるプレ
フィックスがわかるように MP-BGP ルーティング プロトコルに再配布する必要があります。
ルートの再配布を制御するため、Cisco EPN Manager では必要なプロトコル（OSPF、静的、接
続済み、または RIP）、プロトコルのメトリック値、および必要に応じて適用可能なルートポ
リシーを定義できます。
エンドポイント
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Cisco EPN Manager は、イーサネット サブインターフェイス上の IP エンドポイントの作成をサ
ポートします。タグなしカプセル化の選択、あるいは 802.1q または 802.1ad のカプセル化を使
用した、外部 VLAN と、必要に応じて内部 VLAN の指定をサポートします。エンドポイント
上の IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方を指定できます。また、BGP および OSPF ネイバー
の詳細を指定して、CE と PE の間で BGP および OSPF ネイバーをプロビジョニングすること
もできます。
Cisco EPN Manager を使用して L3VPN サービスをプロビジョニングする方法については、L3VPN
サービスのプロビジョニング （715 ページ）を参照してください。

L3VPN プロビジョニングの機能と制限事項
Cisco EPN Manager は次の L3VPN 機能をサポートしています。
• VRF の作成。
• ルートターゲット ID の自動割り当て。
• ルート識別子の自動割り当て。
• 複数の条件（VPN ID、共通名、およびプライム プロビジョニングの命名規則）に基づい
て、複数の VRF で構成された VPN の検出。
• L3VPN プロビジョニング用のデバイスは、プロビジョニングをポイント アンド クリック
の手法を使用して選択できます。
• VRF に付加された IP エンドポイントの定義。VRF とのイーサネット サブインターフェイ
スの関連付け。
• CE と PE 間での BGP または OSPF、あるいはその両方のネイバーのプロビジョニング。
• エンドポイント インターフェイスへの QoS プロファイルのアタッチ。
• 既存の VPN への新しい VRF の追加。
• Cisco EPN Manager を使用して作成し、展開された（または検出し、昇格させた）VPN と
関連する VRF の変更。
• L3VPN サービスのネットワーク トポロジのオーバーレイ。
• デバイスから直接検出された L3VPN サービスの昇格。これは、検出されたサービスの変
更と削除にさらに役立ちます。
• OSPF デュアル AS ルーティングによるルート ターゲットの使用。
• BDI/BVI インターフェイス（サブインターフェイス）を使用した L3VPN サービスをプロ
ビジョニングするための、統合ルーティングとブリッジングの使用。
• IP サービス レベル契約（SLA）および CLI テンプレートと L3VPN サービスとの関連付
け。
• 接続されたルート、静的ルート、RIP ルート、または OSPF ルートを使用した PE-CE リン
クと MP-BGP コア間でのルートの再配布。
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• LAG インターフェイスを使用した L3VPN サービスのプロビジョニング。
• HSRP を使用している L3VPN サービスのプロビジョニング。
Cisco EPN Manager には、L3VPN に次の制限事項があります。
• VRF をサポートするデバイスのリストについては、Cisco Evolved Programmable Network
Manager のサポート対象デバイスを参照してください。
• マルチキャスト VPN をプロビジョニングすることはできません。サポートされているの
は、ユニキャスト VPN のみです。
• L3VPN サービスの作成中に、VPN に追加できる VRF は最大 5 つのみです。[VRF の変更
（Modify VRF）] オプションと [VRF の追加（Add VRF）] オプションを使用して、後でよ
り多くの VRF を VPN に追加できます。L3VPN サービスには、緑色のフィールドを使用
してプロビジョニングされている場合、最大 15 個のエンドポイントを含めることができ
ます。
• デバイスごとにサポートされているのは 1 つの VRF のみです。複数の VRF を作成できま
すが、異なるデバイス上で同じ VRF 名か、または異なる VRF 名を使用できます。
• ルート ポリシーは選択できますが、L3VPN サービス内で定義することはできません。
• PE-CE では、BGP、OSPF、および OSPFv3 ルーティング プロトコルのみがサポートされ
ています。
• 複数の接続された PE はサポートされていないため、Site of Origin サポートもありません。
• L3VPN サービスを削除すると、サービスに関連付けられている IP SLA 操作がデバイスか
ら削除されます。また、関連付された操作が削除されると、その操作はそれ以降は使用で
きなくなります。
• 統合ルーティングおよびブリッジング（IRB）は、Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチで
はサポートされていません。
• [Modify VRF] フローによるルート識別子の変更は、IOS XR デバイスでのみサポートされ
ています。
• 最大 15 個のエンドポイントが、完全に検出された L3VPN サービスの昇格後の変更/削除
でサポートされます。

L3VPN プロビジョニングの前提条件
L3VPN サービスのプロビジョニングを開始する前に、次の前提条件に従っていることを確認
します。
L3VPN サービスをプロビジョニングするための前提条件は次のとおりです。
• BGP は、すべてのデバイス上に設定する必要があります。通常、すべてのデバイスは、
ルート リフレクタのペアを介して相互に通信する必要があります。
• BGP のセットアップに必要な構成前の変更：
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次の例に示すように、BGP ルータ ID を設定します。
router bgp 65300
bgp router-id 1.1.1.1

次のコマンドを使用して、Vpn4 と Vpn6 を親アドレス ファミリとして設定します。
router bgp 100
address-family vpnv4 unicast
address-family vpnv6 unicast

• MPLS 到達可能性は、デバイス間で設定する必要があります。MPLS コア ネットワーク設
定をセットアップする必要があります。
• L3VPN サービスがプロビジョニングされるデバイスのインベントリ収集ステータスが [完
了済み（Completed）] である必要があります。デバイスのステータスを確認するには、[イ
ンベントリ（Inventory）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] に移動し、[最新
のインベントリ収集ステータス（Last Inventory Collection Status）] 列のステータスを確認
します。
• XE デバイスで IPv6 アドレスファミリを使用して L3VPN サービスをプロビジョニングす
る前に、IPv6 ルーティングを有効にする必要があります。IPv6 ルーティングを有効にす
るには、次のコマンドを設定します。
ipv6 unicast-routing

• （オプション）L3VPN サービスのプロビジョニング時に L3VPN サービスを顧客に関連付
けられるように、システム内に顧客を作成する必要があります。顧客を作成し、管理する
には、[インベントリ）Inventory）] > [その他（Other）] > [顧客（Customers）] を選択しま
す。

L3VPN サービスの検出
Cisco EPN Manager は、複数の条件を使用して複数の VRF を 1 つの VPN に関連付けます。
• VRF が VPN ID で設定されている場合：VPN サービスは VPN ID を使用して検出され、同
じ VPN に属している VRF を識別します。検出する必要がある VPN があり、1 つの VPN
内で異なる VRF 名が使用されている場合、Cisco EPN Manager は VRF 名によって VRF を
検出します。
デバイスごとに作成される VRF が 1 つのみの場合は、VPN 上のあらゆる場所で同じ VRF
名を使用するのが一般的です。Cisco EPN Manager が同じ名前で VPN ID のない複数の VRF
を確認した場合は、それらを単一の VPN と見なし、VPN 名は VRF の名前になります。
• 最初にプライム プロビジョニングを使用してプロビジョニングされた VPN の場合：Cisco
EPN Manager はプライム プロビジョニング VRF 命名規則も認識します。プライム プロビ
ジョニングで使用される命名規則は、次の形式です。
V<number>:<VPN name><optional suffix, one of -s -h -etc>
同じ名前と番号を持つ VRF は、同じ VPN に属しています。たとえば、「ABC」と呼ばれ
る VPN に属している VRF は次のとおりです。
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V1:ABC、V2:ABC、V4:ABC-s、V22:ABC-h、V001:ABC など
• VRF に VPN ID がなく、プライム プロビジョニング規則に従って他の名前と一致しない一
意の名前を持つ場合は、単独で VPN に配置されます。VPN の名前は VRF の名前になりま
す。
プライム プロビジョニング命名規則機能は、製品に埋め込まれた正規表現によって駆動されま
す。VPN の設定がオプションではなく、正規表現と一致する可能性がある命名規則がある場合
は、その正規表現を変更できます。正規表現を変更するには、シスコ アドバンスト サービス
担当者にお問い合わせください。

新規 L3VPN サービスの作成およびプロビジョニング
ユニキャスト L3VPN の作成およびプロビジョニング プロセスには、次の作業が含まれます。
• （オプション）顧客を VPN に関連付ける。
• L3VPN を経由してエンドポイントまで伝送されるトラフィックの処理方法に影響する属
性の定義。
• L3VPN のエンドポイントおよびルート再配布値の指定。
• （オプション）IPv4 または IPv6 を使用するデバイス間のエンドツーエンド応答所要時間
をモニタするための IP サービス レベル契約（SLA）動作を設定する。
• （オプション）ユーザ定義の CLI テンプレートを L3VPN サービスと関連付ける。
注：このリリースではユニキャスト L3VPN サービスのみがサポートされます。
新しい L3VPN サービスを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

左側のペインから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ
（Network Topology）] を選択します。
[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウが開きます。

ステップ 2

ツールバーで [デバイス グループ（Device Groups）] をクリックし、マップ上に表示するデバイスのグ
ループを選択します。

ステップ 3

[回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックし、[回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン ツールバーで [+]（[作成
（Create）]）アイコンをクリックします。
マップの右側の新しいペインでプロビジョニングウィザードが開きます。あるいは、[設定（Configuration）]
> [ネットワーク（Network）] > [サービスのプロビジョニング（Service Provisioning）] を選択して L3VPN
プロビジョニング ウィザードにアクセスすることもできます。

ステップ 4

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストから [L3VPN] を選択します。サポートされている
L3VPN サービス タイプの一覧が表示されます。
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ステップ 5

[サービス タイプ（Service Type）] セクションで、[ユニキャスト（Unicast）] を選択し、[次へ（Next）]
をクリックして顧客とサービスの詳細を入力します。このリリースでサポートされているサービスタイ
プは、ユニキャスト L3VPN のみです。

ステップ 6

さまざまなサービスの属性を設定するためにプロファイルを定義している場合は、[プロファイルの選択
（Select Profile）] ドロップダウンリストから必要なプロファイルを選択します。

ステップ 7

（オプション）VPN に関連付ける顧客を選択します。ドロップダウン リストに顧客が表示されていない
場合は、[インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [顧客（Customers）] を選択して顧客を作成
し、この手順に戻ります。

ステップ 8

基本的な L3VPN パラメータを次のように指定します。
a)

[アクティブ化（Activate）]チェックボックスを使用して、サービスをアクティブ状態にするか（チェッ
クボックスがオン）、それとも非アクティブにするか（チェックボックスがオフ）を指定します。
アクティブ状態の場合、トラフィックが回線を通過できるようになり、関連付けられているすべて
の IP エンドポイントのサービス状態が自動的に True に設定されます。非アクティブ状態の場合は、
IP エンドポイントのサービス状態を True または False に設定できます。

b) 一意のサービス名を指定し、オプションで説明を入力します。
c)

サービスの一意の VPN ID を入力します。VPN ID は、OUI:VPN インデックス形式である必要があり
ます。たとえば、36B:3 などです。ここでは、36B は組織固有識別子（OUI）であり、3 は VPN イン
デックスです。

d) [IP MTU] フィールドに、値を 1522（デフォルト）～ 9216 の範囲で入力します。サービス MTU は、
L3VPN 経由で非フラグメント化された状態で伝送できる最大 IP パケット サイズ（バイト数）です。
これにはレイヤ 2 ヘッダーは含まれません。
設定されるインターフェイス MTU は、サービス MTU にすべてのレイヤ 2 ヘッダーのサイズを追加
したものです。イーサネットの場合は、これによって 14 バイトおよび VLAN ヘッダーごとに 4 バイ
トが追加されます。
UNI MTU の値は、サービス MTU と外部および内部の VLAN 値によって異なります。
• 外部および内部 VLAN の両方が存在する場合、UNI MTU 値はサービス MTU + 14 +（4*2）より
大きくなります。
• 外部 VLAN のみが存在する場合、UNI MTU 値はサービス MTU + 14 +（4 *1）より大きくなりま
す。
• VLAN が存在しない場合、UNI MTU 値はサービス MTU + 14 より大きくなります。

ステップ 9

e)

（オプション）このサービスのフル メッシュ トポロジを作成するには、[フル メッシュの作成（Create
Full Mesh）] チェックボックスをオンにし、フル メッシュ プレフィックスを [新規プレフィックス
（New Prefix）] フィールドに手動で入力するか、[既存のプレフィックス（Existing Prefix）] ドロッ
プダウン リストから値を選択します。使用可能なオプションは、選択されたデバイスから検出され
たフル メッシュ プレフィックス値によって異なります。

f)

アドレス ファミリを [フル メッシュ アドレス ファミリ（Full Mesh Address Family）] ドロップダウン
リストから [IPv4]、[IPv6]、または [両方（Both）] として選択します。

[ルート ターゲットの割り当て（Route Target Allocation）] セクションを使用して、ルート ターゲット ア
ドレス ファミリ（[IPv4]、[IPv6]、または [両方（Both）]）および関連付けられているルート ターゲット
値を手動で指定します。1 つの L3VPN サービスに複数のルート ターゲットを作成できます。次の手順で
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この L3VPN サービスに接続させる任意の VRF に、これらのルート ターゲットを関連付けることができ
ます。

ステップ 10

（注）

また、VRF に関連付けられたルート ターゲットを、VRF が属する L3VPN にも関連付ける必要
があります。

（注）

設定されたルートポリシーが、ルートポリシーの [エクスポート（Export）] ドロップダウンリ
ストに表示されます。

[展開アクション（Deployment Action）] ドロップダウン メニューで、サービス作成プロセスの完了時に
実行する必要があるタスクを指定します。選択できるオプションは、次のとおりです。
• [プレビュー（Preview）]：デバイスに展開する前に、生成された設定を確認できます。
• [展開（Deploy）]：完了したらすぐに、該当するデバイスに設定を展開できます。

ステップ 11

[次へ（Next）] をクリックして、VRF を L3VPN サービスに関連付けます。

ステップ 12

[VRF（VRFs）] ドロップダウン リストから必要な VRF を選択するか、または以下の説明に従って新し
い VRF を追加し、[次へ（Next）] をクリックします。L3VPN サービスの作成中に、最大 5 つの VRF を
VPN に関連付けることができます。さらに多くの VRF を VPN に関連付けるには、L3VPN サービスへの
VRF の追加およびコピー （741 ページ）を参照してください。新しい VRF を作成するには、次の手順を
実行します。
1.

[+] アイコンをクリックして、VRF の詳細を手動で追加します。VRF の詳細を自動入力するには、
マップ上で該当するデバイスをクリックします。デバイスの詳細および VRF の新しい名前が自動的
に [VRF の追加（Add VRFs）] ページに入力されます。

2.

手動で VRF の詳細を指定するには、[デバイス（Device）] ドロップダウン リストから必要なデバイ
スを選択します。その後、VRF 名と説明を手動で入力し、[RD 自動] チェックボックスをオンにしま
す。
（注）

ステップ 13

同じデバイスに複数の VRF を作成する場合は、それらが同じ VPN に属さないようにするた
めに、それぞれ異なる名前を付ける必要があります。同じデバイス上に同じ名前で複数の
VRF を作成することはできません。

IPv4 および IPv6 ルート ターゲットとルート配布詳細を次のように指定します。
1.

ルート ターゲット：[ルート ターゲット（Route Target）] ドロップダウン メニューから、この VRF
のルート ターゲットを選択します。このドロップダウン メニューに表示されるオプションは、ス
テップ 7 でこのサービスに関連付けられたルート ターゲットによって決まります。

2.

ルートターゲットを適用する方向を選択します。選択したデバイスに応じて、[インポート（Import）]、
[エクスポート（Export）]、[両方（Both）]、または [なし（None）] を選択します。
選択したデバイスのタイプに従って方向を選択します。たとえば Cisco IOS-XR デバイスの場合は、
ルート ターゲットの方向として [なし（None）] を選択できません。

3.

[ルート ポリシー（Route Policy）] セクションで、ルート ターゲットのインポートおよびエクスポー
ト ポリシーを指定します。
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（注）

4.

オペーク拡張コミュニティ（Opaque Extended Community）が接続されている [ルートポリ
シー（Route Policy）] は、エクスポートにのみ適用されます。

[ルート配布（Route Distribution）] セクションで、VRF に関連付ける必要があるプロトコル、プロト
コルのメトリック値、ルーティング プロセス ID、関連するルート ポリシー、およびルート一致タイ
プを指定します。
• [プロトコル（Protocol）]：ルートの再配布元となる必要がある送信元プロトコルを選択します。
選択できるオプションは、[静的（Static）]、[接続（Connected）]、[RIP]、および [OSPF] です。
• [メトリック（Metric）]：（オプション）同じルータ上のルーティング プロセス間で再配布時に
使用するメトリックの数値を入力します。
• [ルーティング プロセス ID（Routing Process ID）]：（OSPF および RIP のみに適用可能）デバイ
ス上のルーティング プロセスのインスタンスを識別する一意の数値を指定します。
• [ルート ポリシー（Route Policy）]：（オプション）選択したデバイス上に存在するいずれかの
ルート ポリシーを選択します。Cisco EPN Manager を使用してルート ポリシーを作成することは
できません。
（注）

オペーク拡張コミュニティ（Opaque Extended Community）が接続されている [ルートポ
リシー（Route Policy）] は、再配布では使用できません。

• [ルート一致タイプ（Route Match Type）]（OSPF にのみ適用可能）：選択したルートポリシーに
関連付けられている一致タイプをドロップダウンリストから指定します。
ステップ 14

IP エンドポイントおよび UNI の値を、次のように手動で指定します。
• エンドポイント インターフェイスがすでに UNI として設定されている場合は、[新規 UNI（New
UNI）] チェックボックスをオフにし、[UNI 名（UNI Name）] ドロップダウン リストから必要な UNI
を選択します。
• 新しい UNI を作成するには、次の手順を実行します。
1.

[新規 UNI（New UNI）] チェックボックスをオンにします。

2.

[UNI 名（UNI Name）] フィールドに、UNI の一意の名前を入力します。

3.

[デバイス（Device）] ドロップダウンで、デバイス、およびデバイスに必要なインターフェイス
を選択して、UNI の説明を入力します。

4.

[サービス多重化（Service Multiplexing）] チェックボックスをオンにして、複数の L3VPN また
はキャリア イーサネット サービスを UNI でサポートできるようにします。

5.

UNI の IP 最大伝送ユニット（MTU）（UNI の速度とデュプレックスの設定）を指定します。

6.

[自動ネゴシエーション（Auto Negotiation）] チェックボックスをオンにして UNI の速度とデュ
プレックスの設定を自動的に調整するか、[自動ネゴシエーション（Auto Negotiation）] チェック
ボックスをオフにして速度とデュプレックスの設定を手動で指定します。
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7.

UNI での入力または出力トラフィック用の UNI QoS プロファイルを選択します。プロファイル
の一覧には、デバイスで設定されシステムで検出されたポリシー マップと、ユーザ定義の QoS
プロファイルが含まれます。UNI QoS プロファイルを選択した場合は、これ以降の手順でサー
ビス エンドポイントに個別の QoS ポリシーを追加できません。エンドポイントに特定の QoS ポ
リシーを追加するには、[UNI 入力 QoS プロファイル（UNI Ingress QoS Profile）] および [UNI 出
力 QoS プロファイル（Egress QoS Profile）] フィールドの両方を空のままにしてください。
（注）

入力および出力方向に対し、検出された 2 つの異なる QoS プロファイルを選択できま
すが、ユーザ定義 QoS プロファイルの場合は両方の方向に 1 つの QoS プロファイルだ
けを選択できます。

8.

[リンク OAM の有効化（Enable Link OAM）] を選択して IEEE 803.1ah リンクの動作およびメン
テナンスを有効にします。リンク OAM が有効な場合、この UNI と顧客のアクセス スイッチの
間のリンク状態に関連するイベントが表示されます。

9.

[リンク管理の有効化（Enable Link Management）] を選択すると、顧客のアクセス スイッチでこ
の UNI、VLAN ID、UNI 上のサービスなどの情報を取得できるようになります。

UNI テーブルのフィールドおよび属性の詳細については、新規 UNI の詳細リファレンス （669 ページ）
を参照してください。
ステップ 15

次の詳細を設定することで L3VPN に関連付けるサービス エンド ポイントを指定し、[次へ（Next）] を
クリックします。
• [VRF 名（VRF Name）]：この VPN に関連付けることができる VRF を 1 つ選択します。
• [IPv4 および IPv6 アドレス（IPv4 and IPv6 address）]：サービス エンド ポイントの IP アドレスおよ
びネットワーク マスクを入力します。単にネットワーク マスクの長さを表す整数としてマスクを入
力できます（または CIDR 形式も可能です）。
• [VLAN および内部 VLAN（VLAN and Inner VLANs）]：1 ～ 4094 までの整数を使用して、内部およ
び外部の VLAN の識別子を入力します。内部 VLAN は、VLAN タギングの第 2 レベルの識別子で
す。
• [QoS ポリシー（QoS Policy）]：（オプション）サービス エンドポイントに適用する必要がある QoS
ポリシーを選択します。上記のステップで UNI 入力/出力 QoS プロファイルをサービスに関連付け
た場合は、このフィールドが無効になります。QoS プロファイルの作成については、Quality of Service
（QoS）の設定 （535 ページ）を参照してください。
（注）

入力および出力方向に対し、検出された 2 つの異なる QoS ポリシーを選択できますが、
ユーザ定義の QoS ポリシーの場合は両方の方向に 1 つの QoS ポリシーだけを選択できま
す。

• [サービス状態（Service State）]：関連付けられた IP エンドポイントのサービス状態を True または
False のいずれに設定する必要があるかを指定します。L3VPN がアクティブ状態の場合（上記のス
テップ 6 で指定）、このチェックボックスは無効になり、すべてのサービス状態値が自動的に True
に設定されます。
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• [統合ルーティングおよびブリッジングの使用（Use Integrated Routing & Bridging）]：サブインター
フェイスまたは BVI（仮想）インターフェイスで VRF および IP アドレスを設定する必要があるか
どうかを指定します。
（注）

このチェックボックスは、統合ルーティングおよびブリッジングをサポートするデバイス
（Cisco ASR 90XX デバイスなど）を選択している場合にのみ有効になります。Cisco ASR90x
およびその他の IOS-XE デバイスでは、BDI インターフェイスによって設定が処理されるた
め、[Use Integrated Routing & Bridging] チェックボックスをオフにすることはできません。

• （オプション）HSRP の詳細を指定するには、[HSRP の有効化（Enable HSRP）] チェックボックス
をオンにします。HSRP の詳細のリファレンス （729 ページ）を参照してください。
ステップ 16

[次へ（Next）] をクリックして、[PE-CE ルーティング（PE-CE Routing）] ページに移動します。

ステップ 17

[+] アイコンをクリックして、PE-CE ルーティングの詳細を追加します。PE-CE ルーティングの詳細のリ
ファレンス （731 ページ）を参照してください。

ステップ 18

（オプション）一覧から既存の IP SLA パラメータを選択するか、以下の表で説明する IP SLA 動作パラ
メータを指定して、[次へ（Next）] をクリックします。
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IP SLA 設定

IP SLA パラ
メータ

説明

動作設定

[名前
（Name）]

選択した L3VPN サービスに関する IP SLA 動作を識別する一意の名前を
入力します。

タイプ
（Type）

この L3VPN サービスに参加するデバイス用に生成する必要がある IP SLA
動作のタイプを選択します。選択できるオプションは、次のとおりです。
• [UDP エコー（UDP Echo）]：応答所要時間を測定し、シスコ デバイ
スと IPv4 または IPv6 を使用するデバイスの間のエンドツーエンド
接続をテストするように、IP SLA の User Datagram Protocol（UDP）
エコー動作を設定します。
• [ICMP エコー（ICMP Echo）]：シスコ デバイスと、IPv4 または IPv6
を使用するその他のデバイス（後述する送信元/宛先値）との間のエ
ンドツーエンド ネットワーク応答所要時間を測定できるようにしま
す。[ICMP エコー（ICMP Echo）] タイプの IP SLA 動作で、[接続損
失（Connection Loss）] アクション変数を関連付けることはできませ
ん。
• [UDP ジッター（UDP Jitter）]UDP ジッター動作を設定します。これ
により、IPv4 または IPv6 ネットワークで UDP トラフィックを伝送
するネットワークのラウンドトリップ遅延、一方向遅延、一方向ジッ
ター、一方向パケット損失、および接続を分析できます。

ソース
（Source）

IP SLA 設定の生成の送信元ポイントとして機能するデバイスを指定しま
す。IP SLA 応答は、この送信元デバイスと宛先デバイスの間の接続に基
づいて生成されます。この動作の VRF 値は、送信元の選択に応じて自動
的に選択されます。

送信元ポー
ト（Source
Port）

0 ～ 65535 の範囲の数値を 1 つ入力し、IP SLA 動作の設定対象となる送
信元ポートの値を指定します。

[接続先
IP SLA 設定の生成の宛先ポイントとして機能するデバイスを指定しま
（Destination）] す。IP SLA 応答は、送信元デバイスとこの宛先デバイス間の接続に基づ
いて生成されます。
[宛先ポート 0 ～ 65535 の範囲の数値を 1 つ入力し、IP SLA 動作の生成対象となる宛
（Destination 先ポート値を指定します。
Port）]
VRF

VRF の詳細は、IP SLA 動作の送信元として指定したデバイスに基づいて
自動的に選択されます。
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IP SLA 設定

IP SLA パラ
メータ

説明

反応設定

アクション IP SLA 反応をトリガーする条件となる変数を選択します。たとえば、モ
変数（Action ニタリング対象の値が指定のレベルを超えるか下回った場合、またはタ
イムアウトや接続損失などのモニタリング対象のイベントが発生した場
Variable）
合です。
• [接続損失（Connection Loss）]：接続損失が発生した場合にイベント
をトリガーする必要があることを指定します。動作のタイプとして
[ICPM エコー（ICPM Echo）] を選択した場合、この値は表示されま
せん。
• [ラウンド トリップ時間（Round Trip Time）]：このアクション変数
を選択した場合、[上限しきい値（Upper Threshold Value）] および
[下限しきい値（Lower Threshold Value）] を入力する必要がありま
す。これらは、モニタリング対象の値が特定の上限しきい値を超え
るか下限を下回った場合に、イベントをトリガーする必要があるこ
とを示します。
• [タイム アウト（Time Out）]：指定された一連のタイムアウトが連
続して発生した場合に、イベントをトリガーする必要があることを
示します。
• [エラーの確認（Verify Error）]：VerifyError タイプのエラーが発生し
た場合に、イベントをトリガーする必要があることを示します。
アクション
タイプ

[アクション変数（Action Variable）] フィールドに設定された条件に基づ
いて実行する必要のあるアクションを、次の中から 1 つ選択します。
• [なし（None）]：アクションは実行されません。
• [トラップおよびトリガー（Trap and Trigger）]：違反条件に一致した
場合に、以下の [トラップのみ（Trap Only）] および [トリガーのみ
（Trigger Only）] オプションの定義に従って、両方の SNMP トラッ
プをトリガーし、別の IP SLA 動作を開始します。
• [トラップのみ（Trap Only）]：モニタ対象の要素で特定の違反タイ
プが発生した場合に、SNMP ロギング トラップを送信します。
• [トリガーのみ（Trigger Only）]：違反条件に一致した場合に、1 つ以
上のターゲット動作の動作状態を [保留（pending）] から [アクティ
ブ（active）] に変更します。ターゲット動作は、ターゲット動作の
ライフタイム値の設定に従い、その存続期間が満了するまで続行さ
れます。トリガーされたターゲット動作が再びトリガーされるには、
その前に存続期間が終了している必要があります。
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IP SLA 設定

IP SLA パラ
メータ

説明

しきい値タ
イプ
（Threshold
Type）

IP SLA イベントの生成条件とするしきい値タイプを選択します。
• [平均（Average）]：このしきい値タイプを選択する場合は、[N 値（N
Value）] を入力します。これは、指定された上限しきい値を超える
か下限しきい値を下回り、N プローブの合計値の平均に達した場合
に、イベントをトリガーする必要があることを示します。
• [連続（Consecutive）]：このしきい値タイプを選択する場合は、反応
設定の一部として [連続値（Consecutive Values）] を入力してくださ
い。このしきい値タイプは、指定回数を超えて違反が連続発生した
場合にのみ、イベントをトリガーします。たとえば連続値 5 を入力
して連続違反タイプを使用した場合、タイムアウトが 5 回連続して
発生した場合、またはラウンドトリップ時間が上限しきい値を 5 回
連続して超えた場合にアクションが実行されます。
• [即時（Immediate）]：反応タイプ（応答所要時間など）の値が上限
しきい値を超えるか下限しきい値を下回った場合、またはタイムア
ウト、接続の切断、エラーの確認イベントが発生した場合に、即座
にイベントをトリガーします。
• [しない（Never）]：イベントをトリガーしません。
• [X/Y 回（X out of Y occurrences）]：このしきい値タイプを選択した
場合は、[X 値（X Values）] および [Y 値（Y Values）] を入力して、
発生回数を指定します。これを選択すると、y 回のプローブ動作内
に x 回の違反が発生した場合に（x 回/y 回）、イベントがトリガー
されます。
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IP SLA 設定

IP SLA パラ
メータ

説明

単純なスケ
ジュール
（Simple
Schedule）

-

次の値を入力して、個別の IP SLA 動作のスケジュール パラメータを入
力します。
• [頻度（Frequency）]：経過時間を秒数で入力します。この時間内に
動作が繰り返されます。
• [ライフ タイム（Life Time）]：動作がアクティブ状態に保たれる時
間の合計を秒数で入力します。単一の動作は、その動作のライフタ
イム中に、指定された頻度で繰り返し実行されます。
• [エージ アウトする（Age Out）]：動作をアクティブ状態に保つ時間
の長さを秒数で入力します。たとえば、エージ アウトの値を 43200
に指定すると、非アクティブ状態が 12 時間続いた後で動作がエージ
アウトします。
• [今すぐ開始（Start Now）] および [後で開始（Start After）]：[今すぐ
開始（Start Now）] チェックボックスをオンにすると、保存後ただち
に IP SLA 動作を実行するようにスケジュールされます。または [後
で開始（Start After）] フィールドを使用し、分数を指定すると、そ
の経過後に動作が実行されます。

ステップ 19

（オプション）[サービス テンプレート（Service Template）] ページを使用すると、サービスに参加する
デバイスに設定される追加の CLI コマンドを含むテンプレートを付加できます。詳細については、テン
プレートを使用した回線/VC の拡張 （784 ページ）を参照してください。

ステップ 20

サービスに必要な情報をすべて入力したら、[送信（Submit）] をクリックします。デバイスに展開され
る CLI のプレビューを表示することを選択した場合、プレビューがこの時点で表示され、[属性の編集
（Edit Attributes）] をクリックして L3VPN 属性を変更できます。そうでない場合は、設定が即座にデバ
イスに展開されます。
サービスに参加しているデバイスのうち 1 台でも展開に失敗した場合は、サービスに参加しているすべ
てのデバイスで設定がロールバックされます。サービスに関連付けられているエンドポイントを削除す
るには、L3VPN サービス エンドポイントの削除 （836 ページ）を参照してください。この L3VPN サー
ビスにさらに VRF を追加するには、L3VPN サービスへの VRF の追加およびコピー （741 ページ）を参
照してください。

HSRP の詳細のリファレンス
Hot Standby Router Protocol（HSRP）は、デフォルト ゲートウェイ IP アドレスが設定された
IEEE 802 LAN 上の IP ホストにファースト ホップ冗長性を確保することでネットワークの可用
性を高めるシスコの標準方式です。Hot Standby Router Protocol（HSRP）は、IP ネットワーク
に冗長性をもたらし、ユーザ トラフィックが確実に最初のホップ ルータ障害から即座かつ透
過的に回復できるようにします。HSRP を使用すると、1 つの LAN 上の複数のルータが、ホス
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ト上のデフォルト ゲートウェイとして設定された仮想 IP と MAC アドレスを共有できます。
HSRP グループで設定されたルータのグループから、アクティブ ルータとして選択された 1 台
のルータと、スタンバイ ルータとして選択されたもう 1 台のルータがあります。アクティブ
ルータは、仮想 IP アドレスに送信されるパケットを転送するロールを担います。アクティブ
ルータで障害が発生すると、スタンバイ ルータが新しいアクティブ ルータのロールを引き継
ぎます。Cisco EPN Manager では、IP ベースまたは IP サービス イメージを実行するスイッチで
は IPv4 用の HSRP がサポートされており、IPv6 用の HSRP はユニキャスト ルーティングでサ
ポートされています。HSRPは、アドレス ファミリ IPv6 の IOS-XE デバイスではサポートされ
ていません。次の表に、HSRP 属性のリストを示し、説明します。
表 49 : HSRP 設定

属性

説明

グループ番号（Group IOS-XE デバイスまたは IOS-XR デバイスのスタンバイ グループ番号を入力します。推奨され
Number）
る値の範囲は次のとおりです。
• IOS-XE：値は 1 ～ 255 の間である必要があります。
• IOS-XR：値は 1 ～ 4095 の間である必要があります。
仮想 IP（Virtual IP） IPv4/IPv6 アドレスを入力します。仮想 IP アドレスと SEP アドレスが同じサブネット内に入力
されていることを確認します。
プライオリティ
（Priority）

優先度を入力して、プライマリ ルータにするルータを決定します。

Hello タイマー（Hello hello パケット間の時間を秒単位で入力します。
Timer）
（注） [Hello タイマー（Hello Timer）] と [最小遅延（Minimum Delay）] の値を指定した
IOS-XR デバイスでは、[ホールド タイマー（Hold Timer）] と [リロード遅延（Reload
Delay）] の値を入力する必要があります。
最小遅延（Minimum 最小遅延時間を秒単位で入力します。
Delay）
プリエンプト最小遅 ルータのプリエンプト遅延を指定します。
延（Preempt Minimum
Delay）
認証キー
（Authentication
Key）

グループ番号が 1 ～ 255 の場合は、認証キーを入力します。これにより、認証メッセージを
HSRP マルチキャストに含めることができます。これにより、承認されたルータのみが HSRP
グループに確実に含まれます。

ホールド タイマー
（Hold Timer）

保留時間を秒単位で入力します。

リロード遅延
（Reload Delay）

リロードの遅延時間を入力します。

（注）

保留時間は、XE デバイスの hello タイマーよりも長くする必要があります。
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属性

説明

プリエンプト リロー プリエンプト再読み込み遅延を入力します。
ド遅延（Preempt
このフィールドは、IOS-XR デバイスではサポートされていません。
Reload Delay）

PE-CE ルーティングの詳細のリファレンス
次の表に、レイヤ 3 VPN サービスをプロビジョニングするための PE-CE を定義する属性のリ
ストを示し、説明します。
表 50 : PE-CE ルーティングのリファレンス

属性

説明

ルーティング プロトコル設定（Routing Protocol Settings）
PE デバイス（PE
Device）

擬似回線デバイスの名前。

VRF

ウィザードの [VRF] ページで指定した VRF 名が読み込まれています。

ルーティングプロトコ [BGP]、[OSPF]、または [OSPFv3] をレイヤ 3 VPN サービスのルーティ
ル タイプ（Routing
ング プロトコルとして選択します。
Protocol Type）
（注） 選択したルーティング プロトコルに基づいて、[BGP ネイ
バー情報（BGP Neighbor Information）] セクションまたは
[OSPF プロセス情報（OSPF Process Information）] セクショ
ンが表示されます。
XR デバイスおよび XE デバイスの場合、PE-CE 認証はルー
ティング プロトコル タイプと認証タイプの選択に基づきま
す。詳細については、「PE-CE 認証」テーブルを参照して
ください。
アドレス ファミリ
（Address Family）

アドレス ファミリを IPv4 または IPv6 として選択します。
（注）

IPv6 は OSPF ルーティング プロトコルではサポートされて
いません。

認証タイプ
認証タイプを選択します。MD5 認証タイプのみがサポートされます。
（Authentication Type）
（注） [認証タイプ（Authentication Type）] フィールドは、ルーティ
ング プロトコルとして OSPF または OSPFv3 を選択した場
合にのみ使用できます。
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属性

説明

BGP ネイバー情報（BGP Neighbor information）
（注）

このセクションは、ルーティング プロトコルとして BGP を選択した場合にのみ使
用できます。

ネイバー アドレス
（Neighbor Address）

ネイバーの IP アドレスを入力します。

ネイバー AS（Neighbor このネイバーの自律システム番号を入力します。これは、BGP ネイ
AS）
バーとのピアリング セッションを確立するために使用される固有識
別子です。
入力ルート ポリシー
（Ingress Route
Policy）

このネイバーから受信した BGP ルートに適用されるルート ポリシー
を入力します。

出力ルート ポリシー このネイバーに送信されるルートに適用するルート ポリシーを入力
（Egress Route Policy） します。
ローカル AS（Local
AS）

BGP ネイバーとのピアリング セッションを確立するために使用され
る固有のローカル識別子を入力します。

AS アクション（AS
Action）

ローカル自律システム（AS）番号に関連付ける必要があるアクショ
ン タイプを、次の中から 1 つ選択します。
• [付加（Prepend）]：このオプションを使用すると、ネイバーから
受信するルートに AS 番号を付加するように BGP が設定されま
す。
• [付加しない（No Prepend）]：このオプションを使用すると、ネ
イバーから受信するルートに AS 番号を付加しないように BGP が
設定されます。
• [付加しない（No Prepend）]、[AS を置換（Replace AS）]：[AS を
置換（Replace AS）] を使用すると、（ip-address で設定された）
ローカル AS 番号のみが AS_PATH 属性に付加されます。ローカ
ル BGP ルーティング プロセスからの AS 番号は付加されません。
• [付加しない（No Prepend）]、[AS を置換（Replace AS）]、[デュ
アル AS（Dual AS）]：[デュアル AS（Dual AS）] オプションを
使用すると、ローカル BGP ルーティング プロセスから取得した
AS 番号、または ip-address 引数（local-as）で設定された AS 番号
を使用してピアリング セッションを確立するように eBGP ネイ
バーが設定されます。
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属性

説明

OSPF プロセス情報（OSPF Process Information）
（注）

このセクションは、ルーティング プロトコルとして OSPF または OSPFv3 を選択し
た場合にのみ使用できます。

ルータ ID（Router
ID）

OSPF プロトコルの IPv4 アドレスを指定します。

エリア ID（Area ID） OSPF プロトコルのエリアを定義します。有効範囲は 0 ～ 4294967295
です。
メトリック

OSPF プロトコルの数値を指定します。

ドメイン タイプ
（Domain Type）

必要なドメイン タイプを選択します。

ドメイン値（Domain
Value）

6 オクテットの 16 進数形式でドメイン値を入力します。たとえば、
00000000000F などです。

BFD 最小間隔（BFD
Min Interval）

制御パケットがネイバーに送信される最小間隔を入力します。範囲は
3 ～ 30000 ミリ秒です。
（注）

BFD の乗数（BFD
Multiplier）

この乗数は、BFD がネイバーのダウンを宣言するまでのパケットが失
われる回数です。OSPF プロトコルの範囲は 2 ～ 50 です。
（注）

BFD 高速検出（BFD
Fast Detect）

このフィールドは、Cisco IOS-XR デバイスでのみ使用でき
ます。

隣接する転送エンジン間のパスで障害を迅速に検出するには、この
チェックボックスをオンにします。
（注）

（注）

このフィールドは、Cisco IOS-XR デバイスでのみ使用でき
ます。

このフィールドは、Cisco IOS-XR デバイスでのみ使用でき
ます。

EPNM では、対象の L3VPN インスタンスの PE-CE ルーティング用に作成できる OSPF プロセ
スは 1 つだけです。XE プラットフォームの場合はこれで十分です。これは、単一の OSPFv3
プロセスで IPv4 と IPv6 の両方のアドレスファミリを管理できるためです。ただし、IOS-XR
プラットフォームでは、OSPFv3 は IPv6 のみをサポートしており、IPv4 はサポートしていませ
ん。そのため、IPv4 と IPv6 の両方のアドレスファミリを使用する場合は、EPNM から OSPF
と OSPFv3 の両方のプロセスを作成する必要があります。
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PE-CE 認証
次の表に、XE デバイスと XR デバイスの選択に基づいた PE-CE 認証のルーティング プロトコ
ルと認証タイプの関連する組み合わせのリストを示します。
表 51 : PE-CE 認証のリファレンス

デバイス
（Device）

ルーティング
プロトコル
（Routing
Protocol）

認証タイプ
（Authentication
Type）

パスワード タイプ（Password Type）

XE

BGP

—

次のオブション ボタンのいずれかをク
リックします。
• [プレーン テキスト（Plain
Text）]：パスワードを入力できる
ようにします。
• [暗号化（Encrypted）]：パスワー
ドとして 16 進数値を入力できるよ
うにします。

OSPF

—

OSPFv3

キーチェーン認証タ —
イプのみが使用でき
ます。
[キーチェーン（Key
Chain）] ドロップダ
ウンリストから、デ
バイス上に設定され
ている認証キー
チェーンを選択しま
す。
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デバイス
（Device）

ルーティング
プロトコル
（Routing
Protocol）

認証タイプ
（Authentication
Type）

パスワード タイプ（Password Type）

XR

BGP

—

次のオブション ボタンのいずれかをク
リックします。
• [プレーン テキスト（Plain
Text）]：パスワードを入力できる
ようにします。
• [暗号化（Encrypted）]：パスワー
ドとして 16 進数値を入力できるよ
うにします。

OSPF

MD5 またはキー
次のオブション ボタンのいずれかをク
チェーンを選択しま リックします。
す。
• [プレーン テキスト（Plain
Text）]：パスワードを入力できる
ようにします。
• [暗号化（Encrypted）]： パスワー
ドとして 16 進数値を入力できるよ
うにします。

OSPFv3

認証タイプとして、 次のオブション ボタンのいずれかをク
[IPSec - MD5] または リックします。
[IPSec-SHA1] のいず
• [プレーン テキスト（Plain
れかを選択します。
Text）]：パスワードを入力できる
ようにします。
• [暗号化（Encrypted）]： パスワー
ドとして 16 進数値を入力できるよ
うにします。

設定例：L3VPN サービスのプロビジョニング
次に、以下のパラメータを使用して Cisco ASR 9000 デバイスに展開する設定例を示します。
• BDI（仮想）インターフェイルでの VRF アドレスと IP アドレス（IPv4 と IPv6 の両方）の
作成。
• OSPF プロトコルを BGP プロトコルの再配布。
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例：Cisco ASR 9000 デバイスの BVI 対応インターフェイス（サブインターフェイス）での
L3VPN サービスのプロビジョニング。
vrf vrfrbvibdi9k
vpn id aaaaaa:21
address-family ipv4 unicast
import route-target
6:55
address-family ipv6 unicast
import route-target
6:55
export route-target
6:55
interface GigabitEthernet0/0/0/17
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/0/0/17.1
encapsulation dot1q 1198
shutdown
interface BVI 1
vrf
vrfrbvibdi9k
ipv4 address 88.7.6.4 255.224.0.0
l2vpn
bridge group BDI1
bridge-domain 1
routed interface BVI 1
interface GigabitEthernet0/0/0/17.1
router bgp 140
vrf vrfrbvibdi9k
rd auto
address-family ipv6 unicast
address-family ipv4 unicast
exit
exit
exit

例：OSPF ルート配布を使用して L3VPN サービスをプロビジョニングするための BVI 対応イ
ンターフェイスの使用（デュアル AS を使用）。
vrf definition VRF2-2VRF-2UNI-BDI
vpn id AAAAAA:2
rd 532533:2
address-family ipv4
route-target import 6:5
route-target export 6:5
address-family ipv6
route-target export 6:5
interface GigabitEthernet0/0/0
duplex full
service instance 2 ethernet
encapsulation dot1q 761
bridge-domain 14
shutdown
exit
interface BDI14
vrf forwarding VRF2-2VRF-2UNI-BDI
ip address 5.44.3.7 255.255.0.0
router bgp 120
address-family ipv4 vrf VRF2-2VRF-2UNI-BDI
neighbor 55.4.3.2 remote-as 71
neighbor 55.4.3.2 activate
redistribute rip metric 6
neighbor 55.4.3.2 local-as 387
address-family ipv6 vrf VRF2-2VRF-2UNI-BDI
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neighbor c5::98 remote-as 50
neighbor c5::98 activate
redistribute ospf 65 match external metric 2
neighbor c5::98 local-as 324 no-prepend replace-as dual-as
exit
exit

L3VPN サービスの詳細表示
Cisco EPN Manager を使用すると、次の方法で L3VPN サービスに関する詳細情報を表示できま
す。
• [回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューの使用：[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューに
は、Cisco EPN Manager を使用して作成された特定の L3VPN に関する詳細情報が表示され
ます。「回線/VC の表示」を参照してください。L3VPN サービスに関連付けられているさ
まざまなパラメータは、[要約（Summary）]、[VRF（VRFs）]、[サイトの詳細（Site
Details）]、[HSRP]、[PE-CE ルーティング（PE-CE Routing）] の 5 つのタブに表示されま
す。

（注）

サービス検出時に HSRP のさらに詳しい説明を表示するには、[サ
イトの詳細（Site Details）] タブをクリックし、IP エンドポイント
から行を選択します。また、選択した OSPFv3 ルーティング プロ
トコル タイプと IPv6 アドレス ファミリの 6VPE 認証プロパティ
を表示するには、[PE-CE ルーティング（PE-CE Routing）] タブを
クリックします。

• [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] と [サービスの詳細（Service Details）] ビュー
の使用：[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウには、デバイスのグラ
フィカルなトポロジ マップ ビュー、デバイス間のリンク、デバイスまたはリンクのアク
ティブ アラームが示されます。また、表示されたトポロジ マップ内で L3VPN を視覚化す
ることもできます。
• L3VPN とその詳細の完全なリストを表示するには、トポロジ ウィンドウのデバイス
グループの回線/VC リストの表示 （817 ページ）を参照してください。回線/VC の情
報をすばやく取得する：[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを参照してください。
• 特定のデバイスの L3VPN サービスの詳細を表示するには、「特定のデバイスの回
線/VC の表示」を参照してください。
• アラーム テーブルの使用：Cisco EPN Manager のアラーム テーブルには、L3VPN サービ
スに問題があるかどうかを一目で確認する方法がいくつかあります。「回線/VC のエラー
のチェック」を参照してください。
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HSRP のより詳細な説明の表示
ホット スタンバイ ルーティング プロトコル（HSRP）の詳細を使用して L3VPN サービスを作
成した後、[回線 360/拡張詳細（Circuit 360/extended details）] ビューで HSRP プロパティを表示
できます。

ステップ 1 左側のペインから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ
（Network Topology）] を選択します。
[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウが開きます。
ステップ 2 ツールバーから [デバイス グループ（Device Groups）] をクリックした後、L3VPNサービスをフィルタ処理
して表示します。
ステップ 3 図に示すように、L3VPN サービスを選択して HSRP のオーバーレイを表示します。
図 11 : オーバーレイ：HSRP

ステップ 4 HSRP ノードまたはそれに接続されているリンクをクリックし、次に示す HSRP に関連する詳細を表示し
ます。
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図 12 : HSRP の詳細

ステップ 5 HSRP のより詳しい説明を表示するには、次の手順を実行します。
• [360 度表示（View 360）] ハイパーリンクをクリックします。[回線/VC 360*（Circuit/VC 360*）] ペー
ジが表示されます。
• [表示（View）] > [詳細（Details）] を選択します。
• [回線/VC の詳細（Circuit-VC Details）] ウィンドウで、[サイトの詳細（Site Details）] タブをクリック
します。
• IP エンドポイントを選択した後、[HSRP] タブをクリックしてプロパティを表示します。
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図 13 : より詳細な説明（Extended Details）

L3VPN および VRF の変更
Cisco EPN Manager を使用して作成されて展開された L3VPN サービスには変更を加えることが
できます。サービスに関連付けられているフル メッシュ プレフィックス、QoS プロファイル、
ルート ターゲット値、OSPF 設定は変更できますが、サービスに関連付けられている顧客の詳
細、VPN 名、サービス MTU 値などのパラメータを変更することはできません。これらのパラ
メータを変更するには、サービスを削除してから新しい値を設定してサービスを再作成する必
要があります。また、L3VPN サービスに関連付けられている VRF を変更することもできま
す。
L3VPN サービスおよび VRF を変更するには、次の手順に従います。
始める前に
Cisco EPN Manager を使用して検出されてプロモートされた L3VPN サービスに変更を加えるに
は、L3VPN サービスのルート識別子が rd device_ip:number の形式で指定されていることを確
認する必要があります。次に例を示します。
vrf definition vdvvgfr420
rd 10.104.120.133:420
vpn id 36B:420
!
address-family...
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ルート識別子が他の形式で指定されている場合、サービスを編集することはできません。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] に移動します。
ステップ 2 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックし、変更を加える L3VPN サービスを選択します。
ステップ 3 鉛筆（変更）アイコンをクリックします。
ステップ 4 選択した L3VPN に変更を加えるには、[VPN の変更（Modify VPN）] を選択し、[次へ（Next）] をクリッ
クします。
[プロビジョニング（Provisioning）] ウィザードに、選択した L3VPN に関連付けられている VRF、エンド
ポイントおよびその他の詳細が表示されます。
ステップ 5 必要に応じて、[IP MTU] の値を変更できます。
ステップ 6 選択した L3VPN に関連付けられている VRF を変更するには、[VRF の変更（Modify VRF）] を選択し、[次
へ（Next）] をクリックします。
[プロビジョニング（Provisioning）] ウィザードに、選択した L3VPN に関連付けられている VRF、エンド
ポイントおよびその他の詳細が表示されます。既存の VRF パラメータを変更するだけでなく、新しいルー
ト ターゲット値を VRF に関連付けることもできます。
VRF を変更する際に、UNI に関連付けられている QoS プロファイルを変更することはできませんが、サー
ビス エンドポイントに関連付けられている QoS ポリシーは変更できます。
（注）

選択した L3VPN に関連付けられている VRF 名とデバイスを変更することはできません。

ステップ 7 必要に応じて変更した後、[送信（Submit）] をクリックしてデバイスに展開される設定をプレビューしま
す。
（注）

VPN を変更する際に、VPN に関連付けられている VRF を変更することはできません。VRF を変
更する場合は、L3VPN サービスへの VRF の追加およびコピー （741 ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 8 変更内容を確認してから [展開（Deploy）] をクリックしてデバイスに変更を展開します。
サービスに参加しているデバイスのうち 1 台でも展開に失敗した場合は、サービスに参加しているすべて
のデバイスで設定がロールバックされます。
ステップ 9 変更が保存されていることを確認するには、L3VPN サービスの詳細を表示します。L3VPN サービスの詳
細表示 （737 ページ） を参照してください。

L3VPN サービスへの VRF の追加およびコピー
Cisco EPN Manager を使用して、新しい VRF を作成したり、それを既存の L3VPN サービスに
関連付けたりすることができます。また、L3VPN サービス用に新しい VRF を作成するため、
ルート ターゲットやその他の詳細を既存の VRF からコピーすることもできます。
新しい VRF を L3VPN サービスに関連付けるには、以下の手順を実行します。
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ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] に移動します。
ステップ 2 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックして、新しい VRF を関連付ける L3VPN サービスを選択します。
また、[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [サービス プロビジョニング（Service
Provisioning）] の順に選択することによって、[L3VPN プロビジョニング（L3VPN Provisioning）] ウィザー
ドにアクセスすることもできます。
ステップ 3 鉛筆（変更）アイコンをクリックします。
[L3VPN プロビジョニング（L3VPN Provisioning）] ウィザードが表示されます。
ステップ 4 [VRF の追加（Add VRF）] を選択して、[次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 5 [+] アイコンをクリックして、新しい VRF の詳細を手動で追加します。VRF の詳細を自動入力するには、
マップでデバイスをクリックし、その VRF を選択します。デバイスの詳細と VRF の新しい名前は、VRF
のページに自動的に入力されます。
ステップ 6 [コピー元（Copy From）] ドロップダウン リストをクリックして必要な VRF を選択し、既存の VRF から
VRF の詳細をコピーできます。
選択した L3VPN に関連付けられたそれらの VRF のみが、VRF ルート ターゲットおよびルート再配布の詳
細とともに表示されます。
ステップ 7 それ以外の場合は、選択した VPN サービスに追加する VRF の詳細を手動で指定します。さまざまな VRF
パラメータの詳細については、「新規 L3VPN サービスの作成およびプロビジョニング」を参照してくださ
い。
ステップ 8 エンドポイントや BGP ネイバーの詳細の追加など必要な変更を加え、[送信（Submit）] をクリックしま
す。
ステップ 9 デバイスに導入する設定をプレビューし、必要な変更を加え、[導入（Deploy）] をクリックしてデバイス
への変更を導入します。
導入された変更を確認するには、選択した L3VPN サービスの詳細を表示します。「L3VPN サービスの詳
細表示」を参照してください。
L3VPN サービスの変更や削除の詳細については、L3VPN サービス エンドポイントの削除 （836 ページ）
およびL3VPN および VRF の変更 （740 ページ）を参照してください。

回線エミュレーション サービスのプロビジョニング
• Cisco EPN Manager CEM のプロビジョニング サポートの概要 （743 ページ）
• CEM プロビジョニングの前提条件 （743 ページ）
• 新しい CEM サービスの作成とプロビジョニング （743 ページ）
• #unique_719
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Cisco EPN Manager CEM のプロビジョニング サポートの概要
Cisco EPN Manager は、回線エミュレーション（CEM）サービスのプロビジョニングをサポー
トします。CEM は、従来の TDM ネットワークとパケット スイッチド ネットワーク（PSN）
の間のブリッジを提供します。これは、TDM データをパケットにカプセル化し、適切なヘッ
ダーを付与して、それらのパケットを PSN 経由で宛先ノードに送信します。詳細については、
サポートされる回線エミュレーション サービス （639 ページ）を参照してください。
さらに、MPLS TE トンネルを CEM サービスに割り当て、CEM サービスがネットワークを通
過できるようにすることができます。プロビジョニング ウィザードの [優先パス（Preferred
Path）] ドロップダウン リストを使用して、CEM サービスに MPLS TE トンネルを割り当てま
す。詳細については、CEM サービスの詳細 （745 ページ）を参照してください。

（注）

優先パスで選択されたトンネルに十分な帯域幅がない場合、CEM サービスのプロビジョニン
グは失敗します。

CEM プロビジョニングの前提条件
CEM サービスをプロビジョニングするには、次の前提条件を満たしている必要があります。
• CEM サービスの発信側と着信側のエンドポイントで、IP/MPLS 接続を有効にする必要が
あります。
• ループバック インターフェイスや ACR グループなどの CEM 設定を、CEM サービスで使
用されるデバイスで設定する必要があります。詳細については、回線エミュレーションの
設定 （392 ページ）を参照してください。
• CEM サービスがプロビジョニングされるデバイスのインベントリ収集ステータスが、[完
了済み（Completed）] である必要があります。これを確認するには、[インベントリ
（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] を選択し、[最後のインベントリ収集ステータス（Last Inventory Collection Status）]
列でステータスを確認します。
• オプションで、顧客をシステムに作成して、サービスの作成中およびプロビジョニング プ
ロセス中に CEM サービスを顧客に関連付けることができます。左のサイドバーから [イン
ベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [顧客（Customers）] を選択して、顧客を
作成および管理します。

新しい CEM サービスの作成とプロビジョニング
Cisco EPN Manager で CEM サービスを作成してプロビジョニングするには、次の操作を行いま
す。
• CEM サービスのエンドポイントの指定。
• CEM サービスとそのエンドポイントを介して配信されるトラフィックの処理方法に影響
する属性の定義。
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始める前に
CEM サービスをプロビジョニングする前に満たしている必要がある前提条件については、CEM
プロビジョニングの前提条件 （743 ページ）を参照してください。

ステップ 1

左側のサイドバーのメニューから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネット
ワーク トポロジ（Network Topology）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイス グループ（Device Groups）] をクリックして、CEM サービスを作成する場所を選択します。

ステップ 3

[デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。

ステップ 4

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックしま
す。

ステップ 5

[+] アイコンをクリックします。マップ右側の新しいペインにプロビジョニング ウィザードが表示されま
す。
プロビジョニング ウィザードを表示するもう 1 つの方法として、[設定（Configuration）] > [ネットワー
ク（Network）] > [サービス プロビジョニング（Service Provisioning）] の順に選択する方法があります。

ステップ 6

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウンリストから [回線エミュレーション（Circuit Emulation）]
を選択します。

ステップ 7

[サービス タイプ（Service Type）] ドロップダウンリストから、回線のデータ転送速度に基づいて必要な
CEM サービス タイプを選択します。Cisco EPN Manager でサポートされている CEM サービス タイプの
リストについては、サポートされる回線エミュレーション サービス （639 ページ）を参照してください。

ステップ 8

さまざまなサービスの属性を設定するためにプロファイルを定義している場合は、[プロファイルの選択
（Select Profile）] ドロップダウンリストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル
（780 ページ）を参照してください。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックして [カスタマー サービスの詳細情報（Customer Service Details）] ページに移
動します。

ステップ 10

（オプション）EVC の作成対象顧客を選択します。リストに顧客が表示されない場合は、Inventory >
Other > Customers に移動し、システムで顧客を作成し、プロビジョニング ウィザードに移動して CEM
サービスのプロビジョニングを開始します。

ステップ 11

[アクティブ化（Activate）] チェックボックスをオンにし、プロビジョニングするサービスに関連付けら
れているインターフェイスをアクティブにします。

ステップ 12

サービス名と説明を入力します。

ステップ 13

[展開アクション（Deployment Action）] フィールドに、CEM サービス作成プロセス完了時のアクション
を指定します。実際に展開する前に関連デバイスに展開される設定のプレビューを要求するか、または
完了後すぐに設定を展開することができます。
[展開（Deploy）] を選択した場合は、次の展開オプションのいずれかをクリックします。
• [今すぐ展開（Deploy Now）]：プロビジョニング順序を直接展開します。
• [後で展開（Deploy Later）]：作成されたプロビジョニング順序を保存しておき、後で同じ順序を展
開します。
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• [展開のスケジュール（Schedule Deployment）]：プロビジョニングの順序をスケジュールし、スケ
ジュールされた時刻に展開します。この [展開のスケジュール（Schedule Deployment）] オプション
ボタンをクリックした場合は、次を指定します。
• [スケジュール時刻の展開（Deploy Schedule Time）]：プロビジョニング順序の展開のスケジュー
ル時刻を指定します。
• [サーバ時刻（Server Time）]：現在のサーバ時刻を表示します。
ステップ 14

[次へ（Next）] をクリックし、[A エンド（A End）] 設定と [Z エンド（Z End）] 設定、および CEM サー
ビスの転送設定を入力します。フィールドと属性の説明については、CEM サービスの詳細 （745 ページ）
を参照してください。

ステップ 15

エンドポイントの 1 つが Cisco EPN Manager により管理されていないデバイス上のインターフェイスの場
合は、[管理対象外デバイス（Unmanaged Device）] チェックボックスをオンにし、その管理対象外デバ
イスの情報を入力します。詳細については、アンマネージド エンドポイントを使用した回線/VC のプロ
ビジョニング （783 ページ）を参照してください。
（注）

[管理対象外デバイス（Unmanaged Device）] チェックボックスは、[Z エンド設定（Z End
Configurations）] ページだけで使用できます。

ステップ 16

（オプション）サービスに参加するデバイスで設定される追加の CLI コマンドがあるテンプレートを追
加するには、[テンプレートの詳細（Template Details）] ページで追加してください。詳細については、
テンプレートを使用した回線/VC の拡張 （784 ページ）を参照してください。

ステップ 17

サービスに必要な情報をすべて入力したら、[送信（Submit）] をクリックします。デバイスに展開され
る CLI のプレビューを表示することを選択した場合は、プレビューが表示されます。この場合、属性の
編集（Edit Attributes）] をクリックすることで、属性を変更できます。そうでない場合は、すぐに設定が
デバイスに展開されます。

CEM サービスを [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC
（Circuits/VCs）] ペインのリストに追加する必要があります。プロビジョニング状態を確認す
るには、回線/VC 名の横の [i] アイコンをクリックします。[回線/VC 360（Circuit/VC 360）]
ビューが表示されます。また、保存されたプロビジョニング ジョブは、[管理
（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job
Dashboard）] > [プロビジョニング（Provisioning）] から [計画済み回線/VC（Planned
Circuits/VCs）] タブに表示できます。

CEM サービスの詳細
次の表では、CEM サービスのタイプを定義する属性をリストし、説明しています。
表 52 : 回線セクションのリファレンス - CEM サービス タイプ

属性

説明

[A エンド（A End）] と [Z エンドの設定（Z End Configurations）]
Device

CEM サービスの送信元と宛先のデバイスの名前。
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属性

説明

作業パスと保護パス
ポート名またはイン CEMサービスにおける送信元と宛先デバイスのインターフェイス名。
ターフェイス名（Port ポート名またはポート グループを選択できます。
Name or Interface
[保護パス（Protecting Path）] エリアの下にあるポート名を選択する
Name）
と、単方向パス スイッチ型リング（UPSR）保護メカニズムが有効に
なります。
[保護パス（Protecting Path）] エリアの下にあるポート グループを選
択すると、自動保護スイッチング（APS）の保護メカニズムが有効に
なります。保護グループの設定方法の詳細については、APS または
MSP および UPSR または SNCP 保護グループの設定 （400 ページ）を
参照してください。
高次パス

SONET/SDH 回線がチャネライズされると、高次パス（HOP）および
低次パス（LOP）と呼ばれる、より小さな帯域幅のチャネルに論理的
に分割されます。HOP または同期転送信号（STS）パスは、より高い
帯域幅の TDM データを伝送するために使用されます。HOP は、その
中に LOP を含むこともできます。
CEM サービスで使用可能なパスとパスモードを選択します。

低次パス

LOP またはバーチャル トリビュタリ（VT）パスは、より低い帯域幅
の TDM データを伝送するために使用されます。

DS0 タイムスロット
（DS0 Time Slot）

DS0 グループで使用できる 1 つ以上のタイムスロットを選択します。
（注）

このフィールドは、[サービス タイプ（Service Type）] フィー
ルドの [DS0] を選択するときにのみ使用できます。

クロッキング
ネットワーク内のノードは、クロック レートが異なる可能性があります。ノードでのタイミ
ングの違いによって、受信ノードは、送信された情報をドロップしたり、再読み取りしたり
する可能性があります。すべてのノードを同じクロック レートに同期させるには、クロッキ
ングが必要です。クロッキングの詳細については、CEMのクロッキングの設定 （403 ページ）
を参照してください。
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属性

説明

Clock Source

すべてのノードを同じクロック レートで同期できるように、単一の
送信元からクロックレートを回復できるようにします。値は次のとお
りです。
• [内部（Internal）]：ホストから回復されるクロック レート。
• [回線（Line）]：SONET/SDH 回線から回復されるクロック レー
ト。
• [適応クロック回復（Adaptive Clock Recovery）]：デジッタ バッ
ファ フル レベルに基づいてクロック レートが回復されます。遅
延変動により、デジッタ バッファ フル レベルは常に変動しま
す。TDM サービス クロックは、変動をフィルタリングした後に
回復されます。復元クロックの精度は遅延変動によって異なりま
す。
• [差分クロックリカバリ（Differential Clock Recovery）]：クロック
レートは Sync-E を使用してプライマリクロックから回復されま
す。ネットワークのプライマリクロックを設定する方法の詳細に
ついては、Sync-E、BITS、および PTP を使用したクロックの同
期 （416 ページ） を参照してください。

QOS
選択可能なプロファイルのリストには、デバイスで設定され、システムによって検出された
ポリシーマップ、およびユーザ定義の QoS プロファイルが含まれます。QoS プロファイルの
作成方法の詳細は、QoS プロファイルの作成 （781 ページ） を参照してください。
入力 QoS プロファイル A エンド デバイスと Z エンド デバイスで設定されている入力 QoS ポ
（Ingress QoS Profile） リシーを選択します。
管理されていないデバイス詳細
（注）

次のフィールドは Z エンドの設定でのみ使用できます。

管理対象外デバイス Cisco EPN Manager で管理されていないデバイスを含めて、部分的サー
（Unmanaged Device） ビスを作成する場合に、このチェックボックスをオンにします。
新規デバイス（New
Device）

新しい管理対象外デバイスを作成する場合に、このチェックボックス
をオンにします。

Device

ドロップダウンリストから管理対象外デバイスを選択します。
（注）

このフィールドは、[新規デバイス（New Device）] チェック
ボックスがオフになっている場合にだけ使用できます。
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属性

説明

デバイス名（Device
Name）

作成する新しい管理対象外デバイスの一意の名前を入力します。

デバイス IP（Device
IP）

作成する新しい管理対象外デバイスの IP アドレスを入力します。

LDP IP

管理対象外デバイスの有効な LDP IP を入力します。

VC ID

管理対象外デバイスの仮想回線（VC）の固有 ID を入力します。

（注）

（注）

このフィールドは、[新規デバイス（New Device）] チェック
ボックスがオンになっている場合にだけ使用できます。[新
規デバイス（New Device）] チェックボックスがオフの場
合、[デバイス（Device）] ドロップダウン リストで選択し
た管理対象外デバイスの名前がこのフィールドに入力され
ます。

このフィールドは、[新規デバイス（New Device）] チェック
ボックスがオンになっている場合にだけ使用できます。[新
規デバイス（New Device）] チェックボックスがオフの場
合、[デバイス（Device）] ドロップダウン リストで選択し
た管理対象外デバイスの IP アドレスがこのフィールドに入
力されます。

転送設定
フレーム タイプ
（Frame Type）

このフィールドは表示専用で、CEM サービスの作成時に選択した
CEM サービスタイプに基づいて自動入力されます。値は [CESoPSN]、
[SAToP]、[FRAMED_SAToP]、および [CEP] です。
サービス タイプが [T1]、[T3]、[E1]、および [E3 CEM] の場合は、フ
レーム タイプを [SAToP] または [FRAMED_SAToP] として選択しま
す。
E3 コントローラ上のサービスタイプ E3 のフレームタイプ CEP を選
択できます。
（注）

ペイロード サイズ
（Payload Size）

CEM サービスの展開後、 SDH を持つ SONET フレーム モー
ドを介した T1/T3 サービスと E1/E3 サービスの CLI 変更を
[デバイス プレビューの設定（Device Preview Config）] に表
示します。FRAMED-SAToP フレーム タイプは、NCS42xx
デバイスまたは ASR9xx デバイスでサポートされています。

各 IP パケットに入れられるバイト数。有効な範囲は 64 ～ 1312 です。
範囲は、デバイスの機能、サポート レベル、および設定されたデジッ
タ バッファ サイズの値に応じて異なります。
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属性

説明

デジッタ バッファ サ ネットワーク ジッターを許容するエミュレートされた回路の能力を
イズ（Dejitter Buffer
決定します。有効な範囲は 1 ～ 32 です。範囲は、デバイスの機能、
Size）
サポートのレベル、および設定されたペイロードサイズの値によって
異なります。
アイドル パターン
（Idle pattern）

サービスがダウンしたときにデータを送信するアイドル パターン。
有効範囲は 0x00 ～ 0xFF です。

ダミー モード
（Dummy Mode）

損失フレームまたは破損フレームの穴埋め用ビット パターンを設定
できます。値はラスト フレームとユーザ定義です。

ダミー パターン
（Dummy Pattern）

損失フレームまたは破損フレームの穴埋め用ビット パターン。有効
範囲は 0x00 ～ 0xFF です。デフォルトは 0xFF です。
（注）

RTP ヘッダー対応
（RTP Header
Enabled）

このフィールドは、ユーザ定義としてダミーモードを選択
した場合にのみ有効になります。

CEM サービスの Real-Time Transport Protocol (RTP) ヘッダーを有効に
するには、このチェックボックスをオンにします。

RTP 圧縮対応（RTP
パケットが送信される前にパケットの IP ヘッダーを圧縮するには、
Compression Enabled） このチェックボックスをオンにします。ネットワークのオーバーヘッ
ドを削減し、RTP の伝送を高速化します。
疑似回線の設定
優先パスタイプを双方向または単方向として選択します。
優先パス タイプ
（Preferred Path Type）
優先経路（Preferred
Path）

CEM サービスを通過させる MPLS 双方向 TE トンネルを選択します。

優先パス（A～Z）
（Preferred Path
(A-Z)）

A エンドポイントから Z エンドポイントまで CEM サービスを移動さ
せるために必要な単方向トンネルを選択します。

優先パス（Z～A）
（Preferred Path
(Z-A)）

Z エンドポイントから A エンドポイントに CEM サービスを移動させ
るために必要な単方向トンネルを選択します。

（注）

（注）

（注）

このフィールドは、優先パス タイプに [双方向
（Bidirectional）] を選択したときにのみ使用できます。

このフィールドは、優先パス タイプに [単方向
（Unidirectional）] を選択したときにのみ使用できます。

このフィールドは、優先パス タイプに [単方向
（Unidirectional）] を選択したときにのみ使用できます。
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属性

説明

LDP へのフォールバッ 選択した優先パスがダウンした時に、CEM サービスがデフォルトの
クを許可（Allow
MPLS Label Distribution Protocol（LDP）にフォールバックされるよう
Fallback to LDP）
にするには、このチェックボックスをオンにします。
（注）

このチェックボックスは、[優先パス（Preferred Path）] フィー
ルドで有効な MPLS TE トンネルを選択した場合にのみ使用
できます。

送信コントロールワー 接続の両側で疑似回線ペイロードを特定するためにコントロール ワー
ド（Send Control
ドを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
Word）
[インターネットワー EVC のエンドポイントのいずれかが管理対象外デバイスの場合、オ
キング
プションを選択します。
（Internetworking）] の
オプション
帯域幅（kbps）
（Bandwidth (kbps)）

疑似回線に必要な帯域幅を入力します。

PWID

疑似回線識別子を入力します。この ID は、ポイントツーポイント
サービスの [擬似線設定（Pseudowire Settings）] に表示されます。

CEM サービスの変更
Cisco EPN Manager を使用して作成および展開された CEM サービスを変更できます。
始める前に

ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジマップ（Topology Maps）] > [ネットワークトポ
ロジ（Network Topology）] の順に選択します。

ステップ 2

[Device Groups] をクリックして、変更する CEM サービスがある場所を選択します。

ステップ 3

[デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。

ステップ 4

[Network Topology] ウィンドウで、[Circuits/VCs] タブをクリックし、変更する CEM サービスを選択しま
す。

ステップ 5

鉛筆（変更）アイコンをクリックします。
[Modify CEM] ウィンドウが表示されます。[Z Endpoint] の詳細のみを変更できます。

ステップ 6

[Device] を変更するには、[Device] ドロップダウンリストからデバイスを選択します。

ステップ 7

[Working Path] を変更するには、ドロップダウンリストから [Interface Name] を選択します。

ステップ 8

[Higher Order Path] を変更するには、ドロップダウンリストから [Available Paths] と [Path Mode] を選択し
ます。
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ステップ 9

[Lower Order Path] を変更するには、ドロップダウンリストから [Available Paths] を選択します。

ステップ 10

必要に応じて変更したら、[送信（Submit）] をクリックしてデバイスに展開される設定をプレビューし
ます。

ステップ 11

変更内容を確認してから [展開（Deploy）] をクリックしてデバイスに変更を展開します。

プロビジョニング順序の保存とスケジュール
回線/VC、MPLS トンネル、または L3VPN サービス テクノロジーなどのプロビジョニング サー
ビスを作成、変更、または削除すると、サービスをプレビューまたは展開できます。プロビ
ジョニング順序を保存またはスケジュールする前に、[今すぐ展開（Deploy Now）]、[後で展開
（Deploy Later）]、[展開のスケジュール（Schedule Deployment）] などの展開オプションを選
択できます。
[計画回線/VC（Planned Circuits/VCs）] タブに保存されたプロビジョニング順序を表示し、必
要に応じて計画サービスを変更するか、後続サービスを作成することができます。次に、制限
事項の一部を示します。
• 計画バージョンが存在する場合は、ライブ回線の変更および削除操作はすべて無効になり
ます。また、[インベントリ（Inventory）] > [回線/VC およびネットワーク インターフェ
イス（Circuits/VCs & Network Interfaces）] で計画順序のサービスを修正することはでき
ません。詳細については、「次の作業」の項を参照してください。
• [計画回線（Planned Circuits）] から順序を編集する場合、Cisco EPNM では計画に変更を加
えることができます。
• [計画回線（Planned Circuits）] からの削除アクションは、最後に試行されたプロビジョニ
ングされたバージョンに戻される計画サービスを削除します。スケジュール順序の場合、
ジョブ ダッシュボードから時刻が更新されると、同じ時刻が [計画回線（Planned Circuits）]
に反映されません。
展開を保存してスケジュールするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次のパスのいずれかを使用して計画プロビジョニングの順序を作成するには、次の手順を実行します。
[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network Topology）]
を選択します。
または
[インベントリ（Inventory）] > [回線/VCs およびネットワーク インターフェイス（Circuits/VCs&Network
Interfaces）] を選択します。
ステップ 2 「での回線/VC のプロビジョニング Cisco EPN Manager」というトピックのステップ 2 ～ 12 を繰り返しま
す。
ステップ 3 展開を保存してスケジュールするには、次の手順を実行します。
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a)

[展開（Deploy）] 領域で、[後で展開（Deploy Later）] オプション ボタンをクリックして、プロビジョ
ニング順序を保存します。

b) [展開（Deploy）] 領域で、[展開のスケジュール（Schedule Deployment）] オプション ボタンをクリッ
クし、指定した時刻に今後の展開の順序を保存します。次の値を指定します。
• [スケジュール時刻の展開（Deploy Schedule Time）]：プロビジョニング順序の展開のスケジュー
ル時刻を指定します。
• [サーバ時刻（Server Time）]：現在のサーバ時刻を表示します。
c)

[次へ（Next）] をクリックしてエンドポイントを選択し、選択したテクノロジーに基づいて属性を定義
します。

d) [送信（Submit）] をクリックします。選択した展開アクションに応じて、関連するアクションが実行さ
れます。つまり、設定のプレビューを選択した場合は、設定を表示できるプレビュー ページが表示さ
れ、その後に [展開（Deploy）] をクリックします。展開を選択した場合、設定は関連するデバイスに
直接展開されます。展開の保存/スケジュールが成功したことを示すメッセージを受け取ったら、[閉じ
る（Close）] をクリックします。
ステップ 4 左側のペインで、[回線/VC（Circuit/VCs）] ハイパーリンクをクリックします。[場所/すべての場所/未割り
当て（Locations/All Locations/Unassigned）] 拡張ビュー ウィンドウが表示されます。
ステップ 5 [計画回線 VC（Planned Circuits VC）] タブをクリックし、新しく作成されたプロビジョニング サービスの
詳細を表示します。新しく作成されたプロビジョニング サービスのステータスは、[計画済みの作成（Create
Planned）] として表示されます。展開スケジュールの時刻、プロビジョニングするサービスのタイプおよ
び名前、顧客名、および最終変更日時を表示します。必要に応じて、サービスは再度変更することができ
ます。計画されたサービスの場合、展開するまでは何度でも修正できます。ステータスは [計画済みの変更
（Modify Planned）] として表示されます。
（注）

[計画回線/VC（Planned Circuits/VCs）] タブは、[マップ（Maps）] > [トポロジ（Topology）] >
[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] から [回線/VC（Circuit/VCs）] をクリックした場
合にのみ使用できます。[後で展開（Deploy Later）] オプションの場合は、展開スケジュール時刻
が表示されません。
何度かの修正の間に最新バージョンがキャプチャされます。スケジュールされた順序があり、最
新バージョンが [後で展開（Deploy Later）] に設定されている場合は、そのうちに以前にスケジュー
ルされたすべての順序が [ジョブ（Job）] ダッシュボードから削除されます。

ステップ 6 計画順序の作成をクリックした後、[アクション（Actions）] > [展開（Deploy）] を選択してサービスを直
接展開します。
ステップ 7 （オプション）必要に応じて他のアクションを実行できます。
a)

新しいプロビジョニング ワークフローを作成するには、[+] アイコンをクリックします。

b) 計画したサービスを削除するには、[X] アイコンをクリックします。サービスが削除されると、ウィン
ドウの右下隅に成功か失敗かのメッセージが表示されます。
c)

[後でデプロイ（Deploy Later）] サービスは、[X] をクリックすると削除され、計画されていたデプロイ
サービスに関するトレースは EPNM に保存されません。

d) デプロイされたスケジュール済みのサービスが削除されると、対応するジョブとサービスがクリアさ
れます。
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ステップ 8 スケジュールしたプロビジョニング ジョブを表示するには、[管理（Administration）] > [ダッシュボード
（Dashboard）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）] を選択します。ステータスは [スケジュール
済み（Scheduled）] として表示され、次回の展開の開始時刻などを表示できます。
a)

（オプション）[スケジュールの編集（Edit Schedule）] をクリックして、スケジュールの順序を編集し
ます。
• [スケジュール（Schedule）] ウィンドウで、必要に応じてスケジュール時刻やその他の詳細を変更
します。
• [保存（Save）] をクリックして [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）] ウィンドウに戻ります。

b) （オプション）ジョブを削除するには、[X] アイコンをクリックします。
ジョブが正常にデプロイされると、エントリのリストがジョブ ダッシュボードに表示されます。[後で展開
（Deploy Later）] オプションでは、時刻が定義されていないため、ジョブは作成されません。

次のタスク
[インベントリ（Inventory）] > [回線/VC およびネットワーク インターフェイス
（Circuits/VCs&Network インターフェイス] を選択して計画回線/VC を表示します。新しいプ
ロビジョニング ワークフローの作成、既存のサービスの展開、または特定のプロビジョニング
順序のサービスの修正を行えます。正常に展開されると、プロビジョニング順序のエントリが
[計画回線/VC（Planned Circuits）] タブからクリアされます。

（注）

[回線/VC（Circuit/VCs）] タブに展開した回線/VCを、[計画回線/VC（Planned Circuits/VCs）]
タブに計画回線を表示します。
回線/VCの変更または削除操作は実行できません。これは、展開したバージョンにさらに修正
を加える前に、まず計画したバージョンをクリアする必要があるためです。[計画回線/VC
（Planned Circuits/VCs）] をクリックして、選択した回線/VC に修正を加えるか、または計画し
たバージョンを展開します。
削除操作
計画したバージョンを削除すると、ウィンドウの右下隅に成功または失敗を示すメッセージが
表示されます。[回線/VC（Circuits/VCs）] タブでサービスを削除すると、[計画の変更がキャン
セルされました（Modify Plan Canceled）] と [計画の削除がキャンセルされました（Delete Plan
Canceled）] というステータスが表示されます。
[計画回線/VC（Planned Circuit/VCs）] タブからサービスを削除すると、関連付けられた UNI も
[ネットワークインターフェイス（Network Interface）] タブから削除されます。削除された UNI
は再利用可能になります。
設定のプレビュー
新しいプロビジョニング回線/VC の作成時に [展開アクション（Deployment Action）] が [プレ
ビュー（Preview）] として選択されている場合は、[展開（Deploy）] ページに [今すぐ展開
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（Deploy Now）] または [後で展開（Deploy Later）] あるいは [展開のスケジュール（Schedule
Deployment）] のいずれかを選択するオプションが表示されます。
ネットワーク インターフェイスの表示
[回線/VC（Circuits/VCs）] タブで [ネットワーク インターフェイス（Network Interfaces）] をク
リックして、サービスをプロビジョニングするためのネットワーク インターフェイスの詳細を
表示します。ウィザードを使用してインターフェイスを変更または削除できます。

MPLS トラフィック エンジニアリング サービスのプロビ
ジョニング
• Cisco EPN Manager MPLS TE のプロビジョニング サポートの概要 （754 ページ）
• MPLS TE サービスのプロビジョニング機能 （754 ページ）
• MPLS TE サービスのプロビジョニングの前提条件 （763 ページ）
• MPLS TE トンネルの作成とプロビジョニング （764 ページ）
• MPLS TE レイヤ 3 リンクの作成とプロビジョニング （755 ページ）

Cisco EPN Manager MPLS TE のプロビジョニング サポートの概要
Cisco EPN Manager は、MPLS トラフィック エンジニアリング サービスのプロビジョニングを
サポートしています。MPLS TE を使用すると、MPLS バックボーンはレイヤ 2 の TE 機能をレ
イヤ 3 上に復元し、拡張できます。MPLS TE は、バックボーン全体でラベルスイッチド パス
（LSP）を確立および維持するために、Resource Reservation Protocol（RSVP）を使用します。
詳細については、サポートされている MPLS トラフィック エンジニアリング サービス （642
ページ）を参照してください。

MPLS TE サービスのプロビジョニング機能
Cisco EPN Manager は次の MPLS TE 機能をサポートしています。
• 明示的なルーティング、制約ベースのルーティング、およびトランク アドミッション コ
ントロールのサポート。
• リンク障害とノード障害に対するパス保護メカニズムのプロビジョニング。
• ラベル交換パス（LSP）を確立し、維持するための Resource Reservation Protocol（RSVP）
の使用。
• OSPF と ISIS を使用して TE リンクをアドバタイズする機能。
Cisco EPN Manager の MPLS TE 制限事項を次に示します。
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• MPLS TE トンネルは、NCS 4206、4216 デバイス、NCS4K、NCS 5500、ASR9k、および
ASR9XX でのみサポートされています。ただし、インベントリ サポートは NCS 4201 と
NCS 4202 に対して提供されます。
• OSPF および ISIS は、MPLS TE を実装するための IGP としてサポートされています。
• NCS5500 デバイスでは、ラップ保護、BFD、および障害 OAM はサポートされていませ
ん。
• MPLS TE 属性は、属性が Cisco EPN Manager Web インターフェイスを介してプロビジョニ
ングされている場合にのみ使用でき、データベースに入力されます。

（注）

MPLS TE トンネルのプロビジョニングをサポートするデバイスのリストについては、次を参
照してください。 Cisco Evolved Programmable Network Manager のサポート対象デバイス

MPLS TE レイヤ 3 リンクの作成とプロビジョニング
MPLS TE レイヤ 3 リンクをプロビジョニングするには、次の手順を実行します。
始める前に
MPLS TE レイヤ 3 リンクをプロビジョニングする前に満たす必要がある前提条件については、
「MPLS TE サービスのプロビジョニングの前提条件 （763 ページ）」を参照してください。

ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポ
ロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

[Device Groups] をクリックして、MPLS TE レイヤ 3 リンクを作成する場所を選択します。

ステップ 3

[デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。

ステップ 4

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックしま
す。

ステップ 5

[+] アイコンをクリックします。マップ右側の新しいペインにプロビジョニング ウィザードが表示されま
す。

ステップ 6

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウンリストから [MPLS TE] を選択します。Cisco EPN Manager
は、関連するサービス タイプのリストを [サービス タイプ（Service Type）] 領域に表示します。

ステップ 7

[サービス タイプ（Service Type）] 領域で、[レイヤ 3 リンク（Layer 3 Link）] を選択します。

ステップ 8

さまざまなサービスの属性を設定するためにプロファイルを定義している場合は、[プロファイルの選択
（Select Profile）] ドロップダウン リストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル
（780 ページ）を参照してください。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックして [リンク設定（Link Settings）] ページに移動します。

ステップ 10

レイヤ 3 リンクの名前と説明を入力します。
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ステップ 11

次のいずれかの方法で、[A エンド デバイス（A End Device）]、[A エンド インターフェイス（A End
Interface）]、[Z エンド デバイス（Z End Device）]、および [Z エンド インターフェイス（Z End Interface）]
フィールドを選択します。
• マップ上のリンクをクリックすると、[A エンド デバイス（A End Device）]、[A エンド インターフェ
イス（A End Interface）]、[Z エンド デバイス（Z End Device）]、および [Z エンド インターフェイス
（Z End Interface）] の各フィールドが自動的に設定されます。
• マップ上のデバイス ノードをクリックすると、[A エンド デバイス（A End Device）] フィールドが
自動的に設定されます。A エンド デバイスが 1 つのデバイスのみに接続されている場合は、[Z エン
ド デバイス（Z End Device）] フィールドが自動的に設定されます。[A エンド デバイス（A End
Device）] が複数のデバイスに接続されている場合は、[Z エンド デバイス（Z End Device）] を手動
で選択する必要があります。

ステップ 12

A エンド デバイスと Z エンド デバイスの IP アドレスとマスクを入力します。

ステップ 13

次のオプションから L2 検出プロトコルを選択します。
• [なし（NONE）]：レイヤ 3 リンクに対して有効にする L2 Discovery Protocol がありません。
• [CDP]：ネットワークに接続されているシスコ デバイス間での通信を容易にするために レイヤ 3 リ
ンクに対して有効にする Cisco Discovery Protocol。
• [LLDP]：シスコ以外のデバイスをサポートし、IEEE 802.1AB LLDP をサポートする他のデバイス間
の相互運用を可能にするために、レイヤ 3 リンクに対して有効にする Link Layer Discovery Protocol。
• [ALL]：レイヤ 3 リンクに対して有効にする CDP と LLDP の両方。

ステップ 14

レイヤ 3 リンクに必要なルーティング プロトコルを選択します。値は [BGP]、[ISIS]、および [OSPF] で
す。ルーティング プロトコルの設定方法については、次を参照してください。 ルーティング プロトコル
とセキュリティの設定 （505 ページ）

ステップ 15

（オプション）レイヤ 3 リンクのリンク VLAN ID を入力します。

ステップ 16

（オプション）プロビジョニングするレイヤ 3 リンクで MPLS TE をサポートするには、[MPLS TE の有
効化（Enable MPLS TE）] チェックボックスをオンにします。
（注）

このチェックボックスは、ルーティング プロトコルとして OSPF または ISIS を選択した場合に
のみ使用できます。

ステップ 17

[次へ（Next）] をクリックし、[A エンド（A End）] と [Z エンド（Z End）] の詳細を入力します。フィー
ルドと属性の説明については、MPLS TE レイヤ 3 リンクの A エンドの詳細と Z エンドの詳細に関する
フィールド参照 （757 ページ）を参照してください。

ステップ 18

[展開アクション（Deployment Action）] フィールドに、MPLS レイヤ 3 リンクの作成プロセス完了時のア
クションを指定します。実際に展開する前に、該当するデバイスに展開される設定のプレビューを表示
するように指定することも、完了時にすぐに設定を展開するように指定することもできます。

ステップ 19

[送信（Submit）] をクリックします。デバイスに展開される CLI のプレビューを表示することを選択し
た場合は、プレビューが表示されます。この場合、属性の編集（Edit Attributes）] をクリックすること
で、属性を変更できます。そうでない場合は、すぐに設定がデバイスに展開されます。
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サービスが [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC（Circuits/VCs）]
タブのリストに追加されます。プロビジョニング状態を確認するには、回線/VC名の横にある
[i] アイコンをクリックし、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを表示します。

MPLS TE レイヤ 3 リンクの A エンドの詳細と Z エンドの詳細に関するフィールド参照
次の表に、MPLS TE レイヤ 3 リンクを定義する属性のリストを示し、説明します。
表 53 : MPLS TE レイヤ 3 リンクの A エンドの詳細と Z エンドの詳細に関するフィールド参照

属性

説明

ルーティング プロトコルが次の場
合に使用できます。

A エンドと同 A エンドデバイスと Z エンドデバイスの両 BGP、ISIS、および OSPF
じ（Same as 方に同じルーティングおよび MPLS-TE 設
A End）
定を使用する場合は、このチェックボック
スをオンにします。
（注）

このチェックボックスは、プロ
ビジョニング ウィザードの [Z エ
ンドの詳細（Z End Details）]
ページでのみ使用できます。

BGP AS 番号 ネットワークに割り当てられている固有の BGP
（BGP AS
BGP 自律システム番号を選択します。
Number）
ルート ポリ BGPが格納するルートとルーティングテー BGP
シー（ルート ブルから取得するルートを制御するには、
ポリシー） ルーティング ポリシーを選択します。
ルート リフ
レクタ クラ
イアント
（Route
Reflector
Client）

ローカル ルートのリフレクタのルート リ BGP
フレクタ クライアントとして BGP ネイ
バーを設定して使用可能なルートをアドバ
タイズするには、このチェックボックスを
オンにします。

BGP
AIGP の使用 レイヤ 3 リンクに Accumulated Interior
（Use
Gateway Protocol（AIGP）メトリック属性
AIGP）
を使用するには、このチェックボックスを
オンにします。AIGP は、ネットワーク内
のパスの累積エンドツーエンド メトリッ
クを伝送する BGP 属性です。
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属性

説明

ルーティング プロトコルが次の場
合に使用できます。

更新の送信元 必要な送信元インターフェイスを選択しま BGP
（Update
す。
Source）
（注） このフィールドは、[AIGP の使
用（Use AIGP）] チェックボック
スがオフになっている場合にの
み使用できます。
ISIS プロセス A エンド デバイスと Z エンド デバイスの ISIS
ID（ISIS
両方で使用できる ISIS ルーティング プロ
Process ID） セス ID を選択します。ISIS プロセスを設
定する方法については、 IS-IS の設定 （510
ページ）を参照してください。
ネットワーク 選択した ISIS プロセス ID に基づいて、 ISIS
（Network） ネットワークIDが自動的に設定されます。
回線タイプ
（Circuit
Type）

次のオプションから、レイヤ 3 リンクに必 ISIS
要な隣接関係のタイプを選択します。
• [なし（NONE）]：隣接関係は確立さ
れません。
• [レベル 1（Level-1）]：選択したデバ
イスとそのネイバー間に共通するエリ
ア アドレスが 1 つ以上ある場合は、
レベル 1 隣接関係を確立します。
• [レベル 2 のみ（Level-2-only）]：回線
上にレベル 2 の隣接関係を確立しま
す。隣接デバイスがレベル 1 のみのデ
バイスの場合、隣接関係は確立されま
せん。
• [レベル 1-2（Level-1-2）]：ネイバー
もレベル 1-2 デバイスとして設定され
ており、共通するエリアが 1 つ以上あ
る場合、レベル 1 と 2 の隣接関係を確
立します。共通のエリアがない場合
は、レベル 2 の隣接関係が確立されま
す。
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属性

説明

ルーティング プロトコルが次の場
合に使用できます。

レベル 1 メト レベル 1（エリア内）ルーティングの SPF ISIS
リック
計算で使用する必要があるメトリックを入
（Level 1
力します。
Metric）
（注） このフィールドは、[回線タイプ
（Circuit Type）] を [レベル 1
（Level-1）] または [レベル 1-2
（Level-1-2）] として選択した場
合にのみ使用できます。
レベル 2 メト レベル 2（エリア間）ルーティングの SPF ISIS
リック
計算で使用する必要があるメトリックを入
（Level 2
力します。
Metric）
（注） このフィールドは、[回線タイプ
（Circuit Type）] を [レベル 2
（Level-2）] または [レベル 1-2
（Level-1-2）] として選択した場
合にのみ使用できます。
OSPF プロセ OSPF ルーティング プロセス ID を選択し OSPF
ス ID（OSPF ます。OSPF プロセスを設定する方法につ
Process ID） いては、 OSPF の設定 （512 ページ）を参
照してください。
（注）

Z エンド デバイスの OSPF ルー
ティング プロセスは変更できま
せん。

OSPF Area

OSPF ルーティング プロセスを展開するエ OSPF
リアを入力します。

メトリック
（Metric）

OSPF ルーティング プロセスで使用される OSPF
ルーティング メトリックを入力します。
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属性

説明

ルーティング プロトコルが次の場
合に使用できます。

BFD テンプ レイヤ 3 リンクの BFD テンプレートを選 ISIS および OSPF
レート（BFD 択します。BFD テンプレートは、BFD セッ
Template）
ションで使用される設定可能パラメータの
セットを定義します。これには、BFD 制
御およびエコー パケットに使用される送
受信タイマー、セッションが CV 関数を提
供するときに使用される送信タイマー間
隔、乗数値、およびエコー受信間隔が含ま
れます。
（注）

BFD テンプレートは、IOS-XE デ
バイスに適用できます。

BFD 最小間 対応する BFD 設定範囲の BFD セッション BGP、ISIS、および OSPF
隔（BFD Min の最小制御パケット間隔を入力します。
Interval）
（注） このフィールドは、[BFD テンプ
レート（BFD Template）] を選択
していない場合にのみ使用でき
ます。
BFD の乗数
（BFD
Multiplier）

BFD 乗数を入力します。この値は BFD 最 BGP、ISIS、および OSPF
小間隔とともに使用して、バンドル メン
バ リンクの非同期モードでの制御パケッ
トとエコー パケットの両方の間隔と障害
検出時間を決定します。
（注）

このフィールドは、[BFD テンプ
レート（BFD Template）] を選択
していない場合にのみ使用でき
ます。

BFD 高速検 隣接する転送エンジン間のパスで障害を迅 BGP、ISIS、および OSPF
出（BFD Fast 速に検出するには、このチェックボックス
Detect）
をオンにします。
（注）

これは、Cisco IOS-XR デバイス
にのみ適用されます。
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属性

説明

ルーティング プロトコルが次の場
合に使用できます。

認証モード ISIS パケットの送受信に必要な認証モード ISIS
（Authentication を選択します。
Mode）
（注） 認証フィールドは、Cisco IOS XE
デバイスを選択した場合にのみ
使用できます。使用可能なオプ
ションは、[なし（NONE）]、
[HMAC_MD5]、および [テキス
ト（TEXT）] です。デフォルト
では、[なし（NONE）] が選択さ
れます。
認証キー
チェーン
（Authentication
Key Chain）

認証キー チェーンを選択します。これに ISIS
より、ルーティング プロトコルの認証が
有効になり、認証キーのグループを識別し
ます。

送信専用の認
証
（Authentication
for Send
Only）

送信される ISIS パケットに対してのみ認 ISIS
証を実行するには、このチェックボックス
をオンにします。

パスワード
タイプ
（Password
Type）

パスワード タイプを [暗号化（Encrypted）] BGP
または [プレーン テキスト（Plain Text）]
として選択します。

（注）

これは、IOS-XE デバイスにのみ
適用されます。

パスワード 目的のパスワードを入力します。2 つのピ BGP
（Password） ア間の接続を確立するには、パスワードが
必要です。
MPLS-TE
ループバック レイヤ 3 リンクのループバック インター ISIS および OSPF
インターフェ フェイス アドレスを選択します。ループ
バック インターフェイスを設定する方法
イス
については、「ループバックインターフェ
イスの設定」を参照してください。
Administrative MPLS TE トンネル メトリックを絶対モー ISIS および OSPF
Weight
ドで入力します。
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属性

説明

ルーティング プロトコルが次の場
合に使用できます。

TE 属性（TE パス選択時にトンネルのアフィニティビッ ISIS および OSPF
Attributes） トと比較する MPLS TE リンク属性を入力
します。
パーセンテー レイヤ 3 リンクの帯域幅をパーセンテージ ISIS および OSPF
ジを使用（Is で割り当てるには、このチェックボックス
Percentage） をオンにします。
グローバル帯 CBR のレイヤ 3 リンク用に予約される通 ISIS および OSPF
域幅（Global 常の TE トンネル帯域幅を入力します。
Bandwidth）
たとえば、レイヤ 3 リンクのグローバル帯
域幅として 10% を割り当てる場合は、
[パーセンテージを使用（Is Percentage）]
チェックボックスをオンにし、[グローバ
ル帯域幅（Global Bandwidth）] フィールド
に値 10 を入力します。一方で、グローバ
ル帯域幅として 50 Kbps を割り当てる場合
は、[パーセンテージを使用（Is
Percentage）] チェックボックスをオフに
し、[帯域幅の単位（Bandwidth Unit）] ド
ロップダウン リストから [Kbps] を選択し、
[グローバル帯域幅（Global Bandwidth）]
フィールドに値 50 を入力します。
サブプール帯 グローバル プール帯域幅から予約されて ISIS および OSPF
域幅
いるサブプール帯域幅を入力します。
（Subpool
たとえば、レイヤ 3 リンクのサブプール帯
Bandwidth）
域幅として 10% を割り当てる場合は、
[パーセンテージを使用（Is Percentage）]
チェックボックスをオンにし、[サブプー
ル帯域幅（Subpool Bandwidth）] フィール
ドに値10を入力します。一方で、サブプー
ル帯域幅として 50 Kbps を割り当てる場合
は、[パーセンテージを使用（Is
Percentage）] チェックボックスをオフに
し、[帯域幅の単位（Bandwidth Unit）] ド
ロップダウン リストから [Kbps] を選択し、
[サブプール帯域幅（Subpool Bandwidth）]
フィールドに値 50 を入力します。
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属性

説明

ルーティング プロトコルが次の場
合に使用できます。

自動トンネル
バックアップ
（Auto Tunnel
Backup）

このチェックボックスをオンにして、ルー ISIS および OSPF
タが MPLS TE トンネルを使用して設定さ
れたインターフェイスでバックアップトン
ネルが動的に構築できるようにします。

バックアップ
トンネルでの
SLRG の除外
（Exclude
SLRG for
Backup
Tunnel）

このチェックボックスをオンにして、特定 ISIS および OSPF
のインターフェイスに関連付けられた自動
トンネルバックアップの特定のリンク上
で、SRLG 値の除外を有効にできるように
します。

BFD 高速検 隣接する転送エンジン間のパスで障害を迅 ISIS および OSPF
出（BFD Fast 速に検出するには、このチェックボックス
Detect）
をオンにします。
QoS
Ingress Policy A エンド デバイスと Z エンド デバイスで BGP、ISIS、および OSPF
設定されている入力 QoS ポリシーを選択
します。
出力ポリシー A エンド デバイスと Z エンド デバイスで BGP、ISIS、および OSPF
（Egress
設定されている出力 QoS ポリシーを選択
Policy）
します。
追加設定（Additional Settings）
Enable MPLS プロビジョニングするレイヤ 3 リンクで ISIS および OSPF
TE
MPLS をサポートするには、このチェック
ボックスをオンにします。
SyncE の有効 レイヤ 3 リンクのインターフェイス レベ BGP、ISIS、および OSPF
化（Enable
ルで同期イーサネットを有効にするには、
SyncE）
このチェックボックスをオンにします。
（注）

これは、IOS-XE デバイスにのみ
適用されます。

MPLS TE サービスのプロビジョニングの前提条件
MPLS TE サービスをプロビジョニングするには、次の前提条件を満たす必要があります。
• OSPF または IS-IS は、MPLS TE サービスに参加するデバイスで設定する必要があります。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
763

回線の管理
MPLS TE トンネルの作成とプロビジョニング

• MPLS TE L3 リンクをプロビジョニングする前に、LLDP/CDP を有効にする必要がありま
す。
• MPLS TE サービス プロビジョニングに使用されるすべてのリンクは TE に対応している
必要があります。
• TE に対応しているリンクは、運用上、稼働している必要があります。
• トンネルの送信元ノードと宛先ノードに到達可能である必要があります。
• WAE パラメータ REST コールは EPN Manager から自動的にセットアップできます。
• MPLS 到達可能性は、デバイス間で設定する必要があります。MPLS コア ネットワーク設
定をセットアップする必要があります。
• MPLS TE サービスがプロビジョニングされるデバイスのインベントリ収集ステータスが、
[完了済み（Completed）] である必要があります。これを確認するには、[インベントリ
（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] に移動し、[最後のインベントリ収集ステータス（Last Inventory Collection Status）]
列でステータスを確認します。
• 必要に応じて、顧客をシステムに作成して、サービスの作成中およびプロビジョニング プ
ロセス中に MPLS TE サービスを顧客に関連付けることができます。左側のサイドバーか
ら、[インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [顧客（Customers）] を選択して、
顧客を作成および管理します。

MPLS TE トンネルの作成とプロビジョニング
MPLS TE トンネルをプロビジョニングするには、次の手順を実行します。
始める前に
MPLS TE トンネルをプロビジョニングする前に満たす必要がある前提条件については、次を
参照してください。 MPLS TE サービスのプロビジョニングの前提条件 （763 ページ）

ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポ
ロジ（Network Topology）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイス グループ（Device Groups）] をクリックして、MPLS TE トンネルを作成する場所を選択しま
す。

ステップ 3

[デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。

ステップ 4

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックしま
す。

ステップ 5

[+] アイコンをクリックします。マップ右側の新しいペインにプロビジョニング ウィザードが表示されま
す。

ステップ 6

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウンリストから [MPLS TE] を選択します。Cisco EPN Manager
は、関連するサービス タイプのリストを [サービス タイプ（Service Type）] 領域に表示します。
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ステップ 7

[サービス タイプ（Service Type）] 領域で、[単方向 TE トンネル（Unidirectional TE Tunnel）] または [双
方向 TE トンネル（Bidirectional TE Tunnel）] を選択します。

ステップ 8

さまざまなサービスの属性を設定するためにプロファイルを定義している場合は、[プロファイルの選択
（Select Profile）] ドロップダウン リストから必要なプロファイルを選択します。回線/VC プロファイル
（780 ページ）を参照してください。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックして [カスタマー サービスの詳細情報（Customer Service Details）] ページに移
動します。

ステップ 10

（オプション）サービスをプロビジョニングする対象としての顧客を選択します。リストに顧客が表示
されない場合は、[インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [顧客（Customers）] の順に移動
し、システムで顧客を作成してから、プロビジョニング ウィザードを再起動します。

ステップ 11

サービス名とその説明を入力した後、サービスの詳細を入力します。サービスの詳細に関するフィール
ド参照：MPLS TE トンネル （765 ページ）を参照してください。
（注）

• サービス名を指定しない場合、Cisco EPN Manager は次の形式でサービス名を割り当てま
す。
• 送信元デバイスと宛先デバイスに共通のトンネル ID がある場合、サービス名は
<SourceDeviceName>_<TunnelId>_<DestinationDeviceName> 形式で割り当てられます。
• 送信元デバイスと宛先デバイスに固有のトンネル ID がある場合、サービス名は
<SourceDeviceName>_<ATunnelId>_<ZTunnelId>_<DestinationDeviceName> 形式で割り当
てられます。
• トンネルのシグナル名は、システム内のデバイス間で一意である必要があります。

ステップ 12

[次へ（Next）] をクリックした後、トンネル作成パラメータを入力します。フィールドと属性の説明に
ついては、トンネルの作成に関するフィールド参照：MPLS TE トンネル （767 ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 13

[次へ（Next）] をクリックした後、パスの制約の詳細を入力します。フィールドと属性の説明について
は、パスの制約の詳細に関するフィールド参照：MPLS TE トンネル （776 ページ）を参照してください。

ステップ 14

[送信（Submit）] をクリックします。デバイスに展開される CLI のプレビューを表示することを選択し
た場合は、プレビューが表示されます。この場合、属性の編集（Edit Attributes）] をクリックすること
で、属性を変更できます。そうでない場合は、すぐに設定がデバイスに展開されます。

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウの [回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン
のリストにサービスが追加されます。プロビジョニング状態を確認するには、回線/VC名の横
にある [i] アイコンをクリックし、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを表示します。

サービスの詳細に関するフィールド参照：MPLS TE トンネル
次の表に、MPLS TE トンネルを作成するためのサービスの詳細を定義する属性のリストを示
し、説明します。
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表 54 : [サービスの詳細（Service Details）] セクションのリファレンス：MPLS TE トンネル

属性

説明

FRR の有効化（Enable このチェックボックスをオンにすると、MPLS TE トンネルのリンク
FRR）
とノード保護を提供する高速再ルーティング機能が有効になります。
（注）

このチェックボックスは、単方向TEトンネルを作成する場
合にのみ使用できます。

自動帯域幅の有効化
（Enable Auto
Bandwidth）

トラフィックに基づいて TE トンネルに最大帯域幅と最小帯域幅を自
動的に割り当てるには、このチェックボックスをオンにします。

ラップ保護（Wrap
Protection）

中間リンクの障害シナリオを検出するには、このチェックボックスを
オンにします。
（注）

このチェックボックスは、双方向TEトンネルを作成する場
合にのみ使用できます。

障害 OAM の有効化
MPLS TE トンネルのプロビジョニングとメンテナンスをサポートす
（Enable Fault OAM） る障害 OAM プロトコルとメッセージを有効にするには、このチェッ
クボックスをオンにします。
（注）

このチェックボックスは、双方向TEトンネルを作成する場
合にのみ使用できます。

自動ルートの有効化
（Enable Autoroute）

トンネルの自動ルートを有効にするには、このチェックボックスをオ
ンにします。

BFD 設定の有効化
（Enable BFD
Settings）

Bidirectional Forwarding Detection（BFD）プロトコルを有効にするに
は、このチェックボックスをオンにします。BFD は、高速転送パスの
障害検出時刻と、一貫した障害検出方式を提供します。
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属性

説明

保護タイプ（Protection TE トンネルには、次のいずれかの保護メカニズムを選択します。
Type）
• [動作中（Working）]：トンネルには動作中のパスのみが存在しま
す。
• [動作中 + 保護（Working + Protected）]：トンネルには動作中のパ
スと保護されたパスがあり、動作中のパスに障害が発生した場
合、トラフィック フローは、リンクがダウンすることなく、保
護されたパスに自動的にルーティングされます。
• [動作中 + 復元（Working + Restore）]：トンネルには動作中のパ
スと復元パスがあり、動作中のパスに障害が発生するとリンクが
ダウンし、トラフィック フローが復元パスにルーティングされ
ます。
• [動作中+保護+復元（Working + Protected + Restore）]：トンネル
には動作中のパス、保護パス、および復元パスがあり、動作中の
パスに障害が発生した場合、トラフィック フローは保護された
パスにルーティングされます。また、保護されたパスにも障害が
発生すると、リンクがダウンし、トラフィック フローが復元パ
スにルーティングされます。
展開アクション
MPLS TE トンネル作成プロセスが完了したときに実行する操作を指
（Deployment Action） 定するには、次のいずれかのオプションを選択します。
• [プレビュー（Preview）]：実際の展開前に、関連するデバイスに
展開される設定をプレビューします。
• [展開（Deploy）]：完了直後に設定を展開します。

トンネルの作成に関するフィールド参照：MPLS TE トンネル
次の表に、MPLS TE トンネルの作成を定義する属性のリストを示し、説明します。
表 55 : [トンネル作成（Tunnel Creation）] セクションのリファレンス：MPLS TE トンネル

属性

説明

トンネルの作成（Create Tunnel）
送信元（Source）

トンネルの送信元または A エンドポイント。

送信元ルーティングプ TE が有効で、選択した送信元エンドポイントで設定されている OSPF
ロセス（Source routing または ISIS ルーティング プロセス。OSPF または ISIS ルーティング
Process）
プロセスに基づいて、送信元エンドポイントで設定されたルータ ID
とループバック アドレスを決定できます。
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属性

説明

接続先（Destination） トンネルの宛先または Z エンドポイント。
宛先ルーティングプロ TE が有効になっており、選択した宛先エンドポイントで設定されて
セス（Destination
いる OSPF または ISIS ルーティング プロセス。OSPF または ISIS ルー
Routing Process）
ティング プロセスに基づいて、宛先エンドポイントで設定されたルー
タ ID とループバック アドレスを決定できます。
トンネル設定（Tunnel Setting）
グローバル ID（Global 送信元と宛先の両方のエンドポイントに割り当てられているグローバ
ル ID。この ID は、2 つの単方向トンネルを 1 つの双方向 TE トンネ
ID）
ルにバインドする ID と同じである必要があります。デフォルト値は
0 です。
（注）

この属性は、双方向TEトンネルを作成する場合にのみ使用
できます。EPNM は、1 ～ 2147483647 の範囲内でのみグロー
バル ID をサポートします。

アンフィニティビット アフィニティ ビットは、動的バックアップ パスの設定時に双方向 TE
（Affinity Bits）
トンネルが使用するリンク属性を決定します。
アフィニティ マスク
（Affinity Mask）

アフィニティ マスクは、ルータが確認する必要があるリンク属性を
決定します。
アフィニティ ビットとアフィニティ マスクを使用して、動的バック
アップ パスを構成するときにリンク属性を含めるか除外することが
できます。マスクのビットが 0 の場合、そのビットに関連付けられて
いるリンク属性の値とは無関係です。この場合、動的バックアップ
パスを設定する際に、リンク属性は除外されます。マスクのビットが
1 の場合、関連付けられているリンク属性の値は、そのビットのトン
ネルのアフィニティと一致する必要があります。この場合、動的バッ
クアップ パスを設定するときに link 属性が含まれます。

セットアップ優先度
（Setup Priority）

単方向または双方向の TE トンネルの LSP に割り当てられているセッ
トアップ優先度。この優先度に基づいて、LSP は、ブロックする既存
のトンネルか、または優先度の低い LSP を決定できます。
有効な値の範囲は 0 ～ 7 です。値が小さいほど、プライオリティが高
いことを示します。たとえば、セットアップ優先順位が 0 の LSP は、
セットアップ優先順位が 1 ～ 7 の任意の LSP をブロックできます。
（注）

セットアップ優先度を保留優先度より高くすることはでき
ません。
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属性

説明

保留優先度（Hold
Priority）

単方向または双方向の TE トンネルの LSP に割り当てられている保留
優先度この優先度に基づいて、LSP はセットアップ優先度の高い別の
シグナリング LSP によってブロックする必要があるかどうかを決定
できます。
有効な値の範囲は 0 ～ 7 です。値が小さいほど、プライオリティが高
いことを示します。たとえば、保留優先度が 0 の LSP は、別の LSP
によってブロックすることはできません。

帯域幅プール タイプ
（Bandwidth Pool
Type）

MPLS TE の制約ベース ルーティング（CBR）の各リンクの予約可能
帯域幅を管理するために使用される帯域幅プール。値は次のとおりで
す。
• [グローバル（Global）]：通常の TE トンネル帯域幅。
• [サブプール（Subpool）]：グローバル プールの一部。サブプー
ル帯域幅は、使用中以外はグローバル プールから予約されませ
ん。サブプール トンネルには、グローバル プール トンネルより
も高い優先度が必要です。
（注）

帯域幅（Bandwidth）

このフィールドは、[自動帯域幅の有効化（Enable Auto
Bandwidth）] チェックボックスがオフになっている場合に
のみ使用できます。

双方向 TE トンネルの帯域幅。値は Kbps 単位で指定する必要があり
ます。
たとえば、トンネルに 1000000 Kbps の帯域幅を割り当てる場合は、
値を 1000000 Gbps と入力します。
（注）

このフィールドは、[自動帯域幅の有効化（Enable Auto
Bandwidth）] チェックボックスがオフになっている場合に
のみ使用できます。

自動最大帯域幅（Auto Cisco EPN Manager は、トラフィックに基づいて TE トンネルの最大帯
Bandwidth Max）
域幅を自動的に割り当てます。ただし、必要に応じて帯域幅を変更で
きます。
（注）

このフィールドは、[顧客サービスの詳細（Customer Service
Detail）] 画面の [自動帯域幅の有効化（Enable Auto
Bandwidth）] チェックボックスをオンにした場合にのみ使
用できます。
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属性

説明

自動最小帯域幅（Auto Cisco EPN Manager は、トラフィックに基づいて TE トンネルの最小帯
Bandwidth Min）
域幅を自動的に割り当てます。ただし、必要に応じて帯域幅を変更で
きます。
（注）

このフィールドは、[顧客サービスの詳細（Customer Service
Detail）] 画面の [自動帯域幅の有効化（Enable Auto
Bandwidth）] チェックボックスをオンにした場合にのみ使
用できます。

帯域幅変更頻度（秒） 帯域幅変更頻度を秒単位で入力します。有効な範囲は 300 ～ 604800
（Bandwidth Change
です。
Frequency (Sec)）
（注） このフィールドは、トンネルの作成時に [顧客サービスの詳
細（Customer Service Detail）] ページの [自動帯域幅の有効
化（Enable Auto Bandwidth）] チェックボックスをオンにし
た場合にのみ使用できます。
調整しきい値
（Adjustment
Threshold）

最大のサンプル パーセンテージが現在の帯域幅よりも大きいか、ま
たは小さい場合に、調整をトリガーする帯域幅調整しきい値をパーセ
ンテージ単位で入力します。調整しきい値は、現在のトンネル帯域幅
と絶対（最小）帯域幅のパーセンテージです。トンネルに再度シグナ
リングするには、自動帯域幅の両方のしきい値を満たす必要がありま
す。トンネル帯域幅は、最大のサンプル出力レートと現在のトンネル
帯域幅の差分が調整しきい値よりも大きい場合にのみ調整されます。
Cisco IOS-XR デバイスを接続するトンネルの有効な範囲は 1 ～ 100
で、Cisco IOS-XE デバイスを接続するトンネルの範囲は 1 ～ 99 です。
（注）

このフィールドは、トンネルの作成時に [顧客サービスの詳
細（Customer Service Detail）] ページの [自動帯域幅の有効
化（Enable Auto Bandwidth）] チェックボックスをオンにし
た場合にのみ使用できます。
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属性

説明

オーバーフローしきい オーバーフロー検出をトリガーするには、オーバーフローしきい値を
値（Overflow
パーセンテージで入力します。これは、実際にシグナリングされたト
Threshold）
ンネル帯域幅のパーセンテージです。測定された帯域幅と実際の帯域
幅の差分が、（オーバーフロー制限として定義された）連続して N
回のオーバーフローしきい値のパーセンテージよりも大きい場合 、
オーバーフロー検出がトリガーされます。
Cisco IOS-XR デバイスを接続するトンネルの有効な範囲は 1 ～ 100
で、Cisco IOS-XE デバイスを接続するトンネルの範囲は 1 ～ 99 です。
（注）

オーバーフロー制限
（Overflow Limit）

このフィールドは、トンネルの作成時に [顧客サービスの詳
細（Customer Service Detail）] ページの [自動帯域幅の有効
化（Enable Auto Bandwidth）] チェックボックスをオンにし
た場合にのみ使用できます。

測定された帯域幅と実際のトンネルの帯域幅のちがいがトンネル用に
定義されているオーバーフローしきい値を超える場合がある連続的な
収集期間の数を入力します。
有効な範囲は 1 ～ 10 です。
（注）

収集帯域幅（Collect
Bandwidth）

このフィールドは、トンネルの作成時に [顧客サービスの詳
細（Customer Service Detail）] ページの [自動帯域幅の有効
化（Enable Auto Bandwidth）] チェックボックスをオンにし
た場合にのみ使用できます。

トンネルの帯域幅情報を収集するには、このチェックボックスをオン
にします。
（注）

このフィールドは、トンネルの作成時に [顧客サービスの詳
細（Customer Service Detail）] ページの [自動帯域幅の有効
化（Enable Auto Bandwidth）] チェックボックスをオンにし
た場合にのみ使用できます。

BFD 設定（BFD Settings）
新規 BFD（New BFD） デフォルトでは、[BFD 設定の有効化（Enable BFD Settings）] チェッ
クボックスをオンにすると、このチェックボックスはオンになりま
す。プロビジョニング中に双方向（Flex LSP）と単方向のトンネルの
両方に対して新しい BFD テンプレートを作成できます。
BFD テンプレート名
（BFD Template
Name）

新しい BFD テンプレートの名前を入力します。
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属性

説明

BFD テンプレート
（BFD Template）

デバイス名を連結して、選択した BFD テンプレート名を表示します。
たとえば、A エンド デバイスや Z エンド デバイスから連結します。
既存のテンプレート名から既存のテンプレートを選択すると、関連す
る [最小間隔（Min Interval）] と [乗数（Multiplier）] の範囲値がデフォ
ルトで表示されます。
アルファベット、数字、および特殊文字の _（アンダースコア）、（ハイフン）、.（ドット） を使用することができ、BFD テンプレー
ト名の長さは 32 文字未満である必要があります。
BFD テンプレート名には .（ドット）または数字または数字と .（ドッ
ト）の組み合わせは使用できません。
（注）

最小間隔（Min
Interval）
Multiplier（乗数）

このフィールドは、[新規 BFD（New BFD）] チェックボッ
クスをオフにした場合にのみ使用できます。

BFD は、間隔と乗数を使用して、非同期モードで制御およびエコー
パケットが送信される期間と、それらに対応する障害検出を指定しま
す。障害検出タイマーは（I x M）に基づいて起動します。この場合、
I は最小間隔、M は乗数です。
（注）

これらのフィールドは、[BFD 設定の有効化（Enable BFD
Settings）] チェックボックスと [新規 BFD（New BFD）]
チェックボックスがオンになっている場合にのみ使用でき
ます。
[最小間隔（Min Interval）] と [乗数（Multiplier）] の値が新
しい BFD と既存の BFD の両方に表示されます。既存の BFD
の場合は、値を編集することはできません。

BFD テンプレートの使用に関するロジック
XE デバイスの単方向および FLEX の LSP トンネルに BFD テンプレー設定を使用します。XR
デバイスの単方向および FLEX の LSP トンネルには、インライン設定を使用します。EPNM に
は、新しい BFD テンプレートを作成するか、または次のロジックに基づいて既存の BFD テン
プレートを再利用するオプションが用意されています。

（注）

FLEX LSP トンネルは双方向トンネルと呼ばれています。
次の表に、BFD テンプレートを使用するためのロジックを示します。
表 56 : BFD テンプレートのロジック：MPLS TE トンネル

単一方向（Unidirectional）
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デバイス名の組み合わ 設定ロジックの説明
せ
XE-XE
XE-XR

XE デバイスを送信元と宛先（または XR デバイスを宛先）として選
択した場合、ロジックは BFD テンプレート設定として動作します。
新しい BFD テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
1.

EPNM は、デフォルトで選択された [新規 BFD（New BFD）]
チェックボックスを表示します。

2.

BFD テンプレートの名前を入力します。

3.

[最小間隔（Min Interval）] に 4 ～ 1000 の範囲値を入力します。

4.

[乗数（Multiplier）] に 3 ～ 50 の範囲値を入力します。

既存の BFD テンプレートを再利用するには、次の手順を実行します。

XR-XR
XR-XE

1.

[新規 BFD（New BFD）] チェックボックスをオフにします。

2.

[BFD テンプレート（BFD Template）] ドロップダウン リストか
ら、既存の BFD テンプレートを選択します。A エンド デバイス
の既存の BFD テンプレート名すべてのリストが表示されます。

3.

[最小間隔（Min Interval）] と [乗数（Multiplier）] の範囲値が表示
されます。

4.

[送信（Submit）] をクリックします。

XR デバイスを送信元と宛先（または XE デバイスを宛先）として選
択した場合、ロジックはインライン設定として動作します。EPNM
は、[最小間隔（Min Interval）] フィールドと [乗数（Multiplier）] フィー
ルドのみを表示します。

双方向
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XE-XE

XE デバイスを送信元と宛先として選択した場合、ロジックは BFD テ
ンプレート設定として動作します。
BFD テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
1.

EPNM は、デフォルトで選択された [新規 BFD（New BFD）]
チェックボックスを表示します。

2.

BFD テンプレートの名前を入力します。

3.

[最小間隔（Min Interval）] に 4 ～ 1000 の範囲値を入力します。

4.

[乗数（Multiplier）] に 3 ～ 50 の範囲値を入力します。

既存の BFD テンプレートを再利用するには、次の手順を実行します。
1.

[新規 BFD（New BFD）] チェックボックスをオフにします。

2.

[BFD テンプレート（BFD Template）] ドロップダウン リストか
ら、既存の BFD テンプレートを選択します。A エンド デバイス
と Z エンド デバイスの既存の BFD テンプレート名すべてのリス
トが表示されます。

3.

[最小間隔（Min Interval）] と [乗数（Multiplier）] の範囲値が表示
されます。

4.

[送信（Submit）] をクリックします。
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XE-XR

XE デバイスを送信元、XR デバイスを宛先として選択した場合、ロ
ジックは BFD テンプレート設定として動作します。
新しい BFD テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
1.

EPNM は、デフォルトで選択された [新規 BFD（New BFD）]
チェックボックスを表示します。

2.

BFD テンプレート名を入力します。

3.

[最小間隔（Min Interval）] に 4 ～ 1000 の範囲値を入力します。

4.

[乗数（Multiplier）] に 3 ～ 10 の範囲値を入力します。

既存の BFD テンプレートを再利用するには、次の手順を実行します。

XR-XR

1.

[新規 BFD（New BFD）] チェックボックスをオフにします。

2.

[BFD テンプレート（BFD Template）] ドロップダウン リストか
ら、既存の BFD テンプレートを選択します。これにより、A エン
ド デバイスの既存のすべての BFD テンプレート名のリストが表
示されます。

3.

[最小間隔（Min Interval）] と [乗数（Multiplier）] の範囲値が表示
されます。

4.

[送信（Submit）] をクリックします。

XR デバイスを送信元と宛先として選択した場合、ロジックはインラ
イン設定として動作します。EPNM は、[最小間隔（Min Interval）]
フィールドと [乗数（Multiplier）] フィールドのみを表示します。
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XR-XE

XR デバイスを送信元、XE デバイスを宛先として選択した場合、ロ
ジックは BFD テンプレート設定として動作します。
新しい BFD テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
1.

EPNM は、デフォルトで選択された [新規 BFD（New BFD）]
チェックボックスを表示します。

2.

BFD テンプレートの名前を入力します。

3.

[最小間隔（Min Interval）] に 4 ～ 1000 の範囲値を入力します。

4.

[乗数（Multiplier）] に 3 ～ 10 の範囲値を入力します。

既存のテンプレートを再利用するには、次の手順を実行します。
1.

[新規 BFD（New BFD）] チェックボックスをオフにします。

2.

[BFD テンプレート（BFD Template）] ドロップダウン リストか
ら、既存の BFD テンプレートを選択します。Z エンド デバイス
の既存の BFD テンプレート名がすべて一覧表示されます。

3.

[最小間隔（Min Interval）] と [乗数（Multiplier）] の範囲値が表示
されます。

4.

[送信（Submit）] をクリックします。

パスの制約の詳細に関するフィールド参照：MPLS TE トンネル
次の表に、MPLS TE トンネルを作成するためのパスの制約の詳細を定義する属性のリストを
示し、説明します。
表 57 : パスの制約の詳細に関するセクションのリファレンス：MPLS TE トンネル

属性

説明

Path Type

TE トンネルに必要なパスを選択します。値は、[動作中（Working）]、
[保護（Protected）]、および [復元（Restore）] です。[パス タイプ（Path
Type）] フィールドで選択した値に基づいて、[ワーキングパス
（Working Path）]、[プロテクションパス（Protection Path）]、および
[リストアパス（Restore Path）] フィールドグループを使用できます。

ロックダウンの有効化 動作中の LSP を再最適化しない場合は、このチェックボックスをオ
（Enable Lock Down） ンにします。
Enable SRLG

SRLG を有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。
（注）

これは、保護パスでのみ設定できます。
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属性

説明

スティッキの有効化
（Enable Sticky）

トンネルパスが変更された場合に新しい LSP に切り替えないように
するには、このチェックボックスをオンにします。
（注）

ロックダウンが有効になっている場合にのみ、ワーキング
パス用に設定できます。

非リバーティブの有効 動作中のパスが復元された場合でも、プロテクションパスから最初の
化（Enable
ワーキングパスに戻さない場合は、このチェックボックスをオンにし
Non-Revertive）
ます。
（注）

タイプ（Type）

これは、保護パスでのみ設定できます。

トンネルに動作中のパスまたは保護パスのタイプを選択します。値は
[動的（Dynamic）] および [明示的（Explicit）] です。

新規パス（New Path） トンネルに新たに動作中のパス、保護パス、または復元パスを作成す
る場合にこのチェックボックスをオンにします。
（注）

以下のすべてのフィールドは、[タイプ（Type）] フィール
ドで [明示的（Explicit）] を選択した場合にのみ使用できま
す。

既存のパスの選択
トンネルに既存の明示的な動作中のパス、保護パス、または復元パス
（Select Existing Path） を選択します。
（注）

このフィールドは、[新規パス（New Path）] チェックボック
スをオフにした場合にのみ使用できます。

WAE サーバからのパ WAE ネットワークとパスを指定するには、このチェックボックスを
スの選択（Choose path オンにします。
from WAE server）
（注） このフィールドは、[新規パス（New Path）] チェックボック
スをオンにした場合にのみ使用できます。
[動的（Dynamic）] タイプと [パス（Path）] タイプを [動作
中（Working）] に選択した場合は、このチェックボックス
をオンまたはオフにすることができます。明示的なパスを
WAE サーバから直接読み取り、手動で設定しない場合は、
このチェックボックスをオンにすることを推奨します。
WAE ネットワークの
選択（Select WAE
Network）

下向き矢印をクリックして、ダイアログボックスから WAE ネット
ワークを選択します。
（注）

このフィールドは、[WAE サーバからのパスの選択（Choose
path from WAE server）] チェックボックスをオンにした場合
にのみ使用できます。
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属性

説明

WAE パスの選択
（Select the WAE
Path）

下向きの矢印をクリックして、明示的なパスを選択します。

パス名（Path Name）

作成する明示的なパスの名前を入力します。[動作中のパス（Working
Path）] テーブル、[保護パス（Protection Path）] テーブル、または [復
元パス（Restore Path）] テーブルで、[+] ボタンをクリックしてテーブ
ルに新しい行を追加した後、MPLS 対応デバイス、デバイスのイン
ターフェイスとして明示的なパス コントローラ、およびパスの制約
タイプを選択します。

（注）

このフィールドは、[WAE サーバからのパスの選択（Choose
path from WAE server）] チェックボックスをオンにした場合
にのみ使用できます。

パス テーブルでは、送信元デバイスと宛先デバイスを除く MPLS 対
応デバイスを選択できます。Cisco EPN Manager は厳密なパス制約タ
イプのみをサポートしています。
（注）

このフィールドは、[新規（New）] チェックボックスをオン
にした場合にのみ使用できます。

[動作中のパス LSP 属性リスト（Working Path LSP Attribute List）]、[保護パス LSP 属性リス
ト（Protection Path LSP Attribute List）]、および [復元パス LSP 属性リスト（Restore Path LSP
Attribute List）]
[パス タイプ（Path Type）] フィールドで選択した値に基づいて、それぞれのフィールド グ
ループを使用できます。
ここで定義する LSP 属性は、[パス タイプ（Path Type）] フィールドで選択したパス オプショ
ンに関連付けられており、これらの属性は送信元デバイスと宛先デバイスに適用できます。
（注）

特定のパス オプションに定義されている値は、インターフェイス トンネル レベル
で指定された値をオーバーライドします。たとえば、動作中のパスの LSP 属性を定
義した場合、これらの値はインターフェイス トンネル レベルの [トンネル設定
（Tunnel Settings）] セクションで定義した値をオーバーライドします。これは、す
べてのパス オプションに共通しています。
双方向トンネルでは、[ロックダウンの有効化（Enable Lock Down）] チェックボッ
クスをオフにした場合にのみ、[ワーキングパス（Working Path）] LSP 属性リスト
を設定できます。

新しい LSP 属性リスト 選択したパス タイプに新しい LSP 属性リストを作成するには、この
チェックボックスをオンにします。
（New LSP Attribute
List）
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属性

説明

既存の LSP 属性リスト 選択したパス タイプの既存の LSP 属性リストを選択します。
（Existing LSP Attribute
（注） このフィールドは、[新規 LSP 属性リスト（New LSP Attribute
List）
List）] チェックボックスをオフにした場合にのみ使用でき
ます。
LSP 属性リスト名
（LSP Adjustment
Threshold Name）

作成する LSP 属性リストの名前を入力します。
（注）

このフィールドを含む以下のすべてのフィールドは、[新し
い LSP 属性リスト（New LSP Attribute List）] チェックボッ
クスがオフの場合、読み取り専用として表示されます。

LSP アフィニティ ビッ バックアップ パス（動作中、保護、または復元）の設定時に双方向
ト（LSP Affinity Bits） TE トンネルが使用するリンク属性を決定する LSP アフィニティ ビッ
トを入力します。
LSP アフィニティ マス バックアップ パスの設定時にルータが確認する必要があるリンク属
ク（LSP Affinity
性を決定する LSP アフィニティ マスクを入力します。
Mask）
LSP セットアップ優先 選択したパス タイプの LSP に割り当てられているセットアップ優先
度（LSP Setup
度を入力します。この優先度に基づいて、LSP は、ブロックする既存
Priority）
のトンネルか、または優先度の低い LSP を決定できます。
有効な値の範囲は 0 ～ 7 です。値が小さいほど、プライオリティが高
いことを示します。たとえば、セットアップ優先順位が 0 の LSP は、
セットアップ優先順位が 1 ～ 7 の任意の LSP をブロックできます。
（注）

LSP セットアップ優先度を LSP 保留優先度より高くするこ
とはできません。

（注）

Cisco IOS-XR デバイスの場合、[LSP セットアップ優先度
（LSP Setup Priority）] フィールドと [LSP 保留優先度（LSP
Hold Priority）] フィールドは適用されません。
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属性

説明

LSP 保留優先度（LSP 選択したパス タイプの LSP に割り当てられている保留優先度を入力
Hold Priority）
します。この優先度に基づいて、LSP はセットアップ優先度の高い別
のシグナリング LSP によってブロックする必要があるかどうかを決
定できます。
有効な値の範囲は 0 ～ 7 です。値が小さいほど、プライオリティが高
いことを示します。たとえば、保留優先度が 0 の LSP は、別の LSP
によってブロックすることはできません。
（注）

Cisco IOS デバイスの場合、LSP 保持優先度を指定しない場
合は、Cisco EPN Manager は [LSP セットアップ優先度（LSP
Setup Priority）] フィールドで指定された値を取得します。

（注）

Cisco IOS-XR デバイスの場合、[LSP セットアップ優先度
（LSP Setup Priority）] フィールドと [LSP 保留優先度（LSP
Hold Priority）] フィールドは適用されません。

LSP レコード ルート チェックボックスをオンにして、LSP が使用するルートを記録しま
（LSP Record Route） す。

回線/VC プロファイル
プロファイルには、各種回線/VC固有の一連の属性が含まれています。作成したプロファイル
は、回線/VCの作成時にすべてのユーザに対して選択可能になります。プロファイルを選択す
ると、プロビジョニング ウィザードにプロファイル属性が読み込まれます。ユーザが行う必要
がある操作はサービスのエンドポイントの定義だけです。また必要に応じて、回線/VCのプロ
ビジョニング前に多少変更を行います。
作成できるプロファイルのタイプは、プロビジョニング可能な回線/VCのタイプを反映してい
ます。
各プロファイルには一意の名前が指定されるので、回線/VCタイプごとに、必要に応じて複数
のプロファイルを作成できます。
プロファイルを作成するには、次の手順に従います。

ステップ 1 左側のナビゲーション ペインで Inventory > Other > Profiles を選択します。[プロファイル（Profiles）] ウィ
ンドウが開き、既存のプロファイルの表が表示されます（存在する場合）。表でプロファイルを選択して、
そのプロファイルを編集または削除できます。
ステップ 2 Create Profile をクリックします。
ステップ 3 プロファイル作成ウィザードで、プロファイルに一意の名前を指定し、説明を入力します。
ステップ 4 [テクノロジー（Technology）] リストから、[Carrier Ethernet]、[Optical]、または [L3VPN] を選択します。
選択したテクノロジーに関連するサービス タイプが表示されます。
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ステップ 5 必要なサービス タイプを選択します。
L3VPN のサービスの場合、ほとんどの L3VPN サービス作成フィールドに値を事前に読み込むことができ
るプロファイルを作成するには、[ユニキャスト（Unicast）] を選択します。L3VPN サービスの IP SLA 固
有のオプションを使用してプロファイルを作成するには、[IPSLA 操作（IPSLA Operations）] を選択しま
す。
ステップ 6 Next をクリックし、属性定義ページに移動して、選択したサービス タイプの属性を定義します。プロファ
イルの属性は、プロビジョニング ウィザードの属性と同じであり、次に示す関連セクションで説明してい
ます。
イーサネット VC 属性の詳細については、次のトピックで説明します。
• サービス自体に関連する属性については、次を参照してください： サービス詳細の参考資料 （668 ペー
ジ）
• UNI 固有の属性については、次を参照してください： 新規 UNI の詳細リファレンス （669 ページ）
• サービス内で機能する UNI に関連する属性については、UNI サービス詳細の参照 （670 ページ）を参
照してください。
• QoS プロファイルの属性については、次を参照してください： QoS プロファイルの作成 （781 ページ）
• UNI 属性については、次を参照してください。 UNI としてのデバイスおよびインターフェイスの設定
（674 ページ）
• ENNI 属性については、次を参照してください： デバイスとインターフェイスを ENNI として設定す
る （675 ページ）
OCH 属性と OTN 属性については、OCH 回線タイプの [回線（Circuit）] セクション リファレンス （688
ページ）とOTN 回線タイプの回線セクション参照 （707 ページ）で説明します。
L3VPN 属性については、新規 L3VPN サービスの作成およびプロビジョニング （720 ページ）とL3VPN サー
ビスの詳細表示 （737 ページ）で説明します。
ステップ 7 属性の定義が完了したら、Create Profile をクリックします。[プロファイル（Profiles）] ウィンドウの表に
プロファイルが追加されます。

QoS プロファイルの作成
EVC を作成およびプロビジョニングする際に選択可能にする QoS プロファイルのライブラリ
を作成できます。選択する QoS プロファイルによって、UNI または EVC レベルでのさまざま
なクラスのトラフィックの帯域幅プロファイルが決まり、クラス分けされたトラフィックの処
理方法が定義されます。
QoS プロファイルでは最大 4 つのレベル（超高、高、中、低）の帯域幅プロファイルを定義で
きます。各帯域幅プロファイルでは、トラフィックの一致基準を指定します。その一致基準を
満たすトラフィックは、その帯域幅プロファイルに属するものとして分類されます。
QoS プロファイルを作成するには、次の手順に従います。
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ステップ 1

新規キャリア イーサネット EVC の作成およびプロビジョニング （659 ページ）の手順に従って、プロビ
ジョニング ウィザードにアクセスします。

ステップ 2

[テクノロジー（Technology）] ドロップダウン リストから [キャリア イーサネット（Carrier Ethernet ）]
を選択します。

ステップ 3

[サービス タイプ（Service Type）] ドロップダウン リストから QoS Profile を選択します。

ステップ 4

Next をクリックして QoS プロファイルの定義ページに移動します。

ステップ 5

QoS プロファイルの一意の名前と説明を入力します。

ステップ 6

QoS プロファイルを選択可能にする場所（QoS プロファイルのドロップダウン リストに表示する場所）
を定義するために、必要なチェックボックスをオンにします。
• [インターフェイスに適用（Applicable for Interfaces）]：UNI または ENNI をプロビジョニングする際
に QoS プロファイルが選択可能になります。
• [仮想サービスに適用（Applicable for Virtual Services）]：VLAN ベースのサービス（EVPL、EV-LAN
など）を作成する際に、QoS プロファイルが UNI サービス属性として選択可能になります。
• [プライベート サービスに適用（Applicable for Private Services）]：プライベート VC（EPL、EP-LAN
など）を作成する際に、QoS プロファイルが UNI サービス属性として選択可能になります。

ステップ 7

[分類（Classification）] フィールドに、トラフィックを識別して分類するために使用する方法を指定し、
必要な帯域幅プロファイルの [一致基準（Match Criteria）] フィールドに該当する値を入力します。
• [DSCP]：DiffServ コード ポイント（DSCP）値を使用してトラフィックを分類します。有効な値は 0
～ 63 です。最大 8 つのカンマ区切り値を入力できます。
• [COS]：PCP とも呼ばれます。COS は、FCoe やその他のトランキング デバイスをサポートするホス
トからのレイヤ 2 フレームのヘッダーに含まれる IEEE 802.1Q ビットです。有効な値は 0 ～ 7 です。
複数のカンマ区切り値またはハイフンで表記された値の範囲（たとえば、0-2）を入力できます。

ステップ 8

サービスに適用する 1 つ以上のサービス クラスを選択します。

ステップ 9

選択するサービス クラスごとに、一致基準および基準と一致するトラフィックの処理方法を指定する帯
域幅プロファイルを定義します。上記の ステップ 7 で説明したように帯域幅プロファイルごとに一致基
準を入力します。

ステップ 10

帯域幅プロファイルごとに、一致するトラフィックの処理方法を指定するルールを作成します。入力ト
ラフィックと出力トラフィックに別々のルールを作成することも、トラフィックの両方向で適用するルー
ルを作成することもできます。各ルールでは、以下の項目を指定します。
• [設定情報レート（CIR）（Committed Information Rate (CIR)）]：1 秒あたりのビット数（bps）で指定
される、長期的な平均転送速度。
• [認定バースト サイズ（CBS）（Committed Burst Size (CBS)）]：トラフィック バーストの最大許容サ
イズ（バイト数）。この値を超えると、トラフィックは CIR を超過したとみなされます。
• [超過情報レート（EIR）（Excess Information Rate (EIR)）]：パケットに許容される最大平均レート。
EIR には、CIR の値と同じか、それより大きい値を指定します。通常、CIR を超過したパケットは廃
棄されます。
• [超過バースト サイズ（EBS）（Excess Burst Size (EBS)）]：トラフィック バーストの最大許容サイ
ズ（バイト数）。この値を超えると、トラフィックは EIR を超過したとみなされます。
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• [カラー モード（Color Mode）]：トラフィックの色分けを適用するかどうかを指定します。
ステップ 11

必要なすべての帯域幅プロファイルを定義したら、Submit をクリックします。QoS プロファイルが作成
され、VC を作成する際に選択可能になります。

顧客の作成
回線/VC プロビジョニング プロセス中に選択に使用できるように、システムに顧客を作成する
必要があります。
顧客を作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーから Inventory > Other > Customers を選択します。
ステップ 2 Create Customer をクリックします。
ステップ 3 顧客の名前と（必要に応じて）説明を入力します。
ステップ 4 OK をクリックします。これで、顧客が顧客のテーブルに追加されます。編集または削除する顧客を選択
できます。

アンマネージド エンドポイントを使用した回線/VC のプ
ロビジョニング
1 つ以上のエンドポイントが Cisco EPN Manager で管理されないデバイスであっても、回線/VC
を作成してプロビジョニングすることができます。[プロビジョニング ウィザード（Provisioning
Wizard）] を使用することで、エンドポイント デバイスを「アンマネージド」として識別した
り、システムが回線/VC を作成できるようにアンマネージド デバイスに関する情報を指定した
りできます。アンマネージド デバイスを識別すると、そのデバイスはシステムのアンマネージ
ド デバイス グループ内で有効になり、他のサービスに使用できるようになります。

ステップ 1 回線/VC のプロビジョニング （647 ページ）の説明に従って、対象のテクノロジーに応じた回線/VC 作成プ
ロセスを開始します。
ステップ 2 ポイントツーポイント EVC および CEM サービスの場合：
a)

Z エンドポイントを定義する際に、[アンマネージド デバイス（Unmanaged Device）] チェックボック
スをオンにします。[アンマネージド デバイスの詳細（Unmanaged Device Details）] パネルが開きます。

b) システム内ですでに識別されているアンマネージド デバイスの場合、[新規デバイス（New Device）]
チェックボックスをオフにして、リストから必要なデバイスを選択します。新しいアンマネージド デ
バイスを識別する場合は、デバイス名、IP アドレス、および LDP IP を入力します。LDP IP は、管理
対象デバイス上の疑似回線のネイバー アドレスとして使用されます。
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ステップ 3 ポイントツーマルチポイントまたはマルチポイントツーマルチポイント EVC の場合、[アンマネージド UNI
（Unmanaged UNI）] ページでテーブル内のプラス アイコンをクリックして行を追加し、選択した行に対
するアンマネージド デバイスの詳細とサービス エンドポイントの詳細を定義します。
ステップ 4 回線/VC のプロビジョニング （647 ページ）の説明に従って、対象テクノロジーの回線/VC の作成およびプ
ロビジョニング プロセスを完了します。

テンプレートを使用した回線/VC の拡張
回線/VC を作成してプロビジョニングすると、Cisco EPN Manager は参加デバイスに一連の CLI
コマンドを設定します。同じデバイスに追加のコマンドを設定する必要がある場合は、それら
のコマンドを含むテンプレートを作成して、回線/VCの作成プロセス中にそのテンプレートを
含めることができます。こうすることで、Cisco EPN Manager による設定内容を超えて、回
線/VC を効果的に拡張できます。この機能はプロビジョニング ウィザードで使用できますが、
回線/VC の作成前または変更前に作成されるテンプレートに依存しています。
CLI テンプレートを使用した回線/VC の拡張には、次の手順が含まれます。
1.

空白のテンプレートまたは既存のテンプレートを使用して、CLI テンプレートを作成しま
す。空白テンプレートを使用した新しい CLI 設定テンプレートの作成 （557 ページ）およ
び既存のテンプレートを使用した新規 CLI 設定テンプレートの作成 （558 ページ）を参照
してください。

2.

回線/VC を作成または変更し、CLI テンプレートを付加します。回線/VC のプロビジョニ
ング （647 ページ）を参照してください。

ステップ 1 CLI テンプレートを作成します。
a)

左のサイドバーで、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー
（Features & Technologies）] を選択します。

b) [テンプレート（Templates）] パネルで、[CLI テンプレート（CLI Templates）] > [CLI] を選択します。
c)

CLI、グローバル変数、および/またはテンプレート変数を使用して、新しい回線の識別情報を指定し、
テンプレートの内容を定義します。「デバイスのインベントリの即時収集（同期）」およびテンプレー
トでのグローバル変数の使用 （564 ページ）を参照してください。

d) [新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
e)

[マイ テンプレート（My Templates）] > [CLI テンプレート（ユーザ定義）（CLI Templates (User Defined)）]
の下に、新しい CLI テンプレートが保存されます。

ステップ 2 作成したテンプレート（または該当する場合には異なるテンプレート）を含むサービスを作成または変更
します。
a)

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク ト
ポロジ（Network Topology）] を選択します。
[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウが開きます。

b) [回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックします。
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c)

[回線/VC（Circuits/VCs）] ペイン ツールバーから、[+]（[作成（Create）]）アイコンをクリックする
か、回線を選択してから鉛筆（[変更（Modify）]）アイコンをクリックします。
マップの右側の新しいペインでプロビジョニング ウィザードが開きます。

d) 必要な回線または VC の作成または変更を開始します。回線/VC のプロビジョニング （647 ページ）お
よび回線/VC の変更 （825 ページ）を参照してください。
e)

[サービス テンプレート（Service Template）] ページで、テンプレートをサービス設定のプレフィック
スにする場合は [事前設定（Pre-Configuration）] セクションを使用し、テンプレートをサービス設定の
サフィックスにする場合は [事後設定（Post-Configuration）] セクションを使用します。

f)

[テンプレート（Template）] ドロップダウン メニューで、必要な CLI テンプレートを選択します。
事前設定オプションと事後設定オプションの両方に同じ CLI テンプレートを選択することはできませ
ん。

g) [テンプレートの使用（Template Usage）] ドロップダウン メニューで、デバイスに CLI テンプレートを
設定する条件を示すオプションを選択します。たとえば [サービス作成のみ（Service Create Only）] を
選択した場合、サービスの作成時にのみ、テンプレート CLI がデバイスに設定されます。サービスの
変更時には設定されません。
h) テンプレート パラメータの値を入力します。ここに示すパラメータは、テンプレートに定義された変
数によって異なります。
i)

[送信（Submit）] をクリックします。
（注）

デフォルトでは、サービスに参加するすべてのデバイスに、選択された CLI テンプレートが
関連付けられます。CLI テンプレートに関連付ける特定のデバイスを選択することはできませ
ん。

ステップ 3 設定したテンプレート用のロールバックテンプレートを設定できます。設定例：ロールバックテンプレー
ト （790 ページ） を参照してください。
ステップ 4 インタラクティブ テンプレートを設定することもできます。設定例：インタラクティブ テンプレート （
792 ページ） を参照してください。

設定例：CLI テンプレートを使用した回線/VC の拡張
設定例 1：グローバルおよびテンプレート（ローカル）変数を持つ CLI テンプレートを使用し
た Cisco ASR 903 デバイスでの L3VPN サービスの拡張：
vrf definition Testdoc1
exit
vrf Testdoc1
vpn id 36B:3
address-family ipv4 unicast
import route-target
65:1
export route-target
65:1
address-family ipv6 unicast
import route-target
65:1
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export route-target
65:1
interface GigabitEthernet0/0/0/11.2
vrf
Testdoc1
ipv4 address 4.5.7.8 255.255.255.0
mtu 1522
router bgp 140
vrf Testdoc1
rd auto
address-family ipv6 unicast
address-family ipv4 unicast
redistribute static metric 54
neighbor 3.4.6.8
remote-as 21
address-family ipv4 unicast
exit
exit
exit
exit
interface GigabitEthernet0/0/6
desc postconfig
delay 5988
mtu 436
exit

設定例 2：グローバル変数とテンプレート（ローカル）変数を持つ CLI テンプレートを使用し
た CEM サービスの拡張：
#set($interfaceNameList = $gv.service-cem-cemInterfaceNameList.split(","))
#set($cemGroupNumberList = $gv.service-cem-cemGroupNumberList.split(","))
#set($count = 0)
#foreach($interfaceName in $interfaceNameList)
interface $interfaceName
service-policy input MainInterfacePolicy
#if($count == 0)
cem $cemGroupNumberList[0]
#else
cem $cemGroupNumberList[1]
#end
service-policy input servicePolicy
#set($count = $count+1)
#end

設定例 3：QoS over CEM を設定する CEM サービスの拡張：
#set($count = 0)
#foreach($interfaceName in $gv.service-cem-cemInterfaceNameList)
interface $interfaceName
service-policy input MainInterfacePolicy
#if($count == 0)
cem $gv.service-cem-cemGroupNumberList[0]
#else
cem $gv.service-cem-cemGroupNumberList[1]
#end
service-policy input servicePolicy
#set($count = $count+1)
#end
exit

設定例 4：Cisco ME3800 デバイス上でのグローバル変数とテンプレート変数を持つ CLI テンプ
レートを使用した CE サービスの拡張：強調表示されたテキストは、CE サービスのプロビジョ
ニング設定の前後に追加される設定前と設定後の変更を表します。
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pseudowire-class PWClass_51_192-168-12-29
protocol ldp
exit
ethernet cfm domain EVC level 4
service evplextnpseudowireclass_ evc evplextnpseudowireclass_
continuity-check
continuity-check interval 1s
ethernet evc evplextnpseudowireclass
interface GigabitEthernet0/11
no shutdown
no spanning-tree portfast
mtu 1522
ethernet uni id 3800x
service instance 1 ethernet evplextnpseudowireclass
encapsulation dot1q 88
xconnect 192.168.12.29 51 encapsulation mpls pw-class PWClass_51_192-168-12-29
mtu 1508
service instance 1 ethernet evplextnpseudowireclass_
cfm mep domain EVC mpid 2
ethernet lmi ce-vlan map 88
ip sla 17
ethernet y1731 loss SLM domain EVC evc evplextnpseudowireclass_ mpid 1 cos 5 source
mpid 2
history interval 5
aggregate interval 60
ip sla schedule 17 life forever start-time after 00:02:00
interface GigabitEthernet0/11
desc postconfig
exit

設定例 5：グローバル変数とテンプレート（ローカル）変数を持つ CLI テンプレートを使用し
たレイヤ 3 リンク サービスの拡張：
##CREATE AND MODIFY CASE
#if($gv.service-serviceOperationType == "CREATE" || $gv.service-serviceOperationType ==
"MODIFY")
##XE DEVICE
#if($variant=="IOS-XE")
#if($gv.service-l3Link-routingProtocolName=="BGP")
router bgp $gv.service-l3Link-routerProcessId
address-family ipv4
neighbor $gv.service-l3Link-bgpNeighborName next-hop-self all
##assume A End as remote building
#if($gv.service-l3Link-isRouteReflectorClient=="TRUE" && $prefixListName!=""
&& $gv.service-l3Link-endPointDesignation=="AEND")
neighbor $gv.service-l3Link-bgpNeighborName capability orf prefix-list send
neighbor $gv.service-l3Link-bgpNeighborName prefix-list $prefixListName
in
#elseif($gv.service-l3Link-isRouteReflectorClient=="TRUE" &&
$prefixListName!="" && $gv.service-l3Link-endPointDesignation=="ZEND")
neighbor $gv.service-l3Link-bgpNeighborName capability orf prefix-list receive
#end
exit
exit
#end
#if($xeMTU!="" || $xeClnsMTU!="")
interface $gv.service-l3Link-interfaceName
#if($xeMTU!="")
mtu $xeMTU
#end
#if($xeClnsMTU!="")
clns mtu $xeClnsMTU
#end
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exit
#end
#if($gv.service-l3Link-routingProtocolName=="BGP")
#if($addressFamily !="" && $addressFamily=="vpnv4")
router bgp $gv.service-l3Link-routerProcessId
address-family $addressFamily
neighbor $gv.service-l3Link-bgpNeighborName activate
neighbor $gv.service-l3Link-bgpNeighborName send-community both
#if($gv.service-l3Link-isRouteReflectorClient=="TRUE")
neighbor $gv.service-l3Link-bgpNeighborName route-reflector-client
#end
bgp additional-paths install
neighbor $gv.service-l3Link-bgpNeighborName next-hop-self all
exit
exit
#end
#end
##XR DEVICE
#else
#if($xrMTU!="")
#if($gv.service-l3Link-subInterfaceName!="")
interface $gv.service-l3Link-subInterfaceName
mtu $xrMTU
exit
#else
interface $gv.service-l3Link-interfaceName
mtu $xrMTU
exit
#end
#end
#if($gv.service-l3Link-routingProtocolName=="BGP")
#if($addressFamily !="" && $addressFamily=="vpnv4")
router bgp $gv.service-l3Link-routerProcessId
address-family $addressFamily unicast
additional-paths receive
exit
neighbor $gv.service-l3Link-bgpNeighborName
address-family $addressFamily unicast
#if($gv.service-l3Link-isRouteReflectorClient=="TRUE")
route-reflector-client
#end
aigp
#if( $routePolicyName!="")
route-policy $routePolicyName in
#end
exit
exit
exit
#end
#end

#end
##DELETE USE CASE
#elseif($gv.service-serviceOperationType == "DELETE")
##XE DEVICE
#if($variant=="IOS-XE")
#if($xeMTU!="" || $xeClnsMTU!="")
interface $gv.service-l3Link-interfaceName
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#if($xeMTU!="")
no mtu $xeMTU
#end
#if($xeClnsMTU!="")
no clns mtu $xeClnsMTU
#end
exit
#end
#if($gv.service-l3Link-routingProtocolName=="BGP")
#if($addressFamily !="" && $addressFamily=="vpnv4")
router bgp $gv.service-l3Link-routerProcessId
no address-family $addressFamily
exit
#end
#end

##XR DEVICE
#else
#if($xrMTU!="")
#if($gv.service-l3Link-subInterfaceName=="")
interface $gv.service-l3Link-interfaceName
no mtu $xrMTU
exit
#end
#end
#if($gv.service-l3Link-routingProtocolName=="BGP")
#if($addressFamily !="" && $addressFamily=="vpnv4")
router bgp $gv.service-l3Link-routerProcessId
address-family $addressFamily unicast
no additional-paths receive
exit
neighbor $gv.service-l3Link-bgpNeighborName
no address-family $addressFamily unicast
exit
exit
#end
#end
#end
#end

設定例 6：グローバル変数とテンプレート（ローカル）変数を持つ CLI テンプレートを使用し
た双方向 TE トンネルの拡張：
##CREATE AND MODIFY CASE
#if($gv.service-serviceOperationType == "CREATE" || $gv.service-serviceOperationType ==
"MODIFY")
#if($variant && $variant=="IOS-XE")
#if($gv.service-teTunnel-tunnelId && $gv.service-teTunnel-tunnelId!="")
#if($xeBandWidth && $xeBandWidth !="")
interface Tunnel$gv.service-teTunnel-tunnelId
bandwidth $xeMaxBandWidth
tunnel mpls traffic-eng auto-bw frequency $xeBandWidth max-bw
$xeMaxBandWidth min-bw $xeMinBandWidth
exit
#end
#end
#else
#if($gv.service-teTunnel-tunnelId && $gv.service-teTunnel-tunnelId!="")
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#if($xrBandWidth && $xrBandWidth!="")
interface tunnel-te$gv.service-teTunnel-tunnelId
bandwidth $xrMaxBandWidth
auto-bw
bw-limit min $xrMinBandWidth max $xrMaxBandWidth
application $xrBandWidth
exit
exit
#end
#end
#end
#elseif($gv.service-serviceOperationType == "DELETE")
#if($variant && $variant=="IOS-XE")
#if($gv.service-teTunnel-tunnelId && $gv.service-teTunnel-tunnelId!="")
#if($xeBandWidth && $xeBandWidth!="")
interface Tunnel$gv.service-teTunnel-tunnelId
no bandwidth
no tunnel mpls traffic-eng auto-bw
exit
#end
#end
#else
#if($gv.service-teTunnel-tunnelId && $gv.service-teTunnel-tunnelId!="")
#if($xrBandWidth && $xrBandWidth!="")
interface tunnel-te$gv.service-teTunnel-tunnelId
no bandwidth
no auto-bw
exit
#end
#end
#end
#end

設定例：ロールバックテンプレート
ロールバックテンプレートを作成して、展開に失敗した場合に使用することができます。
[Configuration] > [Templates] > [Features and Technologies] の順に移動し、[CLI Templates] を選択
してカスタム ロールバック テンプレートを設定します。テンプレートを設定する際は、ロー
ルバックのフラグとして #ROLLBACK_CONFIG_START と #ROLLBACK_CONFIG_END を使
用する必要があります。これらのフラグの間で、CLI がロールバックする必要があるものを指
定する必要があります。これは、サービス前とサービス後の両方の設定に使用できます。

（注）

これらのロールバックテンプレートは、光サービスには適用されません。
サンプルテンプレート形式
#ROLLBACK_CONFIG_START
interface GigabitEthernet0/0/20
mtu 1555
#ROLLBACK_CONFIG_END

設定例 1：パラメータのない設定前 CLI のロールバック：
CLI の例：
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snmp-server enable traps
FAIL here
vrf definition PreConfigTest
vpn id 12:566
rd 23.23.23.23:2
address-family ipv4
route-target import 32:1
route-target export 32:1
interface GigabitEthernet0/10
service instance 3 ethernet
encapsulation dot1q 521
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
bridge-domain 8
exit
interface Vlan8
no shutdown
mtu 1522
vrf forwarding PreConfigTest
ip address 33.44.24.55 255.255.255.0
router bgp 100
address-family ipv4 vrf PreConfigTest
exit

設定例 2: パラメータのない設定後 CLI のロールバック：
CLI の例：
snmp-server enable traps
vrf definition PreConfigTest
vpn id 12:566
rd 23.23.23.23:3
address-family ipv4
route-target import 24:1
route-target export 24:1
interface GigabitEthernet0/10
service instance 4 ethernet
encapsulation dot1q 685
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
bridge-domain 9
exit
interface Vlan9
no shutdown
mtu 1522
vrf forwarding PostConfigTest
ip address 23.44.55.56 255.255.255.0
router bgp 100
address-family ipv4 vrf PostConfigTest
exit
exit
snmp-server enable traps
FAIL here

設定例 3：設定前有効テンプレート、設定後無効テンプレート、展開失敗、およびロールバッ
ク CLI
CLI の例：
snmp-server enable traps
vrf definition PrePostConfig
vpn id 34:55
rd 23.23.23.23:4
address-family ipv4
route-target import 234:1
route-target export 234:1
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interface GigabitEthernet0/10
service instance 5 ethernet
encapsulation dot1q 664
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
bridge-domain 11
exit
interface Vlan11
no shutdown
mtu 1522
vrf forwarding PrePostConfig
ip address 44.55.22.55 255.255.255.0
router bgp 100
address-family ipv4 vrf PrePostConfig
exit
exit
snmp-server enable traps
FAIL here

設定例：インタラクティブ テンプレート
設定例 1：単一のプロンプトを含むコマンドのインタラクティブテンプレート：
テンプレートの形式：
#INTERACTIVE
no username test<IQ>confirm<R>y
#ENDS_INTERACTIVE

CLI の例（サービス前設定として設定されたテンプレート）：
no username test
bridge-domain 8
ethernet cfm domain EVC level 4
service b_evplan_4Mar evc b_evplan_4Mar vlan 8
continuity-check
continuity-check interval 1s
ethernet evc b_evplan_4Mar
oam protocol cfm domain EVC
interface GigabitEthernet0/0/1
ethernet uni id UniName3
service instance 2 ethernet b_evplan_4Mar
encapsulation dot1q 22
bridge-domain 8
cfm mep domain EVC mpid 1
ethernet lmi ce-vlan map 22
snmp trap link-status
exit
exit

設定例 2：複数のプロンプトを含むコマンドのインタラクティブテンプレート：
テンプレートの形式：
#INTERACTIVE
crypto key generate rsa<IQ>% Do you really want to replace them? [yes/no]:<EM><R>yes<IQ>How
many bits in the modulus [512]:<EM><R>512
#ENDS_INTERACTIVE

CLI の例（サービス後設定として設定されたテンプレート）：
bridge-domain 8
ethernet cfm domain EVC level 4
service b_evplan_4Mar evc b_evplan_4Mar vlan 8
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continuity-check
continuity-check interval 1s
ethernet evc b_evplan_4Mar
oam protocol cfm domain EVC
interface GigabitEthernet0/0/0
ethernet uni id UniName4
ethernet lmi interface
service instance 1 ethernet b_evplan_4Mar
encapsulation dot1q 345
bridge-domain 8
cfm mep domain EVC mpid 1
ethernet lmi ce-vlan map 345
snmp trap link-status
exit
exit
crypto key generate rsa

プロビジョニング障害の syslog
サービスプロビジョニングの障害が発生すると、EPNM は syslog を生成し、EPNM で設定され
た受信者に送信します。この syslog は、作成、変更、削除、および昇格操作のために生成され
ます。
受信者は、EPNM サーバにログインすることによって CLI で設定できます。CLI 経由の接続 （
953 ページ） を参照してください。conf モードで logging security <syslog receiver
ip> を実行します。
syslog の視覚的な表現は、受信側のマシン/サーバで使用されているソフトウェアによって異な
ります。
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検出/プロビジョニングされた回線/VCの表
示と管理
• サービス検出の有効化および無効化 （795 ページ）
• 回線または VC の状態 （796 ページ）
• 回線/VC の表示 （804 ページ）
• ユーザ定義フィールドに基づいた回線/VC リストのフィルタ処理とエクスポート （821 ペー
ジ）
• 回線に関連付けられているルートの表示 （822 ページ）
• 変更/削除前の検出された回線/VCの昇格 （823 ページ）
• 回線/VC の変更 （825 ページ）
• 回線をアクティブにする（光） （826 ページ）
• 回線の復元（光） （827 ページ）
• 回線の再ルーティング（光回線） （827 ページ）
• 回線/VC のプロビジョニングされたバージョンと検出されたバージョンの比較と調整 （
828 ページ）
• 回線での保護切り替えアクションの開始（光） （829 ページ）
• 回線/VC の再同期 （832 ページ）
• サービス検出の再同期 （832 ページ）
• 回線/VC の削除 （832 ページ）
• L3VPN サービスの削除または強制削除 （834 ページ）
• L3VPN サービス エンドポイントの削除 （836 ページ）
• MPLS TE サービスの削除または強制削除 （837 ページ）
• プロビジョニングされたネットワーク インターフェイスの管理 （838 ページ）

サービス検出の有効化および無効化
Cisco EPN Manager はサービス検出（ディスカバリ）機能を使用して、ネットワーク内に存在
する回線/VC、およびプロビジョニング ウィザードを使ってプロビジョニングされた回線/VC
を自動的に検出します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
795

回線の管理
回線または VC の状態

サービス検出機能は、デフォルトで有効になっています。この機能を無効にするように選択で
きます。サービス検出を無効化すると、Cisco EPN Manager の検出済みサービスがすべて削除
されます。ただし、Cisco EPN Manager を使用してプロビジョニングされたサービスは残り、
状態が「見つかりません」になります。[ 履歴設定（History Settings）] オプションを使用して、
[回線/VC の履歴（Circuit/VC History）] テーブルに表示される回線/VC の変更が検出されたバー
ジョンの最大数を設定します。変更を適用するには、サーバを再起動する必要があります。

（注）

[履歴設定（History Settings）] の設定は、光回線で検出された変更にのみ関係します。
サービス検出を無効にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のバーから、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）」 を
選択し、[回線/VC（Circuits/VCs）] > [ディスカバリ設定（Discovery Settings）] を選択します。
ステップ 2 [サービス ディスカバリの有効化（Enable Service Discovery）] チェックボックスをオフにします。
ステップ 3 Cisco EPN Manager を再起動し、変更を適用します。Cisco EPN Manager の停止と再起動 （972 ページ）を参
照してください

回線または VC の状態
[回線/VC のプライマリ状態（Circuit or Primary States）]：サービサビリティ、検出、アラーム、
プロビジョニングの順に回線に関する最も重要な状態情報を伝達します。これは、通常、回線
または VC のテーブル内の最初の列に表示されます。
回線または アイコン
VC のプライ
マリ状態
（Circuit or
VC Primary
States）

サービサビリ 検出
ティ

欠落
（Missing）

—

—
欠落
（Missing）

—

Down

Down

—

—

—

クリティカ
ル
（Critical）

—

—

クリティカ —
ル
（Critical）

[メジャー
（Major）]

—

—

[メジャー
（Major）]
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[マイナー
（Minor）]

—

—

[マイナー
（Minor）]

—

一部ダウン

一部

—

—

—

管理上ダウ
ン

管理上ダウン —

—

—

一部検出

—

一部

—

—

失敗しまし
た（Failed）

—

—

—

（作成、変更、または削
除）失敗

進行中

—

—

—

（作成、変更、または削
除）進行中

—

警告

—

警告
Up

アップ

—

—

—

自動アップ

自動アップ

—

—

—

情報（Info）

—

—

情報
（Info）

—

クリア済み

—

—

クリア済み —

[回線/VC のサービサビリティ状態（Circuit or VC Serviceability）]：この値は、回線または VC
の管理状態と動作状態の組み合わせです。サービスの運用性に影響するため、管理状態が表示
されます。光回線の場合は、管理状態によってアクティブ化および非アクティブ化アクション
が使用可能かどうかも決定されます。動作状態は、サービスが機能しているかどうかをすばや
く特定するために表示されます。
回線または アイコン
VC のサービ
サビリティ状
態

説明

管理上ダウン

管理者が回線または VC を手動でシャットダウンします。

ダウン
（Down）

回線または VC は運用上はダウンし、管理上はアップします。

アップ
（Up）

回線または VC は、運用上も、管理上もアップします。

自動アップ
（Auto Up）

回線または VC は運用上は自動アップ、管理上はアップします。
特定のデバイスのみが自動アップの動作状態をサポートしていま
す。
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取得不可

回線または VC はまだ検出されていないか、その動作ステータス
が取得できません。

一部

回線/VC の動作状態または管理状態が部分的です。
• [部分管理状態（Partial admin state）]：回線または VC に（一
部のサービス リソースをアクティブ化し、他のリソースを非
アクティブ化する）混在管理要求があるか、または管理上アッ
プしているリソースとダウンしているリソースが混在してい
るか、あるいは動作状態が取得できないリソースがあります。
• [部分動作状態（Partial operational state）]：回線または VC に
一部のリソースのアクティブ化と非アクティブ化が混在して
いるか、またはリソースの一部の動作状態が取得できません。

Up Unprotected

保護パスで設定された回線/VC は動作していますが、重大な障害
が原因で代替パスに切り替えることはできません。
（注）

このサービスアビリティ ステータス表示は、Y 字型ケー
ブル保護および保護 ODU を使用した OCHCC WSON 回
線でサポートされます。

次の表に、さまざまなシナリオでの回線/VC の有用性状態の詳細を示します。
テクノロジー

サービス タイプ

シナリオ
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キャリアイーサネット EPL、EVPL、アクセス エンドポイント（サー アップ（Up）
EPL、およびアクセス ビス インスタンス/サ
EVPL
ブインターフェイ
ス）、クロス接続、お
よびサービスに参加し
ている疑似回線の動作
状態がアップの場合
サービスに参加してい 管理上ダウン（Admin
る送信元と宛先（サー Down）
ビス インスタンス/サ
ブインターフェイス）
の両方の管理状態がダ
ウンの場合
他のすべてのシナリオ ダウン（Down）
で、サービスに参加し
ている 1 つ以上のエン
ドポイント（サービス
インスタンス/サブイン
ターフェイス）、クロ
ス接続、または疑似回
線がダウンしている場
合
EP-LAN、EVP-LAN、 サービスに参加してい アップ（Up）
EP ツリー、および
るすべてのエンドポイ
EVP ツリー
ント（サービスインス
タンス/サブインター
フェイス）、ブリッジ
ドメイン、VFI、およ
び疑似回線がアップし
ている場合
サービスに参加してい 一部
る 2 つ以上のエンドポ
イント（サービスイン
スタンス/サブインター
フェイス）の動作状態
がアップで、残りのエ
ンドポイントがダウン
の場合
管理上ダウン（Admin
Down）
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サービスに参加してい
るすべてのエンドポイ
ント（サービスインス
タンス/サブインター
フェイス）の管理状態
がダウンの場合
サービスに参加してい ダウン（Down）
る 1 つ以上のエンドポ
イント（サービスイン
スタンス/サブインター
フェイス）の動作状態
がアップで、残りのエ
ンドポイントがダウン
の場合
回線エミュレーション すべてのサービスタイ サービスに参加してい アップ（Up）
るエンドポイント
（Circuit Emulation） プ
（cemGroup）、基盤と
なっている TDM コン
トローラ、クロス接
続、および疑似回線の
動作状態がアップの場
合
サービスに参加してい 管理上ダウン（Admin
る送信元と宛先のエン Down）
ドポイント
（cemGroup）の両方の
管理状態がダウンの場
合
他のすべてのシナリオ ダウン（Down）
で、サービスに参加し
ているエンドポイント
（cemGroup）、基盤と
なっている TDM コン
トローラ、クロス接
続、および疑似回線の
いずれかの動作状態が
アップの場合
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MPLS

単方向 TE トンネル
（Unidirectional TE
Tunnel）

トンネルインターフェ アップ（Up）
イスの動作状態がアッ
プの場合
トンネルインターフェ 管理上ダウン（Admin
イスの管理状態がダウ Down）
ンの場合
他のすべてのシナリオ ダウン（Down）
では、トンネルの動作
状態がダウンの場合

双方向 TE トンネル
（Bidirectional TE
Tunnel）

トンネルの両端のイン アップ（Up）
ターフェイスの動作状
態がアップの場合
トンネルの両端のイン 管理上ダウン（Admin
ターフェイスの管理者 Down）
状態がダウンの場合
それ以外の場合は、ト ダウン（Down）
ンネルインターフェイ
スの動作状態がダウン
の場合
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サービスに参加してい アップ（Up）
るすべてのエンドポイ
ント（サブインター
フェイス、BDI、およ
び BVI）の動作状態が
アップの場合

レイヤ 3 VPN（Layer
3 VPN）

サービスに参加してい 一部
る少なくとも 2 つのエ
ンドポイント（サブイ
ンターフェイス、
BDI、および BVI）の
動作状態がアップで、
残りのエンドポイント
がダウンの場合
サービスに参加してい 管理上ダウン（Admin
るすべてのエンドポイ Down）
ント（サブインター
フェイス、BDI、およ
び BVI）の管理状態が
ダウンの場合
サービスに参加してい ダウン（Down）
る 1 つ以上のエンドポ
イント（サブインター
フェイス、BDI、およ
び BVI）の動作状態が
アップで、残りのエン
ドポイントがダウンの
場合
SR TE

SR ポリシー

SR ポリシーの動作状 アップ（Up）
態がアップしている場
合
SR ポリシーの管理状 管理上ダウン（Admin
態がダウンしている場 Down）
合
他のすべてのシナリオ ダウン（Down）
では、SR ポリシーの
動作状態がダウンの場
合

[回線または VC の検出状態（Circuit or VC Discovery State）]：サービスとそのコンポーネント
のネットワークから検出された最新の状態と構造を表します。検出されたバージョンがある場
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合は、アプリケーションが実際にサービス自体をモニタしている（たとえば、有意義な動作
データとパフォーマンス データを定義できる）ことを意味します。
回線または アイコン
VC の検出状
態（Circuit
or VC
Discovery
State）

説明

一部

Cisco EPN Manager によって部分的に検出された回線または VC。
その想定エンティティのすべてが検出されたわけではありません。

完全（Full）

Cisco EPN Manager によって完全に検出された回線または VC。そ
のため、Cisco EPN Manager は、サービスをモニタして、有意義な
動作データとフォーマンス データを提供できます。

欠落
（Missing）

まだ Cisco EPN Manager によって検出されていない（ただし、プ
ロビジョニング済みである可能性がある）回線または VC。

Resync

回線または VC は再同期されています。

[回線または VC のプロビジョニング状態（Circuit or VC Provisioning State）]：回線または VC
についてプロビジョニングする目的があるかどうかと、目的がある場合はそのステータスを表
します。調整レポートが生成された場合は、調整アクションの状態が反映されます。
回線または
アイコン
VC プロビ
ジョニングの
状態

説明

なし（None）

回線または VC が検出されましたが、まだプロビジョニングされ
ていません。回線/VC は変更または削除する場合にプロモートす
る必要があります。

失敗しました
（Failed）

アクションが失敗しました。

進行中（In
Progress）

アクションは開始されましたが、まだ完了していません。

計画済み

アクションは計画されましたが、まだ開始されていません。

成功

アクションは正常に完了しました。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
803

回線の管理
回線/VC の表示

回線/VC の表示
Cisco EPN Manager は、回線/VC を表示するためのさまざまな方法を提供します。
以下の回線/VC 情報を表示する
には：
トポロジ マップ、回線/VC 360
ビュー、または回線/VC詳細ペー
ジにおける特定の回線/VC

デバイス

以下の手順を参照：

• 回線/VC の情報をすばやく取得する：[回線/VC 360
（Circuit/VC 360）] ビュー （807 ページ）
• 回線/VC に関する総合情報の取得：[回線/VC 詳細情報
（Circuit/VC Details）] ウィンドウ （814 ページ）
特定のデバイスの回線/VC の表示 （817 ページ）

トポロジ マップまたは拡張テー デバイス グループの回線/VC を表示する （817 ページ）
ブルのデバイス グループ
Cisco EPN Manager のすべて

Cisco EPN Manager ですべての回線/VC を表示 （819 ページ）

特定の回線/VC の詳細の表示
Cisco EPN Manager は、必要な詳細に応じて、特定の回線/VC に関する詳細を表示するさまざ
まな方法を提供します。
• トポロジ マップ内の特定の回線/VC を表示する （804 ページ）
• 回線/VC の情報をすばやく取得する：[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビュー （807 ペー
ジ）
• 回線/VC に関する総合情報の取得：[回線/VC 詳細情報（Circuit/VC Details）] ウィンドウ
（814 ページ）
• 回線のバージョンの表示と比較（光） （815 ページ）

トポロジ マップ内の特定の回線/VC を表示する
回線/VC を使用する場合は、既存のネットワーク トポロジ内で回線/VC がどのように展開され
ているかを確認することが非常に役立ちます。Cisco EPN Manager は、既存のトポロジ マップ
上に回線/VC をオーバーレイして、回線/VC のエンドポイントとミッドポイント、エンドポイ
ントのロール（該当する場合）、および回線/VC に関連する障害情報をわかりやすく示しま
す。このオーバーレイ機能は、トポロジ マップだけでなく、Geo マップでも使用できます。
MPLS TE トンネルを使用してネットワーク上を伝送される CE サービスと CEM サービスの場
合は、基盤となるトンネルもサービス オーバーレイとともにトポロジ マップに表示されます。
CE サービスまたは CEM サービスでの MPLS TE トンネルの割り当て方法については、キャリ
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ア イーサネット ネットワークの EVC のプロビジョニング （657 ページ）と回線エミュレーショ
ン サービスのプロビジョニング （742 ページ）を参照します。

（注）

• 回線の検出状態が [見つからない（Missing）] の場合は、オーバーレイを表示できません。
• 回線/VC に、デバイス グループにまたがるエンドポイントが含まれている場合がありま
す。これは、あるエンドポイントはあるグループに属しており、別のエンドポイントは別
のグループに属していることを意味します。この場合は、フル オーバーレイを表示できま
せん。エンドポイントがマップ内に表示されていない場合は、通知リンクがマップの左上
に表示されます。選択した回線/VC のエンドポイントを含むすべてのデバイス グループを
表示するには、マップを展開するためのリンクをクリックします。
• オーバーレイが表示されると、リンク タイプ フィルタが無効になります。
ネットワーク トポロジ上に回線/VC のオーバーレイを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーで、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ
（Network Topology）] を選択します。
ステップ 2 [デバイス グループ（Device Groups）] ボタンをクリックして、必要なグループを選択します。
ステップ 3 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブに移動して、選択したグループに関連付けられた回路/VC のリストを表示
します。
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ステップ 4 マップ上に表示する回線/VC を選択します。
選択した回線に参加しているノードとリンクがオーバーレイ内で強調表示され、マップ内の残りのデバイ
スが無効として表示されます。選択した回線の名前がトポロジ ツールバーのすぐ下に表示されます。オー
バーレイをクリアするには、回線名の右側にある [X] ボタンをクリックします。オーバーレイ アイコンの
説明については、回線または VC ネットワーク トポロジ オーバーレイのアイコンを参照してください。

回線または VC ネットワーク トポロジ オーバーレイのアイコン
オーバーレイ アイコン

定義
送信元エンドポイント

宛先エンドポイント

ローカル スイッチングを使用した EVC または
CEM

回線の作成中にユーザによって追加されたエ
ンドポイント。
（注）

セグメント ルーティング テクノロ
ジー タイプの隣接およびノード SID
の両方に「S」が表示されます。

回線の作成中にユーザによって除外されたエ
ンドポイント。
回線の作成中に追加または除外されたポート
の一部を持つエンドポイント。このエンドポ
イントには、回線のさまざまなルートに参加
している複数のポートが含まれています。
ルートとして指定された E-TREE EVC エンド
ポイント。

アイコンの S は、サーバがデバイス上で設定
されていることを示します。
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オーバーレイ アイコン

定義
アイコンの C は、クライアントがデバイス上
で設定されていることを示します。

アイコンの S と C は、サーバとクライアント
の両方が同じデバイス上で設定されているこ
とを表します。
選択されたエンドポイント。

ハブ：ハブとルートが同じデバイスにある場
合（VPLS シナリオ）、ルート アイコンが茶
色の丸で囲まれます。
回線の作成中に追加されたリンク。

回線の作成中に除外されたリンク。

回線の作成中に追加または除外されたポート
の一部を持つエンドポイント。これは、同じ
回線のさまざまなルートに参加している複数
のポートを含む集約リンクを表します。

回線/VC の情報をすばやく取得する：[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビュー
[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューでは、特定の回線/VC に関する情報を一目で確認でき
ます。[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューから、回線/VC に関する詳細情報にアクセスし、
回線/VC の 360 度ビューから実行できる操作 （811 ページ）で説明されているアクションを実
行できます。
[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューの上部には、回線名、状態、および回線/VC とパフォー
マンスに関する一般情報が表示されます。より詳細な情報は、ビューの下部にあるタブに表示
されます。
[回線/VC 360
説明
（Circuit/VC 360）]
ビューに示される
情報
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一般情報

回線/VC のタイプ、そのさまざまな状態（ディスカバリ、有用性、プロ
ビジョニング）、回線/VC に関連付けられている顧客、および監査情報
（いつ作成されたか、最後に変更されたのはいつか）。回線/VC の状態
の説明については、回線または VC の状態 （796 ページ）を参照してく
ださい。
（注）

プロビジョニングの状態が [作成失敗（Create Failed）] の場合
は、関連する [i]（[情報（information）]）アイコンをクリック
すると失敗の理由を確認できます。

[Auto-Refresh]：デバイスのステータスとトラブルシューティングをリア
ルタイムで更新する場合は、[Refresh] アイコンをクリックしてオンデマ
ンド更新を有効にします。または、ドロップダウンリストから、自動更
新の間隔を 30 秒、1 分、2 分、または 5 分に設定することもできます。
デフォルトでは、自動更新はオフになっています。
（注）

自動更新設定は、現在開いている [360° ビュー（360° View）]
ポップアップウィンドウにのみ適用されます。このビューを閉
じてからもう一度開いた場合または別のビューを開いた場合
は、デフォルトでは自動更新がオフになります。

パフォーマンス
データ

回線/VC のパフォーマンスに関するさまざまな要素を示すグラフ。

アラーム

重大度、ステータス、生成時間を含む、回線/VC に関する現在のアラー
ム。

エンドポイント

この回線/VC のエンドポイントとして機能するデバイスおよびインター
フェイス。

（注）

データをグラフで表示するためには、該当するデバイスで必要
なモニタリングポリシーが有効化されている必要があります。
たとえば、生成および受信された明示的なポインタ調整リレー
カウンタ（L ビットや P ビットなど）の数を図示したグラフを
表示するには、CEM と擬似回線エミュレーションのエッジか
らエッジへのモニタリング ポリシーの両方を有効にする必要
があります。モニタリング ポリシー リファレンス （1213 ペー
ジ）を参照してください。
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履歴（History）

[履歴（History）] タブには回線のすべてのバージョンがリストされ、回
線/VC が検出された時点または最初に展開された時点以降に行われた変
更を確認できます。リストされている任意のバージョンの [回線 360
（Circuit 360）] ビューを開いて、そのエンドポイントやアラームなどを
確認できます。
（注）

過去の回線/VC の [回線 360（Circuit 360）] ビューを表示して
いる場合は、[履歴（History）] タブが表示されません。

また、次の手順を実行して、回線/VC のエンドポイント設定の詳細情報
を表示することもできます。
1.

[プロビジョニングの状態（Provisioning State）] 列で、該当する回
線/VC バージョンを見つけ、[i]（[情報（information）]）アイコンを
クリックします。
[デバイス設定の詳細（Device Configuration Details）] ポップアップ
ウィンドウが開きます。

2.

設定の詳細情報の表示対象となるエンドポイントのオプション ボタ
ンをクリックします。
エンドポイントが正常にプロビジョニングされている場合は、ポッ
プアップ ウィンドウの下部に設定がリストされます。エンドポイン
トのプロビジョニングが失敗した場合は、代わりにプロビジョニン
グの失敗理由の説明が示されます。

関連する回線/VC
（Related
Circuits/VCs）

選択した回線内の追加の回線。

EVC について、次の情報が表示されます。
• [着信トラフィック（Incoming Traffic）]：一定期間に回線/VC のすべてのエンドポイント
インターフェイスに入った着信トラフィックの合計（ビット/秒（bps）単位）。グラフに
は、すべてのエンドポイントの合計着信トラフィックの最後の 24 個の標本が 1 分間隔で
表示されます。ピンク色のバーは最低レベルの着信トラフィックを示し、青色のバーは最
高レベルの着信トラフィックを示します。
• [ポート可用性（Port Availability）]：回線/VC のすべてのエンドポイントの平均可用性。す
べてのエンドポイントで集計され、パーセントで表されます。使用不可のインターフェイ
スがない限り、基準は 100% です。
• [発信トラフィック（Outgoing Traffic）]：一定期間に回線/VC のすべてのエンドポイント
インターフェイスから発信されたトラフィックの合計（ビット/秒（bps）単位）。
• [損失（Loss）]：回線/VC のすべてのエンドポイントの平均損失（パーセント単位）。
• [遅延（Delay）]：回線/VC のすべてのエンドポイントの平均遅延（マイクロ秒単位）。
• [ジッター（Jitter）]：回線/VC のすべてのエンドポイントの平均ジッター（ミリ秒単位）。
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光回線の場合、次の回線タイプに基づいてパフォーマンス データが表示されます。
• OCHCC WSON：フレーム、上位層プロトコルにパケットを配信できない原因となったエ
ラーを含む着信パケットの数、および回線あたりの重大エラー秒数と多重化セクション数
を含む、インターフェイスで受信されたオクテットの合計数。
• OCHNC WSON：この回線タイプの平均、最小、および最大 Optical Signal to Noise Ratio
（OSNR）。
• OCH-TRAIL WSON：この回線タイプでの修正不可能な単語の合計数および修正されたエ
ラーの合計数（ビット/秒（bps）単位）。
• OCH-Trail UNI：修正不可能な単語の合計数および修正されたエラーの合計数（ビット/秒
（bps）単位）、およびこの回線タイプによって送受信された最小、平均、最大の送出電
力（1 ワットを基準としたデシベル（dBW）単位）。
• ODU UNI：バックグラウンド ブロック エラーの合計数、重大エラー秒数の合計、および
パス モニタリングのエラー秒数比率。
• ODU トンネル：バックグラウンド ブロック エラーの合計数、重大エラー秒数の合計、お
よびセクション モニタリングのエラー秒数比率。
さらに、すべての光回線タイプについて、回線から送受信された送出電力の平均量、最小量、
最大量が表示されます。
回線エミュレーション サービスについては、次の情報が表示されます。
• 各回線エンドポイントのジッタ バッファ オーバーランの合計数。
• 各回線エンドポイントで生成および受信された明示的ポインタ調整リレー カウンタ（L
ビットや R ビットなど）の合計数。
Cisco ME 1200 デバイス上のサービスでは、着信トラフィックと発信トラフィック、ジッタ、
および可用性などの情報が表示されます。
MPLS 双方向 TE トンネルの場合は、パフォーマンス データを表示するために、インターフェ
イス ヘルス モニタリング ポリシーを必ず有効にしてください。詳細については、モニタリン
グ ポリシー リファレンス （1213 ページ）を参照してください。次のパフォーマンス データが
表示されます。
• [トラフィック（Traffic）]：トンネルの両方向の合計トラフィック（ビット/秒（bps）単
位）。
• [可用性（Availability）]：トンネルのエンドポイントの平均可用性。
• [使用帯域幅（Bandwidth Utilization）]：トンネルに関連付けられているすべての疑似回線
で設定された帯域幅の合計パーセンテージに対する、そのトンネルで設定された帯域幅の
パーセンテージ。
• [実際の使用帯域幅（Actual Bandwidth Utilization）]：トンネルに関連付けられているすべ
ての疑似回線における着信/発信トラフィックで利用された帯域幅の合計パーセンテージ
に対する、そのトンネルで設定された帯域幅のパーセンテージ。
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Y.1731 プローブが有効になっているキャリア イーサネット サービスの場合は、Y.1731 プロー
ブのより詳しい説明を [Y.1731] タブに表示します。

（注）

[エンドポイント（Endpoints）] タブで、関連するエンドポイントを選択した後、[i] アイコンを
クリックしてより詳しい説明を表示します。
特定の回線または VC の [回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを開くには、次の手順を実行
します。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network Topology）]
を選択します。
[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウが開きます。[ネットワーク トポロジ（Network
Topology）] ウィンドウとその機能については、ネットワーク トポロジの視覚化 （207 ページ）を参照して
ください。
ステップ 2 [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ページのツールバーから、[デバイス グループ（Device
Groups）] をクリックします。
[デバイス グループ（Device Groups）] ダイアログボックスが開きます。
ステップ 3 回線または VC が関連付けられているデバイス グループを見つけてクリックし、ダイアログボックスを閉
じます。
ステップ 4 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックします。
ステップ 5 リストで回線または VC を見つけ、その [i]（[情報（information）]）アイコンをクリックします。

回線/VC の 360 度ビューから実行できる操作
次に、選択した回線または VC の [表示（View）] メニューおよび [アクション（Actions）] メ
ニューから実行できるアクションの一覧を示します。実行可能なアクションは、選択した回線
または VC の種類によって異なります。
• View > Details を選択し、回線/VC に関するさらに詳しい説明を表示します。回線/VC に関
する総合情報の取得：[回線/VC 詳細情報（Circuit/VC Details）] ウィンドウ （814 ページ）
を参照してください。
• View > Service Trace を選択し、光回線のルートをトレースします。回線のすべてのルー
トのトレースと視覚化 （237 ページ）を参照してください。
• View > Dashboard を選択し、回線/VC のサービス パフォーマンス ダッシュボードを表示
します。ダッシュボードのセットアップと使用 （7 ページ）を参照してください。
• View > Performance を選択し、CEM サービスの回線の詳細と CEM の統計情報を表示し
ます。
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• Actions > Add to Compare を選択し、サービサビリティおよびプロビジョニングの状態や
発生したアラームのような情報に基づいて、別の回線または VC と対照比較する回線また
は VC を選択します。「回線/VC 情報とステータスの比較」を参照してください。
• Actions > Multilayer Trace を選択し、回線をグラフィカルに視覚化します。「回線/VC の
完全なルートをトレースおよび可視化する」を参照してください。
• Actions > Y.1564 Test を選択し、CE 回線/VC のエンドツーエンドのパフォーマンスをテ
ストします。Y.1564 パフォーマンス テストの実行 （852 ページ）を参照してください。
• Actions > Y.1731 Test を選択し、CE 回線/VC のエンドツーエンドのパフォーマンスをテ
ストします。EVC の Y1731 に基づくパフォーマンス テスト （854 ページ）を参照してく
ださい。
• Actions > BERT を選択し、回線エミュレーション サービスのパフォーマンスをテストし
ます。回線エミュレーション サービスのパフォーマンス テスト （858 ページ）を参照して
ください。
• Actions > Optical PM Parameters を選択し、光回線/VC のリアルタイムのパフォーマンス
モニタリング データを表示します。オプティカル パフォーマンス モニタリング パラメー
タ （855 ページ）を参照してください。
• Actions > PRBS Test を選択し、光回線/VC のエンドツーエンドのパフォーマンスをテスト
します。回線（ODU UNI）での PRBS テストの実行 （856 ページ）を参照してください。
• Actions > Restoration Actions >Upgrade Restore を選択し、障害が発生した光回線をアク
ティブなルートにアップグレードし、障害が発生した古いルートを削除します。回線の復
元（光） （827 ページ）を参照してください。
• Actions > Restoration Actions >Manual Revert を選択して、ルートが障害から回復したと
きに、光回線を元のルートに復帰させます。回線の復元（光） （827 ページ）を参照して
ください。
• [操作（Actions）] > [アクションの再ルーティング（Reroute Actions）] > [現用パス（Working
Path）] または [保護パス（Protected Path）] を選択し、回線用に定義されている現用パス
または保護パスを通過するトラフィックを再ルーティングします。回線の再ルーティング
（光回線） （827 ページ）を参照してください。
• Actions > Activate を選択し、トラフィックが光回線を通過するようにします。回線をア
クティブにする（光） （826 ページ）を参照してください。
• Actions > Deactivate を選択し、トラフィックが光回線を通過するのを停止します。回線
をアクティブにする（光） （826 ページ）を参照してください。
• Actions > Pseodowire OAM 、LSP OAM、CFM OAM、または SR TE OAM オプションを
選択し、OAM コマンドを使用してサービス障害をトラブルシューティングします。OAM
コマンドを使用してサービス障害をトラブルシュートする （845 ページ）を参照してくだ
さい。
• [アクション（Actions）] > [トポロジに表示（Show in Topology）] を選択し、トポロジマッ
プに回線/VC オーバーレイを表示します。
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• [サービスアビリティ（Serviceability）] ステータスの横にある i アイコンをクリックし、回
線の障害に関する追加情報を表示します。回線/VC 障害に関する詳細情報の取得 （843 ペー
ジ）を参照してください。
• [アクション（Actions）] > [再同期（Resync）] > を選択し、特定のサービスに関するサー
ビス検出の再同期を実行します。詳細については、「サービス検出の再同期」を参照して
ください。
回線/VC 情報とステータスの比較
[比較ビュー（Comparison View）] では、複数の回線または VC の対照比較を実行し、検出およ
びプロビジョニングの状態、発生したアラーム、関連するエンドポイントなどの情報を表示で
きます。回線または VC を比較するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 比較する回線または VC ごとに、次の手順を実行します。
a)

「回線/VC の情報をすばやく取得する：[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビュー」に記載されているよ
うに、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを開きます。

b) [アクション（Actions）] > [追加して比較（Add to Compare）] を選択します。
選択した回線または VC がページの下部に表示されます。最大 4 つの回線または VC を選択できます。
ステップ 2 [比較（Compare）] をクリックします。
比較ビューが開きます。
ステップ 3 ビューの上部にあるドロップダウン リストで、利用可能なすべての情報をビューに表示するか、デバイス
ごとに一意の情報だけを表示するかを指定します。
ステップ 4 [比較ビュー（Comparison View）] をクリックして、ビューに表示するカテゴリのチェックボックスをオン
にしてから、[保存（Save）] をクリックします。
デフォルトで、すべてのカテゴリがすでに選択されています。
ステップ 5 選択したカテゴリごとに提供される情報が表示されるようにページをスクロール ダウンします。
次の点に注意してください。
• [比較ビュー（Comparison View）] には、一度に 2 つの回線または VC に関する情報しか表示されませ
ん。3 つ以上を選択した場合は、現在表示されていない回線または VC に切り替える必要があります。
• 選択した回線または VC の順序を変更するには、[再整理（Rearrange）] をクリックします。
• 各回線または VC の [表示（View）] メニューと [アクション（Actions）] メニューは、[回線/VC 360
（Circuit/VC 360）] ビューで提供されるものと同じです。オプションを選択すると、対応するページ
が開きます。
• 必要に応じて、表示されるカテゴリを最小化または最大化できます。
• [比較ビュー（Comparison View）] は、デバイス、インターフェイス、およびリンクでも利用できま
す。それぞれの 360 ビューからこれらの要素のいずれかを比較用に選択すると、対応するタブにその
要素が表示されます。これにより、必要に応じて要素のタイプを切り替えることができます。
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• 回線または VC の比較を終了する場合は、ビューの上部にある [戻る（Back）] をクリックしてから、
ページの下部にある [すべての項目をクリア（Clear All Items）] をクリックします。他の要素タイプの
タブが表示されている場合は、それらのタブもクリアする必要があります。

回線/VC に関する総合情報の取得：[回線/VC 詳細情報（Circuit/VC Details）] ウィンドウ
[回線/VC 詳細情報（Circuit/VC Details）] ウィンドウには、特定の回線/VC に関する追加の詳
細情報（回線/VCに対して定義されている属性を含む）が表示されます。表示されたページに
示される情報は、回線/VC のタイプに応じて異なります。また、[回線/VC 詳細情報（Circuit/VC
Details）] ウィンドウでは特定のアクション（回線/VC の変更または削除、新しい回線/VC の作
成、パフォーマンス テストの実行など）を実行することもできます。
[回線/VC 詳細情報（Circuit/VC Details）] ウィンドウを表示するには、いずれかの回線/VC テー
ブルで回線/VC 名のハイパーリンクをクリックします。あるいは、次のように [回線/VC 360
（Circuit/VC 360）] ビューから [回線/VC 詳細情報（Circuit/VC Details）] ウィンドウを表示す
ることもできます。

ステップ 1 必要な回線/VC の [回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを表示します。回線/VC の情報をすばやく取得す
る：[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビュー （807 ページ）を参照してください。
ステップ 2 View > Details を選択します。[回線/VC 詳細情報（Circuit/VC Details）] ページの属性の説明については、
キャリア イーサネット ネットワークの EVC のプロビジョニング （657 ページ）および光/DWDM ネット
ワークの回線のプロビジョニング （683 ページ）を参照してください。
詳細は、次の 2 つのタブに表示されます。
• [要約（Summary）]：回線検出およびプロビジョニング状態、承認しきい値、WSON ラベル、回線タ
イプ、回線に関連付けられている波長、保護ステータスなどの回線情報を表示します。
• [ポート（Ports）]：回線に関連付けられたポート、ポートの役割、ポートに関連付けられた IP アドレ
スなどのポート情報を表示します。

[回線/VCの詳細（Circuit/VC Details）] ページから実行できるアクション
[回線/VC の詳細（Circuit/VC Details）] ウィンドウでは、次のアクションを実行できます。
• 回線/VC の変更（Cisco EPN Manager を使用してプロビジョニングされた回線/VC に対し
て使用可能なアクション）。回線/VC の変更 （825 ページ）を参照してください。
• 回線/VC の削除（検出された回線/VCではなく、Cisco EPN Manager を使用してプロビジョ
ニングされた回線/VC に対して使用可能なアクション）。回線/VC の削除 （832 ページ）
を参照してください。
• 新しい回線/VCの作成。[作成（Create）] ボタンをクリックすると、プロビジョニング ウィ
ザードが開き、新しい回線/VC を作成できます。キャリア イーサネット ネットワークの
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EVC のプロビジョニング （657 ページ）および光/DWDM ネットワークの回線のプロビジョ
ニング （683 ページ）を参照してください。
• Actions > Y.1564 Test を選択し、CE 回線/VC のエンドツーエンドのパフォーマンスをテ
ストします。Y.1564 パフォーマンス テストの実行 （852 ページ）を参照してください。
• Actions > BERT を選択し、回線エミュレーション サービスのパフォーマンスをテストし
ます。回線エミュレーション サービスのパフォーマンス テスト （858 ページ）を参照して
ください。
• Actions > Optical PM Parameters を選択し、光回線/VC のリアルタイムのパフォーマンス
モニタリング データを表示します。オプティカル パフォーマンス モニタリング パラメー
タ （855 ページ）を参照してください。
• Actions > PRBS Test を選択し、光回線/VC のエンドツーエンドのパフォーマンスをテスト
します。回線（ODU UNI）での PRBS テストの実行 （856 ページ）を参照してください。
• Actions > Restoration Actions >Upgrade Restore を選択し、障害が発生した光回線をアク
ティブなルートにアップグレードし、障害が発生した古いルートを削除します。回線の復
元（光） （827 ページ）を参照してください。
• Actions > Restoration Actions >Manual Revert を選択して、ルートが障害から回復したと
きに、光回線を元のルートに復帰させます。回線の復元（光） （827 ページ）を参照して
ください。
• Actions > Activate を選択し、トラフィックが光回線を通過するようにします。回線をア
クティブにする（光） （826 ページ）を参照してください。
• Actions > Deactivate を選択し、トラフィックが光回線を通過するのを停止します。回線
をアクティブにする（光） （826 ページ）を参照してください。
• Actions > Resync を選択し、回線を再同期します。回線/VC の再同期 （832 ページ） を参
照してください。

回線のバージョンの表示と比較（光）
[回線履歴（Circuit History）] ページを使用して、光回線の 2 つのバージョンを比較します。[回
線履歴（Circuit History）] ページから、次のアクションを実行できます。
• 光回線で発生したイベントの簡単な視覚化と統合ビューを取得します。
• イベントに関連付けられているアラームを表示します。
• 光回線で発生した障害に関する情報を表示します。
• 回線内のルート変更を比較します。
たとえば、光回線で復元が発生したことがあるとします。[回線履歴（Circuit History）] ページ
を使用すると、次のアクションを実行できます。
1.

回線で発生した変更のリストを表示します。
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2.

保護切り替えアクションまたは回線で発生した再ルーティングがある場合、[タイプ（Type）]
列の [i] アイコンをクリックすると、保護切り替えアクションを引き起こしたイベントの詳
細、または再ルーティング アクションにより発生した障害の理由を表示できます。

3.

[タイム スタンプ（Time Stamp）] 列の [i] アイコンをクリックし、イベントに関連付けら
れているアラームを表示します。

4.

アクティブ パスと保護切り替え時のパスとの間のルート変更をさらに詳細に比較できま
す。

5.

また、アクティブ パスと元のパスの間、または元のパスと保護切り替え時のパス間のルー
トを比較し、参加しているノードの相違を表示し、影響を受けるノードのアクションを取
得できます。

光回線の履歴を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] を選択します。
ステップ 2 [デバイス グループ（Device Groups）] をクリックし、必要な回線/VC が作成された場所を選択します。
（注）

デフォルトでは、[すべての場所（All Locations）] グループが選択されます。

ステップ 3 [デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。
ステップ 4 [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックします。
ステップ 5 履歴を表示する光回線を選択します。回線のオーバーレイがマップ上に表示されます。
ステップ 6 トポロジ ツールバーのすぐ下に表示される [回線履歴（Circuit History）] ハイパーリンクをクリックしま
す。
[回線履歴（Circuit History）] 領域は、トポロジ マップの横に表示され、回線のさまざまなバージョンのリ
ストが表示されます。デフォルトでは回線のアクティブ ルートが選択され、マップ上に表示されます。
ステップ 7 [回線履歴（Circuit History）] 領域に表示されるリストから履歴バージョンを選択し、現在のバージョンと
比較します。
マップ上のオーバーレイは、選択内容に基づいて変更され、アクティブ ルートと履歴バージョンの両方が
表示されます。一度に選択および比較できるバージョンは 2 つのみです。
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特定のデバイスの回線/VC の表示
特定のデバイスが参加するすべての回線/VC のリストを表示するには、[デバイス 360（Device
360）] ビューを使用します。これは、特定のデバイスに問題があり、影響を受けるサービスを
確認したい場合に便利です。
デバイスが参加する回線/VC のリストを表示するには、以下を行います。

ステップ 1 ネットワーク トポロジで必要なデバイスをクリックします（[マップ（Map）] > [トポロジ マップ（Topology
Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network Topology）]）。
ステップ 2 ポップアップ ウィンドウで View 360 をクリックします。
ステップ 3 [デバイス 360（Device 360）] ビューの [回線/VC（Circuit/VC）] タブに移動して、そのデバイスに関連する
回線をリストしている表を表示します。その表には、回線/VC 名、回線/VC タイプ、作成および変更され
た時刻、回線/VC の現在のステータスがリストされます。

デバイス グループの回線/VC を表示する
• トポロジ ウィンドウのデバイス グループの回線/VC リストの表示 （817 ページ）
• 拡張テーブルにデバイス グループの回線/VC を表示する （818 ページ）

トポロジ ウィンドウのデバイス グループの回線/VC リストの表示
Cisco EPN Manager は、ネットワーク トポロジ ウィンドウの左側にある [回線/VC（Circuits/VCs）]
タブで、検出およびプロビジョニングされた回線/VC を表示します。回線/VC のリストは、選
択したデバイス グループに基づいてフィルタ処理されます。回線/VC 名をクリックして [回
線/VC の詳細（Circuit/VC Details）] ウィンドウを起動するか、情報アイコンをクリックして
[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを起動して、回線/VC の詳細を表示できます。
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[回線/VC（Circuits/Vcs）] タブには、検出された回線/VC、および Cisco EPN Manager を使用し
てプロビジョニングされた回線/VC の最新バージョンが一覧表示されます。回線/VC は、プラ
イマリ状態（デフォルト）でソートされます。
[ネットワーク トポロジ（network topology）] ウィンドウの回線/VC のリストを表示するには、
以下を行います。

ステップ 1 左側のナビゲーション ウィンドウで、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネット
ワーク トポロジ（Network Topology）] を選択します。[ネットワーク トポロジ（network topology）] ウィ
ンドウが開きます。
ステップ 2 [デバイス グループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、トポロジ マップに表示するデバイスのグルー
プを選択します。
ステップ 3 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブに移動して、選択したデバイス グループに関連する回線/VC のリストを表
示します。
ステップ 4 回線/VC を選択して回線/VC のオーバーレイをネットワーク トポロジで表示します。つまり、回線/VC の
エンドポイントとパスが物理トポロジの上に表示されます。回線名のハイパーリンクをクリックして回線
の詳細を表示するか、回線/VC 名の横にある情報アイコンをクリックして [回線/VC 360（Circuit/VC 360）]
ビューを開きます。
ステップ 5 別のウィンドウで回線/VC の表のビューを開くには、回線/VC のリストの下の [回線/VC（Circuit/VCs）] を
クリックします。

拡張テーブルにデバイス グループの回線/VC を表示する
ネットワーク トポロジ ウィンドウから、選択したデバイス グループに関連付けられた回線/VC
のテーブルを別のブラウザウィンドウで開くことができます。このテーブルには、各回線/VC
に関する詳細情報が表示され、並べ替えや検索が可能なため、情報を簡単に見つけることがで
きます。このテーブルは、特に、回線/VC のプロビジョニング ステータスや Cisco EPN Manager
内でのそれらの管理ステータスの識別に便利です。回線/VC状態とそれらのアイコンの説明に
ついては、回線または VC の状態 （796 ページ）を参照してください。
デフォルトで、回線/VC テーブルでは、回線/VC がプライマリ状態の順にソートされます。必
要に応じて、テーブルのソート順を変更できます。
展開した回線/VC テーブルは [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウと連動
するため、テーブルで回線/VC を選択すると、回線/VC が [ネットワーク トポロジ（Network
Topology）] ウィンドウ内にトポロジ マップのコンテキストで図示されます。
展開されたより詳細な回線の一覧を別のウィンドウに表形式で表示するには、次の手順を実行
します。

ステップ 1 左側のナビゲーション ウィンドウで、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネット
ワーク トポロジ（Network Topology）] を選択します。[ネットワーク トポロジ（network topology）] ウィ
ンドウが開きます。
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ステップ 2 [デバイス グループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、トポロジ マップに表示するデバイスのグルー
プを選択します。
ステップ 3 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブに移動して、選択したデバイス グループに関連する回線/VC のリストを表
示します。
ステップ 4 回線/VC のリストの下にある [回線/VC（Circuit/VCs）] ハイパーリンクをクリックし、選択したデバイス
グループに関連する回線/VC のリストを含む別のウィンドウを開きます。

• 回線/VC 360 ビューを表示することにより、回線/VC の詳細を確認します。回線/VC の表
示 （129 ページ）を参照してください。
• マップ上の回線/VC を、表示されたデバイス上のオーバーレイとして表示します。トポロ
ジ マップ内の特定の回線/VC を表示する （804 ページ）を参照してください。
• プロビジョニング ウィザードを起動して、回線/VC をプロビジョニングします。新規キャ
リア イーサネット EVC の作成およびプロビジョニング （659 ページ）および光/DWDM
ネットワークの回線のプロビジョニング （683 ページ）を参照してください。
• 回線障害の詳細を確認します。回線/VC 障害に関する詳細情報の取得 （843 ページ）を参
照してください。
• 変更、削除、回線トレース、およびパフォーマンス テスト用の回線/VC を選択します。詳
細については、次のトピックを参照してください。
• 回線/VC の変更 （825 ページ）
• 回線/VC の削除 （832 ページ）
• 回線/VC のパフォーマンス テストの実行 （850 ページ）

Cisco EPN Manager ですべての回線/VC を表示
[回線/VC およびネットワーク インターフェイス（Circuits/VCs & Network Interfaces）] ページに
は、Cisco EPN Manager が現在管理しているすべての回線と VC がリストされています。ここ
から、名前、タイプ、または顧客などの基本的な基準を使用してリストをフィルタ処理するこ
とによって、特定の回線または VC をすばやく見つけることができます。Cisco EPN Manager
がプロビジョニングした EFP の数を表示できます。すべての EFP がプロビジョニングされて
いる場合、EFP の数はサービスの数と一致します。重大なアラームまたは特定の状態にあるす
べての回線および VC を確認できます（回線と VC の状態（プライマリ状態を含む）について
は、回線または VC の状態 （796 ページ）を参照してください）。回線および VC の管理タス
クを実行し、業績テストを実行することもできます。このページを使用するには、次の手順に
従います。

（注）

回線または VC に参加しているデバイスが Cisco EPN Manager から削除された後も、対応する
回線または VC は引き続き [回線/VC およびネットワーク インターフェイス（Circuits/VCs &
Network Interfaces）] ページに表示されます。
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ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [回線/VC およびネットワーク インターフェイス
（Circuits/VCs & Network Interfaces）] を選択します。
ステップ 2 次のいずれかの操作を実行します。
• クイック フィルタ フィールド内のいずれかを使用して、特定の回線または VC を検索します。たとえ
ば、[タイプ（Type）] フィールドに「L3VPN」と入力して、そのタイプのすべての回線と VC をリス
トするか、[サービサビリティ（Serviceability）] クイック フィルタ フィールドをクリックし、[ダウン
（Down）] を選択して、現在停止しているすべての回線と VC を表示します。
• トポロジ マップで特定の回線または VC を表示するには、そのラジオボタンをクリックし、[アクショ
ン（Actions）] > [トポロジに表示（Show in Topology）] を選択します。
• 回線または VC を選択した状態で、[アクション（Actions）] メニューを使用して回線または VC を有
効化し、パフォーマンス テストを実行します。
• 回線および VC の作成、変更、削除、または強制削除を行うには、[回線/VC およびネットワーク イン
ターフェイス（Circuits/VCs & Network Interfaces）] ページのツールバーにある該当するボタンをクリッ
クします。これにより、プロビジョニング ウィザードが開きます。

検出された回線/VC の特定と管理
Cisco EPN Manager は、既存のネットワーク回線/VC を検出し、回線/VC リストに表示します。
検出された回線/VC には、システムによって自動的に名前が付けられます。EVC の名前は
EvcLink_ で始まります（EvcLink_Vpls_Bridge_318#318#VFIVPLS2_541549_10.56.23.48#1 な
ど）。

（注）

回線/VC が検出されると、光回線、CE 回線、または L3VPN 回線/VC のいずれであるかが識別
されますが、CE 回線/VC の正確なタイプを識別することはできません。たとえば、CE 回線/VC
は [タイプ（Type）] 列に EVC が表示されますが、EPL や E-LAN などの EVC のタイプは表示
されません。光学系の場合は、回線の正確なタイプが表示されます。
検出された回線/VC では、次の操作を実行できます。
• 検出された回線/VC を名前別に回線/VC リストで識別するか、または状態（Discovered）
別に回線/VC のテーブルで識別します。
• 検出された回線/VC に関する詳細を、回線/VC のエンドポイントを含めて [回線/VC 360
（Circuit/VC 360）] ビューに表示します。
• ネットワーク トポロジ上に回線/VC のオーバーレイを表示します。
• 回線/VC の障害情報を表示します。
• 検出された回線/VC を昇格させます。その後でその回線は編集または削除できます（光回
線と選択した EVC に適用されます）。変更/削除前の検出された回線/VCの昇格 （823 ペー
ジ）を参照してください。
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• パフォーマンス テストを実行します。

暗黙的な回線の表示/非表示
別の回線の基盤または「伝送」回線である場合、その回線は暗黙的回線と分類されます。たと
えば、OCHTRAIL 回線は、OCHCC 回線の伝送回線（および暗黙的回線）である場合がありま
す。デフォルトでは、すべての回線が回線リストに表示されます。ただし、必要に応じて、暗
黙的回線をリストから非表示にすることができます。暗黙的回線が非表示の場合、それらの回
線はリストには表示されませんが、[回線 360（Circuit/VC 360）] ビューの [伝送回線（Carrying
Circuits）] タブに表示できます。
暗黙的回線を回線リストから非表示にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）]
を選択します。
ステップ 2 [システム設定（System Settings）] メニューから、[回線/VC（Circuits/VCs）] > [回線/VC の表示（Circuits/VCs
Display）] を選択します。
ステップ 3 [暗黙的回線/VC の表示（Show Implicit Circuits/VCs）] チェックボックスをオフにします。

ユーザ定義フィールドに基づいた回線/VC リストのフィ
ルタ処理とエクスポート
ユーザ定義フィールドを作成し、そのフィールドに値を割り当て、それを回線/VCに関連付け
ることができます。その後に、ユーザ定義フィールドに基づいて回線/VCリストの並べ替え、
フィルタ処理、エクスポートがきます。
たとえば、サービスへの影響に基づいて回線/VCリストをフィルタ処理する場合は、次の操作
を行う必要があります。
• 「サービスへの影響（Service Impact）」という名前のユーザ定義フィールドの作成
• ユーザ定義フィールドの [サービスへの影響（Service Impact）] を関連付ける回線/VC の選
択
• [サービスへの影響（Service Impact] フィールドへの値（ [重大（Critical）]、[中
（Moderate）]、または [低（Low）] ）の割り当て
• サービスへの影響の値に基づいた回線/VC リストの並べ替え、フィルタ処理、およびエク
スポート

（注）

最大 10 個のユーザ定義フィールドを作成できます。
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ステップ 1 ユーザ定義フィールドを作成するには、次のいずれかを実行します。
• [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [全般（General）] >
[ユーザ定義フィールド（User Defined Fields）] を選択した後、[+] アイコンをクリックして新しいラ
ベルと説明を作成します。[保存（Save）] をクリックします。
（注）

[管理（Administration）] メニューからはユーザ定義フィールドに値を割り当てることはでき
ません。

• [インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [回線/VC およびネットワーク インターフェイス
（Circuits/VCs & Network Interfaces）] を選択し、回線/VC を選択した後、[アクション（Actions）] >
[ユーザ定義フィールドの管理（Manage User Defined Fields）] を選択します。[+] アイコンをクリック
し、ユーザ定義フィールド、説明、および値を作成します。[保存（Save）] をクリックします。
• [マップ（Map）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network Topology）]
を選択し、[回線/VC（Circuits/VCs）] タブに移動して回線/VC のリストの下にある [回線/VC
（Circuits/VCs）] ハイパーリンクをクリックします。回線/VC の拡張テーブルが別のウィンドウで開
きます。回線/VC を選択し、[アクション（Actions）] > [ユーザ定義フィールドの管理（Manage User
Defined Fields）] を選択します。[+] アイコンをクリックし、ユーザ定義フィールド、説明、および値
を作成します。[保存（Save）] をクリックします。
ステップ 2 [回線/VC およびネットワーク インターフェイス（Circuits/VCs & Network Interfaces）] ページまたは回線/VC
の展開テーブルで、ページの右上にある [設定（Settings）] アイコンをクリックし、[列] を選択します。
ステップ 3 作成したユーザ定義フィールドを選択し、[閉じる（Close）] をクリックします。割り当てられた値を持つ
ユーザ定義フィールドは、回線/VC のテーブル内の列として表示されます。
ステップ 4 テーブルの右上の [設定（Settings）] アイコンの横にある [エクスポート（Export）] アイコンをクリックす
ると、テーブルのデータがファイル（CSV 形式）にエクスポートされます。

ユーザ定義フィールドは、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定
（System Settings）] > [インベントリ（Inventory）] > [ユーザ定義フィールド（User Defined
Fields）] からのみ削除できます。

回線に関連付けられているルートの表示
ネットワーク トポロジの [ルート（Routes）] ドロップダウン メニューを使用して、回線オー
バーレイ内の回線に関連付けられている特定のルートを表示します。Cisco EPN Manager はサー
ビス内のリンクからルートを計算します。また、選択したルートに基づいてオーバーレイを
フィルタ処理することもできます。

（注）

この機能は、ポイントツーポイント CE サービス、光回線、および CEM サービスでのみサポー
トされています。
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ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] を選択します。
ステップ 2 [デバイス グループ（Device Groups）] リストから、必要なグループを選択します。Cisco EPN Manager は
[回線/VC（Circuit/VCs）] タブの選択したグループに関連付けられている回線のリストを表示します。
ステップ 3 [回線/VC（Circuit/VCs）] をクリックし、表示する回線を選択します。
ステップ 4 [ルート（Routes）] ドロップダウン リストから、必要なルート タイプを選択します。
（注）

ルート タイプは、選択した回線で設定されたルートに基づいています。

変更/削除前の検出された回線/VCの昇格
検出された回線は、変更または削除する前に昇格させる必要があります。昇格後、回線/VCの
プロビジョニング状態は [正常に昇格（Promote Successful）] に変更されます。

（注）

昇格は、光回線、MPLS-TE、SR-TE、および追加設定のない LMI、QoS、G.8032、ICCP-SM な
どの基本的な EVC でサポートされています。基盤のコアが VPLS（E-LAN および E-Tree EVCs）
の場合は昇格がサポートされます。検出された回線/VCを昇格できない場合は、変更または削
除できません。また、回線エミュレーションのサービス、単方向サービス、双方向サービス、
および L3VPN サービスの昇格もサポートされています。
CFM ドメイン名、CFM ドメインレベル、メンテナンスなどの CFM パラメータを使用した CE
サービスの昇格。関連付けられた[名前のタイプ（Name Type）]、[ITU キャリアコード（ITU
Carrier Code）]、[ITU MEG ID コード（ITU MEG ID Code）]、[継続性チェック間隔（Continuity
check interval）]、および [IPSLA プローブ（IPSLA probes）] がサポートされています。[メンテ
ナンス（Maint）] で [ITU] が選択されている場合、ITU キャリアコードと ITU MEG ID コード
が表示されます。関連付けられた[名前のタイプ（Name Type）] ドロップダウンリスト。XR デ
バイスでの IPSLA プローブのカスタムプロファイル名のプロモーションはサポートされてい
ません。サービスはカスタムプロファイル名を使用してプロモーションされますが、サービス
の変更時にはリストされません。
ME1200 デバイスを除き、IOS XE デバイスと IOS XR デバイスでの ICC ベースの CFM 設定の
昇格がサポートされています。ICC ベースの CFM は、EVPN VPWS ではサポートされていま
せん。EVPN ベースの E-LAN サービスは、昇格ではサポートされていません。
検出された回線/VC を昇格させるには、次の手順を実行します。
始める前に
L3VPN サービスを正常に昇格させるには、L3VPN サービスのルート識別子が rd
device_ip:number の形式で指定されていることを確認します。
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次に例を示します。
vrf definition vdvvgfr420
rd 10.104.120.133:420
vpn id 36B:420
!
address-family...

ステップ 1 左側のサイドバーのメニューから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワー
ク トポロジ（Network Topology）] の順に選択します。[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィ
ンドウが開きます。
ステップ 2 [デバイス グループ（Device Groups）] ボタンをクリックして、必要なグループを選択します。
ステップ 3 [回線/VC（Circuit/VCs）] タブに移動し、[回線/VC（Circuit/VCs）] リンクをクリックして、選択したグルー
プ内の回線/VC の拡張テーブルを開きます。
ステップ 4 昇格させる検出された回線/VC を選択します。
デバイスから検出されたものの、昇格されていない L3VPN サービスを識別するには、プロビジョニング
ステータスが [なし（None）] の L3VPN サービスをフィルタ処理で除外します。また、L3VPN サービスの
[名前（Name）]フィールドを使用して、検出されたサービスを識別することもできます。検出されたL3VPN
サービスの [名前（Name）] フィールドは、サービス固有の VLAN ID で表されます。
デバイスから検出されたものの、昇格されていない MPLS TE サービスを識別するには、プロビジョニング
ステータスが [なし（None）] の MPLS TE サービスをフィルタ処理で除外します。MPLS TE サービスの [名
前（Name）] フィールドを使用して、検出されたサービスを識別することもできます。
ステップ 5 Modify をクリックします。プロビジョニング ウィザードが開きます。
ステップ 6 光回線の場合は、必要に応じて回線を変更し、Create をクリックします。
ステップ 7 EVC の場合は、次の手順を実行します。
a)

[エンドポイントの詳細（Endpoint Details）] ページで、エンドポイントを選択します。選択したエンド
ポイントに関連するフィールドが下に表示されます。

b) ドロップダウン リストから UNI または ENNI を選択してエンドポイントのタイプを指定し、エンドポ
イントの名前を入力します。UNI の場合は、バンドル属性と多重化属性を設定することもできます。
c)

次のエンドポイントを選択し、そのタイプ、名前、および属性を定義します。

d) Next をクリックします。
e)

[検出されたサービスの管理（Manage Discovered Service）] の [サービスの詳細（Service Details）] ペー
ジでサービスの [タイプ（Type）] を選択します。リスト内の使用可能なタイプは、定義したエンドポ
イントのタイプと UNI オプションから派生します。たとえば、[All to one Bundling] オプションで UNI
を定義した場合、リストでは EPL、EP-LAN、および EP-Tree が使用できるようになります。ENNI を
定義した場合は、アクセス EPL のみがリスト内で使用できるようになります。必要に応じて、前に戻っ
てエンドポイントを再定義できます。

f)

サービスに名前を付けます。必要に応じて説明を入力し、顧客を指定します。

g) E-Tree EVC の場合は、[エンドポイントの指定（Endpoint Designation）] テーブルで各エンドポイント
のロール（ルートまたはリーフ）を指定します。ここで指定するロールは、デバイスで設定されてい
るロールと一致する必要があります。
h) Save をクリックします。EVC は [回線/VC（Circuit/VCs）] リストに新しい名前で表示され、そのステー
タスは [作成済み（Created）] および [展開済み（Deployed）] になります。
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i)

これで、リスト内の昇格された EVC を選択して変更または削除できるようになります。

ステップ 8 L3VPN サービスの場合は、次の手順を実行します。
a)

サービスに名前を付けます。必要に応じて説明を入力して顧客を指定し、[次へ（Next）] をクリックし
ます。

b) [展開アクション（Deployment Action）] ドロップダウン メニューで、VPN サービス昇格プロセスの完
了時に取得する必要があるタスク（[プレビュー（Preview）] または [展開（Deploy）]）を指定し、[次
へ（Next）] をクリックします。
c)

UNI 名、MTU 値、およびサービス多重化を有効にするかどうかを指定します。

d) Save をクリックします。L3VPN サービスは [回線/VC（Circuit/VCs）] リストに新しい名前で表示され、
そのステータスは [正常に昇格（Promote Successful）] になります。
e)

これで、昇格した L3VPN サービスをリストから選択し、変更または削除できるようになります。

ステップ 9 MPLS TE トンネル サービスの場合は、次の手順を実行します。
a)

必要に応じて、サービスに名前を付けます。必要に応じて説明を入力して顧客を指定し、[次へ（Next）]
をクリックします。

b) [保存（Save）] をクリックします。MPLS TE トンネル サービスは [回線/VC（Circuit/VCs）] リストに
表示され、そのステータスは [正常に昇格（Promote Successful）] になります。
c)

これで、昇格した MPLS TE トンネル サービスをリストから選択し、変更または削除できるようになり
ます。

（注）

アフィニティと優先度のデフォルト値は、トンネルの昇格後に変更フローで再設定されます。
動作中のパスのロックダウンで検出された MPLS TE トンネルは、変更および昇格時にロックダウ
ンが消失します。

回線/VC の変更
プロビジョニング状態が定義済み、導入済み、失敗、または検出済みとなっている回線/VCに
は、変更を加えることができます。プロビジョニング状態の詳細については、回線または VC
の状態 （796 ページ）を参照してください。

（注）

UNI またはエンドポイントの選択は変更できません。ただし、UNI の名前は変更できます。別
のデバイスをエンドポイントにする場合は、既存の回線/VC を削除してから新しい回線/VC を
作成する必要があります。
E-LAN EVC および E-TREE EVC については、エンドポイント（サイト）を追加または削除で
きます。
回線/VC に変更を加えるには、次の手順に従います。
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ステップ 1 左側のサイドバーのメニューから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワー
ク トポロジ（Network Topology）] の順に選択します。
[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウが開きます。
ステップ 2 ツールバーで [デバイス グループ（Device Groups）] をクリックし、必要なグループを選択します。
ステップ 3 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックし、変更を加える回線または VC のオプション ボタンをクリッ
クします。
ステップ 4 [回線/VC（Circuits/VCs）] ペインのツールバーで、鉛筆の形をした（[変更（Modify）]）アイコンをクリッ
クします。
プロビジョニング ウィザードが開き、選択した回線または VC の情報が表示されます。
ステップ 5 必要に応じて回線または VC を編集してから、再び展開します。キャリア イーサネット ネットワークの
EVC のプロビジョニング （657 ページ）および光/DWDM ネットワークの回線のプロビジョニング （683
ページ）を参照してください。

回線をアクティブにする（光）
光回線をアクティブにして、トラフィックが通過しているかどうかを判断することができま
す。ネットワーク内で検出され、展開された回線をアクティブにすることができます。また、
回線の管理ステータスはダウンにする必要があります。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] の順に選択します。
ステップ 2 [デバイス グループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、対象の回線/VC を作成したデバイス グループ
を選択します。
ステップ 3 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブで、アクティブにする光回線を特定し、情報アイコンをクリックして、そ
の [回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューにアクセスします。
ステップ 4 [アクション（Actions）] > [アクティブ化（Activate）] を選択して、トラフィックが光回線を通過するよう
にします。
（注）

また、[回線/VC の詳細（Circuit/VC Details）] ウィンドウやマルチレイヤ トレース ビューから光
回線をアクティブにすることもできます。回線/VC の表示 （129 ページ）および回線/VC の完全な
ルートをトレースおよび可視化する （862 ページ）を参照してください。

ステップ 5 光回線を再展開します。

光回線を非アクティブにして、それを通過するトラフィックを停止することもできます。ネッ
トワーク内で回線が検出され、展開されており、回線の管理状態がアップになっていることを
確認します。[アクション（Actions）] > [非アクティブ化（Deactivate）] をクリックします。
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回線の復元（光）
光回線で連続して複数の障害が発生し、障害が発生した回線が新しいルートで再ルーティング
される場合には、光回線を復元できます。
次の条件を満たす光回線を復元または復帰できます。
• 回線のプロビジョニング状態が [展開済み（Deployed）] または [検出済み（Discovered）]
である。
• 回線の [復元（Restoration）] 属性が true に設定されている。
• 回線の復元モードが手動（manual）または自動（automatic）に設定されている。
光回線を復元するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] の順に選択します。
ステップ 2 [デバイス グループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、障害が発生した光回線が含まれているデバイ
ス グループを選択します。
ステップ 3 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブで、障害が発生した光回線を見つけ、情報アイコンをクリックして、その
回線の [回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを表示します。
ステップ 4 Actions > Restoration Actions > Upgrade Restore を選択し、障害が発生した光回線をアクティブなルート
にアップグレードし、障害が発生した古いルートを削除します。
（注）

また、[回線/VC 詳細情報（Circuit/VC Details）] ウィンドウとマルチレイヤ トレース ビューから、
障害が発生した回線を復元することもできます。回線/VC の表示 （129 ページ）および回線/VC の
完全なルートをトレースおよび可視化する （862 ページ）を参照してください。
アップグレード復元オプションは、復元できない回線に対しては無効になります。
復元が有効になっている場合、必要に応じて制約を追加できます。

元のルートが障害から回復したときに、光回線を元のルートに復帰させることもできます。
Actions > Restoration Actions > Manual Revert をクリックします。

回線の再ルーティング（光回線）
サービスを中断することなくネットワークのメンテナンス作業を行うために、回線を現用パス
から保護パスに再ルーティングできます。再ルーティング操作は、Cisco EPN Manager でプロ
ビジョニングまたは検出されたすべての WSON 回線に対して有効です。
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（注）

復旧状態が「復旧済み」または「復元可能」となっている回線には、再ルーティング操作を実
行することはできません。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] の順に選択します。
ステップ 2 [デバイス グループ（Device Groups）] ボタンをクリックし、対象の回線/VC を作成したデバイス グループ
を選択します。
ステップ 3 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブで、再ルーティングする光回線を見つけ、その情報アイコンをクリックし
て回線/VC の 360 度ビューにアクセスします。
ステップ 4 回線に定義された現用パスまたは保護パス経由でトラフィックを再ルーティングするには、[アクション
（Actions）] > [再ルーティング アクション（Reroute Actions）] > [現用パス（Working Path）] または [保
護パス（Protected Path）] の順に選択します。
（注）

マルチレイヤ トレース ビューから光回線を再ルーティングすることもできます。回線/VC の完全
なルートをトレースおよび可視化する （862 ページ） を参照してください。

回線/VC のプロビジョニングされたバージョンと検出さ
れたバージョンの比較と調整
（注）

この機能は、キャリアイーサネット VC と回線エミュレーションサービスでのみサポートされ
ています。
Cisco EPN Manager を使用して回線/VC をプロビジョニングすると、関連する CLI コマンドが
回線/VC に参加しているデバイス上に設定されます。Cisco EPN Manager を使用して回線/VC
がプロビジョニングされると、システムはネットワークからプロビジョニングされた回線/VC
を検出します。場合によっては、プロビジョニング後にデバイスに設定変更が加えられた場合
など、プロビジョニングされた CLI と検出された CLI に相違がある場合があります。Cisco EPN
Manager では、回線/VC のプロビジョニングされたバージョンと検出されたバージョンを比較
して、その相違が表示された調整レポートを生成できます。レポートに基づいて、検出された
バージョンを保持するか、プロビジョニングされたバージョンに戻すかを決定できます。検出
されたバージョンを保持する場合、 Cisco EPN Manager の回線/VC は、このバージョンと同期
されます。
比較および調整機能は、[回線/VC（Circuit/VCs）] テーブルからアクセスします。
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回線/VC 検出状態が [欠落（Missing）] か、あるいはプロビジョニング状態が [なし（None）]、
[進行中（In Progress）]、または [正常に削除（Delete Succeeded）] の場合は、機能が無効にな
ります。
回線/VC を比較および調整するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 システム内のすべての回線/VC の完全なテーブル（[インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [回
線/VC およびネットワーク インターフェイス（Circuit/VCs and Network Interfaces）]）、または特定のデバ
イス グループの回線/VC のリスト（[マップ（Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] >
[回線/VC（Circuit/VCs）] タブ > [回線/VC（Circuit/VCs）] リンク）のいずれかの回線/VC のテーブルを開
きます。
ステップ 2 [回線/VC（Circuit/VCs）] テーブルで、必要な回線/VC を見つけて選択します。
ステップ 3 [アクション（Actions）] > [調整レポート（Reconciliation Report）] を選択します。
比較レポートが表示され、回線/VC 内の特定のデバイスでプロビジョニングされた属性と検出された属性
の相違が表示されます。プロビジョニングされた属性と検出された属性の間に相違がない場合は、レポー
トに「使用可能なデータがありません（No data available）」と表示されます。
（注）

EVPN ベースのサービスの場合、RD、RT、およびコントロールワードなどの EVI パラメータは
レポートから除外されます。

ステップ 4 レポートを確認したら、検出されたバージョンを回線/VC の現在のバージョンとしてデータベースに保存
するか、またはプロビジョニングされたバージョンに戻すことができます。ページの上部で、[プロビジョ
ニング済み（Provisioned）] または [検出済み（Discovered）] オプション ボタンを選択し、[調整（Reconcile）]
をクリックします。
[プロビジョニング済み（Provisioned）] を選択した場合は回線/VC が再展開され、元のプロビジョニングさ
れた回線/VC の属性値がデバイス上に設定されます。[検出済み（Provisioned）] を選択した場合、検出され
た回線/VC はデータベースに保存され、このバージョンは元がプロビジョニングされたバージョンに置き
換わります。プロビジョニング ステータスは、調整アクションが成功したかどうかを示します。
ステップ 5 調整を完了するために入力が必要な場合は、プロビジョニング ウィザードが起動されます。必要な情報を
入力し、回線/VC 再展開します。

回線での保護切り替えアクションの開始（光）
光回線で保護切り替えアクションを開始して、トラフィックを 1 つのパスから別のパスに切り
替えることができます。たとえば、光回線内のトラフィックが動作中のパスを流れ、動作中の
パスが破損します。この回線で保護切り替えアクションを開始して、トラフィックを動作中の
パスから保護パスに切り替えることができます。
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（注）

保護切り替えアクションは、1+1 または 1+1+R の保護タイプが有効になっている光回線でのみ
開始できます。保護タイプの詳細については、OTN 回線タイプの回線セクション参照 （707
ページ）を参照してください。
保護切り替えアクションを開始するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] を選択します。
ステップ 2 [デバイス グループ（Device Groups）] をクリックし、必要な回線/VC が作成された場所を選択します。
ステップ 3 [デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。
ステップ 4 [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックします。
ステップ 5 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブで、必要な回線/VC を見つけて、その回線/VC 名の横にある [i] アイコンを
クリックします。[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューが別のポップアップ ウィンドウに表示されます。
ステップ 6 [アクション（Actions）] > [保護アクション（Protection Actions）] を選択し、必要な保護切り替えアクショ
ンを選択します。

次の表に、各保護切り替えアクションの詳細な説明を示します。
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保護切り替えアク
ション

説明

次の場合に適用されます。

動作時に強制（Force ネットワークを介してトラフィッ 保護切り替えアクションの現在の状
On Working）
クを伝送する動作中のパスを設 態は、[手動時に保護（Manual On
定します。
Protect）] または [動作時に手動
（Manual On Working）] です。
保護時に手動
トラフィックを動作中のパスか
（Manual On Protect） ら保護されたパスに手動で切り
替えます。

回線上で開始された保護切り替えア
クションはありません。

クリア（Clear）

回線上の保護切り替えの状態を
クリアします。

保護切り替えアクションの現在の状
態は[動作時にロックアウト（Lockout
On Working）] ではありません。

演習（Exercise）

保護切り替えの準備が ODU サブ 回線上で開始された保護切り替えア
コントローラにできているかど クションはありません。
うかを確認します。

動作時に手動
（Manual On
Working）

保護されたパスから動作中のパ
スにトラフィックを手動で切り
替えます。

回線上で開始された保護切り替えア
クションはありません。

動作時にロックアウ ODU サブコントローラ グループ 保護切り替えアクションの現在の状
ト（Lockout On
内のロックアウトされたリソー 態は[動作時にロックアウト（Lockout
Working）
スとして ODUk サブコントロー On Working）] ではありません。
ラを設定します。トラフィック
を動作中のパスに切り替えるこ
とができないように回線をロッ
クします。
ロックアウトのクリ 回線の [動作時にロックアウト 保護切り替えアクションの現在の状
ア（Clear Lock out） （Lockout On Working）] スイッ 態は [動作時に手動（Manual On
チ状態をクリアします。
Working）] です。
ステータス（Status） AID で指定された ODU サブコン 保護されたすべての光回線で使用で
トローラ グループと保護切り替 きます。
えの状態の詳細を表示します。
保護時に強制（Force ネットワークを介してトラフィッ 保護切り替えアクションの現在の状
On Protect）
クを伝送する保護されたパスを 態は、[手動時に保護（Manual On
設定します。
Protect）] または [動作時に手動
（Manual On Working）] です。
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回線/VC の再同期
プライマリまたは検出状態がダウンしている、または参加デバイス間にリンクが見つからない
など、回線/VC に問題がある場合は、回線を再同期できます。Cisco EPN Manager は、問題を
解決するためのベスト エフォートで、回線を参加デバイスと同期させます。
回線/VC を再同期するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次のいずれかのページにアクセスします。
• [回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビュー。回線/VC の情報をすばやく取得する：[回線/VC 360（Circuit/VC
360）] ビュー （807 ページ）を参照してください。
• [回線/VC の詳細（Circuit/VC Details）] ウィンドウ。回線/VC に関する総合情報の取得：[回線/VC 詳細
情報（Circuit/VC Details）] ウィンドウ （814 ページ）を参照してください。
• [マルチレイヤトレース（Multi-Layer Trace）] ビュー。回線のすべてのルートのトレースと視覚化 （
237 ページ）を参照してください。
ステップ 2 [アクション（Actions）] > [再同期（Resync）]を選択します。

再同期アクションの進行中に、回線の検出状態が [再同期（Resync）] に変わります。アクショ
ンが完了すると、検出状態が [完全（Full）] または [部分（Partial）] に変わります。

サービス検出の再同期
デバイスに競合する変更がある場合は、サポートされている MPLS-TE、CE、L3VPN、SR-TE、
CEM over T1/E1/E3/T3/SONET/SDH のサービスを再同期できます。
[サービス 360（Service 360）] ビュー領域で、[アクション（Action）] ドロップダウン リスト
から [再同期（Resync）] を選択して関連エンティティを更新します。つまり、特定のサービス
に関連するサービスの再同期を実行できます。

（注）

[検出状態（Discovery State）] フィールドに現在の状態を表示します。再同期されたステータ
スとタイムスタンプが [手動再同期状態（Manual Resync State）] に表示されます。

回線/VC の削除
回線/VC の削除または強制的な削除を選択できます。
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プロビジョニング状態が [作成成功（Create Succeeded）]、[変更成功（Modify Succeeded）] ま
たは [作成失敗（Create Failed）]、[変更失敗（Modify Failed）]、[削除失敗（Delete Failed）] の
回線/VC を削除できます。
ネットワーク管理者は、[回線/VC（Circuit/VCs）] ウィンドウで選択したサービスの MPLS TE
トンネルとレイヤ 3 リンクを強制的に削除できます。このオプションは、以前の削除操作で障
害が発生した場合や、サービスが見つからない状態にある場合に使用できます。失敗したプロ
ビジョニングの削除状態にある回線/VC は強制的に削除できます。回線/VC を強制的に削除す
ると、Cisco EPN Manager データベースからも削除されます。この回線/VC は回線/VC のテー
ブルに表示されなくなります。

注意

（注）

ただし、強制削除オプションでは、回線/VCに参加している一部のデバイスから設定が削除さ
れないことがあります。デバイスを手動でクリーンアップする必要があります。

強制削除オプションは、光回線では使用できません。
回線/VC を削除または強制削除するには、次の手順に従います。

ステップ 1 左側のサイドバーのメニューから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワー
ク トポロジ（Network Topology）] の順に選択します。
[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウが開きます。
ステップ 2 ツールバーで [デバイス グループ（Device Groups）] をクリックし、必要なグループを選択します。
ステップ 3 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックし、削除する回線または VC のオプション ボタンをクリックし
ます。
ステップ 4 [回線/VC（Circuits/VCs）] ペインのツールバーから次のいずれかを実行します。
• [X]（削除）アイコンのドロップダウンリストから [強制削除（Force Delete）] を選択します。確認メッ
セージが表示されます。対応するジョブが [ジョブ（Jobs）] ダッシュボードに作成されるため、進行
状況を監視できます。ジョブが完了すると、回線/VC が Cisco EPN Manager データベースから削除され
ます。
• [X]（削除）アイコンをクリックします。プロビジョニング ウィザードが開き、選択した回線または
VC の情報が表示されます。
ステップ 5 Next をクリックして [サービスの詳細（Service Details）] ページに移動します。
ステップ 6 [展開（Deploy）] エリアで、削除操作の完了時点で予期される内容を指定します。
• [デバイスとCisco EPN Managerから回線またはVCを削除する（Delete the circuit or VC from devices and
Cisco EPN Manager）]：回線または VC に参加するすべてのデバイスから設定が削除され、またデータ
ベースからも設定が削除されます。回線または VC が回線と VC の表に表示されず、回線または VC の
履歴もなくなります。
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• [デバイスのみから回線または VC を削除する（Delete the circuit or VC from devices only）]：回線と VC
の履歴はデータベースに残りますが、回線または VC に参加しているデバイスから、関連するすべて
の設定が削除されます。
（注）

これらのオプションは、「失敗（failed）」ステータス（例：[作成失敗（Create failed）]、[変
更失敗（Modify failed）] など）の EVC/OVC を削除する場合にのみ、ウィザードで使用でき
ます。

ステップ 7 [展開アクション（Deployment Action）] フィールドで次のように操作します、
• 実際の展開前に、関連デバイスに展開される設定を表示するには Preview を選択します。
• 変更内容をプレビューせずに展開するには Deploy を選択します。
ステップ 8 Submit をクリックします。
• 前のステップで [プレビュー（Preview）] を選択した場合は、[設定のプレビュー（Preview Config）]
ページが表示されます。変更点に問題がなければ Deploy をクリックします。
• 前のステップで [展開（Deploy）] を選択した場合は、設定がデバイスに即時に展開されます。
展開が完了すると確認メッセージが表示されます。

回線/VC に参加している各デバイスの設定、設定エラー、ロールバック設定、およびロール
バック設定エラーの詳細を表示するには、拡張テーブル内の [削除済み回線/VC（Deleted
Circuits/VCs）] タブの [プロビジョニング（Provisioning）] 列の横にある [i] アイコンをクリッ
クします。[i] アイコンは、[なし（None）] を除くすべてのプロビジョニング状態で使用でき
ます。拡張テーブルへのアクセス方法については、ネットワーク トポロジ マップからのアラー
ム、ネットワーク インターフェイス、回線/VC、およびリンクの詳細テーブルの表示 （210 ペー
ジ）を参照してください。

（注）

Cisco EPN Manager を使用せずに、別の EMS を介して、または CLI、NETCONF、TL1 インター
フェイスを介して Cisco EPN Manager によって管理されているデバイスの回線を削除しても、
Cisco EPN Manager では回線は自動的に削除されません。回線を削除するには、[削除（Delete）]
または [強制削除（Force Delete）] オプションを使用する必要があります。

L3VPN サービスの削除または強制削除
Cisco EPN Manager を使用して最初に作成された L3VPN サービスを削除または強制削除できま
す。検出されたものの、Cisco EPN Manager を使用して作成されていない L3VPN サービスは削
除できません。
L3VPN サービスを削除または強制削除するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1 左側のペインで、[マップ（Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] を選択します。
ステップ 2 [回線/VC（Circuits/VCs）] パネルで [回線/VC（Circuits/VCs）] リンクをクリックし、Cisco EPN Manager 内
のすべてのサービスを表示します。
ステップ 3 削除または強制削除するサービスを選択します。[名前（Name）] フィルタにサービス名を入力して目的の
L3VPN サービスをフィルタ処理で除外してから、[X]（[削除（Delete）]）アイコンをクリックします。
ステップ 4 または、[回線/VC（Circuits/VCs）] ペインのツールバーから次のいずれかを実行します。
a)

削除するサービスを選択し、[X]（[削除（Delete）]）アイコンをクリックします。
プロビジョニング ウィザードが開き、選択した回線または VC の情報が表示されます。
[次へ（Next）] をクリックして [サービスの詳細（Service Details）] ページに移動します。
[L3VPN プロビジョニング（L3VPN Provisioning）] ウィザードに、選択した L3VPN に関連付けられて
いる VRF、エンドポイントおよびその他の詳細が表示されます。

b) [X]（削除）アイコンのドロップダウンリストから [強制削除（Force Delete）] を選択します。確認メッ
セージが表示されます。対応するジョブがジョブ ダッシュボード（[管理（Administration）] > [ダッ
シュボード（Dashboard）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）] > [ユーザ ジョブ（User
Jobs）] > [回線の強制削除（Force Delete Circuit）]）に作成され、進行状況を監視できます。ジョブが
完了すると、レイヤ 3 リンクは Cisco EPN Manager データベースから削除されます。
また、GUI からサービスの削除を継続できない場合は、[強制削除（Force Delete）] オプションを使用しま
す。
ステップ 5 [送信（Submit）] をクリックして、デバイスにプッシュする設定をプレビューします。
ステップ 6 設定を再検討してから [展開（Deploy）] をクリックして確認します。展開が完了すると確認メッセージが
表示されます。
選択した L3VPN サービスがデバイスから削除されます。
（注）

選択した L3VPN サービスで統合ルーティングおよびスイッチング（BVI/仮想インターフェイス）
を使用している場合、L3VPN サービスを削除すると、関連付けられている BVI/仮想インターフェ
イスがデバイスから自動的に削除されます。L3VPN サービスに関連付けられている BGP および
VRF の設定も削除されます。

ステップ 7 選択した L3VPN がデバイスから削除されたことを確認するには、[回線/VC（Circuit/VCs）] リストから
L3VPN サービスの完全なリストを表示します。
ステップ 8 強制削除されたサービスのデバイス設定を表示するには、[削除された回線/VC（Deleted Circuit/VCs）] タ
ブの [履歴（History）] タブの [プロビジョニング（Provisioning）] 列の横にある [i] アイコンをクリックし
ます。[回線 /VC 360* ビュー（Circuit/VC 360* View）] ウィンドウで、[なし（None）] を除くすべてのプロ
ビジョニング状態で使用できる [i] アイコンをクリックし、選択したデバイスの設定の詳細を表示します。
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図 14 : 回線/VC 360* ビュー（Circuit/VC 360* View）

L3VPN サービス エンドポイントの削除
Cisco EPN Manager を使用して作成された L3VPN サービスの場合、そのサービスの L3VPN サー
ビス エンドポイントを削除できます。検出されたものの、Cisco EPN Manager を使用して作成
されていない L3VPN サービスに関連付けられているエンドポイントは削除できません。
L3VPN サービス エンドポイントを削除するには、次の手順に従います。
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ステップ 1 左側のサイドバーで、[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] の順に選択しま
す。
ステップ 2 [回線/VC（Circuits/VCs）] パネルで [回線/VC（Circuits/VCs）] リンクをクリックし、Cisco EPN Manager 内
のすべてのサービスを表示します。
ステップ 3 削除するサービスを選択します。[名前（Name）] フィルタにサービス名を入力して、目的の L3VPN サー
ビスをフィルタリングできます。
ステップ 4 鉛筆の形をした [変更（Modify）] アイコンをクリックします。
[L3VPN プロビジョニング（L3VPN Provisioning）] ウィザードに、選択した L3VPN に関連付けられている
VRF、エンドポイントおよびその他の詳細が表示されます。
ステップ 5 [エンドポイントの削除（Delete Endpoint）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 6 選択した L3VPN サービスとの関連付けを解除する IP エンドポイントを選択します。単一エンドポイント
の VRF の場合、エンドポイントを削除すると VRF が無効になり、ダングリング VRF として機能するよう
になります。この無効になった VRF に新しいエンドポイントを関連付けるには、VRF の属性を編集する必
要があります。
ステップ 7 [次へ（Next）] をクリックして、デバイスにプッシュされる設定をプレビューします。
ステップ 8 設定を確認してから [展開（Deploy）] をクリックし、デバイスへの変更を確認して展開します。
選択した L3VPN サービス エンドポイントがデバイスから削除されます。

MPLS TE サービスの削除または強制削除
[計画（Planned）]、[成功（Succeeded）]、[失敗（Failed）]、または [なし（None）] のプロビ
ジョニング状態にある MPLS TE サービスを削除または強制削除できます。プロビジョニング
状態の詳細については、回線または VC の状態 （796 ページ）を参照してください。

（注）

CEM サービスまたはキャリア イーサネット 回線/VC で MPLS TE サービスを使用している場
合は、MPLS TE サービスを削除できません。

ステップ 1 左側のペインから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ
（Network Topology）] を選択します。
ステップ 2 [デバイス グループ（Device Groups）] をクリックし、必要な回線/VC が作成された場所を選択します。
ステップ 3 [デバイス グループ（Device Groups）] ポップアップ ウィンドウを閉じます。
ステップ 4 [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックします。
ステップ 5 [回線/VC（Circuit/VCs）] タブで、回線/VC のリストの下にある [回線/VC（Circuit/VCs）] ハイパーリンク
をクリックします。
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ステップ 6 回線/VC が表示されているテーブルで、削除する MPLS TE サービスを選択します。
ステップ 7 [削除（Delete）] アイコンまたは [強制削除（Force Delete）] をクリックしてプロビジョニング ウィザード
を開き、選択した MPLS TE サービスの情報を表示します。
ステップ 8 [展開アクション（Deployment Action）] ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。
• [プレビュー（Preview）]：実際の展開前に、関連するデバイスに展開される設定を表示します。
• [展開（Deploy）]：変更内容をプレビューせずにそれらを展開します。
ステップ 9 [送信（Submit）] をクリックします。
• 前のステップで [プレビュー（Preview）] を選択した場合、Cisco EPN Manager は [プレビューの設定
（Preview Config）] ページを表示します。変更点に問題がなければ、[展開（Deploy）] をクリックし
ます。
• 前のステップで [展開（Deploy）] を選択した場合、Cisco EPN Manager はその設定をデバイスにすぐに
展開します。
強制削除されたサービスのデバイス設定の詳細を表示するには、[回線/VC 360*（Circuit/VC 360*）] ウィン
ドウの [履歴（History）] タブの [プロビジョニング（Provisioning）] 列の横にある [i] アイコンをクリック
します。[i] アイコンは、[なし（None）] を除くすべてのプロビジョニング状態で使用できます。

Cisco EPN Manager は、展開が完了すると確認メッセージを表示します。

プロビジョニングされたネットワークインターフェイス
の管理
Cisco EPN Manager は、プロビジョニングされた回線/VC とは別にネットワーク インターフェ
イスの詳細を表示および管理できるように、ネットワーク インターフェイス（UNI または
ENNI）としてプロビジョニングされたインターフェイスのテーブルを提供します。このテー
ブルには、識別情報、そのデバイスが属しているデバイス、デバイス上の実際のインターフェ
イス、ネットワーク インターフェイスが現在参加しているサービスの数など、各ネットワーク
インターフェイスに関する情報が表示されます。
次の情報を表示できます。
• 特定のデバイス グループ内のネットワーク インターフェイス（[ネットワーク トポロジ
（Network Topology）] ウィンドウから）。
• Cisco EPN Manager で管理されるすべてのネットワーク インターフェイス（[インベントリ
（Inventory）] メニューから）。
[編集（Edit）] ボタンをクリックすると、ネットワーク インターフェイスを編集できます。こ
れにより、必要に応じてネットワーク インターフェイスを変更できるウィザードが起動しま
す。ネットワーク インターフェイスが複数のサービスに関連付けられている場合、編集操作は
それらのすべてのサービスに影響することに注意してください。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
838

回線の管理
ネットワーク インターフェイスの削除

ネットワーク インターフェイスは、どの回線にも参加していない限り削除できます。

ステップ 1 特定のデバイス グループに属しているネットワーク インターフェイスを表示および管理するには、次の手
順を実行します。
a)

左側のサイドバー メニューから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネット
ワーク トポロジ（Network Topology）] の順に選択します。

b) [デバイス グループ（Device Groups）] ボタンをクリックして、必要なグループを選択します。
c)

[回線/VC（Circuit/VCs）] タブで、[ネットワーク インターフェイス（Network Interfaces）] ハイパーリ
ンク（テーブルの下）をクリックします。

ステップ 2 Cisco EPN Manager で管理されているすべてのネットワーク インターフェイスを表示および管理するには、
[インベントリ（Inventory）] > [その他（Other）] > [ネットワーク インターフェイス（Network Interfaces）]
を選択します。

ネットワーク インターフェイスの削除
UNI/ENNIが現在どの回線にも参加していない場合は、[ネットワークインターフェイス（Network
Interfaces）] テーブルから UNI/ENNI を削除できます。
ネットワーク インターフェイスを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーで、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ
（Network Topology）] の順に選択します。
ステップ 2 [デバイス グループ（Device Groups）] ボタンをクリックして、必要なグループを選択します。
ステップ 3 [回線/VC（Circuit/VCs）] タブで、[ネットワーク インターフェイス（Network Interfaces）] ハイパーリンク
をクリックして [ネットワーク インターフェイス（Network Interfaces）] テーブルを表示します。
ステップ 4 削除するネットワーク インターフェイスを選択し、[削除（Delete）] ボタンをクリックします。ネットワー
ク インターフェイスが 1 つ以上の回線/VC に参加している場合、[削除（Delete）] ボタンは無効になりま
す。[回線/VC 数（No. of Circuit/VCs）] 列には、ネットワーク インターフェイスが含まれている回線/VC の
数が表示されます。
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章

回線/VC のモニタリングとトラブルシュー
ティング
• 回線/VC のエラーのチェック （841 ページ）
• 特定の障害による影響を受けている回線/VC の識別 （842 ページ）
• 回線/VC 障害に関する詳細情報の取得 （843 ページ）
• OAM コマンドを使用してサービス障害をトラブルシュートする （845 ページ）
• EOAM テンプレートを使用した EVC のトラブルシューティング （850 ページ）
• 回線/VC のパフォーマンス テストの実行 （850 ページ）
• 回線/VC のパフォーマンス測定指標とレポートを表示する （860 ページ）
• 回線/VC の完全なルートをトレースおよび可視化する （862 ページ）

回線/VC のエラーのチェック
Cisco EPN Manager には、回線/VC に問題がないかどうかを一括で確認するための複数の方法
があります。
• 回線一覧：各回線/VC 名の左側にある色付きのアイコンは、回線/VC のプライマリ状態を
示しています。プライマリ状態で回線/VC に問題があることが示された場合は、下記の説
明に従って回線/VC の詳細なアラーム情報にアクセスできます。
• 回線/VC の 360 度ビュー：回線/VC の 360 度ビューの [アラーム（Alarms）] タブには、回
線/VC が設定されているすべてのデバイスのすべてのアラームが表示されます。回線/VC
の 360 度ビューにアクセスするには、回線/VC 名の横にある情報アイコンをクリックしま
す。
• アラーム テーブル：アラーム テーブルには、すべてのデバイス、特定のデバイス グルー
プ、または特定のデバイスのすべてのアラームが表示されます。アラーム テーブルにアク
セスするには、Monitor > Monitoring Tools >Alarms and Events を選択します。回線/VC の
360 度ビューでアラームを特定した場合、アラーム テーブルでそのアラームの詳細を取得
できます。アラームまたはアラームを生成したデバイス/リンクは、簡易フィルタまたは
高度なフィルタを使用して検索できます。テーブルの各アラームを展開し、アラームの影
響を受ける回線/VC など、アラームに関する詳細情報を表示できます。
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• ネットワーク トポロジでの回線/VC オーバーレイ：[回線/VC（Circuits/VCs）] 一覧で回
線/VC を選択すると、ネットワーク トポロジに、既存のトポロジの上のオーバーレイとし
て表されます。特定のデバイスのアラームの場合は、アラーム バッジが通常どおりそのデ
バイス上に表示されます。回線/VC エンドポイント間のリンク上のアラームの場合は、ア
ラーム バッジがそのリンクに表示されます。
• 光回線のマルチレイヤ トレースの詳細については、回線/VC の完全なルートをトレースお
よび可視化する （862 ページ）を参照してください。

特定の障害による影響を受けている回線/VC の識別
特定の障害による影響を受けている回線/VC を識別するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーから Monitor > Monitoring Tools > Alarms and Events を選択します。
ステップ 2 [アラーム（Alarms）] テーブルで目的のアラームを見つけます。必要に応じてシンプルなフィルタまたは
高度なフィルタを使用して、アラームを見つけることができます。
ステップ 3 行の左側にある矢印をクリックしてその行を展開し、アラームの詳細を表示します。
ステップ 4 [影響を受けている回線/VC（Impacted Circuit/VCs）] ペインを見つけます。選択したアラームの影響を受け
ているすべての回線/VC のリストがこのペインに表示され、各回線/VC の基本情報が示されます。[回線/VC
360（Circuit/VC 360）] ビューにアクセスし、[i] アイコンをクリックすると、回路/VC に関するより詳しい
説明を表示できます。
ステップ 5 必要に応じて、回線/VC を選択し、[変更（Modify）] または [削除（Delete）] ボタンをクリックし、[影響
を受けている回線/VC（Impacted Circuit/VCs）] ペインから回線/VC を変更または削除します。これにより、
プロビジョニング ウィザードが開きます。詳細については、「回線/VC の変更 （825 ページ）」と「回
線/VC の削除 （832 ページ）」を参照してください。
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回線/VC 障害に関する詳細情報の取得
Cisco EPN Manager には、回線/VC のプロビジョニング操作が失敗した理由に関する情報が表
示されるので、問題をトラブルシューティングできます。[回線/VC（Circuits/VCs）] テーブル
では、プロビジョニング状態、サービスアビリティとディスカバリ状態を参照して回線/VCの
問題を特定できます。回線/VC のプロビジョニング中にエラーが発生し、回線/VC を作成でき
なかった場合、プロビジョニング状態は [作成失敗（Create Failed）] になります。[プロビジョ
ニング（Provisioning）] 列の [i] アイコンをクリックすると、この失敗に関連するデバイスの設
定と、発生した特定のエラーに関する詳細情報が表示されます。
光回線の場合、サービスアビリティ状態が [ダウン（Down）] でありディスカバリ状態が [部分
（Partial）] の場合、回線で問題が発生している可能性があります。この場合、[サービスアビ
リティ（Serviceability）] 列で [i] アイコンをクリックすると、サービスアビリティ状態が [ダウ
ン（Down）] である理由が表示されます。
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（注）

回線/VC の障害に関する情報は、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューからも確認できます。
回線/VC の情報をすばやく取得する：[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビュー （807 ページ）を
参照してください。
[回線/VC（Circuits/VCs）] テーブルから回線/VC プロビジョニングの失敗に関する追加情報を
表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 左側のサイドバーのメニューから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワー
ク トポロジ（Network Topology）] の順に選択します。
ステップ 2 [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックし、
次に [回線/VC（Circuits/VCs）] ハイパーリンクをクリックします。別のウィンドウが開き、すべての回線
を示すテーブルが表示されます。
ステップ 3 プロビジョニング操作が失敗した回線を見つけます。プロビジョニング状態は [作成失敗（Create Failed）]
です。
ステップ 4 [プロビジョニング（Provisioning）] 列の横にある [i] アイコンをクリックします。ポップアップ ウィンド
ウに、プロビジョニング エラーが発生したデバイスのリストが表示されます。
ステップ 5 デバイスを選択し、設定とエラーの詳細を確認します。
ステップ 6 [サービスアビリティ（Serviceability）] 列の横にある [i] アイコンをクリックして [サービスアビリティの詳
細（Serviceability Details）] データ ポップアップ ウィンドウを表示します。このウィンドウには、プロビ
ジョニング操作が回線で失敗した理由に関する情報が表示されます。
（注）

[i] アイコンは、サービスアビリティ状態が [ダウン（Down）] であり、ディスカバリ状態が [部分
（Partial）] の場合にのみ使用可能です。

光回線では、サービスアビリティ状態が [ダウン（Down）] であり、ディスカバリ状態が [部分
（Partial）] の場合、[サービスアビリティ（Serviceability）] 列の横にある [i] アイコンをクリッ
クすると、[サービスアビリティの詳細（Serviceability Details）] データ ポップアップ ウィンド
ウが表示されます。このウィンドウには、回線のサービスアビリティ状態が [ダウン（Down）]
である理由に関する情報が表示されます。また、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューから
[サービスアビリティの詳細（Serviceability Details）] データ ポップアップ ウィンドウを表示す
ることもできます。[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを表示する方法については、回
線/VC の情報をすばやく取得する：[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビュー （807 ページ）を参
照してください。
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OAMコマンドを使用してサービス障害をトラブルシュー
トする
Cisco EPN Manager には、サービス障害をトラブルシュートするために、ping 機能とトレース
ルート機能が用意されています。OAM コマンドを使用すると、これらの機能にアクセスし、
サービス内の 2 つのエンドポイント間の接続とパスをモニタできます。その後、障害を特定し
て解決できます。各種 IOS デバイスでサポートされている技術は次のとおりです。
• MPLS LSP、疑似回線、および CFM：Cisco IOS-XE および Cisco IOS-XR
• MPLS 双方向 TE Flex LSP および VRF：Cisco IOS-XE
OAM コマンドの起動ポイントは、以下に基づいて異なります。
• 技術タイプ：ネットワーク デバイス テーブルからの起動 （845 ページ）（この OAM コマ
ンドの起動ポイントは、MPLS LSP 技術でのみサポートされています）
• サービス タイプ：回線 360 からの起動 （846 ページ）
• イベント タイプ：アラーム ブラウザからの起動 （846 ページ）
OAM コマンドを使用して ping またはトレースルートを実行すると、サービス障害をトラブル
シュートできます。OAM コマンドを使用した ping または traceroute の実行 （847 ページ）を参
照してください

ネットワーク デバイス テーブルからの起動
ネットワーク デバイス テーブルから MPLS LSP 技術の OAM コマンドを起動するには：

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] を選択します。
ステップ 2 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] テーブルで、MPLS 対応デバイスを選択します。
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ステップ 3 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] テーブルの上の [>>] アイコンをクリックし、[OAM コマンド
（OAM Commands）] を選択します。

回線 360 からの起動
サービス/回線 360 から OAM コマンドを起動する場合は、サポートされる技術が、サービス
タイプによって決まります。各種サービス タイプの詳細については、「回線/VC の検出および
プロビジョニングの概要 （625 ページ）」を参照してください。
回線 360 から OAM コマンドを起動するには：

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network Topology）]
を選択します。
ステップ 2 [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで、[回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリック
し、回線の横にある [i] アイコンをクリックして、回線 360 を表示します。選択した回線のサービス タイ
プに基づいて、サポートされている技術 OAM コマンド（この表に記載）が表示されます。
OAM コマンドを起動できるサービス タイプ：
キャリア イーサネット

サポートされる技術
• セグメントルーティング LSP
• 疑似回線
• CFM

回線エミュレーション（CEM）

• MPLS LSP
• 疑似回線
• 双方向 TE（Flex LSP）

L3VPN

• MPLS LSP
• VRF

双方向 TE トンネル（Flex LSP）

• MPLS LSP
• 双方向 TE（Flex LSP）

ステップ 3 [アクション（Actions）] をクリックし、選択したサービス タイプに対して表示する技術 OAM を選択しま
す。

アラーム ブラウザからの起動
アラーム ブラウザから OAM コマンドを起動する場合は、サポートされる技術が、イベント
タイプによって決まります。
アラーム ブラウザから OAM コマンドを起動するには：
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ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームとイベント（Alarms and
Events）] を選択します。
ステップ 2 [アラーム（Alarms）] テーブルで、この表の「OAM コマンドを起動できるイベント タイプ」列に一覧表
示されているイベント タイプのアラームを選択します。
サポートされる技術

OAM コマンドを起動できるイベント タイプ：

MPLS 双方向 TE トン
ネル（Flex LSP）

• mplsTunnelUp
• mplsTunnelDown
• mplstunnelReoptimized
• ROUTING-MPLS_TE-5-LSP_UPDOWN
• MPLS_TE-5-TUN
• MPLS_TE-5-LSP

L3VPN の VRF

• mplsL3VpnVrfUp
• mplsL3VpnVrfDown
• mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared
• mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded
• mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded

キャリア イーサネッ
トと回線エミュレー
ションの疑似回線

• cpwVcDown
• cpwVcUp

キャリア イーサネッ
トの CFM

• E_CFM-3-REMOTE_MEP_DOWN_TIME_OUT
• L2-CFM-6-MEP_CHANGE

• XCONNECT-5-PW_STATUS ダウン
• L2-L2VPN_PW-3-UPDOWN

ステップ 3 [アラーム（Alarms）] テーブルの上にある [トラブルシュート（Troubleshoot）] をクリックし、[OAM コマ
ンド（OAM Commands）] を選択します。

OAM コマンドを使用した ping または traceroute の実行
OAM コマンドを使用して ping または traceroute あるいは multipath（SR の場合のみ）を実行す
るには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [テクノロジー（Technology）] の [OAM コマンド（OAM Command）] ウィンドウを起動します。サポート
されるテクノロジーでの OAM コマンド起動ポイントについては、OAM コマンドを使用してサービス障害
をトラブルシュートする （845 ページ）を参照してください。
ステップ 2 起動ポイントに基づいて、この表に示されているように、選択したテクノロジー タイプの必須フィールド
の値を選択します。
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テクノロジー タイプ

アラームブラウザから起動する サービス/回線 360 度ビューから起動
場合
する場合

疑似回線

詳細が自動入力されます。

[疑似回線エンドポイント（Pesudowire
Endpoint）] ドロップダウン リストか
ら、サービスに参加しているエンド
ポイントを選択します。

LSP

[宛先 LDP ID（Destination LDP
ID）] ドロップダウン リストか
ら、サービスに参加している宛
先エンドポイントの LDP ID を
選択します。

ドロップダウンリストから [送信元
（Source）] と [宛先（Destination）]
を指定します。
[宛先（Destination）] フィールドに、
次のように入力します。
• LDP 対応デバイスが選択されて
いる場合は、Ping および
Traceroute オプションが有効にな
ります。
• SR 対応デバイスが選択されてい
る場合は、Ping、Traceroute、
Multipath、Nil FEC Ping、および
Nil FEC Traceroute オプションが
有効になります（Nil FEC オプ
ションは、ラベル、
OutputInterface、および NextHop
の各フィールドが入力されてい
る場合にのみ有効になりま
す）。

MPLS 双方向 TE トンネル（Flex
LSP）

ping またはトレース ルートを実
行するトンネルのパスを [アク
ティブ（Active）]、[動作中
（Working）]、または [保護パス
（Path-Protect）] として選択し
ます。Cisco EPN Manager は ping
またはトレース ルートを両方向
（ヘッドエンドからテールエン
ドとその逆）に実行します。

ping またはトレース ルートを実行す
るトンネルのパスを [アクティブ
（Active）]、[動作中（Working）]、
または [保護パス（Path-Protect）] と
して選択します。Cisco EPN Manager
は ping またはトレース ルートを両方
向（ヘッドエンドからテールエンド
とその逆）に実行します。

L3VPN での VRF

[エンドポイント（End Points）]
ドロップダウン リストから、同
じ VPN に属する別の VRF を選
択します。

[送信元エンドポイント（Source End
Points）] および [宛先エンドポイント
（Destination End Points）] ドロップ
ダウン リストから、同じ VPN に属
する別の VRF の送信元および宛先エ
ンドポイントを選択します。
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テクノロジー タイプ

アラームブラウザから起動する サービス/回線 360 度ビューから起動
場合
する場合

キャリア イーサネットでの CFM

[宛先 MEP ID（Destination MEP
ID）] ドロップダウン リストか
ら、サービスに参加している宛
先エンドポイントの MEP ID を
選択します。

[送信元 MEP ID（Source MEP ID）]
および [宛先 MEP ID（Destination
MEP ID）] ドロップダウン リストか
ら、サービスに参加している送信元
および宛先エンドポイントの MEP ID
を選択します。
[ポリシー名（Policy Name）] ドロッ
プダウンリストから、ポリシーを選
択します。

SR TE

注：このオプションは、スタティッ
クおよびダイナミック SR ポリシー
または EVPN テクノロジーを介して
設定されたデバイスに対して有効に
なります。
ステップ 3 ping を実行する場合は [アクション（Actions）] > [Ping] を選択し、traceroute を実行する場合は [アクショ
ン（Actions）] > [Traceroute] を選択します。また、multipath アクションを実行するには、[アクション
（Actions）] > [Multipath] を選択します。

ping、traceroute、および multipath コマンドの結果は、次の形式で表示されます。

（注）

• MPLS 双方向 TE トンネルの場合、双方向の結果、つまりヘッドエンドからテールエンド
への方向での結果と、テールエンドからヘッドエンドへの方向での結果が表示されます。
• 疑似回線の場合、結果はビジュアル形式と表形式、および raw データとして表示されま
す。
• ビジュアル：エンドポイントを使用するサービスとそのサービスのホップがマップ上に表
示されます。マウスのカーソルをエンドポイントの上に重ねると、発信インターフェイス
や着信インターフェイスなどの詳細情報が表示されます。

（注）

すべてのテクノロジーの traceroute コマンドの結果は、ビジュア
ル形式で表示されます。

• テーブル データ：発信および着信インターフェイス、デバイス名、サービスに参加するエ
ンドポイントのラベルなどの情報が表形式で表示されます。
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（注）

traceroute および multipath コマンドの結果が表形式で表示されま
す。

• raw データ：サービスに参加するエンドポイントの関する情報がフォーマット化されてい
ないソース データとして表示されます。

（注）

ping、traceroute、および multipath コマンドの結果が raw データと
して表示されます。

EOAMテンプレートを使用したEVCのトラブルシューティ
ング
Cisco EPN Manager では、いくつかの定義済みテンプレートが提供されています。これらを使
用して、キャリア イーサネット ネットワーク内の仮想接続（VC）について接続とパフォーマ
ンスをモニタリングできます。これを使用するには、Configuration > Templates > Features &
Technologies > CLI Templates > System Templates - CLI を選択します。詳細については、EOAM
の接続チェックとパフォーマンス チェックの実行 （529 ページ）を参照してください。

回線/VC のパフォーマンス テストの実行
パフォーマンス テストを実行すると、Cisco EPN Manager はネットワーク要素に接続して、リ
アルタイム データを提供します。履歴情報を取得するには、回線/VC のパフォーマンス測定指
標とレポートを表示する （860 ページ）を参照してください。
• EVC の Y.1564 に基づくパフォーマンス テスト （850 ページ）
• EVC の Y1731 に基づくパフォーマンス テスト （854 ページ）
• 光回線のパフォーマンス テスト （855 ページ）
• 回線エミュレーション サービスのパフォーマンス テスト （858 ページ）

EVC の Y.1564 に基づくパフォーマンス テスト
CE パフォーマンス テストでは、有効化時に CE EVC の正確な構成およびパフォーマンスを確
認します。また、CE パフォーマンス テストを使用して、すでに動作している EVC をトラブ
ルシューティングすることもできます。
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Y.1564 イーサネット サービスの有効化またはパフォーマンス テストの手法により、イーサネッ
トベースのサービスの有効化、インストール、およびトラブルシューティングが可能になりま
す。このテストを使用すると、UNI 間のサービス設定とパフォーマンスを確認できます。これ
は、SLA が購入済みの帯域幅プロファイルおよび確約されたサービス クラスに従って満たさ
れることを確認するものです。
これらのテストは、単一のテストでイーサネット サービス レベル契約（SLA）を完全に検証
します。トラフィック ジェネレータ パフォーマンス プロファイルを使用すると、要件に基づ
いてトラフィックを作成できます。スループット、損失、可用性などのネットワークのパフォー
マンスは、さまざまな帯域幅プロファイルのレイヤ 2 トラフィックを使用して分析されます。

（注）

パフォーマンス テストは、ネットワーク上に設定され、Cisco EPN Manager によって検出され
る EVC に対してのみ実行できます。

サポートされるデバイス
Y.1564 パフォーマンス テストは、IOS 15.4(S) または IOS XE 3.12S 以降を実行している次のデ
バイスでサポートされています。
• 送信元または宛先として指定できるデバイスは、次のとおりです。
• Cisco ASR 920
• 送信元と宛先の両方に RSP3 を使用した Cisco ASR907（ループバック）
• 送信元と宛先の両方に RSP2、RSP3 を使用した Cisco ASR903（ループバック）
• Cisco ASR 901
• Cisco ASR9K（ループバックとして）
• Cisco NCS 4201
• Cisco NCS 4202
• Cisco NCS 4206
• Cisco NCS 4216
• NCS540（ループバックとして）
• Cisco NCS55xx（ループバックとして）
• Cisco ME 1200
• Cisco ME 3600
• Cisco ME3800（ループバック）
• 宛先（ループバック）としてのみ指定できるデバイスは次のとおりです。
• Cisco ME3800X
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• Cisco NCS 4206
• Cisco ASR 903 RSP/RSP1

Y.1564 パフォーマンス テストの実行
EVC で Y.1564 パフォーマンス テストを実行するには、次の手順を実行します。
始める前に
ME1200 デバイス上の EVC で Y.1564 パフォーマンス テストを実行するには、テストを実行す
る前に、送信元と宛先のインターフェイスの両方に、次の QoS 設定を入力します。
Interface <interface-name>
qos map tag-cos pcp 0 dei 0
qos map tag-cos pcp 0 dei 1
qos map tag-cos pcp 1 dei 0
qos map tag-cos pcp 1 dei 1
qos map cos-tag cos 0 dpl 0
qos map cos-tag cos 0 dpl 1
qos map cos-tag cos 1 dpl 0
qos map cos-tag cos 1 dpl 1

cos
cos
cos
cos
pcp
pcp
pcp
pcp

0
0
1
1
0
0
1
1

dpl
dpl
dpl
dpl
dei
dei
dei
dei

0
1
0
1
0
1
0
1

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network Topology）]
を選択して、[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ページを開きます。
ステップ 2 ツールバーから、[デバイス グループ（Device Groups）] をクリックして、[デバイス グループ（Device
Groups）] ポップアップ ウィンドウを開きます。
ステップ 3 テストする回線/VC を含むデバイス グループの位置を確認してクリックし、ポップアップ ウィンドウを閉
じます。
ステップ 4 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブをクリックし、該当するサービスの位置を確認して、そのサービスの [i]（[情
報（Information）]）アイコンをクリックし、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを開きます。
ステップ 5 ビューの右上隅から、[アクション（Actions）] > [Y.1564 テスト（Y.1564 Test）] の順に選択して、Y.1564
パフォーマンス テストの設定ページを開きます。
（注）

このテストは、デバイスの [Device 360（デバイス 360）] ビューの [回線/VC（Circuits/VCs）] タブ
および [回線/VC & ネットワーク インターフェイス（Circuits/VCs ＆ Network Interfaces）] ページ
からも開始できます。デバイス グループの回線/VC を表示する （817 ページ）および回線/VC の
表示 （129 ページ）を参照してください。

ステップ 6 パフォーマンス テストの設定を行います。
a)

[テスト モード（Test Mode）] フィールドで、適切なオプション ボタンをクリックして、パフォーマン
ス テストを片方向または双方向のどちらにするかを指定します。双方向テストの場合、ループバック
は宛先デバイスのサービス インスタンスに作成されることに注意してください。

b) [エンド ポイント（End Points）] 領域で、ドロップダウン リストから送信元と宛先デバイス、インター
フェイス、および EFP ID 選択します。
c)

[サービス設定テスト（Service Configuration Test）] 領域で、各反復の間隔、生成するパケット サイズ、
およびトラフィックを生成するレートを指定します。
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• [CIR/EIR]オプションボタンを選択する場合、設定情報レート（CIR）および超過情報レート（EIR）
の値（キロビット/秒）を指定します。CIR は長期の平均転送速度で、EIR は長期の平均超過転送
速度です。
• [カラー認識テスト（Color Aware Test）] チェックボックスをオンにした場合は、[適合アクション
（Conform Action）] と [超過アクション（Exceed Action）] に対して、0 ～ 7 のサービス クラス
（CoS）値を指定します。トラフィックを区別して優先順位を付けるため、[適合アクション
（Conform Action）] と [超過アクション（Exceed Action）] には異なる CoS 値を設定する必要があ
ります。また、コミット済みバースト サイズ（CBS）と超過バースト サイズ（EBS）の値（1 秒
あたりのキロバイト数単位）を指定して、CIR を上回る一時的なレートでバーストで送信できる
コミット済みトラフィックまたは超過トラフィックを定義することもできます。
（注）

[カラー認識テスト（Color Aware Test）] チェックボックスは、10G ポートを搭載した
FPGA 対応デバイスでのみ有効になります。「カラー認識」は、顧客が緑色または黄色と
して各フレームをマークするモードを説明するために使用され、帯域幅プロファイリン
グおよびトラフィック ポリッシング時にネットワークはこのマーキングを考慮します。

• [ステップ ロード CIR（Step Load CIR）] チェックボックスをオンにすると、4 つの異なるレベル
（指定した CIR 値の 25 ％、50 ％、75 ％、100 ％）でテストのトラフィックが生成されます。こ
のオプションは、CIR の値を 8 kbps 未満に設定する場合は使用できません。
• [カスタム レート（Custom Rates）] オプション ボタンを選択する場合、デフォルトで 1000 kbps に
設定されます。必要に応じて、この値を変更します。
• 片方向のパフォーマンス テストを実行する場合、指定できるのはカスタム トラフィック レートの
みとなります。
d) [サービス合否基準（Service Acceptance Criteria）] 領域で、許容するフレーム損失率の最高値（パーセ
ント）を [FLR] フィールドに入力します。
• また、フレームの転送遅延（FTD）およびフレームの遅延変動（FDV）の値を設定するには、該
当するチェックボックスをオンにし、適切な値を（ミリ秒単位で）入力します。
（注）

[FTD] および [FDV] チェックボックスは、10G ポートを搭載した FPGA 対応デバイスで
のみ有効になります。

• パフォーマンス テスト中に、設定したいずれかのしきい値を超えた場合、EVC はテストに失敗し
たと判定されます。
e)

（オプション）[フレーム設定（Frame Settings）] 領域で、次のパラメータの値を指定します。
• [IP バージョン（IP version）]：IPv4 または IPv6
• [内部および外部 VLAN ID（Inner and outer VLAN ID）]：テストする VLAN ID の送信元と宛先を
識別します

ステップ 7 [テストを実行（Run Test）] をクリックします。
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テストが完了すると、[Y.1564 パフォーマンス テスト設定（Y.1564 performance test settings）] ページの下部
に結果が表示されます。

EVC の Y1731 に基づくパフォーマンス テスト
Y.1731 パフォーマンス モニタリング（PM）では、イーサネットのフレーム遅延、フレーム遅
延変動、フレーム損失、フレーム スループット測定など、標準的なイーサネット PM 機能が提
供されます。これらの測定は ITU-T Y-1731 標準で規定され、メトロ イーサネット フォーラム
（MEF）標準グループによって認定されています。このテストを使用して、たとえば回線/VC
の遅延および損失プローブの状態、遅延および損失プローブの可用性、双方向の遅延、双方向
のジッター、転送損失、逆方向の損失など、遅延および損失の測定値を確認できます。

（注）

このパフォーマンス テストがサポートされているのは、Cisco IOS、IOS-XR、および IOS-XE
デバイスのみです。

始める前に
回線/VC の Y.1731 に基づくパフォーマンス テストを実行するには、以下の前提条件を満たす
必要があります。
• 参加デバイスと併せ、パフォーマンス テストを実行する回線/VC が運用状態でなければな
りません。
• 回線/VC に参加するすべてのデバイスについて、MEP ID がドメイン名に一致することを
確認します。

ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポ
ロジ（Network Topology）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイス グループ（Device Groups）] をクリックし、テスト対象の回線/VC がある場所を選択します。

ステップ 3

[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックしま
す。

ステップ 4

対象の回線/VC を見つけて、その情報アイコンをクリックして回線/VC の 360 度ビューにアクセスしま
す。

ステップ 5

[アクション（Actions）] > [Y.1731 テスト（Y.1731 Test）] の順に選択します。
（注）

回線/VC の詳細ウィンドウおよび展開した回線/VC リストからパフォーマンス テストを開始す
ることもできます。デバイス グループの回線/VC を表示する （817 ページ）および回線/VC の
表示 （129 ページ）を参照してください。

ステップ 6

必要な送信元および宛先デバイスと、それぞれに対応するインターフェイスを選択します。

ステップ 7

[CoS] ドロップダウン リストから、プローブの優先順位を選択します。デフォルト値は 0 です。
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ステップ 8

必要な測定タイプを選択します。オプションは [遅延（Delay）]、[損失（Loss）]、[損失と遅延（Loss &
Delay）] です。
（注）

ステップ 9

遅延測定は遅延測定メッセージ（DMM）プローブを使用して実行され、損失測定は合成損失測
定メッセージ（SLM）プローブにより実行されます。ASR 1K デバイスの場合、損失測定メッ
セージ（LLM）プローブを使用した遅延測定のみがサポートされています。

必要に応じて、次の詳細なパフォーマンス テスト パラメータを定義します。
• [プローブの長さ（Probe Length）]：プローブの長さ（秒数）を選択します。たとえば、プローブの
長さを 30 秒に設定すると、統計データは 30 秒間隔で収集されてテスト結果領域に表示されます。
• [パケット サイズ（Packet Size）]：各プローブで送信するパケットのサイズ（バイト数）を入力しま
す。
• [バースト間隔（Burst Interval）]：バースト間隔（秒数）を選択します。この設定により、プローブ
でパケットのセットを送信してから次のパケットのセットを送信するまでの間隔が定義されます。
• [パケット間隔（Packet Interval）]：パケット間隔（ミリ秒数）を選択します。この設定により、バー
ストでパケットを送信してから次のパケットを送信するまでの間隔が定義されます。
• [パケット数（Packet Count）]：バーストで送信するパケットの数を入力します。
たとえば、バースト間隔、パケット間隔、パケット数をそれぞれ 30 秒、1000 ミリ秒、10 に設定す
ると、1000 ミリ秒間の送信間隔でパケットが 1 つずつ 10 個送信されます。10 個のパケットがすべ
て送信されると、30 秒の間隔をおいてから、次の 10 個のパケットのセットが送信されます。

ステップ 10

[テストを実行（Run Test）] をクリックします。テストが完了すると、[パフォーマンス テスト（Performance
Test）] ページの下部にある [テスト結果（Test Results）] 領域にテスト結果が表示されます。

光回線のパフォーマンス テスト
Cisco EPN Manager の光回線用パフォーマンス テストは、G.709 と G.798 で規定された ITU-T
推奨事項に基づいています。
Cisco EPN Manager は、次の光回線用のパフォーマンス テストをサポートします。
• オプティカル パフォーマンス モニタリング パラメータ （855 ページ）
• 回線（ODU UNI）での PRBS テストの実行 （856 ページ）

オプティカル パフォーマンス モニタリング パラメータ
光信号の質をモニタするオプティカル パフォーマンス モニタリング パラメータは、光回線で
エンドポイント間で送受信される平均光パワーを測定するために使用されます。これらの測定
から、チャネル プレゼンスの検証、チャネルの波長、ASE のノイズ、光信号の強度、光信号
対ノイズ比（OSNR）などの重要なネットワーク パフォーマンス パラメータをチャネルごとに
確認できます。したがって、これらのパラメータを使用してネットワークの信頼性とサービス
品質を管理することができます。
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光回線のパフォーマンス モニタリング パラメータを表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] の順に選択します。
ステップ 2 テスト対象の回線/VC が含まれるデバイス グループを選択します。
ステップ 3 左側の [回線/VC（Circuits/VCs）] ペインで必要なサービスの位置を確認し、[i] アイコンをクリックして [回
線/VC 360（Circuits/VC 360）] ビューにアクセスします。
ステップ 4 Actions > Optical PM Parameters を選択します。
（注）

回線/VC の詳細ウィンドウおよび展開した回線/VC リストからパフォーマンス テストを開始する
こともできます。デバイス グループの回線/VC を表示する （817 ページ）および回線/VC の表示
（129 ページ）を参照してください。

ステップ 5 表示するパフォーマンス データに基づいてオプティカル モニタリングのタイプを選択します。オプティカ
ル モニタリングのタイプと関連するパフォーマンス カウンタの詳細については、光モニタリング ポリシー
のパフォーマンス カウンタ （1223 ページ）を参照してください。
ステップ 6 デバイスからパフォーマンス データを収集するパフォーマンス モニタリング時間間隔として、15 分また
は 24 時間を選択します。
ステップ 7 パフォーマンス データを自動的に更新する時間間隔を指定します。
ステップ 8 Auto Refresh をクリックします。回線のパフォーマンス データは、表形式で表示されます。パフォーマン
ス データの詳細については、光モニタリング ポリシーのパフォーマンス カウンタ （1223 ページ）を参照し
てください。
パフォーマンス データを更新するために指定した時間間隔に基づいて、新しく取得されたデータが表の先
頭に表示されます。たとえば、時間間隔を 10 行秒に指定した場合、パフォーマンス データは 10 秒ごとに
自動的に更新されて、新しく取得されたデータが表の先頭に表示されます。表には、取得されたパフォー
マンス データの最後の 20 件のエントリが表示されます。

回線（ODU UNI）での PRBS テストの実行
タイプ ODU UNI の OTN 回線向けの PRBS テストがサポートされます。PRBS のビットエラー
カウントで、エンドポイント間のリンクの信頼性を測定します。このテストは NCS4K-20T-O-S
カード向けにサポートされています。PRBS テストを 2 つのエンドポイント間（ODU コント
ローラまたはサブ コントローラ）で実行すると、送信元デバイスから、1 つ以上のミッドポイ
ント（中間コントローラまたはサブコントローラ）を通じてビット パターンが送信され、同じ
ビット パターンが宛先デバイスで受信され、テスト結果は両方のエンドポイントで表示できま
す。また、相手側のエンドポイントをループバック、ソース、またはソースシンクとして設定
して、コントローラで PRBS テストを実行できます。
ODU コントローラに PRBS を設定する方法の詳細は、ODU コントローラ上の PRBS の設定 （
437 ページ）を参照してください。
光回線に PRBS のパフォーマンス テストを実行するには、次の手順に従います。
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ステップ 1

左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポ
ロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

テストするタイプ ODU UNI の回線/VC を含むデバイス グループを選択します。

ステップ 3

左側の [回線/VC（Circuits/VCs）] ペインで必要なサービスの位置を確認し、[i] アイコンをクリックして
[回線/VC 360（Circuits/VC 360）] ビューにアクセスします。

ステップ 4

[アクション（Actions）] > [PRBS テスト (PRBS Test)] を選択します。

ステップ 5

権限をエンドポイントに割り当てるには、[エンドポイント（Endpoint）] テーブルで、エンドポイントの
権限をクリックし、ドロップダウン リストから次のオプションのいずれかを選択します。
• [ソース（SOURCE）]：この権限を A または Z のいずれかの側に設定する。
• [シンク（SINK）]：この権限を A または Z のいずれかの側に設定する。
• [ソースシンク（SOURCESINK）]：この権限を A または Z のいずれかの側か、両方に設定する。
• [無効（INVALID）]：エンドポイントで PRBS を無効にする。

ステップ 6

パターンをエンドポイントに指定するには、[エンドポイント（Endpoint）] テーブルで、エンドポイント
のパターンをクリックし、ドロップダウン リストから希望のパターンを選択します。
NCS4K-20T-O-S カードでは、次のパターンがサポートされます。
• PRBS 31
• PRBS 31 反転
• PRBS 11
• PRBS 11 反転

ステップ 7

ループバック モード変更するには、[ループバック（Loopbacks ）] テーブルで、エンドポイントまたは
ミッドポイントのループバック モードをクリックし、ドロップダウンから次のオプションのいずれかを
選択します。
• [ループバックなし（NO_LOOPBACK）]：ループバックなしのテスト。
• [内部（INTERNAL）]：同じネットワーク内のテスト。
• [回線（LINE）]：異なるネットワーク間のテスト。

ステップ 8

[テスト結果（Test Results）] 領域で、[シンク コントローラ（Sink Controller）] ドロップダウン リストか
らエンドポイントを選択します。

ステップ 9

次のいずれかの [間隔（Interval）] オプション ボタンをクリックし、時間間隔を設定してデバイスからの
データを収集します。
• [現在（Current）]（10 秒ごと）：過去 15 分の結果を 10 秒ごとに表示します。
• [15 分（15 Minutes）]：過去 15 分のパフォーマンス データの履歴を表示します。
• [1 日（1 Day）]：過去 1 日のパフォーマンス データの履歴を表示します。

ステップ 10

[移動（Go）] をクリックします。
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ステップ 11

[自動更新（Auto Refresh）] をクリックします。エンドポイントのテスト結果は、ビットエラーカウン
ト、パケットの損失と検出のタイムスタンプ、パケットの損失と検出の数を含むテーブルとして表示さ
れます。
テストを更新するための指定した時間間隔に基づいて、新しく取得したデータがテーブルの先頭に表示
されます。たとえば、指定した時間間隔が 10 秒の場合、データは 10 秒ごとに自動的に更新され、新し
く取得したデータがテーブルの先頭に表示されます。

回線エミュレーション サービスのパフォーマンス テスト
ビット エラー レート テスト（BERT）を使用すると、現場でケーブルをテストして、信号の
問題を診断できます。このテストメカニズムは、Cisco NCS 42xx シリーズ（T1/E1 ポートと
T3/E3 ポート）でサポートされています。このテストでは、回線コントローラの発信データ ス
トリームに特定のパターンを生成し、着信データ ストリームで同じパターンを分析します。予
期されるパターンに一致しないビットはビット エラーとしてカウントされます。
ビット エラー レートは、受信されたエラー ビットを受信された合計ビット数と比較すること
で決定されます。回線で送信されたエラー ビットの合計数と、受信されたビットの合計数を表
示して分析することができます。テスト中にいつでもエラー統計を取得できます。
次の表に、Cisco NCS 42xx シリーズ（T1/E1 ポートと T3/E3 ポート）デバイスでサポートされ
ているテストパターンを示します。
BERT パターン

説明

2^11

2,048ビットで構成される、疑似ランダム繰り返しテストパターン。

2^15

32,767 ビットで構成される、疑似ランダム繰り返しテスト パター
ン。

2^20-O151

1,048,575 ビットで構成される、疑似ランダム繰り返しテスト パター
ン。

2^20-O153

1,048,575 ビットで構成される、疑似ランダム繰り返しテスト パター
ン。

2^23

長さ 8,388,607 ビットの疑似ランダム 0.151 テスト パターン。

2^31

疑似乱数 0.151 テストパターン。長さは 2,147,483,647 ビットです。

2^9

疑似乱数 0.151 テストパターン。長さは 511 ビットです。

CEM 回線の BERT パフォーマンス テストを実行するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[インベントリ（Inventory）] > [その他（Others）] > [回線/VC およびネットワー
ク インターフェイス（Circuits/VCs & Network Interfaces）] を選択します。
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ステップ 2 [回線/VC（Circuits/VCs）] タブで、必要な CEM サービスを見つけて [i] アイコンをクリックし、その [回
線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューにアクセスします。[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューで、[アク
ション（Actions）] > [パフォーマンス テスト（Performance Test）] > [BERT] を選択します。
または、[マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロジ（Network
Topology）] および [回線/VC（Circuits/VCs）] ペインからこのページを開き、必要な CEM 回線の [回線/VC
360（Circuit/VC 360）] ビューにアクセスすることもできます。
ステップ 3 [テスト（Test）] タブで、テストの方向（送信元および宛先）を選択します。
送信元および宛先を選択すると、理解しやすいように、回線のテストが図で表されます。
ステップ 4 定義された時間間隔で自動的にテスト データを更新するには、[設定（Settings）] エリアに時間間隔を分単
位で入力します。
ステップ 5 [BERT パターン（BERT Pattern）] ドロップダウン リストからパターンを選択します。
ステップ 6 [テストを実行（Run Test）] をクリックします。テスト結果が [テスト結果（Test Results）] 領域に表示され
ます。回線エミュレーション サービスのパフォーマンス テストの結果を表示してエクスポートする （859
ページ）を参照してください。
ステップ 7 テストを終了するには、[設定（Settings）] 領域で [停止（Stop）] をクリックし、[カウンタのクリア（Clear
Counters）] をクリックして [テスト結果（Test Results）] 領域の値をリセットします。
SONET インターフェイスの場合、テストを終了したら [Clear Counters] ボタンは無効になります。

回線エミュレーション サービスのパフォーマンス テストの結果を表示してエクスポー
トする
BERT パフォーマンス テストは、一度に、任意の数の CEM 回線に対して実行できますが、1
つの CEM 回線に対して実行できるテストは 1 つだけです。CEM 回線に対する BERT パフォー
マンス テストの結果は、[テスト結果（Test Results）] 領域に表示されます。
• いずれかの時点で、CEM 回線に対して最後に実行された/現在実行中の BERT パフォーマ
ンス テストの結果が、[テスト（Test）] タブの [テスト結果（Test Results）] 領域に表示さ
れます。
• [自動更新（Auto refresh）] が有効（オン）になっている場合は、テスト結果が指定された
間隔で自動更新されます。
• [テスト結果（Test Results）] 領域では、次のようになります。
• テストの宛先として管理対象外エンドポイントが選択されている場合は、テスト結果
が表示されません。
• 宛先として管理対象エンドポイントが選択されている場合は、エンドポイントごとに
2 組のテスト結果が表示されます。
• [モニタ（Monitor）] > [パフォーマンス テスト（Performance Tests）] > [BERT（BERTs）]
を選択します。ここでは、CEM 回線ごとに 1 つのエントリのみを使用でき、その CEM 回
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線に対して最後に実行されたテストと現在実行中のテストのどちらかが表示されます。テ
スト結果を表示する必要のある CEM 回線を選択します。
• 特定の CEM 回線の BERT パフォーマンス結果の履歴を表示するには、[履歴（History）]
タブで、[テスト（Test）] ドロップダウン リストから必要なテストを選択して、設定とそ
の結果を表示します。
BERT パフォーマンス テストの結果は、BERT ページ（[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビュー
で、[アクション（Actions）] > [パフォーマンス テスト（Performance Test）] > [BERT] を選
択）の [テスト（Test）] タブと [履歴（History）] タブの右上にあるエクスポート アイコンを
クリックすることによってエクスポートできます。
また、次のページから BERT パフォーマンス テストのリストをエクスポートすることもでき
ます。
• [BERT テストの選択（Select BERT Test）] ポップアップ ウィンドウ（[BERT] ページで、
[履歴（History）] タブをクリックしてから、[テスト（Test）] ドロップダウン リストをク
リックして [BERT テストの選択（Select BERT Test）] ポップアップ ウィンドウを開きま
す）。
• BERT リスト ページ（[モニタ（Monitor）] > [パフォーマンス テスト（Performance
Tests）] > [BERT（BERTs）] を選択します）。

回線/VC のパフォーマンス測定指標とレポートを表示す
る
[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューは、回線の最新の履歴に関する情報を提供します。一
方、レポートは、データベースに保存されたすべての履歴データを取得できます。リアルタイ
ム情報については、パフォーマンス テストを実行します（回線/VC のパフォーマンス テスト
の実行 （850 ページ）を参照）。
• [回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューでパフォーマンス グラフを表示する （860 ページ）
• パフォーマンス レポートを使用した回線/VC のモニタおよびトラブルシューティング （
861 ページ）
• サービス パフォーマンス ダッシュボードを使用して回線/VC をモニタする （861 ページ）

[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューでパフォーマンス グラフを表示
する
[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューには、回線/VC のパフォーマンスのさまざまな側面を
示すグラフが表示されます。このビューでは、回線/VCのパフォーマンスに大きな問題がある
かどうかを一目で確認できます。詳細については、回線/VC の情報をすばやく取得する：[回
線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビュー （807 ページ）を参照してください。
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[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューにアクセスするには：

ステップ 1 左側のサイド バーから [マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] を選択します。[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウが開き
ます。[ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ウィンドウとその機能の詳細については、「ネット
ワーク トポロジの視覚化 （207 ページ）」を参照してください。
ステップ 2 左側の [場所（Locations）] ペインで、必要な回線/VC が作成されたデバイス グループを選択します。
ステップ 3 [回線/VC（Circuits/VCs）] ペインで、必要な回線/VC を見つけて、その回線/VC 名の横にある [i] アイコン
をクリックします。[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューが別のポップアップ ウィンドウに表示されま
す。

パフォーマンス レポートを使用した回線/VC のモニタおよびトラブル
シューティング
Cisco EPN Manager は、光回線と EVC に関する詳細なパフォーマンス情報を得ることができる
詳細に及ぶレポート機能を提供します。[レポート起動パッド（Report Launch Pad）] では、す
べての Cisco EPN Manager レポートにアクセスできます。[レポート起動パッド（Report Launch
Pad）] から、新しいレポートの作成と保存、現在のレポートの表示、特定タイプのレポートの
オープン、後で実行するレポートのスケジューリング、およびレポートの結果のカスタマイズ
を実行できます。
左側のナビゲーション ペインで、Reports > Report Launch Pad を選択し、レポートとレポー
ト機能にアクセスします。
キャリア イーサネットのパフォーマンス レポートについては、キャリア イーサネット パフォー
マンス レポート （342 ページ）を参照してください。
光回線のパフォーマンス レポートについては、光パフォーマンス レポート （353 ページ）を参
照してください。

サービス パフォーマンス ダッシュボードを使用して回線/VC をモニタ
する
サービス パフォーマンス ダッシュボードは、一定期間の選択された回線/VC のパフォーマン
ス測定結果をさまざまなグラフ形式と表形式で表現します。この情報は、カスタマイズされた
ダッシュレットの形式で使用できます。ダッシュボード メニューから、使用可能なすべての
Cisco EPN Manager ダッシュボードにアクセスできます。
サービス パフォーマンス ダッシュボードの [回線/VC（Circuits/VCs）] ドロップダウン リスト
から回線/VC を選択して、次の情報（ダッシュレット）を表示する必要があります。
• 一定期間のサービス エンドポイントの平均可用性。
• 指定した期間のサービスの bps 単位で測定された着信トラフィックと発信トラフィック。
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• 一定期間のサービス エンドポイント間の平均遅延。
• 一定期間のサービス エンドポイント間の平均パケット損失率。
• 着信トラフィックと発信トラフィックが最も高いサービスのリスト。
[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューから特定のサービス用のダッシュボードを起動するに
は、[表示（View）] をクリックしてから、[ダッシュボード（Dashboard）] を選択します。
サービス パフォーマンス ダッシュボードおよびダッシュレットの詳細については、[サービス
パフォーマンス（Service Performance）] ダッシュボードの概要 （8 ページ）を参照してくだ
さい。
ダッシュボードとダッシュレットの管理方法については、Cisco EPN Manager スタートアップ
ガイド （1 ページ）を参照してください。

回線/VC の完全なルートをトレースおよび可視化する
回線をグラフィカルに視覚化するには、[多層トレース（Multilayer Trace）] ビュー（MLT）を
使用します。このビューには、2 つのエンドポイント間の完全な回線スパンとサービス トレー
スが表示されます。このビューでは、送信元ノード、宛先ノード、および中間ノードをグラ
フィック形式で表示することによって、回線の接続をトレースできます。
次の点に注意してください。
• [マルチレイヤ トレース（Multilayer Trace）] ビューは、マルチポイント キャリア イーサ
ネット回線/VC と L3VPN サービスではサポートされていません。
• 光回線の [多層トレース（Multilayer Trace）] ビューは、A エンド デバイスで LMP が設定
されている場合、および光回線に参加しているデバイス間で LMP が設定されている場合
にのみ起動できます。
• MPLS-TE および SR-TE トンネルの場合、[多層トレース（Multilayer Trace）] ビューには
物理トポロジが必要です。これは、CDP や LLDP などのサポートされているプロトコルの
いずれかを使用して物理リンクが検出済みである必要があることを意味します。
回線の完全なルートをトレースして可視化するには：

ステップ 1 左側のサイド バーから [マップ（Maps）] > [トポロジ マップ（Topology Maps）] > [ネットワーク トポロ
ジ（Network Topology）] を選択します。
ステップ 2 [デバイス グループ（Device Groups）] をクリックし、必要な回線/VC が作成された場所を選択します。
ステップ 3 [ネットワーク トポロジ（Network Topology）] ページで [回線/VC（Circuits/VCs）] をクリックします。選
択したデバイス グループに関連付けられている回線/VC が一覧表示されます。
ステップ 4 完全なルートを表示する回線/VC を選択します。回線のオーバーレイがマップ上に表示されます。
ステップ 5 次のいずれかの方法で [多層トレース（Multilayer Trace）] ビューに切り替えます。
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• トポロジ ツールバーのすぐ下に表示されている通知の [多層トレース（Multilayer Trace）] ハイパーリ
ンクをクリックします。
（注）

[マルチレイヤトレース（Multilayer Trace）] ハイパーリンクが表示されるのは、選択した回
線/VC で [マルチレイヤトレース（Multilayer Trace）] ビューがサポートされている場合、か
つ回線/VC のプライマリの状態が [欠落（Missing）] または [ダウン（Down）] でない場合の
みです。
回線/VC の完全なルートが完全にモデル化されていない場合や、ルートが切断されている場
合でも、マルチレイヤ トレースは部分的に表示できます。エラーを解決するために、根本原
因と推奨事項を特定できます。

• 回線/VC の横にある情報アイコンをクリックして [回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを開き、
View>Multilayer Trace をクリックします。
選択した回線/VC が簡略 3 次元ビューで表示されます。簡略ビューでは、参加デバイスの送信元と宛先の
エンドポイントのみが表示されます。回線/VC のさまざまな層を展開したり、折りたたんだりすることが
できます。回路の種類によっては、エンドポイント間のルート方向のアニメーションが表示されます。詳
細については、[多層トレース（Multilayer Trace）] ビューに回路の特定の情報を表示する （867 ページ）を
参照してください。
（注）

回線のトラバースが複数回行われる（入出力接続数が多い）デバイスの場合は、3 次元ビューで
も線形ビューでも折りたたみオプションを使用できません。

次の図は回線/VC の簡略ビューです。展開オプションと折りたたみオプションがあります。

3 次元ビューで表示される情報の詳細については、「回線 V/C トレースの 3 次元表示 （865 ページ）」を参
照してください。
線形ビューに切り替えるには、[線形表示（Linear View）] をクリックします。線形ビューで表示される情
報の詳細については、「回線/VC トレースの線形表示 （867 ページ）」を参照してください。
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[多層トレース（Multilayer Trace）] ビューには、次のようなグラフィカル マップが表示されま
す。
• NE やリンクなどのハイレベル スパン情報を使用して回線トレースが表示されます。
• マップ上で論理リンクを使用して回線がトレースされた論理ハイレベル ビューが表示され
ます。たとえば、OCHCC 回線では、トレースに OCH トレール リンクが使用されます。
• マップ上で物理リンクを使用して回線がトレースされた物理ハイレベル ビューが表示され
ます。たとえば、OCHCC 回線では、トレースに OTS リンクが使用されます。
• 選択した回線に関係なく、デバイス上で最も重大なアラームを表すデバイスのバッジが表
示されます。トレース ビュー内のアラーム バッジには、各エンティティ（リンク、ノー
ド、ポイントなど）のアラームが表示されます。
• 選択したハイレベル ビューに応じてリンクが強調表示されます。
• 回線内の各層は異なるシェードで強調表示され、層の間を区分する境界線が表示されま
す。デバイスに適用できない層は、灰色で表示されます。
• [多層トレース（Multilayer Trace）] ビューには折りたたみ可能な凡例が表示され、そこに
各種アイコンとその説明が一覧表示されます。
• 光回線の場合は、回線に含まれるデバイスまたはリンクに共有リスク リソース グループ
（SRRG）が割り当てられているかどうかが示されます。リンクまたはデバイス上の SRRG
ラベルをクリックすると、そのリンク/デバイス上のすべての SRRG が一覧表示されます。
SRRG は、デバイス上のデフォルトか、割り当て済みか、未割り当てかに基づいて色分け
されます。疑問符アイコンをクリックすると、凡例が表示されます。
• OCHCC 回路の場合、送信元または送信先のノードと DWDM コントローラ間の LMP のリ
ンクが表示されます。
回線/VC に参加している 1 つ以上のデバイスが仮想ドメインの一部ではない場合、多層トレー
スは部分的なものになります。[多層トレース（Multilayer Trace）] ビューには、アクセスでき
ないデバイスの代わりに、アクセスできないデバイスのアイコンが表示されます（下図を参
照）。
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回線 V/C トレースの 3 次元表示
これはデフォルト ビューです。回線/VC の完全なルートの 3 次元ビューが表示されます。この
ビューへのアクセス方法については、回線/VC の完全なルートをトレースおよび可視化する （
862 ページ）を参照してください。
このビューには、選択された回線に使用可能なさまざまなパスが表示されます。たとえば、光
回線に現用パス、保護されたパス、および回復パスが存在する場合は、このビュー内でそれぞ
れのパスが色分けされて表示されます。
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3 次元ビューのナビゲーション コントロールについて調べるには、ツールバーのヘルプ アイコ
ンをクリックします。ナビゲーション コントロール データ ポップアップ ウィンドウに、この
ビュー内でパン、ズーム、および回転するためのマウス、MAC トラックパッド、およびキー
ボード コントロールが表示されます。

（注）

MAC トラックパッド コントロールは、MAC ユーザの場合にのみ表示されます。
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回線/VC トレースの線形表示
線形表示を使用して、回線/VC のルートを 2 次元表示でトレースおよび視覚化できます。この
ビューへのアクセス方法については、回線/VC の完全なルートをトレースおよび可視化する （
862 ページ）を参照してください。
この表示には、回線のパスが一度に 1 つだけ表示されます。[ルート（Route）] を選択してか
ら、[処理中（Working）]、[保護（Protected）]、または [復元（Restored）] を選択して回線ト
レースで必要なパスを表示します。パスのオプションは、選択した回線/VCタイプによって異
なります。

[多層トレース（Multilayer Trace）] ビューに回路の特定の情報を表示
する
回路の [多層トレース（Multilayer Trace）] ビューで、[表示（Show）] メニューから特定のチェッ
ク ボックスを有効にすることで表示する情報を選択できます。回路におけるラベル、物理的な
フロー、リンク、ルート方向、SRRG、ポート状態、電力レベル、スパン損失および障害の表
示を選択することができます。チェック ボックスは、選択した回線/VC タイプによって異なり
ます。
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ポートのアラーム状態またはプライマリ状態のいずれかを表示できます。ポートのプライマリ
状態のアイコンと状態の説明については、ポートまたはインターフェイスの状態（115ページ）
を参照してください。
回路のルート方向のアニメーションを表示する [ルート方向（Route Direction）] チェック ボッ
クスは、非対称のパスを持つ回路に対してのみ、デフォルトで有効になります。
• A から Z へのパスを持つ単方向回路。たとえば、単方向の TE トンネル。
• A から Z および Z から A への同一ではないパスを持つ双方向非対称回路。たとえば、単
方向 TE トンネル上を通過するキャリア イーサネットまたは CEM 回路。

（注）

A から Z および Z から A への完全に同じパスを持つ回路、すなわち双方向対称回路の場合は、
[表示（Show）] メニューに [ルート方向（Route Direction）] チェック ボックスが表示されませ
ん。
デフォルトでは、A から Z 終端へのルート方向が表示されます。反対方向のアニメーションを
表示するには、

アイコンをクリックします。ただし、このアイコンは、A から Z および
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Z から A へ異なるパスを持つ回路（双方向非対称回路）に対してのみ有効になります。たとえ
ば、2 つの異なる単方向 TE トンネル上を通過するキャリア イーサネットまたは CEM 回路で
す。これらの回路ではスイッチ アイコンは表示されません。
• A から Z へのパスを持つ単方向回路。たとえば、単方向の TE トンネル。
• A から Z および Z から A への完全に同じパスを持つ双方向対称回路。たとえば、双方向
コア ルーテッド TE トンネル（または Flex LSP）。
フィルタ処理をレイヤに適用すると、[ルート方向（Route Direction）] チェック ボックスは、
選択したレイヤに応じて無効になります。一度無効になると、自動で有効にはなりません。
ルート方向のアニメーションをもう一度を表示するにはチェック ボックスを手動で有効にする
必要があります。
部分的に検出された回路や問題またはサポートされていない回路構成の場合、A から Z へのデ
フォルトのルートの方向は起動しない可能性があります。ただしこれらの回路には、別のパス
を通過する潜在的な Z から A 方向がある可能性があります。[エンドポイントの変更（Change
Endpoints）] ハイパーリンクをクリックして、エンドポイントを構成し反対方向の [多層トレー
ス（Multilayer Trace）] ビューを起動します。

[マルチレイヤトレース（Multilayer Trace）] ビューから実行できるア
クション
[マルチレイヤトレース（Multilayer Trace）] ビューから次の操作を実行できます。
• ラベル、物理的なフロー、リンク、ポートの状態、電力レベル、スパン損失および回線の
障害を表示するには、[表示（Show）] を選択し、該当するチェックボックスをオンにしま
す。詳細については、[多層トレース（Multilayer Trace）] ビューに回路の特定の情報を表
示する （867 ページ）を参照してください。
• [マルチレイヤ トレース（Multilayer Trace）] のツールバーの右下に表示される [ビュー 360
（View 360）] ハイパーリンクをクリックし、[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビューを開
きます。回線/VC の情報をすばやく取得する：[回線/VC 360（Circuit/VC 360）] ビュー （
807 ページ）を参照してください。
• 回線トレースのポート アイコンをクリックして、[インターフェイス 360（Interface 360）]
ビューを開きます。デバイス インターフェイスの概要：[インターフェイス360（Interface
360）] ビュー （121 ページ）を参照してください。
• [デバイス 360（Device 360）] ビューを開くには、デバイスの上部に表示されるデバイス名
またはデバイス IP アドレスをクリックします。基本デバイス情報を取得する：[デバイス
360（Device 360）] ビュー （98 ページ）を参照してください。
• [マルチレイヤ トレース（Multilayer Trace）] のリンクをクリックして、[リンク 360（Link
360）] ビューを開きます。特定のリンクの概要：[リンク 360（Link 360）] ビュー （223
ページ）を参照してください。
• 回線トレースの [クロス接続（Cross Connection）] アイコンをクリックし、[リンクの詳細
（Link Details）] ポップアップ ウィンドウを開きます。
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（注）

[クロス接続（Cross Connection）] アイコンは、内部ポートが回
線/VC によって使用されているリンクに表示されます。内部ポー
トは [マルチレイヤ トレース（Multilayer Trace）] ビューに表示さ
れません。

次の図に、影響を受けている内部ポート、ポートの状態、レイヤ、および電力レベルのリ
ストを表示する [リンクの詳細（Link Details）] ポップアップ ウィンドウを示します。こ
れらの詳細には、影響を受けているすべての内部ポートのリストが両方向（A 側から Z 側
とその逆）で表示されます。

• Actions > Y.1564 Test を選択し、CE 回線/VC のエンドツーエンドのパフォーマンスをテ
ストします。Y.1564 パフォーマンス テストの実行 （852 ページ）を参照してください。
• Actions > BERT を選択し、回線エミュレーション サービスのパフォーマンスをテストし
ます。回線エミュレーション サービスのパフォーマンス テスト （858 ページ）を参照して
ください。
• Actions > Optical PM Parameters を選択し、光回線/VC のリアルタイムのパフォーマンス
モニタリング データを表示します。オプティカル パフォーマンス モニタリング パラメー
タ （855 ページ）を参照してください。
• Actions > PRBS Test を選択し、光回線/VC のエンドツーエンドのパフォーマンスをテスト
します。回線（ODU UNI）での PRBS テストの実行 （856 ページ）を参照してください。
• [アクション（Actions）] > [サービスの詳細（Service Details）] を選択し、回線に関するさ
らに詳しい説明を表示します。回線/VC に関する総合情報の取得：[回線/VC 詳細情報
（Circuit/VC Details）] ウィンドウ （814 ページ）を参照してください。
• [アクション（Actions）] > [復元アクション（Restoration Actions）] > [アップグレード復
元（Upgrade Restore）] を選択し、障害が発生した光回線をアクティブ ルートにアップグ
レードし、障害が発生した古いルートを削除します。回線の復元（光） （827 ページ）を
参照してください。
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• [アクション（Actions）] > [再同期（Resync）] を選択し、回線または VC の状態を再同期
します。
• [アクション（Actions）] > [復元アクション（Restoration Actions）] > [手動復帰（Manual
Revert）] を選択し、ルートが障害から回復したときに、光回線を元のルートに戻します。
回線の復元（光） （827 ページ）を参照してください。
• [操作（Actions）] > [アクションの再ルーティング（Reroute Actions）] > [現用パス（Working
Path）] または [保護パス（Protected Path）] を選択し、回線用に定義されている現用パス
または保護パスを通過するトラフィックを再ルーティングします。回線の再ルーティング
（光回線） （827 ページ）を参照してください。
• [アクション（Actions）] > [アクティブ化（Activate）] を選択して、トラフィックが光回
線を通過するようにします。回線をアクティブにする（光） （826 ページ）を参照してく
ださい。
• [アクション（Actions）] > [非アクティブ化（Deactivate）] を選択し、トラフィックが光
回線を通過しないようにします。回線をアクティブにする（光） （826 ページ）を参照し
てください。
• [アクション（Actions）] > [保護アクション（Protection Actions）] を選択し、必要な保護
切り替えアクションを選択して、保護された光回線内の 1 つのパスから別のパスにトラ
フィックを切り替えます。回線での保護切り替えアクションの開始（光） （829 ページ）
を参照してください。
• [マルチレイヤ トレース（Multilayer Trace）] ビューのツールバーのフィルタ アイコンをク
リックして、回線内のさまざまなレイヤを表示します。表示するレイヤを選択します。
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部

Cisco EPN Manager システムの管理
• Cisco EPN Manager サーバのセットアップ （875 ページ）
• ライセンスおよびソフトウェア アップデート （887 ページ）
• Cisco EPN Manager セキュリティ （905 ページ）
• バックアップと復元 （929 ページ）
• サーバの正常性と構成 （951 ページ）
• データの収集と消去 （987 ページ）
• ユーザ権限とデバイス アクセス （997 ページ）
• 障害管理タスク （1063 ページ）
• 監査およびログ （1095 ページ）
• ハイ アベイラビリティの設定と管理 （1121 ページ）

第

19

章

Cisco EPN Manager サーバのセットアップ
以降のトピックでは、Cisco EPN Manager をインストールした後に管理者が実行するタスクに
ついて説明します。これらのタスクが完了したら、Cisco EPN Manager スタートアップ ガイド
（1 ページ）に説明されているように、ユーザはログインして作業環境を設定できます。
Cisco EPN Manager のさまざまなタイプのユーザ（CLI ユーザや Web GUI ユーザなど）の詳細
については、Cisco EPN Manager で CLI ユーザ インターフェイスを切り替える方法 （1000 ペー
ジ）を参照してください。

（注）

ベスト プラクティス：Cisco EPN Manager のセキュリティ強化 （1173 ページ）の重要な情報を
必ず確認してください。
• サーバのセットアップ タスク （875 ページ）
• ユーザ管理セットアップ タスク （882 ページ）
• 障害管理セットアップ タスク （882 ページ）
• Web GUI セットアップ タスク（管理者） （883 ページ）

サーバのセットアップ タスク
タスク

参照先

バックアップ設定の確認

自動アプリケーション バックアップの
セットアップ （941 ページ）

必要な製品ライセンスおよびソフトウェア アップ
デートのインストール

ライセンスおよびソフトウェア アップ
デート （887 ページ）
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タスク

参照先

Cisco.com へのログオンに使用するために保管されて 保存されている Cisco.com クレデンシャ
いる Cisco.com クレデンシャル（ユーザ名とパスワー ルの設定 （971 ページ）
ド）を変更し、次の操作を行います。
• 製品アップデートの確認
• デバイス ソフトウェア イメージ アップデート
の確認
• シスコ サポート ケースの登録または確認
ソフトウェア アップデートの場合：
• 製品ソフトウェア アップデート（重大な修正、
デバイス サポート、アドオン）の通知を有効に
する

ソフトウェア アップデートに関する通
知の有効化または無効化 （903 ページ）

• Cisco EPN Manager がソフトウェア アップデー
トを確認する際に、クレデンシャルを Cisco.com
に保存するかどうかを指定する。保存する場合、
更新の確認時にユーザにクレデンシャルについ
てのプロンプトを表示するかどうかを指定する
サーバとブラウザベースの GUI クライアントの間の Cisco EPN Manager サーバの接続の保護
やり取りを保護するためにサーバ上で HTTPS を設定 （954 ページ）
する（HTTP も使用できますが、HTTPS が推奨され
ています）
ハイ アベイラビリティの設定

ハイ アベイラビリティの設定と管理 （
1121 ページ）

データの保持および消去の調整

データの収集と消去 （987 ページ）

システムの問題を通知するサーバ関連のトラップで サーバの内部 SNMP トラップのカスタ
は、しきい値設定と重大度をカスタマイズし、設定 マイズおよびトラップの転送 （982 ペー
した受信者に SNMP トラップ通知としてトラップを ジ）
転送する
SNMP トラップ通知としてのアラーム
およびイベントの転送 （1074 ページ）
時間をサーバとネットワーク デバイスとの間で同期 サーバでの NTP の設定 （968 ページ）
するための NTP（Network Time Protocol）のセット
アップ
サーバとネットワーク デバイス間のファイル転送の サーバでの FTP/TFTP/SFTP サービスの
ためのサーバにおける FTP/TFTP の設定
有効化 （969 ページ）
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タスク

参照先

Cisco EPN Manager サーバのプロキシの設定

Cisco EPN Manager プロキシ サーバの設
定 （968 ページ）

電子メール サーバの設定

SMTP 電子メール サーバの設定 （969
ページ）

管理対象ネットワーク要素のグローバル SNMP ポー ネットワーク要素との通信に適用する
リング パラメータの設定
グローバル SNMP の設定 （972 ページ）
コンプライアンス機能を有効にする（デバイス設定 コンプライアンス監査の有効化および
からの逸脱を識別するためにこの設定を使用する場 無効化 （184 ページ）
合）
Cisco EPN Manager がネットワーク内に存在するサー サービス検出の有効化および無効化 （
ビス、およびプロビジョニング ウィザードを使用し 795 ページ）
てプロビジョニングされたサービスを検出するよう
に、サービス検出機能を有効化にします。
シスコ製品の向上に寄与する製品フィードバックの シスコサポート リクエストのデフォル
設定
トの設定 （983 ページ）
シスコ製品の向上に寄与する製品フィードバックの シスコ製品フィードバックの設定 （984
設定
ページ）

LDAP/Active Directory サーバを設定して使用する
Cisco EPN Manager への LDAP サーバの追加
LDAP ディレクトリにリストされ、EPNM に指定されていないユーザを認証します。

（注）

また、Cisco Identity Services Engine（ISE）を使用してユーザを認証することもできます。詳細
については、Cisco ISE と RADIUS または TACACS+ による外部認証 （1047 ページ）を参照し
てください。
LDAP サーバを追加するには、次の手順を実行します。

（注）

Active Directory サーバを追加するには、次と同じ手順を使用します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles, & AAA）]
を選択し、LDAP サーバを選択します。
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ステップ 2 LDAP サーバを選択した後、右側のペインで [+] アイコンをクリックして、追加する LDAP サーバの詳細
を作成します。
ステップ 3 LDAP サーバの必要な詳細（サーバ アドレス、サーバ ポート、パスワード、IP アドレス、DNS 名など）
を入力します。
ステップ 4 SSL 通信チャネルを使用する場合は、[セキュア認証を使用する（Use Secure Auth）] チェックボックスをオ
ンにします。LDAP 証明書のインストールの詳細については、「Cisco EPN Manger での LDAP サーバの設
定」に記載されている方法を参照してください。
（注）

Web サーバの接続を保護するため、HTTPS をセットアップします。これは、管理者が各 LDAP
サーバのスキーマを設定できる SSL で LDAP を設定するための前提条件です。

ステップ 5 [管理 DN（Admin DN）] 文字列を入力します。
ステップ 6 パスワードと確認パスワードの詳細を入力します。
（注）

LDAP 管理者は、文字列と確認パスワードを把握しています。

ステップ 7 次のフィールドにスキーマを入力します。通常、どの LDAP サーバにもユーザとグループの固有の設定と
連結証明書のファイルがあります。
a)

[サブジェクト名属性（Subject Name Attribute）]：この値は、特定のユーザ名が編成されている LDAP
サーバ ユーザ プロファイル内の uid 属性を表します。

b) [グループ名属性（Group Name Attribute）]：この値は、グループ メンバ（管理者、モニタ、コンフィ
ギュレータ）に割り当てられているロールの権限を表し、LDAP サーバ グループ プロファイルの
description 属性で示されます。ユーザ グループ名の値については、[管理（Administration）] > [ユー
ザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] > [ユーザ グループ（User Groups）] ページを参照
してください。
c)

[グループ マップ属性（Group Map Attribute）]：この値は、グループとユーザ間の関連付けを表し、
LDAP サーバのグループ プロファイル内の memberUid 属性で示されます。
（注）

LDAP または Active Directory で複数のユーザロールを指定するには、同じ名前を持つ複数の
属性を作成するか、または 1 つの属性を作成し、カンマで区切られた複数のユーザロールを
リストします。次に例を示します。
• 同じ名前の複数の属性を指定するには、次のコマンドを実行します。
description=Admin
description=Monitor Lite

• 1 つの属性と複数のユーザロールを指定するには、次の手順を実行します。
description=Admin,Monitor Lite

d) [仮想ドメイン属性（Virtual Domain Attribute）]：この値は、ユーザがアクセスできるネットワーク セ
クションを表し、LDAP サーバのユーザ プロファイル内の title 属性に記述されます。この値は、[管理
（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [仮想ドメイン（Virtual Domains）] ページに設定されてい
る Cisco EPN Manager の仮想ドメイン プロファイルと関連します。仮想ドメインに含める要素とその
仮想ドメインへのアクセス権を付与するユーザを選択できます。
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（注）

LDAP または Active Directory で複数の仮想ドメインを指定するには、同じ名前の複数の属性
を作成するか、1つの属性を作成し、カンマで区切られた仮想ドメインをリストします。次に
例を示します。
• 同じ名前の複数の属性を指定するには、次のコマンドを実行します。
description=VirtualDomain1
description=VirtualDomain2

• 1 つの属性と複数のユーザロールを指定するには、次の手順を実行します。
description=VirtualDomain1,VirtualDomain2

e)

[サブジェクト検索ベース（Subject Search Base）]：ユーザが配置されている場所を検索するパスを指定
します。

f)

[グループ検索ベース（Group Search Base）]：グループの場所を検索するパスを指定します。

ステップ 8 [再試行（Retries）] フィールドに、ソース ファイルの LDAP 認証を実行する回数を入力します。
ステップ 9 [保存（Save）] をクリックします。

Cisco EPN Manger での LDAP サーバの設定
Cisco EPN Managerは、単方向 SSL を使用して LDAP サーバを接続します。つまり、LDAP サー
バの認証局（CA）ルート（および中間）証明書を Cisco EPN Manager にインストールする必要
があります。これらの証明書は LDAP サーバの CA から入手します。次の手順では、ルート
（および中間）CA 証明書をインストールするステップについて説明します。
始める前に
LDAP 証明書が Cisco EPN Manager にインストールされていることを確認するには、次の手順
を実行します。
1.

顧客が所有する LDAP サーバの SSL 証明書のルート証明書と中間証明書を取得します。

2.

Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ）で説明したように、
ssh を使用して CLI 管理者ユーザとしてログインします。

3.

LDAP サーバ証明書の CA ルート/中間証明書を Cisco EPN Manager のローカル ディレクト
リにコピーします。たとえば、rootCA.pem を /localdisk/defaultRepo にコピーします。

4.

Cisco EPN Manager Admin CLI で、Cisco EPN Manager にこの CA ルート証明書をインポー
トするコマンドを EPNMServer/admin# ncs certvalidation trusted-ca-store importcacert
alias <ALIAS> repository <Repository-name> <certificate-file> truststore {devicemgmt
| pubnet | system | user} として実行します（例：EPNMServer/admin# ncs certvalidation
trusted-ca-store importcacert alias epnm40 repository defaultRepo certnew.cer
truststore system）。これにより、Java インポート信頼ストアに LDAP 証明書がインポー

トされます。
5.

Cisco EPN Manager を再起動します。
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（注）

2 台の LDAP サーバと 2 台の Cisco EPN Manager サーバがある場合（HA モード）、各 LDAP
サーバのルート/中間証明書をインストールしてから、HA のガイドラインに基づいて各 Cisco
EPN Manager サーバを再起動します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] を
選択してから、[AAA モード（AAA Mode）] を選択します。
ステップ 2 [LDAP] オプション ボタンを選択します。
ステップ 3 [ローカルへのフォールバックを有効にする（Enable Fallback to Local）] チェックボックスをオンにすると、
外部 AAA サーバがダウンした場合にローカル データベースの使用が有効になります。
ステップ 4 外部 LDAP サーバがダウンした場合にローカル認証に戻すには、次の手順を実行します。
a)

[ローカルへのフォールバックを有効にする（Enable Fallback to Local）] を選択します。

b) フォールバック条件（[サーバが応答しないときのみ（Only on no server response）] または [認証に失敗
したかサーバが応答しないとき（On authentication failure or no server response）]）を指定します。
（注）

ルート ユーザはローカルで認証されているため、ルート ユーザとしてログインできる必要があり
ます。

ステップ 5 [保存（Save）] をクリックします。
（注）

別のブラウザを使用して、新しいユーザ名とパスワードで LDAP にログインします。

Cisco WAN Automation Engine と Cisco EPN Manager の統合
Cisco WAN Automation Engine（WAE）のプラットフォームは、ソフトウェア モジュールを相
互接続し、ネットワークと通信し、外部アプリケーションとインターフェイスする API を提供
するオープンでプログラマブルなフレームワークです。
CiscoWAE は、ネットワークの継続的なモニタリングと分析およびネットワーク上のトラフィッ
ク需要に基づく現在のネットワークのモデルを作成および維持するためのツールを提供しま
す。このネットワーク モデルには、トポロジ、設定、トラフィック情報など、特定の時点での
ネットワークに関するすべての関連情報が含まれています。この情報は、トラフィック要求、
パス、ノードとリンクの障害、ネットワークの最適化、またはその他の変更によるネットワー
クへの影響を分析するための基礎として使用できます。

（注）

詳細については、『Cisco WAN Automation Engine (WAE) Installation Guide』と『Cisco WAN
Automation Engine (WAE) User Guide』を参照してください。
Cisco EPN Manager では、明示的なパスを持つ単方向トンネルまたは双方向トンネルを作成す
ると、WAN Automation Engine（WAE）との統合により、Cisco EPN Manager から自動的に REST
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コールを使用して明示的なパスが提供されます。そのため、明示的なパスを手動で入力する必
要がなくなります。WAE は、可能なネットワーク パスのリストを表示し、適切なパスを選択
できるようにします。

WAE パラメータの設定
WAE パスの詳細を指定するには、次の手順を実行します。
始める前に
WAE パラメータを設定することを確認します。
1.

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択
します。

2.

回線 VC を展開し、[WAE サーバ設定（WAE Server Settings）] を選択します。

3.

関連する WAE の詳細（バージョン 7.1.3 以降）とフィールドの詳細（[WAEサーバIP（WAE
Server IP）]、[WAEポートアドレス（WAE Port Address）]、[WAEサーバユーザ名（WAE
Server User Name）]、[WAEサーバパスワード（WAE Server Password）]、[WAEネットワー
ク名（WAE Network Name）] など）を入力します。

4.

[保存（Save）] をクリックして WAE サーバの設定を保存するか、または [デフォルトにリ
セット（Reset to Defaults）] をクリックしてデフォルト値を使用します。

ステップ 1 必要なパラメータを持つ単方向トンネルまたは双方向トンネルを作成します。詳細については、MPLS TE
トンネルの作成とプロビジョニング （764 ページ）を参照してください。
ステップ 2 [パスの制約の詳細（Path Constraints Details）] 領域で、パスのタイプを [動作中（Working）] または [保護
済み（Protected）] のいずれかとして選択します。フィールドと属性の説明については、パスの制約の詳細
に関するフィールド参照：MPLS TE トンネル （776 ページ）を参照してください。
ステップ 3 必要に応じて [新しいパス（New Path）] チェックボックスをオンにして、[WAEサーバからパスを選択
（Choose Path from WAE server）] チェックボックスをオンにします。
ステップ 4 [WAE サーバからパスを選択（Choose Path from WAE server）] チェックボックスをオンにします。EPNM
マネージャは、WAE ネットワークを取得するために REST 要求を WAE に送信します。
WAE は可能なネットワークのリストを返します。
ステップ 5 [WAE ネットワークの選択（Select WAE Network）] ドロップダウン リストから、ネットワークを選択しま
す。
EPNM マネージャは、送信元、宛先、ネットワークなどの必要なすべてのパラメータを持つ REST 設定要
求を WAE に送信します。返される最大パスのデフォルト値は 2 です。WAE は、要求を満たす可能性のあ
るパスのリストを表示します。
ステップ 6 [WAE パスの選択（Select WAE Path）] ドロップダウン リストから、返された適切なパスを選択します。
EPNM は、マップ上に選択したパス オーバーレイを表示します。
ステップ 7 [パス名（Path Name）] フィールドにパスの名前を入力します。
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最後に選択したパスを明示的なパスとして使用して、順序のプロビジョニングを続行できます。

ユーザ管理セットアップ タスク
タスク

参照先

管理権限を持つ Web GUI ユーザを作成 管理者権限を持つWebGUIユーザの作成（1026ペー
し、Web GUI root アカウントを無効にし ジ）
ます。
Web GUI ルート ユーザの無効化および有効化 （
1002 ページ）
ユーザ監査のセットアップ

設定アーカイブとソフトウェア管理の変更を監査
する（ネットワーク監査） （1095 ページ）

ユーザ認証および許可のセットアップ

外部認証の設定 （1045 ページ）
ローカル認証の設定 （1044 ページ）

ユーザ アカウントとユーザ グループの作 ユーザが実行できるタスクの制御（ユーザグルー
成
プ） （1002 ページ）
ユーザ セキュリティ設定の調整（ローカ ローカル認証のためのグローバル パスワード ポリ
ル認証のパスワード規則、アイドル時間 シーの設定 （1031 ページ）
のログアウト設定）
アイドル ユーザ用のグローバル タイムアウトを設
定する （1032 ページ）
ジョブを許可できるユーザの指定

ジョブ承認者を設定してジョブを承認する （1031
ページ）

仮想ドメインを作成してデバイス アクセ デバイスへのユーザ アクセスを制御するための仮
スを制御する
想ドメインの作成 （1034 ページ）
ユーザが GUI クライアントにログインし ログイン バナー（ログインの免責事項）の作成 （
たときに表示されるメッセージの作成
972 ページ）

障害管理セットアップ タスク
タスク

参照先

アラームとイベントを電子メール形式で他の受信
者に転送する

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
882

Cisco EPN Manager システムの管理
Web GUI セットアップ タスク（管理者）

タスク

参照先

アラームとイベントを SNMP トラップ形式で他の SNMP トラップ通知としてのアラームお
受信者に転送する
よびイベントの転送 （1074 ページ）
アラームとイベントの表示と検索用のグローバル
設定を構成する
• アラーム テーブルとイベント テーブルで確認
済み、割り当て済み、およびクリア済みのア
ラームを非表示にする

確認済み、クリア済み、および割り当て
済みのアラームのグローバル表示と検索
設定を構成する （1079 ページ）

• 確認済みと割り当て済みのアラームを検索結
果に含める
• デバイス名をアラーム メッセージに含める
特定のイベントの重大度をカスタマイズする

アラーム重大度レベルの変更 （1082 ペー
ジ）

特定のアラームの自動クリア間隔をカスタマイズ
する

アラームの自動クリア間隔の変更 （1084
ページ）

アラームの [障害ソース（Failure Source）] フィー
ルド内のテキストをユーザにわかりやすくする

アラーム重大度レベルの変更 （1082 ペー
ジ）

優先イベントの動作をカスタマイズする

完全優先ベントの動作の変更 （1086 ペー
ジ）

一般イベント処理を制御する

汎用トラップ処理を有効または無効にす
る （1091 ページ）

ユーザがシスコ サポート要求を作成できるかどう シスコサポート リクエストのデフォルト
かとその方法を制御する
の設定 （983 ページ）

Web GUI セットアップ タスク（管理者）
タスク

参照先

展開で使用しない機能またはメニュー Web GUI メニューのカスタマイズによる Cisco EPN
項目の無効化
Manager 機能の無効化 （884 ページ）
システム モニタリング管理ダッシュ システム監視ダッシュボードを使用して、Cisco EPN
ボードのセットアップ
Manager サーバのヘルス、ジョブ、パフォーマンス、
および API 統計をチェックする （976 ページ）
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Web GUI メニューのカスタマイズによる Cisco EPN Manager 機能の無効
化
ルート、スーパーユーザ、または管理者ユーザ グループに属している場合は、特定のメニュー
が Web GUI に表示されなくなるように Cisco EPN Manager をカスタマイズできます。ユーザ
グループとそのメンバーの表示 （1006 ページ）を参照してください。これは、展開で Cisco EPN
Manager のすべての機能は使用しない場合に役立ちます。メニューを無効にすると、ユーザの
ロールに関係なく、すべてのユーザの Web GUI に表示されなくなります。
機能全体と特定のメニューを無効にして Web GUI をカスタマイズするには、次の手順を実行
します。現在無効になっている機能を再び有効にするには、同じ手順を使用しますが、機能の
ステータスを [有効（Enabled）] に切り替えます（または [すべて有効にする（Enable All）] を
クリックします）。

ステップ 1 左側のサイドバー メニューの上に表示される歯車をクリックします。

ステップ 2 機能全体を無効にするには、次の手順を実行します。
1.

[機能ナビゲーション グループ（Feature Navigation Groups）] 領域で機能を見つけますます。

2.

機能の [ステータス（Status）] 列でトグルをクリックして [無効（Disabled）] を表示します。

3.

無効にするメニューを確認するには、[メニューの詳細（Menu Details）] 領域のメニューをスクロール
します。影響を受けているすべてのメニューが [無効（Disabled）] として表示されます。

ステップ 3 特定のメニューを無効にするには、次の手順を実行します。
1.

[メニューの詳細（Menu Details）] 領域でメニューを見つけます。

2.

メニューの [ステータス（Status）] 列でトグルをクリックして [無効（Disabled）] を表示します。サブ
メニューを含むメニューを無効にすると、サブメニューも無効になります。次に例を示します。
• [グループ管理（Group Management）] を無効にすると、Cisco EPN Manager は [グループ管理（Group
Management）] のサブメニューすべて（[ネットワーク デバイス グループ（Network Device Group）]、
[コンピューティング デバイス グループ（Compute Device Groups）]、および [ポート グループ（Port
Groups）]）を無効にします。
• [コンピューティング デバイス グループ（Compute Device Groups）] サブメニューのみを無効にし
た場合も、Cisco EPN Manager は [グループ管理（Group Management）] の下のサブメニュー、[ネッ
トワーク デバイス グループ（Network Device Groups）] と [ポート グループ（Port Groups）] サブ
メニューは表示します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
884

Cisco EPN Manager システムの管理
Web GUI メニューのカスタマイズによる Cisco EPN Manager 機能の無効化

3.

無効にするメニューを確認するには、[メニューの詳細（Menu Details）] 領域のメニューをスクロール
します。

ステップ 4 [保存（Save）] をクリックし、Web GUI からログアウトします。
ステップ 5 Web GUI にログインし直し、変更内容を検証します。
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第

20

章

ライセンスおよびソフトウェアアップデー
ト
• ライセンスの表示と管理 （887 ページ）
• ソフトウェア アップデートの管理 （901 ページ）

ライセンスの表示と管理
ライセンスによって、使用できる機能と、Cisco EPN Manager で管理できるデバイスのタイプ
および数が決まります。ログインせずに Cisco EPN Manager に接続すると、サーバが実行して
いるライセンスのタイプを識別するバナーがログインページに表示されます（CiscoEPNManager
のライセンスのタイプ （888 ページ）を参照）。Cisco EPN Manager がシングル サインオン
（SSO）を使用するように設定されている場合は、バナーの内容を表示してライセンスのタイ
プを確認します。
Cisco EPN Manager は、シスコ スマート ライセンスと従来のライセンスをサポートしていま
す。現在、従来のライセンスを使用している場合は、スマート ライセンスへの移行が推奨され
ます。2 種類のライセンスの違いについては、Cisco.com で紹介している Cisco Smart Licensing
の概要を参照してください。
次のいずれかのライセンス方法を使用して、Cisco EPN Manager を新しいバージョンにアップ
グレードできます。
• シスコ スマート ライセンス：この方法では、Cisco EPN Manager の新しいインスタンスを
Cisco Smart Software Manager に登録する必要があります。Cisco Smart Software Manager へ
の Cisco EPN Manager の登録 （892 ページ）を参照してください。
• 従来のライセンス：この方法では、ファイルは Cisco EPN Manager の以前のバージョンの
バージョンからアップグレードされたバージョンにコピーされます。ただし、アップグ
レードされたバージョンの基本ライセンスを購入する必要があります。新しい従来のライ
センスを購入するには、http://cisco.com/go/license に移動します。
リリース 5.0 以降、Cisco EPN Manager の新規インストールのすべてのインスタンスでスマート
ライセンスがデフォルトで有効になります。Cisco EPN Manager 5.0 にアップグレードする場合
は、既存のライセンスモードが継続されます。
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次のトピックでは、シスコ スマート ライセンスと従来のライセンスの使用方法について説明
します。
• シスコ スマート ライセンスの使用 （889 ページ）
• 従来のライセンスの使用 （897 ページ）

Cisco EPN Manager のライセンスのタイプ
次のトピックでは、Cisco EPN Manager でサポートされている機能と時間ベースのライセンス
について説明します。

基本ライセンス
基本ライセンスを使用すると、サーバ上のすべてのアプリケーションとすべてのデバイス ドラ
イバが有効になります（デバイス数の制限なし） 。Web GUI には [基本ライセンス（Base
License）] として表示されます。

Advanced Right-to-Manage（RTM）ライセンス
Advanced RTM ライセンスは、サービスディスカバリ、プロビジョニング、サービスプロモー
ション、サービスアシュアランス、マルチレイヤトレースの各機能に関連するすべての機能と
オプションを有効にします。このライセンスは、Web GUI で [（Cisco Advanced Function Right
To Manageライセンス）Cisco Advanced Function Right To Manage license] として表示されます。
このライセンスがないと、スケジュールされたプロビジョニングジョブの実行はすべて失敗し
ます。前述の機能に関連する機能およびメニューオプションは、ライセンスがアクティブでな
い限り表示されません。最初の Advanced Right-to-Manage（RTM）ライセンスがインストール
されると、これらの機能とオプションが有効になります。このライセンスの使用状況は、Cisco
EPN Manager のライセンス機能によって追跡および報告されます。

デバイスの管理用（RTM）ライセンス
デバイス RTM ライセンスを使用すると、サーバは特定のデバイス タイプの特定数のデバイス
を管理できます。RTM ライセンスの場合、デバイス数はデバイス タイプの横に表示されます。
これらのライセンスには、次の 2 つの種類があります。
• コア、エッジ、集約、およびアクセス ネットワーク デバイス用の拡張 RTM ライセンス。
これらのライセンスにより、デバイスのライフサイクル管理、ネットワーク プロビジョニ
ング、ネットワーク アシュアランスなど、エンドツーエンドのネットワーク管理が可能に
なります。
• Wi-Fi アクセス ポイント、WAN ルータ、コア スイッチ、およびデータ センター スイッチ
を備えたサービス プロバイダーの Wi-Fi ネットワークの基盤 RTM ライセンス。これらの
ライセンスは、デバイスのライフサイクル管理とともに、アシュアランスの可視性とトラ
ブルシューティング機能を可能にします。
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サテライトとして設定されたデバイス（Cisco ASR 9000v ホストを備えた Cisco ASR 903）は、
独立したデバイスとしてカウントされます。
Cisco EPN Manager はまた、オープン ライセンスの「ベストエフォート」検出プロセスを使用
して、サードパーティ製のネットワーク デバイスも検出します。収集された情報は Web GUI
に表示されますが、結果は大きく異なる場合があります（Cisco EPN Manager がデバイスから
受信した応答によって完全に異なります）。このメカニズムを有効にするために、ライセンス
を購入する必要はありません。
RTM ライセンスは、GUI に次のように表示されます。
• シスコ デバイスの場合：NCS 2002 や ASR 9001 などのデバイス モデル。
• サード パーティ製のデバイスの場合：オープン ライセンス。

高可用性用の SBY ライセンス
スタンバイ（SBY）ライセンスでは、高可用性展開をセットアップできます。高可用性展開で
は、デバイス ライセンスと機能ライセンスのすべてをプライマリ サーバにインストールする
必要があります。セカンダリ サーバではライセンスは必要ありません。

時間ベース ライセンス、ラボ ライセンス、および永久ライセンス
ほとんどのライセンスは、ラボ ライセンスまたは時間ベースのライセンスとして購入できま
す。
• ラボ：ラボ環境またはステージング環境向け。
ラボライセンスでは、管理できるデバイスの数とタイプに制限はありません。このライセ
ンスを使用して、ステージング環境のすべてのデバイスを管理できます。

（注）

デバイスを管理するには、ラボライセンスまたはデバイス管理権
限ライセンスのいずれかを選択できます。両方のライセンスを選
択すると、Cisco EPN Manager はデフォルトでラボライセンスのみ
を有効にし、デバイス管理権限ライセンスのライセンスサマリー
カウントを自動的に 0 に更新します。

• 時間ベース（評価）：90日間の試用期間（試用期間が終了すると製品は無効になります）。
時間ベースのライセンスを購入した場合、残り日数はライセンス名の横に表示されます。
これらのライセンスは、永久ライセンスに変換できます。

シスコ スマート ライセンスの使用
シスコでは、シンプルで効率的なシスコ スマート ライセンスのメカニズムを使用してライセ
ンスを管理することをお勧めしています。スマート ライセンスと従来のライセンスの比較は、
Cisco.com のシスコ スマート ライセンスの概要に示されています。Cisco EPN Manager でスマー
ト ライセンスを有効にした後、Cisco.com の Cisco Smart Software Manager（CSSM）に Cisco
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EPN Manager を登録する必要があります。登録後は Cisco EPN Manager のすべてのライセンス
タイプが Cisco EPN Manager Web GUI から使用できるようになります。
現在、従来のライセンスを使用している場合は、従来型ライセンスからスマート資格への変換
（894 ページ）で説明されているように、既存の Cisco EPN Manager ライセンスをいつでもス
マート資格に変換できます。
以降のトピックでは、シスコ スマート ライセンスを使用して Cisco EPN Manager のライセンス
をセットアップし、管理する方法について説明します。
• Cisco EPN Manager での Cisco Smart Licensing のセットアップ （890 ページ）
• スマート ライセンシングを使用した Cisco EPN Manager ライセンスの選択 （893 ページ）
• スマート ライセンス ダッシュボードのライセンスのしきい値の設定 （895 ページ）
• Cisco EPN Manager のライセンス使用状況の確認 （895 ページ）
• スマート ライセンスの無効化 （895 ページ）
• 参考：スマート製品の登録とライセンス認証ステータス （896 ページ）

Cisco EPN Manager での Cisco Smart Licensing のセットアップ
Cisco Smart Licensing を使用してライセンスを管理できるように、以下の手順に従って Cisco
Smart Licensing をセットアップします。現在、従来のライセンスを使用している場合、これら
の同じ手順を使用して Cisco Smart Licensing を使用し、都合の良いときに、従来型ライセンス
からスマート資格への変換 （894 ページ）で説明されている手順に従って、既存の Cisco EPN
Manager ライセンスを変換します。
手順
1.

Cisco Systems でスマート アカウントを作成します。 「Smart Account Request」に移
動し、Web サイトの指示に従
います。

2.

Cisco EPN Manager と Cisco.com の CSSM の間の通信 Cisco EPN Manager と Cisco
をセットアップします。
Smart Software Manager との間
のトランスポート モードの設
定 （891 ページ）

3.

Cisco EPN Manager でスマート ライセンスを有効にし Cisco EPN Manager でのスマー
ます。
ト ライセンスの有効化 （891
ページ）

4.

CSSM からトークンを取得し、Cisco EPN Manager Web Cisco Smart Software Manager へ
GUI でそのトークンを入力することによって、Cisco の Cisco EPN Manager の登録
EPN Manager を Cisco.com の CSSM に登録します。 （892 ページ）

5.

Cisco EPN Manager で使用するライセンスを選択しま スマート ライセンシングを使
す。
用した Cisco EPN Manager ライ
センスの選択 （893 ページ）
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6.

ライセンスの使用状況をモニタできるように、スマー スマート ライセンス ダッシュ
ト ライセンスのダッシュボードをセットアップしま ボードのライセンスのしきい
す。
値の設定 （895 ページ）

Cisco EPN Manager と Cisco Smart Software Manager との間のトランスポート モードの設定
ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[一般
（General）] > [アカウント設定（Account Settings）] を選択します。
ステップ 2 [スマート ライセンスの転送（Smart Licensing Transport）] タブをクリックして、通信モードを選択します。
• [ダイレクトモード（Direct mode）]：ライセンス情報を直接クラウドに送信します。これがデフォルト
です。この URL は編集できません。[接続のテスト（Test Connectivity）] をクリックして、接続ステー
タスを確認します。
• トランスポート ゲートウェイ：Cisco Smart Call Home トランスポート ゲートウェイまたは Cisco Smart
Licensing Software サテライト（顧客宅内にインストール通信にされ、CCSM の機能のサブセットを提
供）を使用します。（詳細については Cisco.com を参照してください）。[URLの入力（Enter URL）]
フィールドに適切な URL を入力します。[接続のテスト（Test Connectivity）] をクリックして、接続ス
テータスを確認します。
• HTTP/HTTPS プロキシ：Cisco EPN Manager とクラウドとの間での通信に HTTP または HTTPS プロキ
シを使用します。このオプションを有効にするには、まずプロキシ設定を行う必要があります。
[HTTP/HTTPSプロキシ（HTTP/HTTPS Proxy）] ハイパーリンクをクリックして、または [プロキシ
（Proxy）] タブをクリックして、プロキシの設定を追加または編集します。Cisco EPN Manager プロキ
シ サーバの設定 （968 ページ）を参照してください。
ステップ 3 [保存（Save）] をクリックして、転送設定を保存します。
ステップ 4 デフォルト値に戻すには、[リセット（Reset）] をクリックしてから [保存（Save）] をクリックします。

次のタスク
まだ有効化していない場合は、スマート ライセンスを有効化します。Cisco EPN Manager での
スマート ライセンスの有効化 （891 ページ） を参照してください。
Cisco EPN Manager でのスマート ライセンスの有効化
始める前に
トランスポート モードが設定されていることを確認してください。Cisco EPN Manager と Cisco
Smart Software Manager との間のトランスポート モードの設定 （891 ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ライセンスとソフトウェア アップデート（Licenses and Software Updates）] >
[スマート ソフトウェア ライセンシング（Smart Software Licensing）] の順に選択します。
ステップ 2 Cisco EPN Manager Web GUI で Cisco Smart Licensing を有効にします。
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a)

[ライセンス設定（Licensing Settings）] タブをクリックします。

b) [ライセンシングモード（Licensing Mode）] フィールドで、[スマートソフトウェアライセンシング
（Smart Software Licensing）] ラジオ ボタンをクリックします。
c)

[製品名（Product Name）] ドロップダウンリストから、[Evolved Programmable Network Manager Prime
Infrastructure]を選択します。

d) [スマート ソフトウェア ライセンスの有効化（Enable Smart Software Licensing）] をクリックします。
この手順が完了したら、設定手順に進む前に Web GUI を再起動する必要があることを示すダイアログ
ボックスが Cisco EPN Manager に表示されることがあります。
e)

ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。

f)

必要に応じて Web GUI からログアウトしてから、再びログインします。

次のタスク
次のいずれかを実行します。
• Cisco.com で CSSM に Cisco EPN Manager をまだ登録していない場合、Cisco EPN Manager
は評価モードで実行されます（利用可能な期間は 90 日間）。Cisco Smart Software Manager
への Cisco EPN Manager の登録 （892 ページ）の説明に従い、製品を登録します。
• CSSM に Cisco EPN Manager をすでに登録している場合は、使用するライセンスを選択し
ます。スマート ライセンシングを使用した Cisco EPN Manager ライセンスの選択 （893 ペー
ジ） を参照してください。
Cisco Smart Software Manager への Cisco EPN Manager の登録
Cisco EPN Manager を CSSM に登録するには、CSSM からトークンを入手して、そのトークン
を Cisco EPN Manager の Web GUI に入力する必要があります。この作業が必要になるのは 1 回
限りです。何らかの理由で製品インスタンスを再登録する場合は、この手順に従ってくださ
い。

（注）

CSSM の使用方法やこのアプリケーションで実行できるその他の操作については、『Cisco Smart
Software Manager User Guide』を参照してください。たとえば、ライセンス登録やライセンス認
証の更新、Cisco Smart Licensing での製品の登録解除などがあげられます。
始める前に
組織にスマート アカウントがない場合は、software.cisco.com へ移動し、管理エリアで [スマー
トアカウントの申請（Request a Smart Account）] を選択し、指示に従ってアカウントを作成し
ます。

ステップ 1 Cisco Software Central の Web サイト（software.cisco.com）に移動します。
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ステップ 2 トークンを取得します。すでにトークンを取得している場合（たとえば、従来のライセンシング PAK をス
マート資格に変換した場合）は、次のステップに進みます。
製品インスタンスを再登録すると、トークンが CSSM のユーザ インターフェイスにリストされます。トー
クンが無効になっている場合は、次の手順に従って新しいトークンを取得できます。
1.

Cisco Software Central で、[ライセンス（License）] > [スマート ソフトェア ライセンシング（Smart
Software Licensing）] の順に選択します。

2.

該当するバーチャル アカウントを選択します。

3.

[全般（General）] タブをクリックし、[新規トークン（New Token）] をクリックします。

4.

指示に従って名前、期間、輸出コンプライアンスの適用性を入力してから、諸条件や責任について同
意してください。

5.

[トークンの作成（Create Token）] をクリックします。

6.

トークン ID をクリップボードにコピーし、次のステップに進みます。

ステップ 3 トークン ID を Cisco EPN Manager の Web GUI に入力し、製品を登録します。
1.

[管理（Administration）] > [ライセンスとソフトウェア アップデート（Licenses and Software Updates）] >
[スマート ソフトウェア ライセンシング（Smart Software Licensing）] の順に選択します。

2.

[ライセンス設定（Licensing Settings）] タブをクリックし、[登録トークン（Registration Token）] フィー
ルドにトークンを貼り付けます。

3.

[登録（Register）] をクリックします。

ステップ 4 Cisco EPN Manager の Web GUI からログアウトして、もう一度ログインします。

次のタスク
使用するライセンスを選択します。スマート ライセンシングを使用した Cisco EPN Manager ラ
イセンスの選択 （893 ページ） を参照してください。

スマート ライセンシングを使用した Cisco EPN Manager ライセンスの選択
Cisco EPN Manager を CSSM に登録すると、すべての Cisco EPN Manager ライセンス タイプが
Cisco EPN Manager Web GUI にリストされるので、その中から使用するライセンスを選択でき
ます。

ステップ 1 これが初回の場合、スマート ライセンスを選択します。
a)

[管理（Administration）] > [ライセンスおよびソフトウェアアップデート（Licenses and Software
Updates）] > [ライセンス（Licenses）] を選択します。
しばらくすると、Cisco EPN Manager にダイアログ ボックスが表示され、従来のライセンスを使用して
いないためページにアクセスできないことが通知されます。これは正常です。
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b) ダイアログ ボックスで、[スマート ライセンスの設定（Smart License Settings）] をクリックします。
c)

[ライセンス設定（Licensing Settings）] タブをクリックします。

ステップ 2 すでにスマート ライセンスを使用している場合は、以下の手順に従います。
a)

[管理（Administration）] > [ライセンスとソフトウェアアップデート（Licenses and Software Updates）] >
[スマートソフトウェアライセンシング（Smart Software Licensing）] の順に選択します。

b) [ライセンス設定（Licensing Settings）] タブをクリックします。
ステップ 3 [スマート ライセンスの使用状況（Smart License Usage）] で、[ライセンスの選択（Choose Licenses）] をク
リックします。
ステップ 4 [使用可能なライセンス（Available Licenses）] ダイアログボックスでライセンスを選択してから、[保存
（Save）] をクリックします。Cisco EPN Manager はすぐにライセンスの使用を開始します。

次のタスク
新しいライセンスに対するスマート ライセンス ダッシュボードのしきい値を設定します。ス
マート ライセンス ダッシュボードのライセンスのしきい値の設定 （895 ページ） を参照して
ください。

従来型ライセンスからスマート資格への変換
従来型のライセンシングを使用して Cisco EPN Manager ライセンスを管理している場合、Cisco
EPN Manager での Cisco Smart Licensing のセットアップ （890 ページ）で説明しているセット
アップ タスクに従うことで、Smart Licensing を設定できます。都合のよいときに、この手順で
説明するように既存の従来型ライセンスをスマート資格に変換してください。Cisco Software
Central サイトにあるライセンス登録ポータルで製品アクティベーション キー（PAK）番号を
入力する必要があります。
始める前に
• Cisco Software Central にアクセスするには、Cisco.com アカウントが必要です。アカウント
がない場合は、Cisco.com 登録ページにアクセスしてください。
• 既存の従来型ライセンスの PAK 番号が割り当てられていることを確認します。

ステップ 1 Cisco Software Central で、[ライセンス（License）] > [従来のライセンス（Traditional Licensing）] の順に
選択します。
ステップ 2 [製品ライセンス登録を続行（Continue to Product License Registration）] をクリックしてライセンス登録ポー
タルを開きます。
ステップ 3 [新規ライセンスの取得（Get New License）] フィールドに PAK 番号を入力します。複数の PAK を入力す
る場合は、カンマで区切ります。10 PAK まで入力できます。
ステップ 4 [PAK/トークン（PAKs/Tokens）] タブで、スマート資格に変換する PAK を選択してから、[アクション
（Actions）] > [スマート資格への変換（Convert to Smart Entitlements）] の順に選択します。
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スマート ライセンス ダッシュボードのライセンスのしきい値の設定
ライセンスを効率的に管理するには、Cisco EPN Manager のライセンスの失効期限が近づいて
いることを示すようにスマート ライセンス ダッシュボードを設定します。ここで構成した設
定はシステム全体に影響します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ライセンスおよびソフトウェア アップデート（Licenses and Software Updates）] >
[スマート ソフトウェア ライセンシング（Smart Software Licensing）] を選択してから、[ライセンス ダッ
シュボードの設定（License Dashboard Settings）] タブをクリックします。
ステップ 2 [ライセンスタイプ（License Type）] ドロップダウン リストから選択します。
ステップ 3 [しきい値（Threshold Value）] フィールドに、値を入力します。
ステップ 4 [保存（Save）] をクリックします。

しきい値は [ライセンスの要約（License Summary）] と [ライセンスのデバイス ディストリビュー
ション（Device Distribution for License）] のグラフ表示の直線として表されます。

Cisco EPN Manager のライセンス使用状況の確認
[スマート ライセンス（Smart Licensing）] ダッシュボードを使用して、現在のライセンスの使
用状況を確認します。ダッシュボードを開くには、[管理（Administration）] > [ダッシュボー
ド（Dashboards）] > [ライセンス ダッシュボード（Licensing Dashboard）] を選択します。基
本的なライセンスのタイプについては、Cisco EPN Manager のライセンスのタイプ （888 ペー
ジ）を参照してください。
これらのライセンス数を表 ダッシュボードで確認する部分
示するための手順
現在の日付

[ライセンスの要約数（License Summary Count）]：緑は準拠ライ
センス数を示します。赤は非準拠ライセンス数を示します。

特定の週または月

[ライセンスの要約（License Summary）]：棒グラフにカーソルを
合わせるとより詳しい説明が表示されます。

特定のライセンスタイプ

[ライセンスのデバイス配布（Device Distribution for License）]：
[ライセンスの要約（License Summary）] ダッシュレットの上部に
あるライセンス リンクのいずれかをクリックします。詳細を表示
するには、グラフにカーソルを合わせます。

スマート ライセンスの無効化
ステップ 1 Cisco EPN Manager Web GUI でライセンス設定を変更します。
a)

[管理（Administration）] > [ライセンスおよびソフトウェア アップデート（Licenses and Software
Updates）] > [スマート ソフトウェア ライセンシング（Smart Software Licensing）] を選択します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
895

Cisco EPN Manager システムの管理
参考：スマート製品の登録とライセンス認証ステータス

b) ページの下部で [スマート ライセンスの無効化（Disable Smart Licensing）] をクリックして、選択内容
を確認します。
ステップ 2 Cisco EPN ManagerWeb GUI からログアウトして、もう一度ログインします。
Cisco EPN Manager はまだ従来のライセンスを使用するよう登録されていないため、再度ログインすると、
すべての機能が無効になります。これは正常です。
ステップ 3 Cisco EPN Manager Web GUI で、従来のライセンスを有効にします。（この処理は [スマート ライセンスの
設定（Smart License Settings）] ページで行います）
a)

[管理（Administration）] > [ライセンスおよびソフトウェア アップデート（Licenses and Software
Updates）] > [ライセンス（Licenses）] を選択します。
しばらくすると、Cisco EPN Manager にダイアログボックスが表示され、従来のライセンスを使用して
いないためページにアクセスできないことが通知されます。これは正常です。

b) ダイアログ ボックスで、[スマート ライセンスの設定（Smart License Settings）] をクリックします。
c)

[ライセンス設定（License Settings）] タブをクリックします。

d) [ライセンス モード（Licensing Mode）] で [従来のライセンス（Traditional Licensing）] を選択します。
e)

[登録（Register）] をクリックします。

ステップ 4 Cisco EPN Manager からログアウトして、再度ログインします。

参考：スマート製品の登録とライセンス認証ステータス
製品登録ステータス
ライセンス登録ステータスは、製品が Cisco.com のシスコ スマート ソフトウェア ライセンシ
ングに正常に登録されているかどうかを表します。
ライセンス登録
ステータス

説明

Unregistered

スマート ソフトウェア ライセンシングは Cisco EPN Manager で有効になっ
ていますが、Cisco EPN Manager は CSSM に登録されていません。

登録済み

Cisco EPN Manager は CSSM に登録されています。Cisco EPN Manager は ID
証明書を受信しています。この ID 証明書は、将来シスコのライセンス担当
者との通信に使用されます。

この登録通知の
有効期限が切れ
ました

Cisco EPN Manager は有効期限までに正常に登録を更新できず、CSSM から
削除されています。
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ライセンス認証ステータス
ライセンス認証ステータスは、購入したライセンスに対するライセンスの使用状況、および
Cisco Smart Licensing に準拠しているかどうかを表しています。購入したライセンス数を超え
ると、その製品ステータスはコンプライアンス違反となります。
ライセンス認証
ステータス

説明

評価モード

Cisco EPN Manager は、評価モードで実行されています（90 日で期限切れ
になります）。

承認済み
（Authorized）

Cisco EPN Manager に有効なスマート アカウントがあり、登録されていま
す。製品が要求するすべてのライセンスの使用が承認されています。

コンプライアン
ス違反

Cisco EPN Manager は、購入されたライセンス数を超過しました。（特に、
製品インスタンスの仮想アカウントに、1 つ以上のライセンス タイプが不
足しています）。

評価期限切れ

評価期間が終了し、Cisco EPN Manager はライセンスなしの状態になりま
す。

認証が期限切れ

Cisco EPN Manager は、認証の有効期限前に、ライセンス認証を正常に更新
できませんでした。

従来のライセンスの使用
（注）

シスコ スマート ライセンスに変換することをお勧めします。Cisco EPN Manager での Cisco
Smart Licensing のセットアップ （890 ページ）を参照してください。スマート ライセンスを使
用していて、従来のライセンスをもう一度有効にする場合は、スマート ライセンスの無効化
（895 ページ）を参照してください。
Cisco EPN Manager は、4 時間ごとに従来のライセンスを確認し、ステータスをライセンス ロ
グ（/opt/CSOlumos/logs/license.log）に書き込みます。時間ベースのライセンスの有効期限が切
れると、アクティブなセッションを使用しているユーザは [ライセンス（Lisenses）] ページに
リダイレクトされ、新しいユーザはログインできなくなります。RTM ライセンスのデバイス
数が超過している場合は、次のいずれかを実行します。
• デバイスの一部を削除します。毎日のインベントリ収集の後、デバイスは [管理対象
（Managed）] として表示されます。
• RTM 数が多いライセンスを取得します。従来のライセンスの追加と削除 （898 ページ）を
参照してください。
従来のライセンスの詳細については、次のトピックを参照してください。
• Cisco EPN Manager のライセンスのタイプ （888 ページ）
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• 従来のライセンスの表示 （898 ページ）
• 従来のライセンスの追加と削除 （898 ページ）
• 従来のライセンスの別のサーバへの移動 （899 ページ）

従来のライセンスの表示
現在インストールされている従来の Cisco EPN Manager のライセンスを表示するには、[管理
（Administration）] > [ライセンスとソフトウェア更新プログラム（Licenses and Software
Updates）] > [ライセンス（Licenses）] を選択します。Cisco EPN Manager は、[基本ライセンス
（Base License）] の下のリストに表示されているライセンスをサポートしています。

（注）

マルチシェルフ デバイスの各シャーシは、個別のライセンスを使用します。たとえば、Cisco
NCS 2006 デバイスに 3 つのシャーシがある場合、そのデバイスでは 3 つのライセンスが使用
されます。

従来のライセンスの追加と削除
新しい従来のライセンスをインストールするには、元のライセンスが既にサーバ上に存在して
いる必要があります。ライセンスのコピーを作成しないでください。新しい従来のライセンス
を購入するには、www.cisco.com/go/license に移動します。ライセンスを正しい順序でインス
トールしていることを確認します。たとえば、他のライセンスで必要となるため、基本ライセ
ンスを最初にインストールする必要があります。
ライセンスを削除すると、ライセンスの情報すべてがサーバから削除されます。

注意

ライセンス ファイルに手動で変更を加えた場合、Cisco EPN Manager はファイルが破損してい
ると見なしてそのファイルをインストールしません。この場合は、新しいライセンス ファイル
を取得します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ライセンスとソフトウェア アップデート（Licenses and Software Updates）] >
[ライセンス（Licenses）] の順に選択します。
ステップ 2 [ファイル（File）] > [ライセンス ファイル（License Files）]を選択します。
• ライセンスを追加するには、[追加（Add）] をクリックして [ファイルの選択（Choose File）] をクリッ
クし、ライセンス ファイルの場所を参照し、OK をクリックします。
• ライセンスを削除するには、ライセンス ファイルを選択して [削除（Delete）] をクリックします。
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従来のライセンスの別のサーバへの移動
ライセンスを別のサーバに移動する必要があるのは、高可用性を使用していて、サーバに障害
が発生した場合のみです。ライセンスを削除する必要がある場合は、従来のライセンスの追加
と削除 （898 ページ）を参照してください。ライセンスを移動するには、次の手順を実行しま
す。

ステップ 1 元のサーバから従来のライセンスを削除します。
ステップ 2 電子メールを licensing@cisco.com に送信し、従来のライセンスの「再ホスト」を要求します。
ステップ 3 従来のライセンスを受け取ったら、新しいサーバにインストールします。

期限切れのライセンスの更新
Cisco EPN Manager のライセンスの有効期限が切れている場合は、次の手順を実行して更新で
きます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ライセンスとソフトウェア アップデート（Licenses and Software Updates）] >
[ライセンス（Licenses）] の順に選択します。
[ライセンス（Licenses）] ページを開きます。
ステップ 2 次のいずれかを実行します。
• ページの左上に [要約（Summary）] と [ファイル（Files）] メニューが表示されている場合は、ステッ
プ 4 に進みます。
• これらのメニューが表示されていない場合は、まず従来のライセンスを登録する必要があります。ス
テップ 3 に進みます。
ステップ 3 従来のライセンスを登録し、この手順のステップ 1 に戻ります。
a)

[管理（Administration）] > [ライセンスおよびソフトウェア アップデート（Licenses and Software
Updates）] > [スマート ソフトウェア ライセンシング（Smart Software Licensing）] を選択します。

b) [ライセンス設定（Licensing Settings）] タブを選択し、[従来のライセンス（Traditional Licensing）] オ
プション ボタンをクリックし、[登録（Register）] をクリックします。
c)

Cisco EPN Manager からログアウトしてから、ログインし直します。

ステップ 4 ページの左上の領域から、[ファイル（Files）] > [ライセンス ファイル（License Files）] を選択します。
[ライセンス ファイル（License Files）] ページが開きます。
ステップ 5 更新するライセンス ファイルを選択します。
a)

[追加（Add）] をクリックします。
[ライセンス ファイルの追加（Add A License File）] ダイアログボックスが表示されます。
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b) [ライセンス ファイルの選択（Select License File）] フィールドで、[ファイルの選択（Choose File）] を
クリックします。
c)

適切なライセンス ファイルまで移動してクリックし、[開く（Open）] をクリックします。

d) [OK] をクリックします。
ステップ 6 Cisco EPN Manager からログアウトしてから、ログインし直します。

ライセンス ダッシュボードの表示
[ライセンス（Licensing）] ダッシュボードから、従来のライセンスまたはスマート ソフトウェ
ア ライセンシングが有効になっているかどうか（[アクティブなライセンス モード（Active
Licensing Mode）] フィールドで示される）を判別したり、現在使用されているライセンスの数
を表示したりできます。ライセンス モードは、[スマート ソフトウェア ライセンシング（Smart
Software Licensing）] ページ（[管理（Administration）] > [ランセンスおよびソフトウェア アッ
プデート（Licenses and Software Updates）] > [スマート ソフトウェア ライセンシング（Smart
Software Licensing）]）から設定できます。
このダッシュボードを開くには、次のいずれかを実行します。
• [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ライセンス ダッシュボー
ド（Licensing Dashboard）] を選択します。
• [スマート ソフトウェア ライセンシング（Smart Software Licensing）] ページの右上にある
[ライセンス ダッシュボード（Licensing Dashboard）] リンクをクリックします。
ダッシュボードに表示される情報は、有効になっているライセンス モードによって異なりま
す。スマート ソフトウェア ライセンシングが現在有効になっている場合は、次のダッシュレッ
トが表示されます。
• [ライセンスの要約数（License Summary Count）] 領域：使用されるライセンスの数と、各
ライセンス タイプのコンプライアンス状態が表示されます。表示されるライセンスの数
は、現在の日付に基づいています。
• [ライセンスの要約（License Summary）] ダッシュレット：特定の期間に各ライセンス タ
イプで使用されるライセンスの棒グラフが表示されます。追加情報を表示するには、グラ
フの上にカーソルを置きます。
• [ライセンスのデバイス ディストリビューション（Device Distribution for License）] ダッ
シュレット：特定のライセンスのデバイス ディストリビューション グラフを表示するに
は、[ライセンスの要約（License Summary）] ダッシュレットに表示されたグラフの上部に
あるリンクをクリックします。追加情報を表示するには、グラフの上にカーソルを置きま
す。
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（注）

[ライセンス ダッシュボード（License Dashboard）] に表示される情報は、SmartLicense ジョブ
が午前 2 時（事前設定されている実行時間）に実行された後、毎日更新されます。[ジョブ ダッ
シュボード（Job Dashboard）] にこのジョブを表示するには、[管理（Administration）] > [ダッ
シュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）] を選択します。
従来のライセンスが現在有効になっている場合は、[ライセンス（Licensing）] ダッシュボード
に [従来のライセンス（Traditional Licensing）] ダッシュレットが表示されます。[ライセンス
タイプ（License Type）] ドロップダウン リストから対応するオプションを選択して、保証ライ
センスのライフサイクルに関する情報を表示するかどうかを指定します。ダッシュレットが更
新され、そのライセンス タイプを持つデバイス ファミリ、それらのファミリの各デバイスに
割り当てられているトークンの数、現在使用されていないトークンの数などの情報が表示され
ます。
関連トピック
Cisco EPN Manager での Cisco Smart Licensing のセットアップ （890 ページ）
Cisco EPN Manager でのスマート ライセンスの有効化 （891 ページ）
Cisco Smart Software Manager への Cisco EPN Manager の登録 （892 ページ）
スマート ライセンス ダッシュボードのライセンスのしきい値の設定 （895 ページ）
スマート ライセンスの無効化 （895 ページ）
参考：スマート製品の登録とライセンス認証ステータス （896 ページ）

ソフトウェア アップデートの管理
• ソフトウェア アップデートとは （901 ページ）
• インストール済み製品ソフトウェアのバージョンの表示 （902 ページ）
• ソフトウェア アップデートに関する通知の有効化または無効化 （903 ページ）
• インストール済みのソフトウェア アップデートの表示 （902 ページ）

ソフトウェア アップデートとは
シスコでは、Cisco EPN Manager ソフトウェアに対するアップデートを定期的に提供していま
す。これらのアップデートは、次のカテゴリに分類されます。
• 重要修正：ソフトウェアの重要な修正を提供します。これらのアップデートが利用可能に
なったら、ただちにこれらのすべてをダウンロードして適用することが強く推奨されま
す。
• デバイス サポート：Cisco EPN Manager がリリース時点でサポートしていなかったデバイ
スを管理するサポートを追加します。
• アドオン：現在使用中の Cisco EPN Manager バージョンを補完するための新しい機能を提
供します（新しい GUI 画面や機能が含まれることもあります）。これには、Cisco EPN
Manager のメンテナンス パックとメンテナンス パック ポイント パッチが含まれます。
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Cisco EPN Manager に表示されるアップデート通知は、管理者によって指定された通知設定に
よって異なります。ソフトウェア アップデートに関する通知の有効化または無効化 （903 ペー
ジ）を参照してください。すべてのソフトウェア アップデートが .ubf ファイルにパッケージ
化されます。大容量のアップデートには、インストールするものを選択可能な個別の小容量の
アップデートが含まれている場合があります。アップデートをインストールすると、Cisco EPN
Manager が次の処理を実行します。
• ファイルの発行者が Cisco Systems であり、ファイルが改ざんされていないことを確認す
る
• 必要な他のアップデートを自動的にインストールする
http://www.cisco.com に接続できる場合は、Cisco.com から直接アップデートをダウンロードし
てインストールできます。インターネット接続がない場合は、必要な接続を備えたサーバから
アップデートをコピーして、そこからインストールします。
メンテナンス パックのインストール手順については、『Cisco EPN Manager Installation Guide』
を参照してください。ポイント パッチのインストール手順については、Cisco.com のソフトウェ
ア ダウンロードのページのパッチ ファイルに付属する readme ファイルを参照してください。

インストール済み製品ソフトウェアのバージョンの表示
次のいずれかの方法で Cisco EPN Manager 製品バージョンを確認します。
• Web GUI から、ページの右上の設定アイコンをクリックし、[ヘルプ（Help）] > [Cisco
EPN Managerについて（About Cisco EPN Manager）] を選択します。
• CLI から、次の名前のファイルの内容を表示します。
#cat /opt/CSCOlumos/installedComponentsVersions.xml
CLI を使用するには、Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ）を
参照してください。

インストール済みのソフトウェア アップデートの表示
Web GUI にログインしていない場合は、ログイン ページから [インストール済みアップデート
の表示（View Installed Updates）] をクリックすると、ソフトウェア アップデートを一覧表示す
るポップアップ ウィンドウを表示できます。
Web GUI にログインしている場合は、次の 2 つの方法でソフトウェア アップデートを表示で
きます。
• [Cisco EPN Managerのバージョン情報（About Cisco EPN Manager）] ページで、ページの
右上にある設定アイコンをクリックし、[Cisco EPN Managerのバージョン情報（About
Cisco EPN Manager）] をクリックしてから、[インストール済みアップデートの表示（View
Installed Updates）] をクリックします。（[インストール済みアップデートの表示（View
Installed Updates）] リンクは、ログイン ページにもあります）。
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• [管理（Administration）] > [ライセンスおよびソフトウェアアップデート（Licenses and
Software Updates）] > [ソフトウェアアップデート（Software Update）] を選択します（こ
の方法を使用すると、最も詳細な情報が表示されます）。
[ソフトウェアアップデート（Software Update）] ページに 2 つのタブが表示されます。
• インストール済みの更新プログラム（Installed Updates）：Cisco EPN Manager で現在使用
されているアップデート。
• アップロード済みアップデート ファイル（Uploaded Update Files）：サーバにアップロー
ドされているアップデートファイル（使用されていないファイルを含む）。[対応するアッ
プデート（Corresponding Updates）] フィールドには、アップロード済みの前提条件のアッ
プデートも一覧表示されます。
アップデート ファイルがまだインストールされていない場合は、削除できます。ファイル
を選択し、[削除（Delete）] ボタンをクリックします。

ソフトウェア アップデートに関する通知の有効化または無効化
デフォルトでは、Cisco EPN Manager は [ソフトウェアアップデート（Software Updates）] ペー
ジに有効なすべてのアップデートに関する情報を表示します。このリストはかなり長くなる場
合があるため、表示する内容と通知対象とするアップデートを調整することをお勧めします。
また、すべての通知を無効にして、後で再び有効にすることもできます。

ステップ 1 Cisco EPN Manager が有効なアップレードに関する情報を取得できるよう、デフォルトの Cisco.com クレデ
ンシャルを設定します。
a)

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] の順に選択し、[一
般（Genera）] > [アカウントの設定（Account Settings）]. を選択します。

b) [Cisco.com クレデンシャル（Cisco.com Credentials）] タブをクリックし、クレデンシャルを入力してか
ら [保存（Save）] をクリックします。
ステップ 2 ソフトウェア アップデートの通知を設定します。
a)

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] の順に選択し、[一
般（Genera）] > [ソフトウェア アップデート（Software Update）] を選択します。

b) [通知設定（Notification Settings）] で、アップデートのカテゴリをオンまたはオフにします。すべての
通知を無効にするには、カテゴリが 1 つもオンになっていない状態にします。カテゴリの説明につい
ては、次を参照してください。 ソフトウェア アップデートとは （901 ページ）
c)

[保存（Save）] をクリックします。
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章

Cisco EPN Manager セキュリティ
この章は次のトピックで構成されています。
• セキュリティの概要 （905 ページ）
• セキュアなアーキテクチャ （906 ページ）
• セキュアなデフォルト設定 （912 ページ）
• インストールの強化 （912 ページ）
• CSDL プロセス （922 ページ）
• 二要素認証 （923 ページ）

セキュリティの概要
Cisco EPN Manager には、ネットワークとそのデータが侵害されないようにする高レベルのセ
キュリティが必要です。これは、ネットワークを完全に管理し、デバイスのクレデンシャルを
保存するのに特に重要です。この目的のために、Cisco EPN Manager は次のセキュリティ アプ
ローチを利用します。
• セキュアなアーキテクチャ：Cisco EPN Manager アーキテクチャは、存在する可能性のあ
る未知のソフトウェアの欠陥へのアクセスを制限し、悪意のある目的に使用できないよう
に設計されています。
• セキュアなデフォルトの設定：Cisco EPN Manager は製品のセキュリティを強化するデフォ
ルトの設定が標準装備されています。たとえば、セキュアでない FTP サービスや TFTP
サービスがサポートされていても、デフォルト設定ではアクティブ化されません。
• インストールの強化：シスコのアドバンスト サービス チームは、Cisco EPN Manager のイ
ンストールの具体的な内容を評価し、必要と思われる追加のセキュリティ強化タスクを実
行できます。
• シスコ セキュア開発ライフサイクル（CSDL）プロセス：開発からリリースまで、CSDL
プロセスに従って Cisco EPN Manager のセキュリティを向上させます。
• 二要素認証：ユーザは、Cisco EPN Manager へのアクセスが許可される前に、2 つのセキュ
リティ層を通過する必要があります。
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以降の項では、これらのアプローチについてさらに詳しく説明します。

セキュアなアーキテクチャ
Cisco EPN Managerのアーキテクチャ設計では、攻撃者がシステムに侵入するには次の 3 つの条
件が同時に存在する必要があるという前提に基づいています。
• システムに欠陥がある。
• 攻撃者がその欠陥にアクセスできる。
• 悪意のある目的でこの欠陥を悪用する能力が攻撃者にある（Hughes, J., & Cybenko, G. 2013
年。Quantitative Metrics and Risk Assessment: The Three Tenets Model of Cybersecurity.Technology
Innovation Management Review, 3(8): 15-24）。
欠陥はそのままのであれば無害です。攻撃者が欠陥にアクセスでき、悪用する方法知っている
場合にのみ、その欠陥は脆弱性となります。この欠陥と脆弱性の区別を理解しておくことが重
要です。欠陥が公になっただけで、それが自動的に脆弱性となるわけではありません。特定の
状況下でのみ、欠陥は脆弱性になり得ます。
セキュリティ リスクを管理するために Cisco EPN Manager で用いられているアプローチの鍵
は、システムの欠陥へのアクセスを制限することです。見つかる可能性があるどの欠陥にも攻
撃者が容易にアクセスすることができないように Cisco EPN Manager アーキテクチャは設計さ
れています。ユーザが常に欠陥を排除したり、攻撃者による悪用を防ぐことができるとは限ら
ないため、これは実用的で合理的なアプローチです。複数のセキュリティ レイヤを配置するこ
とで、存在する特定の欠陥へのアクセスを制限できます。Cisco EPN Manager は、図 1 に示す
ように、境界セキュリティの 3 つのレイヤを使用します。
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図 15 : 複数レイヤで保護された境界アーキテクチャ：強化された外部シェルを備えた仮想アプライアンスシステム

これら 3 つのレイヤのうち、１ つは Cisco EPN Manager の内部に存在し、 2 つは外部に存在し
ます。内部レイヤは Cisco EPN Manager で事前に設定され、インストールが完了すると動作で
きるようになります。2 つの外部レイヤは事前に設定されていないため、外部ネットワーク
ファイアウォールと暗号化された通信リンク レイヤを作成して実装する必要があります。会社
のテクニカル チームとシスコ アドバンスト サービスとが連携し、これらのアイテムを作成す
ることをお勧めします。

（注）

ネットワークに使用するのに適切なタイプの暗号化プロトコルを選択するには、Cisco EPN
Manager 内の一部の設定を変更する必要があります。
内部レイヤは Cisco EPN Manager に組み込まれており、次のコンポーネントで構成されていま
す。
• 組み込みファイアウォール：内部コンポーネントに関する最初の保護レイヤーを提供しま
す。これにより、着信トラフィックに対して開かれるポートはごくわずかになります。そ
のため、Linux OS および Oracle データベースの複数の欠陥（既知と不明の両方）へのア
クセスを制限することで、攻撃の領域が減少します。
• CARS シェル：Linux での実行を許可されているコマンドの承認済みリストを適用し、OS
とのやり取りを制限することで、Linux に関する保護レイヤを提供します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
907

Cisco EPN Manager システムの管理
セキュリティアーキテクチャの影響

• Web サーバ：Linux、Java 仮想マシン、およびデータベースに関する保護レイヤを提供し
ます。このレイヤには、Java およびデータベース リソースとメソッドへのアクセスを制限
するためのセキュリティ フィルタが設定されています。
この内部レイヤは、次の例で説明するような多くのリスクからシステムを保護します。これら
の欠陥は、保護されていないシステムの脆弱性と見なされますが、Cisco EPN Manager には存
在しません。次の例では（National Vulnerability Database ID によって識別）、外部ファイア
ウォールと暗号化されたリンクのレイヤは攻撃者によって侵害されたか、または実在していな
いかのいずれかです。
• CVE-2013-5211：Linux NTPD コンポーネントの NTP の実装での欠陥。着信 NTP トラフィッ
クにポート 23 からアクセスされた後に DoS 攻撃が発生します。組み込みファイアウォー
ルはこのトラフィックを許可していないため、攻撃者はこの欠陥にアクセスできません。
そのため、Cisco EPN Manager でのリスクではありません。
• CVE-2016-0634：Linux bash シェルの欠陥：この攻撃は、ポート 22 を介して bash シェルを
標的にした認証済みユーザによって行われる可能性があります。Cisco EPN Manager は、
ポート 22 を介した bash シェルへの直接アクセスを提供していません。代わりに、CARS
シェルには通常の認証済みユーザからアクセスできます。そのため、この欠陥は Cisco EPN
Manager のリスクではありません。
• CVE-2017-12617：Apache Tomcat の欠陥：PUT 要求が行われたときにこの攻撃が発生する
可能性があります。Cisco EPN Manager の Web サーバの設定ではこのタイプのアクセスは
許可されないため、この欠陥は危険ではありません。
• CVE-2015-4863：Oracle データベースの欠陥：この攻撃はOracle Net プロトコルを介して
ネットワーク上で発生する可能性があります。Oracle データベースは組み込みファイア
ウォールと Web サーバの背後にあるため、この問題は Cisco EPN Manager のリスクではあ
りません。そのため、ネットワークを通じてデータベースにアクセスできません。

セキュリティアーキテクチャの影響
このアーキテクチャのため、 Cisco EPN Manager は非常に密接に統合されたシステムであり、
組み込まれている OS やデータベースは、どのような管理目的や操作目的であってもユーザア
クセスに対してオープンではありません。ユーザは、Cisco EPN Manager の GUI と Cisco EPN
Manager の管理 CLI を使用してのみ、システムにアクセスして管理することができます。この
管理 CLI は Linux CLI ではありません（ユーザ インターフェイスとユーザ タイプ （997 ペー
ジ）を参照）。また、Cisco EPN Manager は想アプライアンスとしてデプロイおよび管理され
ます。つまり、Cisco EPN Manager はスタンドアロンの仮想マシン（VM）としてデプロイする
OVA ファイルとして使用できます。したがって、Cisco EPN Manager の管理は、Linux OS 上で
実行されデータベースに接続する Web アプリケーションの管理とは大きく異なります。この
結果、ユーザには次のような制限が生じます。
• サードパーティ製またはシスコ以外のパッチによって個々のコンポーネントに対するパッ
チ適用やアップグレードを行うことはできません。シスコは、組み込みの Linux や Oracle
を含むすべての内部コンポーネントについてパッチをリリースします。
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• シスコはテクニカルサポートを提供できないため、組み込みの Red Hat Linux OS にサード
パーティ製アプリケーションをインストールすることはできません。
• 組み込みのコンポーネント（Linux、Oracle、Java）を通常のサーバのように簡単に管理す
ることはできません。
• このガイドでユーザが変更可能として記載されていない内部設定を変更しないようにして
ください。そのような変更を加えた場合、全体のセキュリティが低下したり、システムの
機能やパフォーマンスが無効になったり低下したりする可能性があるためです。

（注）

Cisco EPN Manager は、Linux と Oracle が組み込まれてはいますが、Linux OS 上で実行され
Oracle データベースに接続する通常の Web アプリケーションではありません。言い換えれば、
全体としての総和と各部分の総和とが同じではありません。
Cisco EPN Manager は、強化された外部シェルと密接に統合された仮想アプライアンスです。
そのため、Linux、Oracle、および通常の Web アプリケーションのセキュリティを評価するた
めに使用する基準を、Cisco EPN Manager の評価に使用することは「できません」。Oracle の
評価に Linux OS の基準を使用することはできません。これらは別々の製品であるためです。
同様に、Linux を対象とする基準や方法を使用して Cisco EPN Manager を評価したり、Cisco
EPN Manager を評価する目的で Oracle 用の基準や方法を使用することもできません。Cisco EPN
Manager のセキュリティを評価するには、Cisco EPN Manager のアーキテクチャに適した別の
一連の基準やテスト方法が必要になります。

Cisco EPN Manager で使用するポート
Cisco EPN Manager は、正当なトラフィックのみがサーバに対して許可されるように、組み込
みアプリケーションのファイアウォール設定で出荷されています。表 1 に、デバイスからの接
続要求をリッスンし、着信トラフィックを承認するポートを示します。ファイアウォール内の
これらのポートの開閉は、特定の機能を有効または無効にすると Cisco EPN Manager によって
自動的に行われます。ファイアウォール内のポートを有効または無効にする必要はありませ
ん。Cisco EPN Manager を回避するファイアウォール設定を指定しようとすると、そのセキュ
リティと整合性が損なわれることがあります。

（注）

また、表 1 には、インストール後のセキュリティ強化を実行するために必要な情報も示されて
います（詳細については、「セキュアなデフォルト設定」を参照してください）。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
909

Cisco EPN Manager システムの管理
Cisco EPN Manager で使用するポート

表 58 : 組み込みのファイアウォールを介した開いているポートのリスニング

ポート プロト 使用方法
コル

無効にし
ても安全
か?

21

TCP

FTP を使用してデバイスとの間 可
でファイルを転送する。

Web GUI の [管理
（Administration）] > [設定
（Settings）] > [システム設定
（System Settings）] から [全般
（General）] > [サーバ
（Server）] を選択して FTP を
無効にします。FTP を無効にし
た後に CLI 管理者ユーザとして
サーバを停止し、再起動しま
す。

22

[TCP]

Cisco EPN Manager サーバとの 場合によ
SSH 接続を開始し、SCP または る
SFTP を使用してファイルを
Cisco EPN Manager サーバにコ
ピーする。

これは、TFTP のみをサポート
し、SFTP または SCP をサポー
トしていない古い管理対象デバ
イスでも必要になる場合があり
ます。

69

UDP

TFTP を使用してデバイスにイ 場合によ
メージを配布する。
る

SCP、SFTP、HTTPS などの代
替プロトコルがイメージ配布に
使用され、管理対象デバイスで
サポートされている場合にの
み。

162

UDP

ネットワーク デバイスから
SNMP トラップを受信する。

いいえ

—

443

[TCP]

HTTPS を介した Cisco EPN
いいえ
Manager サーバへのブラウザ ア
クセスの場合。

—

514

UDP

ネットワーク デバイスから
いいえ
syslog メッセージを受信する。

—

1522

TCP

アクティブとスタンバイ の
可
Cisco EPN Manager サーバ間で
の高可用性（HA）通信の場合。

少なくとも 1 台の Cisco EPN
Manager サーバが HA 用に設定
されていないとこのポートは自
動的に無効になります。

Oracle データベース同期用の
Oracle JDBC トラフィックを許
可するために使用されます。
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ポート プロト 使用方法
コル

無効にし
ても安全
か?

注記

いいえ

—

2021

TCP

FTP を使用してデバイスにイ
メージを配布する。

8082

TCP

HA ヘルスモニタの Web イン
いいえ
ターフェイスの場合（HTTPS 経 （HA が
由）。
設定され
ている場
プライマリサーバとセカンダリ
合）
サーバが HTTPS を介してヘル
スステータスを監視するために
使用します。

—

8087

TCP

HA セカンダリ バックアップ
いいえ
サーバ上のソフトウェアを更新
する（トランスポートとして
HTTPS を使用）。

—

9991

UDP

Netflow データ パケットを受信 可
する。

Cisco EPN Manager は Netflow を
サポートしていません。ネット
ワークファイアウォールでこの
トラフィックを無効にする必要
があります。

9992

TCP

HTTP または HTTPS を使用して 可
M-Lync を管理する。

Cisco EPN Manager は M-Lync を
サポートしていません。ネット
ワークファイアウォールでこの
トラフィックを無効にする必要
があります。

11011
～
11014

TCP

独自の Cisco Networking Services 可
（CNS）プロトコル トラフィッ
クの PnP 操作の場合。

Cisco EPN Manager は PnP をサ
ポートしていません。ネット
ワークファイアウォールでこの
トラフィックを無効にする必要
があります。

61617

TCP

Java メッセージング サービス 可
（JMS）接続上での MTOSI NBI
通知の場合。

Cisco EPN Manager は JMS また
は PnP 上で MTOSI をサポート
していません。ネットワーク
ファイアウォールでこのトラ
フィックを無効にする必要があ
ります。

PnP 操作にも使用されます。
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セキュアなデフォルト設定
Cisco EPN Manager 可能な限りセキュアなデフォルトのアプリケーション設定が搭載されてい
ます。それらの設定は、脅威モデルを分析し、特定の状況のリスクを評価した後にのみ、変更
できます。デフォルト設定では、Cisco EPN Manager は次を行うよう、最善を尽くします。
• デフォルトのパスワードを使用しない。
• 不要な OS や Oracle パッケージ/サービスにアクセスできないようにする。
• Cisco EPN Manager のリリース時に、組み込み OS および Oracle に最新のセキュリティ パッ
チが適用されます。
• 人間のユーザによる Oracle アクセス パスワードの使用を許可しない。これらのパスワー
ドはマシンで生成され、内部コンポーネントによって使用されます。

インストールの強化
Cisco EPN Manager のインストールを強化するには、次のタスクを実行する必要があります。
1.

正当なトラフィックのみを許可するように、組み込みの内部および外部のネットワーク
ファイアウォールを設定します。

2.

すべての着信トラフィックと発信トラフィックに暗号化を使用します。

3.

正当なトランザクションのみを送信できるように、Cisco EPN Manager とそのピア システ
ムを設定します。

先に進む前に、まず Cisco EPN Manager がピア システムとやり取りする方法を理解する必要が
あります。一般的な HA 展開用の管理トラフィック フローと外部ネットワーク ファイアウォー
ルとともに、これを次の図に示します。

（注）

これらのファイアウォールを実装することをお勧めしますが、必須ではありません。
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インストール環境によっては、ファイアウォールの設定をカスタマイズしてセキュリティをさ
らに向上させることが必要になります。一般的なポリシーとして、不要なポートやセキュアで
ないポート（暗号化されたトラフィックを送信しないなど）をすべて無効にする必要がありま
す。

組み込み型アプリケーション ファイアウォールの設定
アプリケーション ファイアウォールを設定するには、インストール環境で実行する必要のない
Cisco EPN Manager の機能を無効にする必要があります。これにより、ファイアウォール内の
対応するリスニング ポートが自動的にシャットダウンされます。

ステップ 1 現在有効になっているポートを識別します。
a)

外部に公開される展開で使用されるポートのリストを表示するには、Cisco EPN Manager CLI 管理者ユー
ザとしてログインし、show security-status コマンドを実行します。

b) OS レベルで開いているすべてのリスニングポートのリストを表示するには、CLI 管理者ユーザとして
ログインし、show netstat コマンドを実行します。
ステップ 2 ガイダンスについては表 58 : 組み込みのファイアウォールを介した開いているポートのリスニング （910
ページ）を使用して、これらのポートの中で Cisco EPN Manager の通常の機能を中断させることなく安全
に無効にできるものを特定します。
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次の点に注意してください。
• Cisco EPN Manager は、内部操作に一部のリスニング ポートを使用します。これらのポートは、組み
込みファイアウォールの背後に隠されたままになります。
• 表 58 : 組み込みのファイアウォールを介した開いているポートのリスニング （910 ページ）に示す手
順のみを使用してポートを有効または無効にする必要があります。

外部ネットワーク ファイアウォールの設定
組み込みファイアウォールに加えて、Cisco EPN Manager とそのピア システムが使用するリス
ニング ポートを対象とするトラフィックのみを許可するようにネットワーク ファイアウォー
ルを展開することもできます。「インストールの強化」のトピックで示した図では、表 58 : 組
み込みのファイアウォールを介した開いているポートのリスニング （910 ページ） および 表
59 : 宛先ポートの使用元 Cisco EPN Manager （914 ページ） に示すポート情報を使用してファイ
アウォールルールをセットアップする方法を説明しています。この図を使用して、管理ネット
ワークに適したファイアウォール設定を決定します。
• トラフィッククラスを識別するには、表 58 : 組み込みのファイアウォールを介した開いて
いるポートのリスニング （910 ページ） の「使用方法」の列を参照してください。Cisco
EPN Manager のインストール環境で使用されていないサービスが使用するポートを無効に
することをお勧めします。
• また、ネットワーク ファイアウォールで（ネットワーク デバイスまたはピア システムに
接続するために）Cisco EPN Manager が発信トラフィックに使用する宛先ポートも有効に
する必要があります。これらの宛先ポートとそれらの目的のリストについては、表 59 : 宛
先ポートの使用元 Cisco EPN Manager （914 ページ）を参照してください。
表 59 : 宛先ポートの使用元 Cisco EPN Manager

ポート

プロトコ
ル

使用する場合

7

TCP/UDP

ICMP を使用したエンドポイントの検出。

22

[TCP]

管理対象デバイスとの SSH 接続の開始。

23

TCP

Telnet を使用した管理対象デバイスとの通信。

25

TCP

SMTP サーバを使用した電子メールの送信。

49

TCP/UDP

TACACS を使用した Cisco EPN Manager ユーザの認証。

53

TCP/UDP

DNS サービスへの接続。

161

UDP

SNMP を使用したポーリング。
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ポート

プロトコ
ル

使用する場合

443

[TCP]

HTTPS を使用した Cisco NCS 2000 デバイスのイメージのアッ
プロードおよびダウンロードと設定バックアップ/復元の実
行。

1522

TCP

プライマリとセカンダリの HA サーバ間での通信（プライマ
リとセカンダリのサーバ間での Oracle データベースの同期に
Oracle JDBCトラフィックを許可する）。

1080

TCP

Socket Secure（SOCKS）プロトコルを使用した Cisco オプティ
カル ネットワーキング システム（ONS）および Cisco NCS
2000 シリーズのデバイスとの通信。

1645、1646、およ UDP
び 1812、1813

RADIUS を使用した Cisco EPN Manager ユーザの認証。

3082

TCP

TL1 プロトコルを使用した Cisco ONS および Cisco NCS 2000
のデバイスとの通信。

4083

TCP

TL1 プロトコルを使用した Cisco ONS および Cisco NCS 2000
シリーズのデバイスとの通信。

8082

TCP

HTTPS を使用したプライマリとセカンダリの HA サーバ間の
通信による相互の正常性の監視。

10022 ～

TCP

パッシブ FTP ファイル転送（デバイスの設定やレポートの取
得など）。

MTOSI/RESTCONF TCP
TCP ポート番号

Cisco EPN Manager サーバに接続された NBI クライアントで
リッスンする（このポートが NBI クライアント システムに
よって設定された後、ポート番号を含む登録通知メッセージ
が Cisco EPN Manager サーバに送信される）。詳細について
は、MTOSI または RESTCONF API のガイドを参照してくだ
さい。

10041

トラフィック暗号化のセットアップ
次のトラフィック グループを暗号化する必要があります。
• ノースバウンド トラフィック：このグループは、人間のユーザのブラウザからのクライア
ント/サーバ トラフィックか、またはビジネス サポート システム/運用サポート システム
（BSS/OSS）からの NBI トラフィックで構成されます。このトラフィックは HTTP 経由で
送信されるため、HTTPS（TLS で暗号化された HTTP）を実装する必要があります。HTTPS
をセットアップする方法については、「Web サーバの接続を保護する HTTPS のセットアッ
プ」を参照してください。
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• サウスバウンド トラフィック：このグループは、SNMP や HTTP などの幅広いプロトコル
を使用して管理対象デバイスを照会または設定する管理トラフィックで構成されます。
SSH や SNMPv3 などのプロトコルを使用して、このトラフィックを保護できます。この
トラフィックを暗号化するために実行する必要がある設定手順の説明については、「SNMPv3
を使用した Cisco EPN Manager とデバイス間の通信の強化」を参照してください。
• ピア システム間の水平方向のトラフィック：このグループは、Cisco EPN Manager と、外
部認証サーバ（TLS-EAP によって保護）や SMTP メール サーバ（TLS によって保護）な
どの他のさまざまなサポート システム間のトラフィックで構成されます。保護する必要が
あるアプリケーション プロトコルに応じて、異なる暗号化プロトコルが使用されます。一
部のアプリケーション プロトコルには、暗号化が組み込まれている場合もあります。
• HA 展開のプライマリ サーバとセカンダリ サーバ間の水平方向のトラフィック：このグ
ループは、プライマリ モードとセカンダリ モードで実行している 2 台の Cisco EPN Manager
サーバ間のトラフィックで構成されます。各サーバは、もう一方のサーバの正常性を監視
し、HTTPS で保護されている接続を介してデータベースとその他のファイルのコンテン
ツの同期を保ちます。

SNMPv3 を使用した Cisco EPN Manager とデバイス間の通信の強化
SNMPv3 は、SNMPv2 よりもセキュリティ機能が高いプロトコルです。デバイスが SNMPv3 を
サポートしている場合は、SNMPv3 を使用して Cisco EPN Manager サーバと通信するようにデ
バイスを設定します。次の手順は、新しいデバイスを追加するときに SNMPv3 を指定する方法
について説明しています。
デバイスの
追加方法
SNMPv3 を指定する方法

詳細については、以下
を参照してください。

1 つのデバ [デバイスの追加（Add Device）] ダイアログボックス
イスの追加 で、[SNMP プロパティ（SNMP Properties）] ページに移
動し、[バージョン（Versions）] ドロップダウン リスト
から [v3] を選択します。

手動によるデバイスの
追加（新規デバイス タ
イプまたはデバイス シ
リーズ） （56 ペー
ジ）

複数のデバ CSV ファイルを編集するときは、次のように入力しま CSV ファイルを使用し
イスの追加 す。
たデバイスのインポー
（一括イン
ト （54 ページ）
• [SNMP バージョン（SNMP Version）] 列で 3 を入力
ポート）
します。
• [snmpv3_user_name]、[snmpv3_auth_type]、
[snmpv3_auth_password]、[snmpv3_privacy_type]、お
よび [snmpv3_privacy_password] の各列に適切な値
を入力します。
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デバイスの
追加方法
SNMPv3 を指定する方法

詳細については、以下
を参照してください。

ディスカバ
リを使用し
た複数のデ
バイスの追
加

カスタマイズされた
ディスカバリ設定での
ディスカバリの実行 （
51 ページ）

[ディスカバリ設定（Discovery Settings）] ダイアログボッ
クスで、[クレデンシャルの設定（Credential Settings）]
エリアに移動し、[SNMPv3 クレデンシャル（SNMPv3
Credentials）] をクリックします。[+] 記号をクリックし
て、デバイス クレデンシャルを追加します。

始める前に
SNMPv3 をサポートするネットワーク デバイスで、（HMAC-SHA-96 などの適切なセキュリ
ティ アルゴリズムを使用して）SNMPv3 が有効になっていることを確認します。

CLI を使用した外部認証の設定
ユーザ アカウントとパスワードを管理するには、RADIUS や TACACS+ などのセキュアな認証
プロトコルで稼働する専用のリモート認証サーバを使用することを推奨します。以下の手順に
従って認証を設定することに加えて、外部認証ベンダーに連絡して、その他のセキュリティ強
化案を問い合わせてください。

（注）

ローカル ユーザ認証を使用することにした場合は、デフォルトのパスワード ポリシーを確認
し、強化する必要があるかどうかを判断してください。ローカル認証のためのグローバル パス
ワード ポリシーの設定 （1031 ページ）を参照してください。
外部 AAA サーバを使用してユーザを認証するように Cisco EPN Manager を設定します。サー
バを設定は、Web GUI を使用しても、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用しても
行えます。リモート ユーザ認証を GUI で設定する場合は、外部認証の設定 （1045 ページ）を参
照してください。
CLIを使用して外部認証を設定するには、次の手順に従います。EPNMはCLIを介したTACACS+
の設定のみをサポート

ステップ 1 Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ）の説明に従って、コマンド ラインを
使用して、Cisco EPN Manager にログインします。
ステップ 2 コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3 次のコマンドを入力して外部認証 TACACS+ サーバをセットアップします。
aaa authentication tacacs+ server tacacsIP key plain shared-secret

ここで、
• tacacsIP はアクティブな TACACS+ サーバの IP アドレスです。
• shared-secret はアクティブな TACACS+ サーバのプレーンテキストの共有秘密です。
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ステップ 4 次のコマンドを入力して、管理者権限を持つユーザを作成します。このユーザは、前のステップで指定し
たサーバによって認証されます。
username username password remote role admin [email emailID]

ここで、
• username はユーザ ID の名前です。
• password はユーザのプレーンテキストのパスワードです。
• emailID はユーザのメール アドレスです（オプション）。

ブルートフォース パスワード攻撃に対する SSH の強化
パスワード ベースの SSH 認証はブルート フォース攻撃に対して脆弱であるため、Cisco EPN
Manager のインストール後に、承認されている公開キーのタイプ（PubkeyAcceptedKeyTypes）
のいずれかに切り替えることをお勧めします。Cisco EPN Manager で承認されている公開キー
のタイプ（PubkeyAcceptedKeyTypes）のリストは次のとおりです。
• ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com
• ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com
• ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com
• ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com
• ssh-rsa-cert-v01@openssh.com
• ecdsa-sha2-nistp256
• ecdsa-sha2-nistp384
• ecdsa-sha2-nistp521
• ssh-ed25519
切り替えるには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Linux CLI 管理者ユーザとしてログインし、シェルにアクセスします。
ステップ 2 現在のユーザを確認します。
# whoami

結果の出力は、Linux ルート ユーザではなく、Linux 管理者ユーザであることを示す必要があります。
ステップ 3 Cisco EPN Manager 管理者ユーザの場合は、承認されている公開キー タイプ（PubkeyAcceptedKeyTypes）の
いずれかを使用し、2048 ビット以上の強度を持つツール（puTTYgen など）を使用してキー ペアと SSH 文
字列を作成します。
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たとえば、次のように ed25519 を使用してキーを生成します。
$ ssh-keygen -t ed25519 -N ""

SSH 文字列は次のようになります。
ssh-ed25519 AAAAC3Nza... ......root@localhost.localdomain

ヒント

秘密キーをファイルに保存します。できれば、パスフレーズを使用して暗号化された形式で保存
してください。また、パスフレーズを手元に置いてください。

ステップ 4 authorized_keys ファイルを作成し、適切なアクセス権限を Cisco EPN Manager 管理者ユーザに割り当てま
す。
a)

管理者ユーザのホーム ディレクトリで、.ssh ディレクトリを作成し、このディレクトリの読み取り、
書き込み、および実行の権限を管理者ユーザのみに割り当てます。
# cd ~
# mkdir .ssh
# chmod 700 ~/.ssh

b) 承認されたキー ファイルを作成します。
# cd .ssh
# vi authorized_keys

c)

ステップ 3 で作成した SSH 文字列を authorized_keys ファイルにコピーして貼り付け、ファイルを保存
します。

d) authorized_keys ファイルの読み取り、書き込み、および実行の権限を管理者ユーザのみに割り当てま
す。
# chmod go= ~/.ssh/authorized_keys
# chmod u=rwx ~/.ssh/authorized_keys

e)

authorized_kekys ファイルに適切なアクセス権を割り当てたことを確認します。
# ls -al

結果の出力は次のようになります。
total 6
drwx------. 2 admin gadmin 1024 May 10 00:25 .
drwx------. 6 admin gadmin 1024 May 10 00:24 .
-rwx------. 1 admin gadmin 398 May 10 00:25 authorized_keys

この例では、Linux 管理者ユーザは admin という名前です
ステップ 5 bash シェルのルート ユーザに切り替えます。
# sudo -i

ステップ 6 sshd_config ファイルを更新します。
a)

/etc/ssh ディレクトリにある sshd_config ファイルの現在のバージョンと元のバージョンをコピーしま
す。
# cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.orig

b) vi エディタに sshd_config ファイルを開きます。
# vi /etc/ssh/sshd_config
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次のキーと値のペアを入力します。

c)

Protocol 2
MaxAuthTries 3
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin no
AuthenticationMethods publickey
PubkeyAuthentication yes

重要

デフォルトの sshd_config ファイルでは、これらのキーと値のペアの一部が既に指定されてい
ることがあります。この場合は、次のいずれかを行います。
• 上記の値と一致しない値を変更します。
• 既存のキーと値のペアをコメントアウトし、新しい行に必要なエントリを指定します。
こうすることで、キーと値のペアの競合や重複を防ぐことができます。

d) ファイルを保存します。
ステップ 7 sshd をリロードします。
# systemctl reload sshd.service

sshd は再起動しないでください。前述の設定手順のいずれかが適切に完了せず、sshd を再起動し
た場合は、SSH にアクセスできなくなります。現在の SSH セッションは維持されるため、sshd を
リロードする方がはるかに安全です（必要な修正を行えるようにします）。

注意

SSH 認証の構成が完了しました。設定が成功したことを確認するには、既存の SSH セッションを開いたま
まにして（何かを修正する必要がある場合に備えて）、この手順のステップ 3 で作成した秘密キーとパス
フレーズを使用して新しい SSH セッションを開きます。

NTP の強化
Network Time Protocol（NTP）は、サーバの日付と時刻の更新を認証します。NTP での時刻同
期を実行するために、Cisco EPN Managerサーバを設定することをお勧めします。ネットワーク
全体の NTP 同期の管理で障害が発生した場合、異常な結果が発生する可能性があります。ネッ
トワーク時刻精度の管理は組織のネットワーク アーキテクチャを含む広範囲の問題であり、こ
のガイドの範囲外です。このトピックの詳細については、シスコ ホワイト ペーパー『Network
Time Protocol: Best Practices』などを参照してください。
次の点に注意してください。
• NTP を使用すると、セキュリティ侵害に関連する障害が発生する可能性があるため、NTP
バージョン 4（NTPv4）を使用して Cisco EPN Manager サーバの NTP 機能を強化する必要
があります。また、Cisco EPN Manager は NTPv4 には NTPv3 との後方互換性があるため、
NTPv3 もサポートしています。
• Cisco EPN Manager には最大 5 台の NTP サーバを設定できます。
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Cisco EPN Manager サーバでの NTP のセットアップ
Network Time Protocol（NTP）を使用して、NTP サーバを使用するサーバとネットワーク デバ
イス上のクロックを同期するには、まず Cisco EPN Manager 上に NTP をセットアップする必要
があります。その実行方法については、サーバでの NTP の設定 （968 ページ） を参照してく
ださい。

認証された NTP の更新の有効化
次の手順を実行し、認証された NTP の更新をセットアップします。

ステップ 1 Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ）の説明に従って、コマンド ラインを
使用して、Cisco EPN Manager にログインします。
ステップ 2 コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3 次のコマンドを入力して外部 NTPv4 サーバをセットアップします。
ntp server serverIP ntp-key-id ntp-type password

ここで、
• serverIP は、使用する認証 NTPv4 サーバの IP アドレスです。
• ntp-key-id は、NTPv4 サーバの MD5 キー ID です。
• ntp-type は、プレーンまたはハッシュのいずれかにすることができます。
• password は NTPv4 サーバの MD5 プレーン テキスト パスワードです。
次に例を示します。
ntp server 209.165.202.128 20 plain myPass123

または
ntp server 209.165.202.128 20 hash myPass123

ステップ 4 次のテストを実行して、NTP 認証が正しく動作していることを確認します。
a)

NTP 更新の詳細を確認します。
show run

b) NTP 同期の詳細を確認します。
show ntp
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NFS ベースの外部ストレージ サーバの設定
NFS サーバは、特にデータ バックアップの場合、Cisco EPN Manager のインストールで外部ス
トレージとして使用できます。NFS には組み込みのセキュリティがないので、NFS サーバをセ
キュアにするために次のセキュリティ対策をできる限り多く実装する必要があります。
• NFS サーバの前にファイアウォールを設定します。実質的にはこれを行うには、NFS がさ
まざまな設定ファイルで使用するポートを固定し、ファイアウォールの設定でこれらの
ポートを指定します。
• ポート マッパーを使用します。NFS サーバで、特定の IP アドレスを含む NFS トランザク
ションのみ許可します。
• 感染した DNS 経由の攻撃を防ぐには、NFS を構成するときに（ドメイン名ではなく）IP
アドレスのみ指定します。
• フォルダのエクスポートを設定する際に、/etc/exports ファイルで [root_squash] オプション
を使用します。
• /etc/exports ファイルを設定する際に、[セキュア（secure）] オプションを使用します。
• バックアップ ステージングとストレージ フォルダを設定する際に、nosuid オプションと
noexec mount オプションを使用します。

（注）

ステージング フォルダを設定することは必須ではありません。

• ストレージ フォルダ（およびオプションのステージング フォルダ）に対して、ファイル
アクセス許可値 [755]（すべてのユーザに読み取りおよび書き込み特権を付与）を設定し、
userid [65534]（システム権限を持っていないユーザ [nobody]）を所有者として設定します。
• SSH または SSL/TLS のいずれかを介して NFS トラフィックをトンネリングします。SSH
の場合、ユーザ認証ではなく RSA キーベースの認証を使用します。
NFS ベースのストレージの安全性のためには、これらの対策の 1 つのみに頼らないでくださ
い。最善策は、状況に合わせて最適な対策の組み合わせを実装することです。また、このリス
トは網羅的なものではないことに注意してください。ストレージを強化するときは、高レベル
の信頼を達成するために、事前に Linux システム管理者およびセキュリティ専門家と状況につ
いて相談することをお勧めします。

CSDL プロセス
Cisco EPN Manager の開発は、シスコ セキュア開発ライフサイクル（CSDL）プロセスに準拠
しています。これは、製品とインストールのセキュリティを向上させるために、開発から展開
までの期間全体を対象としています。Cisco EPN Manager の製品設計は、特定の基準に対する
セキュリティの観点からレビューされ、製品はセキュリティ ツールとテスト方法を使用してテ
ストされます。さらに、Cisco EPN Manager は外部のセキュリティ専門家や侵入テストの担当
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者によってレビューされます。（Cisco EPN Manager の更新のライフサイクルの一般としての）
セキュリティ修正の展開方法の説明については、「シスコのセキュリティ問題解決プロセス」

シスコのセキュリティ問題解決プロセス
欠陥と脆弱性には、顧客が見つけたものとシスコが発見したものの 2 つのタイプがあります。
Cisco EPN Manager についてシスコがそれらにどのように対処しているかについて説明します。
顧客が見つけた欠陥と脆弱性
1.

Cisco Technical Assistance Center（TAC）を使用して顧客がサービス要求を行った後、Cisco
TAC は Cisco Defect and Enhancement Tracking System（CDETS）障害レポートを開くことが
できるサポート チーム（問題に応じて異なる）と共にケースを開きます。

2.

シスコは欠陥を評価し、その欠陥が Cisco EPN Manager にセキュリティ上のリスクをもた
らすかどうかを判断します。この欠陥がセキュリティにリスクをもたらす場合、シスコは
脆弱性として分類します。それ以外の場合、シスコは欠陥をソフトウェアの通常の欠陥と
して扱います。

3.

シスコでは、次のいずれかを実行します。
• セキュリティの脆弱性については、シスコは Cisco Product Security Incident Response
Team（PSIRT）に報告し、Cisco PSIRT ガイドラインに準拠した修正プログラムを開
発して Cisco PSIRT がクライアントへの脆弱性の開示とパッチの配信の両方を処理で
きるようにします。
• 欠陥の場合、シスコはその重大度を判断し、修正プログラムのリリースをスケジュー
ルします。

シスコが発見した欠陥と脆弱性
Cisco EPN Manager のバージョンの販売終了日から 1 年間、シスコは TACS または Cisco.com
Web サイトを通じて報告された重大なバグとセキュリティ上の脆弱性に対するバグ修正、メン
テナンス リリース、対応策、またはパッチを提供します。

二要素認証
二要素認証機能は、Cisco EPN Manager にログインするための 2 段階認証プロセスを提供しま
す。Cisco EPN Manager は、RADIUS プロトコルを使用した Cisco ACS サーバ経由のユーザの
二要素認証をサポートしています。Cisco ACS は、外部データベースとして RSA SecurID サー
バをサポートしています。
二要素認証は、ユーザの PIN と個別に登録された RSA SecurID トークンの 2 段階の検証で構成
されます。ユーザが PIN とともに正しいトークンコードを入力すると、認証が成功し、ユーザ
は Cisco EPN Manager へのログインが許可されます。
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Cisco EPN Manager で二要素認証を有効にするための前提条件
• Cisco EPN Manager：バージョン 3.0.1 以降
• 有効なライセンスがある Cisco ACS サーバ：バージョン 5.x
• 有効なライセンスがある RSA サーバ：バージョン 8.4
• RSA クライアントツール：最新バージョン

Cisco EPN Manager での二要素認証の有効化
Cisco EPN Manager で二要素認証を有効にするには、次のタスクを実行します。
• 二要素認証向けの RSA サーバの設定 （924 ページ）
• RSA サーバと Cisco ACS サーバの同期 （926 ページ）
• Cisco ACS サーバにクライアントとして Cisco EPN Manager を追加する （927 ページ）
• Cisco EPN Manager での RADIUS サーバの詳細の追加 （927 ページ）

二要素認証向けの RSA サーバの設定
Cisco Secure ACS は、外部データベースとして RSA SecurID サーバをサポートしています。
RSA SecurID の二要素認証は、ユーザの個人識別番号（PIN）と、タイムコードアルゴリズム
に基づいて使い捨てのトークンコードを生成する、個別に登録された RSA SecurID トークンで
構成されます。
異なるトークンコードが固定間隔（通常は 30 または 60 秒ごと）で生成されます。RSA SecurID
サーバでは、この動的な認証コードが検証されます。各 RSA SecurID トークンは固有であり、
過去のトークンに基づいて将来のトークンの値を予測することはできません。
Cisco ACS 5.x サーバを、RADIUS プロトコルを介した RSA SecurID サーバ認証と統合できま
す。
二要素認証のために RSA サーバを設定するには、次のタスクを実行します。
• RSA サーバへのユーザの追加 （924 ページ）
• RSA サーバでのユーザへのトークンの割り当て （925 ページ）

RSA サーバへのユーザの追加
RSA サーバにユーザを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 セキュリティコンソールで、[ID（Identity）] > [ユーザ（Users）] > [新規追加（Add New）] をクリックし
ます。
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ステップ 2 [管理制御（Administrative Control）] セクションで、[セキュリティドメイン（Security Domain）] ドロップ
ダウンリストから、[システムドメイン（System Domain）] を選択します。
ステップ 3 [ユーザの基本設定（User Basics）] セクションで、次の手順を実行します。
a)

（オプション）[名（First Name）] フィールドに、ユーザの名を入力します。255 文字以下にする必要
があります。

b) （オプション）[ミドルネーム（Middle Name）] フィールドに、ユーザのミドルネームを入力します。
255 文字以下にする必要があります。
c)

[姓（Last Name）] フィールドに、ユーザの姓を入力します。255 文字以下にする必要があります。

d) [ユーザID（User ID）] フィールドに、ユーザのユーザ ID を入力します。ユーザ ID は 48 文字以下にす
る必要があります。
ステップ 4 [パスワード（Password）] セクションで、次の手順を実行します。
a)

[パスワード（Password）] フィールドに、ユーザのパスワードを入力します。これは、ユーザのアイデ
ンティティ ソース パスワードです。

b) [パスワードの確認（Confirm Password）] フィールドに、[パスワード（Password）] フィールドに入力
したパスワードを入力します。
ステップ 5 [アカウント情報（Account Information）] セクションで、次の手順を実行します。
a)

[アカウントの開始（Account Starts）] ドロップダウンリストで、ユーザのアカウントをアクティブにす
る日付と時刻を選択します。タイムゾーンは、ローカルシステム時刻によって決定されます。

b) [アカウントの有効期限（Account Expires）] ドロップダウンリストで、ユーザのアカウントが期限切れ
になる日付と時刻を選択するか、または有効期限なしでアカウントを設定します。タイムゾーンは、
ローカルシステム時刻によって決定されます。
ステップ 6 [保存（Save）] をクリックします。

RSA サーバでのユーザへのトークンの割り当て
トークンを割り当てると、そのトークンが特定のユーザに関連付けられます。トークンをユー
ザに割り当てるには、次の手順を実行します。
始める前に
トークンを割り当てるユーザごとに、RSA サーバにアクティブなユーザレコードが存在するこ
とを確認します。

ステップ 1 セキュリティコンソールで、[ID（Identity）] > > [ユーザ（Users）] > [既存の管理（Manage Existing）] を
クリックします。
ステップ 2 検索フィールドを使用して、トークンを割り当てるユーザを検索します。
ステップ 3 検索結果から、トークンの割り当て先となるユーザをクリックします。
ステップ 4 コンテキストメニューの [SecurID トークン（SecurID Token）] の下で、[追加の割り当て（Assign More）]
をクリックします。
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ステップ 5 [ユーザに割り当て（Assign To Users）] ページの使用可能な RSA SecurID トークンのリストから、[フリー
のSecureIDソフトウェアトークン（Free SecureID Software Token）] チェックボックスをオンにします。
ステップ 6 [割り当て（Assign）] をクリックします。

RSA サーバと Cisco ACS サーバの同期
RSA サーバと Cisco ACS サーバを同期するには、次のタスクを実行します。
• RSA サーバでの設定ファイルの生成 （926 ページ）
• Cisco ACS サーバでの RSA サーバの設定 （926 ページ）

RSA サーバでの設定ファイルの生成
この手順では、RSA SecurID サーバ管理者が認証エージェントとコンフィギュレーション ファ
イルを作成する方法について説明します。認証エージェントは、RSA データベースにアクセス
する権限を持つデバイス、ソフトウェア、またはサービスのドメインネームサーバ（DNS）名
と IP アドレスです。コンフィギュレーション ファイルには、RSA トポロジと通信について記
述します。Cisco ACS サーバの設定作業を完了するために必要な sdconf.rec ファイルを生成す
るには、次の手順に従います。従います。

ステップ 1 RSA セキュリティコンソールで、[アクセス（Access）] > > [認証エージェント（Authentication Agents）] >
[新規追加（Add New）] の順に移動します。
ステップ 2 [新規認証エージェントの追加（Add New Authentication Agent）] ウィンドウで、追加する各エージェントの
[ホスト名（Hostname）] と [IP アドレス（IP Address）] を定義します。
ステップ 3 [Authentication Agent Attributes] ウィンドウで、[Agent Type] を [Standard Agent] として定義します。
ステップ 4 [Access] > [Authentication Agents] > [Generate Configuration File] に移動して sdconf. rec ファイルを生成し、
[Generate Configuration File] をクリックします。[Maximum Retries] と [Maximum Time Between Each Retry] に
ついては、デフォルト値を使用します。
ステップ 5 [Download Now] をクリックしてコンフィギュレーション ファイルをダウンロードします。画面に指示が表
示されたら、[Save to Disk] をクリックして、ZIP ファイルのローカルコピーを保存します。.zip ファイルに
は、実際の設定である sdconf. rec ファイルが含まれています。

Cisco ACS サーバでの RSA サーバの設定
この手順では、sdconf.rec コンフィギュレーション ファイルを取得し、Cisco ACS サーバに送
信する方法について説明します。
始める前に
RSA サーバで sdconf.rec ファイルを生成したことを確認します。
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ステップ 1 Cisco Secure ACS バージョン 5.x コンソールで、[Users And Identity Stores] > [External Identity Stores] >
[RSA SecurID Token Servers] に移動し、[Create] をクリックします。
ステップ 2 RSA サーバの名前を入力し、RSA サーバからダウンロードされた sdconf.rec ファイルを参照します。
ステップ 3 ファイルを選択して [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 4 [Access Policies] > [Identity] > [Select] に移動して RSA サーバをマッピングし、チェックボックスの [Single
result Selection] をオンにします。[Identity Source] フィールドで、RSA サーバの名前を選択し、[Select] をク
リックします。
ステップ 5 認証要求を転送するように RADIUS クライアントデバイスを設定します。[Users and Identity Stores] >
[External Identity Stores] > [RADIUS Identity Servers] に移動します。
ステップ 6 [General] タブで、RSA RADIUS ID サーバの名前を入力します。[Primary Server] 領域の下で、[Hostname
AAA]、[Shared Secret]、[Authentication port]、[Server Timeout]、[Connection Attempts] の各フィールドにサー
バの詳細を入力します。

Cisco ACS サーバにクライアントとして Cisco EPN Manager を追加する
ステップ 1 管理ユーザとして Cisco ACS にログインします。
ステップ 2 左側のサイドバーから、[ネットワーク リソース（Network Resources）] > > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] > [ネットワーク デバイスおよび AAA クライアント（Network Devices and AAA
Clients）] の順に選択します。
ステップ 3 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] ページで [作成（Create）] をクリックします。
ステップ 4 Cisco EPN Manager サーバのデバイス名と IP アドレスを入力します。
ステップ 5 認証オプションとして [RADIUS] を選択し、共有秘密を入力します。
この共有秘密は、Cisco EPN Manager で Cisco ACS サーバを RADIUS サーバとして追加したときに入力した
共有秘密と
必ず一致するようにします。
ステップ 6 [送信（Submit）] をクリックします。

Cisco EPN Manager での RADIUS サーバの詳細の追加
Cisco EPN Manager で Cisco ACS サーバの詳細を追加し、RADIUS モードを設定するには、次
の手順を使用します。
• Cisco EPN Manager への RADIUS または TACACS+ サーバの追加 （1045 ページ）
• Cisco EPN Manager サーバ上で RADIUS または TACACS+ モードを設定する （1046 ページ）
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二要素認証のワークフロー
Cisco EPN Manager 二要素認証ワークフローの手順を以下に示します。
1.

Cisco EPN Manager への最初のログインでは、RSA サーバで定義されたモード
（user-defined-pin または pin-generated-by-system）に基づいて、ユーザが覚えておく必要が
ある固有の PIN が生成されます。ユーザは RSA SecurID クライアントツールでこの PIN を
入力して RSA SecureID トークンを生成します。

2.

Cisco EPN Manager のログインページで、ユーザはユーザ名と RSA SecureID トークン（ス
テップ 1 で生成したもの）を入力します。

3.

Cisco EPN Manager は、RADIUS プロトコルを介して Cisco ACS サーバにユーザ名とトーク
ンの詳細を含むログイン要求を送信します。

4.

Cisco ACS サーバは、RSA サーバにログイン要求を転送します。

5.

RSA サーバはユーザの詳細を認証し、Cisco ACS サーバに対して正常なユーザ認証を確認
します。

6.

Cisco ACS サーバは、設定されている認証プロファイルとユーザを照合し、ユーザが Cisco
EPN Manager にログインできるようにします。
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バックアップと復元
• バックアップと復元の概念 （929 ページ）
• リポジトリのセットアップと管理 （935 ページ）
• 自動アプリケーション バックアップのセットアップ （941 ページ）
• 手動バックアップの実行 （943 ページ）
• Cisco EPN Manager データの復元 （945 ページ）
• バックアップおよび復元中のディスク容量に関する問題の管理 （948 ページ）
• バックアップと復元を使用した別の仮想アプライアンスへの移行 （948 ページ）

バックアップと復元の概念
• バックアップ タイプ：アプリケーションとアプライアンス （929 ページ）
• バックアップのスケジューリング （930 ページ）
• バックアップ リポジトリ （931 ページ）
• バックアップ ファイル名 （931 ページ）
• バックアップ検証プロセス （932 ページ）
• バックアップされる情報 （933 ページ）
• バックアップされない情報 （935 ページ）

バックアップ タイプ：アプリケーションとアプライアンス
Cisco EPN Manager は次の 2 種類のバックアップをサポートしています。
• アプリケーション バックアップ：これには、Cisco EPN Manager アプリケーション データ
が含まれますが、プラットフォーム データ（サーバのホスト名や IP アドレスなどのホス
ト固有の設定）は含まれません。アプリケーション データのみを移動し、プラットフォー
ム/ホスト固有の設定は移動しない場合は、Cisco EPN Manager のアップグレード時にアプ
リケーション バックアップを使用する必要があります。
• アプライアンス バックアップ：すべてのアプリケーション データとプラットフォーム デー
タ（ホスト名、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなどのホスト
固有の設定）が含まれます。障害回復（またはプラットフォームのハードウェアまたはソ
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フトウェア障害からの回復）の場合はアプライアンス バックアップを使用する必要があり
ます。たとえば、ディスクまたはファイル システムの障害から回復するには、標準の回復
プロセスでは Cisco EPN Manager を再インストールしてからアプライアンスのバックアッ
プを復元し、すべてのデータとプラットフォーム固有の設定を復元します。その後、アプ
ライアンスのバックアップに含まれていない HA の設定を手動で再構築する必要がありま
す。

（注）

何をアプリケーション データと見なすか、何をプラットフォーム データと見なすかの詳細に
ついては、バックアップされる情報 （933 ページ）を参照してください。
アプリケーションとアプライアンス バックアップについては、次の点に注意してください。
• ハードウェアとソフトウェアの構成が元のホストでの構成と同じであれば、アプリケー
ションおよびアプライアンス バックアップは、バックアップを作成した同じホストまたは
新しいホストのどちらに復元することもできます。
• アプライアンスのバックアップは、バックアップを作成した元のサーバと同じバージョン
の Cisco EPN Manager サーバ ソフトウェアを実行しているホストにのみ復元できます。
• それ以降のバージョンの Cisco EPN Manager にアップグレードする場合、アプリケーショ
ンのバックアップと復元は、アップグレード パスがサポートされている限り異なるリリー
ス間で実行できます。
• アプライアンスの復元コマンドを使用してアプリケーションのバックアップを復元するこ
とはできません。アプリケーションの復元コマンドを使用してアプライアンスのバック
アップを復元することもできません。
次のベスト プラクティスを推奨します。
• Cisco EPN Manager を評価中の場合、ローカル リポジトリへのデフォルトの自動アプリケー
ション バックアップを使用します。
• 仮想アプライアンスとして実稼働環境で Cisco EPN Manager を実行中の場合は、アプリケー
ション バックアップを定期的に実行してリモート バックアップ サーバに保管します。ア
プリケーション バックアップは、サーバ ハードウェアの完全な故障を除くすべての障害
に対してサーバを復元するために使用できます。

バックアップのスケジューリング
Cisco EPN Manager は自動で定期的にアプリケーション バックアップを実行します。この機能
はデフォルトで有効になっていて毎日 1 つのアプリケーション バックアップ ファイルをデフォ
ルトのローカル バックアップ リポジトリに作成します。
必要に応じてこのスケジュールを変更できます。また、随時、Web GUI から自動アプリケー
ション バックアップを実行できます。アプライアンス バックアップは、コマンド ラインから
しか実行できません。
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自動アプリケーション バックアップは、バックアップ リポジトリが Cisco EPN Manager サーバ
に対してローカルな場合に保存スペースの問題を引き起こす可能性があります。このことはテ
スト実装ではあまり問題になりませんが、実稼働環境のリモート サーバに対する定期バック
アップの代用として使用することはできません。
実稼働環境では、次のことをお勧めします。
• バックアップ ファイルを保管するようにリモート リポジトリをセットアップする。
• 自動定期アプリケーション バックアップを使用して、定期的にリモート リポジトリ上で
バックアップを作成する。
スケジュールされたバックアップを使用している場合でも、コマンド ラインを使用してアプリ
ケーションまたはアプライアンスのバックアップをいつでも作成できます。

（注）

デフォルトでは、ジョブ作成のジョブ実行時間に 2 分が追加されます。

バックアップ リポジトリ
自動アプリケーション バックアップ機能は、デフォルトで、ローカル バックアップ リポジト
リの /localdisk/defaultRepo にバックアップ ファイルを保存します。Web GUI を使用して新し
いローカル バックアップ リポジトリを作成しておき、自動アプリケーション バックアップを
設定するときにそれを選択できます。リモート リポジトリも指定できますが、まず、リポジト
リのセットアップと管理 （935 ページ）の説明に従ってリポジトリを作成しておく必要があり
ます。
コマンド ラインを使用してアプリケーションまたはアプライアンス バックアップを作成する
場合、バックアップを保存するローカルまたはリモート リポジトリを指定する必要がありま
す。実稼働環境では、通常、NFS、SFTP、または FTP でアクセスするリモート リポジトリで
す。NFS は通常は他のプロトコルより高速で信頼性が高いので、NFS を使用することを推奨し
ます。
アプリケーション バックアップは、コマンド ラインと Web GUI のどちらから実行しても違い
はありません。どちらの操作によっても、同じバックアップ ファイルが作成されます。
NFS を使用してバックアップの作成やリモート バックアップからのデータの復元を行う場合
は、バックアップや復元の操作中、マウントされた NFS サーバが、常にアクティブになるよ
うにしてください。プロセスのいずれかの時点で NFS サーバがシャット ダウンした場合、バッ
クアップや復元の操作は、警告やエラー メッセージなしで異常終了します。

バックアップ ファイル名
Web GUI から開始されるアプリケーション バックアップ：自動または手動のいずれかで次の
形式のファイル名が割り当てられます。
host-yymmdd-hhmm_VERver_BKSZsize_CPUcpus_MEMtarget_RAMram_SWAPswap_APP_CKchecksum.tar.gpg
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CLI から開始されるアプリケーション バックアップでは、同じ形式が使用されますが、ファ
イルがサーバ名ではなくユーザの指定したファイル名から始まる点が異なります。
filename-yymmdd-hhmm_VERver_BKSZsize_CPUcpus_MEMtarget_RAMram_SWAPswap_APP_CKchecksum.tar.gpg
CLI から開始されるアプライアンス バックアップのファイルもユーザの指定したファイル名
から始まりますが、形式は APP ではなく SYS です。
filename-yymmdd-hhmm_VERver_BKSZsize_CPUcpus_MEMtarget_RAMram_SWAPswap_SYS_CKchecksum.tar.gpg
次の表に、バックアップ ファイルで使用される変数の説明を示します。
変数

説明

host

バックアップが作成されたサーバのホスト名（Web GUI から開始されるアプ
リケーション バックアップの場合）

filename

コマンド ラインでユーザが指定したファイル名（CLI から開始されるアプリ
ケーション バックアップおよびアプライアンス バックアップの場合）

yymmdd-hhmm

バックアップが作成された日時

ver

内部バージョン

size

バックアップの合計サイズ

cpus

バックアップが作成されたサーバの CPU の総数

target

バックアップが作成されたサーバのシステム メモリの合計量

ram

バックアップが作成されたサーバの RAM の合計量

swap

バックアップが作成されたサーバのスワップ ディスクの合計サイズ

checksum

バックアップ ファイルのチェックサム

バックアップ検証プロセス
Cisco EPN Manager は次の処理を行って、バックアップ ファイルを検証します。
1.

バックアップ プロセスを開始する前に、ディスク サイズ、高速リカバリ領域、制御ファ
イルを検証します。

2.

復元可能であることを確認するために、作成されたバックアップ データベースを検証しま
す。

3.

バックアップされたファイルに対して、圧縮されたアプリケーション データを検証しま
す。

4.

TAR ファイルを検証して、ファイルが正しく完全であることを確認します。

5.

GPG ファイルを検証して、ファイルが正しいことを確認します。
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バックアップ ファイルを手動で転送する場合やバックアップ ファイルの転送が完了したこと
を検証する場合は、ファイルの md5CheckSum とファイル サイズを参照してください。
バックアップを検査するもう 1 つのベスト プラクティスは、それを Cisco EPN Manager のスタ
ンドアロンの「test」インストール環境に復元することです。

バックアップされる情報
次の表に、バックアップ ファイルに含まれる情報に関する説明を示します。この情報は、バッ
クアップからサーバに復元されます。
バックアップ メカニズムによって保存されないデータに関する詳細については、バックアップ
されない情報 （935 ページ）を参照してください。

（注）

/opt/CSCOlumos/conf/Migration.xml ファイルには、バックアップされたすべてのコンフィギュ
レーション ファイルとレポートが含まれています。このファイルがバックアップに含まれてお
り、復元されます。
データ
タイプ

機能

保存および復元される情報
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アプリ
ケー
ション
データ

バックグラウンド
ジョブの設定

データベース内のデータ

設定アーカイブ（デ データベース内のデータ
バイス コンフィギュ
レーション ファイ
ル）
構成テンプレート

• /opt/CSCOlumos 内のファイル：
• /conf/ootb
• /xmp_inventory/dar/customized-feature-parts/CONFIGURATION
• データベース内のデータ

資格情報

データベース内のデータ

デバイス インベント データベース内のデータ
リ データ
ライセンス
マップ（Maps）

/opt/CSCOlumos/licenses 内のファイル
• /opt/CSCOlumos/domainmaps 内のファイル
• データベース内のデータ

レポート

• /localdisk/ftp 内のファイル：
• /reports
• /reportsOnDemand
• データベース内のデータ

管理対象デバイスの データベース内のデータ
ソフトウェア イメー
ジ ファイル
システム設定
ユーザ設定

データベース内のデータ
• /opt/CSCOlumos/conf/wap/datastore/webacs/xml/prefs 内のファ
イル
• データベース内のデータ

CEPNM ユーザ、グ データベース内のデータ
ループ、およびロー
ル
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仮想ドメイン
プラッ CLI 設定
ト
フォー
ム デー
タ
資格情報

データベース内のデータ
すべての CLI 情報と設定が保持されます。これには、バック
アップ リポジトリのリスト、FTP ユーザ名、CLI を使用して
作成したユーザ、CLI 経由で指定した AAA 情報、その他の
CLI 設定（端末タイムアウトなど）が含まれます。
Linux OS クレデンシャル ファイル

/opt/CSCOlumos/conf/rfm/classes/com/cisco/packaging/PortResources.xml
ネットワーク設定
（Network settings） 内のファイル
Linux ユーザ プリ
ファレンス

Linux データ構造

Linux ユーザ、グ
Linux データ構造
ループ、およびロー
ル

バックアップされない情報
バックアップを実行する前に、次の情報を手動でメモする必要があります。これは、これらの
情報がバックアップ プロセスの一部として保存されないためです。データの復元後にこれらの
設定を再構成する必要があります。
• ハイ アベイラビリティ設定
• ローカル カスタマイズ（レポート ヒープ サイズなど）
パッチ履歴情報も保存されません。
バックアップされる情報のリストについては、バックアップされる情報 （933 ページ）を参照
してください。

リポジトリのセットアップと管理
Cisco EPN Manager は次のリポジトリ タイプをサポートしています。
• リモート リポジトリ：NFS、FTP、SFTP
これら異なるタイプのリポジトリをセットアップおよび管理する方法については、以降のト
ピックを参照してください。
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ローカル バックアップ リポジトリの作成
Cisco EPN Manager は、デフォルトのローカル バックアップ リポジトリ /localdisk/defaultRepo
にバックアップ ファイルを自動的に保存します。必要に応じて、別のローカル バックアップ
リポジトリを作成して、それを使用することができます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）]
の順に選択します。
ステップ 2 [システム ジョブ（System Jobs）] > [インフラストラクチャ（nfrastructure）] を選択します。
ステップ 3 [ジョブ（Jobs）] 一覧で、[サーバのバックアップ（Server Backup）] チェックボックスをオンにします。
ステップ 4 [編集（Edit）]（鉛筆アイコン）をクリックして、[ジョブ プロパティの編集（Edit Job Properties）] ダイア
ログボックスを開きます。
ステップ 5 [ジョブ プロパティの編集（Edit Job properties）] ダイアログボックスを使用して、新しいローカル リポジ
トリを作成します。
1.

[作成（Create）] をクリックします。[バックアップ リポジトリの作成（Create Backup Repository）] ダ
イアログボックスが開きます。

2.

作成するローカル リポジトリの名前を入力します。

3.

バックアップをパスワードで保護する場合は、パスワードを入力します。
（注）

バックアップを復元するには、パスワードを覚えておく必要があることに注意してください。

4.

FTP リポジトリの場合は、[FTP] チェックボックスをオンにし、場所とクレデンシャルを入力します。

5.

[送信（Submit）] をクリックします。新しいリポジトリが、[ジョブ プロパティの編集（Edit Job
properties）] ダイアログボックスの [バックアップ リポジトリ（Backup Repository）] ドロップダウン
リストに追加されます。

ステップ 6 [保存（Save）] をクリックします。
ステップ 7 今後の自動アプリケーション バックアップにリポジトリを使用する場合は、自動バックアップ用のバック
アップ リポジトリの指定 （942 ページ）の説明に従ってそれを指定します。

リモート バックアップ リポジトリの使用
実稼働環境では、ネットワーク管理データがハードウェアやサイトの障害から保護されるよう
に、バックアップにリモート リポジトリを使用することをお勧めします。ほとんどの場合、こ
れは次のことを行う必要があることを意味します。
1.

Cisco EPN Manager バックアップ ファイルを保持するための 1 つ以上のリモート リポジト
リを作成します。組織でまだリモート バックアップ サーバを使用していない場合は、独
自にセットアップする必要があります。

2.

自動アプリケーション バックアップの保存先としてリモート リポジトリを指定します。
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3.

必要な場合、自動アプリケーション バックアップの間隔とその実行時刻を指定します。リ
モート リポジトリに保存された自動アプリケーション バックアップをモニタして、手動
でアーカイブする必要があります（[保持する最大バックアップ数（Max backups to keep）]
の設定はリモート リポジトリには適用されないため）。

4.

CLI バックアップ コマンドを使用してアプリケーションまたはアプライアンス バックアッ
プを実行する場合は、バックアップ先としてリモート リポジトリを指定します。

リモート アクセスを計画しているリソースと同様に、セットアップ時に正しいサーバ IP アド
レスとログイン クレデンシャルを指定することが、リモート バックアップ リポジトリと Cisco
EPN Manager の使用を成功させる秘訣です。

リモート NFS バックアップ リポジトリの使用
NFS ベースのリモート バックアップ リポジトリを使用するには、NFS ファイル サーバ（ファ
イル システム内の指定されたフォルダをクライアントにエクスポートする）と Cisco EPN
Manager（サーバのクライアントとして機能する）が必要です。Cisco EPN Manager システム
は、エクスポートされたフォルダをマウントし、他のローカル フォルダと共に、それらを Cisco
EPN Manager サーバで使用できるようにします。これをセットアップするには、次の 3 つのタ
スクを実行します。
1.

バックアップをステージングし、保存する NFS サーバ上に 2 つのフォルダのパスを指定し
た後、これらのパスをエクスポートするように NFS サーバを設定します。これは Cisco
EPN Manager のセットアップの範囲外であるため、このタスクは NFS サーバのシステム管
理者が実行する必要があります。

2.

Cisco EPN Manager をセットアップし、指定したフォルダのステージングと保存を使用し
ます。これは、Cisco EPN Manager 管理者が実行する必要があります。

3.

NFS サーバと Cisco EPN Manager 間のセキュアな通信は、NFS がそれ自体ではセキュアで
ないため、極めて重要です。これは、NFS とそのインストールに伴うセキュリティ上の問
題を確実に理解している Linux 管理者が実行する必要があります。NFS の強化に関するヒ
ントについては、「NFS ベース ストレージの強化」を参照してください。

NFS バックアップ設定をセットアップする前に
•
NFS ベースのリモート リポジトリの設定
Cisco EPN Manager がバックアップに使用する NFS ベースのリモート リポジトリを設定するに
は次の手順を実行します。

ステップ 1 Cisco EPN Manager CLI 管理者ユーザとしてサーバにログインします。Cisco EPN Manager サーバとの SSH
セッションの確立 （967 ページ）を参照してください。
ステップ 2 コンフィギュレーション モードを開始します。
configure terminal
config#
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ステップ 3 バックアップ処理中に作成される一時ファイルをステージングする NFS リモート リポジトリを設定し、完
了したバックアップ ファイルを保存します。
config# backup-staging-url nfs://Staging_Server_IP_Address:/Staging_Server_Path
config# repository repositoryName
config-Repository# url nfs://Storage_Server_IP_Address:/Storage_Server_Path

ここで、
• Staging_Server_IP_Address は、ステージング リポジトリがある NFS サーバの IP アドレスです。
• Staging_Server_Path は、そのホスト NFS サーバ上のステージング リポジトリのフル パスです。
• repositoryName は、完了したバックアップ ファイルを保存するリモート リポジトリの名前です。
• Storage_Server_IP_Address は、ストレージ リポジトリがある NFS サーバの IP アドレスです。
• Storage_Server_Path は、そのホスト NFS サーバ上のストレージ リポジトリのフル パスです。
注意

Staging_Server_IP_Address および Storage_Server_IP_Address については IP アドレスのみを入力す
ることをお勧めします。DNS サービスが侵害を受け、代わりに URL を入力した場合、悪意のあ
る NFS サーバにトラフィックをリダイレクトすることになる可能性があります。このため、やむ
をえず URL を指定する場合には、ローカル名の解決を使用するために（DNS サービスに依存す
る代わりに）Cisco EPN Managerを構成することをお勧めします。これは、[/etc/hosts] ファイルに
NFS サーバの名前と IP アドレスを入力することで行うことができます。そうすることでシステム
のセキュリティを向上できます。

ステップ 4 コンフィギュレーション モードを終了します。
config-Repository# exit
config# exit

リモート FTP バックアップ リポジトリの使用

（注）

リモート NFS リポジトリを使用することを推奨します。
リモート FTP サーバ上でバックアップ リポジトリを作成し、それを使用するように Cisco EPN
Manager サーバを設定できます。
バックアップをホストする FTP サーバは、次の要件を満たしていれば、ネットワーク上のどこ
にでもセットアップできます。
• Cisco EPN Manager サーバからアクセス可能な IP アドレスを持っている。
• ユーザ（FTP ユーザ）が FTP サーバ ディスクへの書き込みアクセス権を持っている。
• Cisco EPN Manager サーバ上で指定されたリポジトリ名と一致するローカル サブディレク
トリが存在する。
• 16 文字以下のパスワードが設定されている。
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これらの要件以外に、FTP バックアップ サーバ上で必要な設定はありません。
SFTP サーバの詳細が Web GUI の [バックアップ リポジトリ（Backup Repository）] ドロップダ
ウン リストに表示されるように、CLI を使用して FTP サーバを設定する必要があります。FTP
サーバは CLI のみを使用して設定できます。

ステップ 1 Cisco EPN Manager CLI 管理者ユーザとしてサーバにログインします。Cisco EPN Manager サーバとの SSH
セッションの確立 （967 ページ）を参照してください。
ステップ 2 コンフィギュレーション モードを開始します。
configure terminal
config#

ステップ 3 リモート FTP サーバへのシンボリック リンクを設定した後、設定モードを終了します。
config# repository
config-Repository#
config-Repository#
config-Repository#
config# exit

repositoryName
url ftp://RemoteServerIP//sharedFolder
user userName password plain userPassword
exit

ここで、
• repositoryName はリポジトリの名前です（MyRepo、EPNManager など）。
• RemoteServerIPは、共有バックアップ フォルダをホストする FTP サーバの IP アドレスです。
• sharedFolder は、FTP サーバ上の共有バックアップ フォルダの名前です。
• userName は FTP サーバ上のリポジトリへの書き込み権限を持つユーザの名前です。
• userPassword は、そのユーザの対応するパスワードです。パスワードは 16 文字以下であることが必要
です。
ステップ 4 シンボリック リンクの作成を確認します。
show repository repositoryName

次のタスク
手動バックアップを実行する場合、新しいリポジトリをバックアップ コマンドのレポジトリ名
として指定します。次に例を示します。
backup MyBackupFileName repository MyRepo application NCS

このリポジトリを自動バックアップに使用する場合は、自動バックアップ用のバックアップ リ
ポジトリの指定 （942 ページ）を参照してください。
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リモート SFTP バックアップ リポジトリの使用

（注）

リモート NFS リポジトリを使用することを推奨します。
リモート SFTP サーバ上でバックアップ リポジトリを作成し、それを使用するように Cisco EPN
Manager サーバを設定できます。
バックアップをホストする SFTP サーバは、次の要件を満たしていれば、ネットワーク上のど
こにでもセットアップできます。
• Cisco EPN Manager サーバからアクセス可能な IP アドレスを持っている。
• ユーザが SFTP サーバ ディスクへの書き込みアクセス権を持っている。
• バックアップが保存されるローカル共有フォルダが存在する。
これらの要件以外に、SFTP バックアップ サーバ上で必要な設定はありません。
SFTP サーバの詳細が Web GUI の [バックアップ リポジトリ（Backup Repository）] ドロップダ
ウン リストに表示されるように、CLI を使用して SFTP サーバを設定する必要があります。
SFTP サーバは CLI のみを使用して設定できます。

ステップ 1 Cisco EPN Manager CLI 管理者ユーザとしてサーバにログインします。Cisco EPN Manager サーバとの SSH
セッションの確立 （967 ページ）を参照してください。
ステップ 2 コンフィギュレーション モードを開始します。
configure terminal
config#

ステップ 3 リモート SFTP サーバへのシンボリック リンクを設定した後、設定モードを終了します。
config# repository
config-Repository#
config-Repository#
config-Repository#
config# exit

repositoryName
url sftp://RemoteServerIP//sharedFolder
user userName password plain userPassword
exit

ここで、
• repositoryName はリポジトリの名前です（MyRepo、EPNManager など）。
• RemoteServerIP は、共有バックアップ フォルダをホストする SFTP サーバの IP アドレスです。上の例
は、共有フォルダへの絶対パスを指定していることに注意してください。共有フォルダへの相対パス
を指定するには、URL で 1 本のスラッシュのみを使用します（url sftp://RemoteServerIP/sharedfolder な
ど）。
• sharedFolder は、SFTP サーバ上の共有バックアップ フォルダの名前です。
• userName は SFTP サーバ上のリポジトリへの書き込み権限を持つユーザの名前です。
• userPassword は、そのユーザの対応するパスワードです。
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ステップ 4 シンボリック リンクの作成を確認します。
show repository repositoryName

次のタスク
手動バックアップを実行する場合、新しいリポジトリをバックアップ コマンドのレポジトリ名
として指定します。次に例を示します。
backup MyBackupFileName repository MyRepo application NCS

このリポジトリを自動バックアップに使用する場合は、自動バックアップ用のバックアップ リ
ポジトリの指定 （942 ページ）を参照してください。

ローカル バックアップ リポジトリの削除
ローカル バックアップ リポジトリを削除するには、以下の手順に従います。この手順に従う
ことにより、管理インターフェイスで確実に更新済みの情報が使用されるようになります。

ステップ 1 Cisco EPN Manager CLI 管理ユーザとしてサーバにログインします（Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッ
ションの確立 （967 ページ）を参照）。
ステップ 2 ローカル アプリケーション バックアップ リポジトリを一覧表示し、削除するリポジトリを特定します。
show running-config | begin repository

ステップ 3 コンフィギュレーション モードを開始して、リポジトリを削除します。
configure terminal
(config)# no repository repositoryName

ステップ 4 ステップ 2 を繰り返して、リポジトリが削除されたことを確認します。

自動アプリケーション バックアップのセットアップ
インストール後、自動アプリケーション バックアップはデフォルトで有効になっています。ス
ケジュールをカスタマイズしたり、別のバックアップ リポジトリを指定したり、あるいは保存
されるバックアップの数を調整したりできます。
どのデータがバックアップ メカニズムによって保存されるかを確認する（およびバックアップ
されないデータを手動で保存する必要があるかどうかを確認する）には、以下のトピックを参
照してください。
• バックアップされる情報 （933 ページ）
• バックアップされない情報 （935 ページ）
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自動アプリケーション バックアップのスケジューリング
自動アプリケーション バックアップはデフォルトで有効になっていますが、これらのバック
アップを実行する日付および間隔を調整できます。バックアップの実行は、リソースを消費す
るため、Cisco EPN Manager サーバのパフォーマンスに影響します。トラフィックがピークの
時間帯に自動バックアップが発生するスケジューリングは避けてください。
自動バックアップ アプリケーションが失敗すると、Cisco EPN Manager からバックアップ失敗
アラームが（メジャーな重大度で）発生します。これらのアラームは他のアラームと同様に表
示できます（アラームの検索および表示 （306 ページ）を参照）。

（注）

自動アプリケーション バックアップに失敗すると、それ以降、ログインしようとするたびに
ポップアップ メッセージが表示されます。このメッセージは、該当のアラームに対する確認応
答をするまで、表示され続けます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）]
の順に選択します。
ステップ 2 [システム ジョブ（System Jobs）] > [インフラストラクチャ（Infrastructure）] を選択します。
ステップ 3 [ジョブ（Jobs）] リストで、[サーバのバックアップ（Server Backup）] チェックボックスをオンにして、
[スケジュールの編集（Edit Schedule）] をクリックします。[スケジュール（Schedule）] ダイアログボック
スが開きます。
ステップ 4 [スケジュール（Schedule）] ダイアログボックスで、開始日、繰り返し間隔、およびオプションの終了時間
を選択します。
ステップ 5 [送信（Submit）] をクリックします。これらの設定が、今後の自動アプリケーション バックアップに使用
されます。

自動バックアップ用のバックアップ リポジトリの指定
Cisco EPN Manager インターフェイスを使用して、自動アプリケーション バックアップ用の別
のバックアップ リポジトリを指定できます。バックアップ リポジトリは、ローカルまたはリ
モートにすることができます。このインターフェイスを使用すれば、まだ存在しない新しい
ローカル バックアップ リポジトリを作成することもできます。
始める前に
自動バックアップ用のリモート リポジトリを使用するには、最初にリポジトリを作成する必要
があります。ローカル リポジトリのみが、この手順を使用して作成できます。リポジトリの
セットアップと管理 （935 ページ）を参照してください。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
942

Cisco EPN Manager システムの管理
保存する自動アプリケーション バックアップ数の変更

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）]
の順に選択します。
ステップ 2 [システム ジョブ（System Jobs）] > [インフラストラクチャ（Infrastructure）] を選択します。
ステップ 3 [ジョブ（Jobs）] のリストで、[サーバのバックアップ（Server Backup）] チェックボックスをオンにしま
す。
ステップ 4 [編集（Edit）]（鉛筆アイコン）をクリックします。[ジョブ プロパティの編集（Edit Job Properties）] ダイ
アログボックスが開きます。
ステップ 5 バックアップ リポジトリ ドロップダウン リストからリポジトリを選択し、[保存（Save）] をクリックしま
す。Cisco EPN Manager は、次の自動アプリケーション バックアップを実行するときに新しいリポジトリ
を使用します。

保存する自動アプリケーション バックアップ数の変更
ローカル リポジトリに保存する自動アプリケーション バックアップの数を調整するには、こ
の手順に従います。バックアップの数がこの手順で指定する数を超えると、Cisco EPN Manager
は最も古いバックアップをリポジトリから削除します。
自動アプリケーション バックアップにリモート リポジトリが使用されている場合は、[保持す
る最大 UI バックアップ数（Max UI backups to keep）] 設定が適用されません。独自の方法を使
用して、リモート リポジトリ上の古いバックアップをモニタし、アーカイブまたは削除する必
要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）]
の順に選択します。
ステップ 2 [システム ジョブ（System Jobs）] > [インフラストラクチャ（Infrastructure）] を選択します。
ステップ 3 [ジョブ（Jobs）] 一覧で、[サーバのバックアップ（Server Backup）] チェックボックスをオンにします。
ステップ 4 [編集（Edit）]（鉛筆アイコン）をクリックして、[ジョブ プロパティの編集（Edit Job Properties）] ダイア
ログボックスを開きます。
ステップ 5 [保持する最大 UI バックアップ数（Max UI backups to keep）] フィールドに値を入力してから、[保存（Save）]
をクリックします。Cisco EPN Manager はこの設定を次のバックアップ時に適用します。

手動バックアップの実行
この項のトピックでは、手動アプリケーション バックアップまたは手動アプライアンス バッ
クアップを実行する方法について説明します。
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バックアップ メカニズムによって保存されるデータをチェックする（およびバックアップされ
ないデータを手動で保存する必要があるかどうかを確認する）には、次のトピックを参照して
ください。
• バックアップされる情報 （933 ページ）
• バックアップされない情報 （935 ページ）

即時アプリケーション バックアップの実行
Cisco EPN Manager は、バックアップのスケジューリング （930 ページ）に記載されているよう
に、自動アプリケーション バックアップを実行します。必要に応じて、次のトピックの説明に
従って、手動でアプリケーション バックアップをトリガーできます。

Web GUI を使用した即時アプリケーション バックアップの実行
Web GUI を使用して即時アプリケーション バックアップをトリガーするには、次の手順に従
います。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）]
の順に選択します。
ステップ 2 [システム ジョブ（System Jobs）] > [インフラストラクチャ（Infrastructure）] を選択します。
ステップ 3 [ジョブ（Jobs）] リストで [サーバのバックアップ（Server Backup）] チェックボックスをオンにし、[実行
（Run）] をクリックします。
ステップ 4 バックアップ ステータスを確認するには、テーブル上部までスクロールし、新しいジョブを見つけ、その
ステータスと結果を確認します。

CLI を使用した即時アプリケーション バックアップの実行
CLI を使用して即時アプリケーション バックアップをトリガーするには、次の手順に従いま
す。

ステップ 1 Cisco EPN Manager CLI admin ユーザとしてサーバにログインします（Cisco EPN Manager サーバとの SSH
セッションの確立 （967 ページ）を参照）。
ステップ 2 バックアップのリストを表示します。ここで repositoryName はバックアップ リポジトリの名前です。
show repository repositoryName

ステップ 3 リモート バックアップを開始します。
backup filename repository repositoryName application NCS
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ここで、filename は、アプリケーション バックアップ ファイルに付ける名前です（myBackup など）。ファ
イル名の長さは 26 文字です。その他の情報はファイル名に自動的に付加されます。バックアップ ファイ
ル名 （931 ページ）を参照。

手動アプライアンス バックアップの実行
リモート リポジトリへのアプライアンスのバックアップを実行するには、次の手順に従いま
す。NFS ベースのリモート リポジトリの設定 （937 ページ）の説明のように、リモート リポ
ジトリを設定していることを確認します。

ステップ 1 リモート ホストが使用可能であることを確認します。
ステップ 2 admin として Cisco EPN Manager サーバにログインします（Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッション
の確立 （967 ページ）を参照）。
ステップ 3 リモート バックアップを開始します。
(admin)# backup filename repository repositoryName

ステップ 4 バックアップ転送が完了していることを確認するため、md5CheckSum とファイル サイズを確認します。

Cisco EPN Manager データの復元
復元操作はすべて、CLI を使用して実行します。バックアップが実行されたホスト（ローカル
ホスト）またはリモート ホストにデータを復元できます。バックアップは全体の復元のみが可
能です（バックアップの一部のみを復元することはできません）。
詳細については、次のトピックを参照してください。
• アプリケーション バックアップの復元 （945 ページ）
• アプライアンス バックアップの復元 （946 ページ）

アプリケーション バックアップの復元
（注）

アプライアンスのバックアップを復元するには、「アプライアンス バックアップの復元 （946
ページ）」の手順に従います。
アプリケーションのバックアップを復元するときは、同じサイズまたはより大きい OVA イン
ストールに復元されることを確認します。OVA インストールが小さいと、復元は失敗します。
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始める前に
高可用性を使用している場合、データを復元する前に「復元中の HA の削除 （1171 ページ） 」
のガイドラインを参照してください。

ステップ 1 Cisco EPN Manager CLI admin ユーザとしてサーバにログインします（Cisco EPN Manager サーバとの SSH
セッションの確立 （967 ページ）を参照）。
ステップ 2 以前の復元の試行に失敗した場合、データベースが破損している可能性があります。次のコマンドを実行
して、データベースを再作成します。
ncs run reset db

ステップ 3 保存したアプリケーションのバックアップのリストを表示し、復元するバックアップを特定します。
repositoryNameは、バックアップ ファイルが含まれているリポジトリです。
show repository repositoryName

ステップ 4 vmWare vSphere クライアント（OVA）または Cisco IMC サーバ（ベア メタル）からデータを復元します。
restore backupFileName repository repositoryName application NCS

ステップ 5 Cisco Smart Licensing を使用している場合は、Cisco.com で Cisco Smart Software Manager（CSSM）に Cisco
EPN Manager を再登録します。を参照してくださいCisco Smart Software Manager への Cisco EPN Manager の
登録 （892 ページ）。

アプライアンス バックアップの復元
（注）

アプリケーション バックアップを復元するには、アプリケーション バックアップの復元 （945
ページ） の手順を使用します。
アプライアンスのバックアップを復元するときは、同じサイズまたはより大きい OVA インス
トールに復元されることを確認します。OVA インストールが小さいと、復元は失敗します。
復元したサーバの IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト ゲートウェイを変更すること
が推奨されます。
• 復元したホストが古いホストと同じサブネット上に存在し、古いホストがまだアクティブ
のままである。
• 復元したホストが古いホストとは別のサブネット上に存在する。
始める前に
ハイ アベイラビリティを使用している場合は、データを復元する前に復元中の HA の削除 （
1171 ページ） の情報を参照してください。
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ステップ 1 Cisco EPN Manager CLI admin ユーザとしてサーバにログインします（Cisco EPN Manager サーバとの SSH
セッションの確立 （967 ページ）を参照）。
ステップ 2 以前の復元の試行に失敗した場合、データベースが破損している可能性があります。外部リポジトリに保
存されているバックアップで、同じリリースを使用してセットアップを再インストールし、復元をやり直
します。
ステップ 3 保存したアプライアンスのバックアップのリストを表示し、復元するバックアップを特定します。
repositoryName は、バックアップ ファイルを含むリポジトリです。
show repository repositoryName

ステップ 4 vmWare vSphere クライアント（OVA）または Cisco IMC サーバ（ベア メタル）からデータを復元します。
restore backupFileName repository repositoryName

ステップ 5 IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを変更するかどうかを決定します。
a)

インストール環境が次の条件に該当するかどうかを確認します。
• 復元したホストが古いホストと同じサブネット上に存在し、古いホストがまだアクティブのまま
である。
• 復元したホストが古いホストとは別のサブネット上に存在する。
該当する場合は、次のステップを実行します。

b) 復元したサーバで、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、およびオプションで
ホスト名を変更します。
c)

サーバの実行コンフィギュレーションに変更を書き込み、Cisco EPN Manager サービスを再起動しま
す。次に例を示します。
configure terminal
(config)# int GigabitEthernet 0
(config-GigabitEthernet)# ip address IPAddress subnetMask
(config-GigabitEthernet)# exit
(config)# ip default-gateway gatewayIP
(config)# hostname hostname
(config)# exit
(admin)# write mem
(admin)# ncs stop
(admin)# ncs start
(admin)# exit

ステップ 6 Cisco Smart Licensing を使用している場合は、Cisco.com で Cisco Smart Software Manager（CSSM）に Cisco
EPN Manager を再登録します。を参照してくださいCisco Smart Software Manager への Cisco EPN Manager の
登録 （892 ページ）。

失敗した復元からの回復
復元が完了しなかったり、エラーが報告されたりすることがあります。復元が失敗した場合
は、常に、データベース破損のリスクが伴い、それ以上の復元または再インストールができな
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くなることがあります。別の復元または再インストールを試行する前に、破損したデータベー
スを復元するには次の手順を実行します。

ステップ 1 Cisco EPN Manager サーバとの CLI セッションを開きます（Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッション
の確立 （967 ページ）を参照）。
ステップ 2 次のコマンドを入力して、破損したデータベースをリセットします。
ncs run reset db

バックアップおよび復元中のディスク容量に関する問題
の管理
バックアップまたは復元時にディスクの問題が発生した場合は、バックアップと復元を使用し
た別の仮想アプライアンスへの移行 （948 ページ）の手順に従って十分なディスク領域を持つ
サーバにインストールを移動します。
既存のシステムを復元した後に、バックアップを作成できない場合は、データベースの圧縮 （
978 ページ） に記載されている手順に従ってディスク領域を解放し、正常なバックアップを作
成します。ncs cleanup コマンドを使用した後もバックアップを作成できない場合は、リモート
バックアップ リポジトリの使用 （936 ページ）の説明のように、バックアップにリモート リポ
ジトリを使用します（NFS、FTP、または SFTP を使用）。

バックアップと復元を使用した別の仮想アプライアンス
への移行
以下の場合のように、既存の仮想アプライアンス（OVA サーバ インストール構成）から新し
いインストール構成に Cisco EPN Manager データを移行する必要が生じることがあります。
• 致命的なハードウェア障害が発生した場合などは、古いサーバを丸ごと交換します。この
場合は、古いインストール メディアを使用して交換用サーバ上で新しいホストを作成し直
してから、古いホストから新しいホストにアプリケーション データを移行することができ
ます。
• Cisco EPN Manager を使用してネットワークをさらに管理できるように、より大規模なま
たはより強力なサーバに移行します。この場合、OVA インストール ファイルが存在する
こと、および、より大きなサーバにインストールできる機能を使用して、そのファイルを
新しいサーバにインストールできることを確認してから、古く小さいサーバを取り外すこ
とができます。その後で、古いホストからアプリケーション データを移行できます。
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いずれの場合も、古いホストから作成したアプライアンス バックアップまたはアプリケーショ
ン バックアップを新しいホストに復元することによって、比較的簡単に古いデータを新しい仮
想アプライアンスに移行できます。

ステップ 1 まだ実行していない場合は、古いホストのリモート バックアップ リポジトリをセットアップします（リ
モート バックアップ リポジトリの使用 （936 ページ）を参照）。
ステップ 2 古いホストのアプリケーション バックアップを実行し、リモート リポジトリにバックアップを保存します
（CLI を使用した即時アプリケーション バックアップの実行 （944 ページ）を参照）。
ステップ 3 新しいホストをインストールします（インストール手順は『Cisco Evolved Programmable Network Manager
Installation Guide』に記載されています）。
ステップ 4 古いホストと同じリモート バックアップ リポジトリを使用するように新しいホストを設定します（リモー
ト バックアップ リポジトリの使用 （936 ページ）を参照）。
ステップ 5 リモート リポジトリ上のアプリケーション バックアップを新しいホストに復元します（アプリケーション
バックアップの復元 （945 ページ）を参照）。
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サーバの正常性と構成
• Cisco EPN Manager サーバの構成の表示 （951 ページ）
• Cisco EPN Manager のホスト名の変更 （952 ページ）
• Cisco EPN Manager サーバの接続の保護 （954 ページ）
• Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ）
• サーバでの NTP の設定 （968 ページ）
• Cisco EPN Manager プロキシ サーバの設定 （968 ページ）
• SMTP 電子メール サーバの設定 （969 ページ）
• サーバでの FTP/TFTP/SFTP サービスの有効化 （969 ページ）
• 保存されている Cisco.com クレデンシャルの設定 （971 ページ）
• ログイン バナー（ログインの免責事項）の作成 （972 ページ）
• Cisco EPN Manager の停止と再起動 （972 ページ）
• ネットワーク要素との通信に適用するグローバル SNMP の設定 （972 ページ）
• 管理パスワードの管理 （974 ページ）
• システム監視ダッシュボードを使用して、Cisco EPN Manager サーバのヘルス、ジョブ、
パフォーマンス、および API 統計をチェックする （976 ページ）
• Cisco EPN Manager サーバのパフォーマンスの改善 （977 ページ）
• ネットワークチーム（リンク集約）の設定 （979 ページ）
• ネットワークトラフィックをフィルタ処理するための IP アクセスリストの作成または変
更 （979 ページ）
• システムの問題を示すサーバ内部 SNMP トラップの使用 （981 ページ）
• シスコサポート リクエストのデフォルトの設定 （983 ページ）
• シスコ製品フィードバックの設定 （984 ページ）
• バックアップのモニタリング （985 ページ）

Cisco EPN Manager サーバの構成の表示
現在のサーバ時間、カーネル バージョン、オペレーティング システム、ハードウェア情報な
どの Cisco EPN Manager サーバの構成情報を表示するには、以下の手順を使用します。
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ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [システム監視ダッシュボード（System
Monitoring Dashboard）] を選択します。
ステップ 2 [概要（Overview）] タブをクリックします。
ステップ 3 ダッシュボードの左上にある [システム情報（System Information）] をクリックして、[システム情報（System
Information）] フィールドを展開します。

Cisco EPN Manager のホスト名の変更
Cisco EPN Manager では、サーバへのインストール時にホスト名の入力を求めるプロンプトが
表示されます。さまざまな理由により、Cisco EPN Manager サーバに設定されたホスト名と他
の場所に設定されたホスト名の間で不一致が発生することがあります。この問題は、Cisco EPN
Manager を再インストールしなくてもサーバでホスト名を変更すれば解決できます。次の手順
を実行します。

（注）

状況によっては、ホスト名を変更した後にファイル tnsnames.ora と listener.ora でホスト名
が正しく反映されていないことがあります。これを回避するには、作業を開始する前に次の手
順を実行します。
1.

プライマリサーバとセカンダリサーバで次のファイルのバックアップを作成します。
• /base/product/12.1.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora
• /base/product/12.1.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora

2.

ホスト名を変更した後、2 つのバックアップファイルを使用して、新しく指定したホスト
名が反映されるようにすべてのホスト名を編集します。

3.

Oracle リスナーを再起動します（Cisco EPN Manager がダウンしている場合に Cisco EPN
Manager の再起動が必要で、ステップ 2 を実行できる場合を除く）。

ステップ 1 Cisco EPN Manager サーバとの CLI セッションを開き、configure terminal モードを開始します。
「CLI 経由の接続」を参照してください。
ステップ 2 次のコマンドを入力します。
Cisco_EPN_Manager_Server/admin(config)#hostname

newHostName

newHostName には、Cisco EPN Manager サーバに割り当てるホスト名を指定します。
ステップ 3 ncs stop および ncs start コマンドを使用して、Cisco EPN Manager サーバを再起動します。
ステップ 4 SSL サーバ証明書用に設定されているホスト名を確認します。
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• ホスト名がステップ 2 で指定したホスト名と同じであれば、ここで手順を終了します。
• ホスト名が違う場合は、ステップ 2 で指定したホスト名で新しい SSL サーバ証明書を作成し、インス
トールする必要があります。「Web サーバの接続を保護する HTTPS のセットアップ」を参照してく
ださい。

CLI 経由の接続
管理者は、コマンド ライン インターフェイス（CLI）経由で Cisco EPN Manager サーバに接続
できます。Cisco EPN Manager CLI 経由でのみアクセス可能なコマンドとプロセスを実行する
場合は、CLI アクセス権が必要です。これらには、サーバの起動および停止、ステータスの確
認などを行うコマンドが含まれます。
始める前に
手順を開始する前に、次の点を確認してください。
• そのサーバまたはアプライアンスへの CLI アクセス権を持っている管理ユーザのユーザ
ID とパスワードがわかっていること。明示的に禁止されていない限り、すべての管理ユー
ザには CLI アクセス権が与えられます。
• Cisco EPN Manager サーバの IP アドレスまたはホスト名がわかっていること。

ステップ 1 SSH クライアントを起動し、ローカル マシンのコマンド ラインから SSH セッションを開始するか、Cisco
EPN Manager の物理アプライアンスまたは仮想アプライアンスの専用コンソールに接続します。
ステップ 2 該当する方法でログインします。GUI クライアントを使用している場合：CLI アクセス権を持つアクティ
ブな管理者の ID と Cisco EPN Manager サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。その後で、接続
を開始します。コマンドライン クライアントまたはセッションを使用している場合：[localhost]# ssh
username@IPHost のようなコマンドを使用してログインします。username はサーバへの CLI アクセス権を
持つ Cisco EPN Manager 管理者のユーザ ID で、 IPHost は Cisco EPN Manager サーバまたはアプライアンス
の IP アドレスまたはホスト名です。コンソールを使用している場合：管理者ユーザ名を入力するためのプ
ロンプトが表示されます。ユーザ名を入力します。
Cisco EPN Manager により、入力した管理者 ID のパスワードを要求されます。
ステップ 3 管理 ID パスワードを入力します。Cisco EPN Manager によって次のようなコマンド プロンプトが表示され
ます。
Cisco_EPN_Manager_Server/admin#

ステップ 4 コマンドを入力するために configure terminal モードを開始する必要がある場合は、プロンプトで次のコマ
ンドを入力します。
Cisco_EPN_Manager_Server/admin#configure

terminal
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プロンプトが Cisco_EPN_Manager_Server/admin# から Cisco_EPN_Manager_Server/admin/conf# に変わりま
す。

Cisco EPN Manager サーバの接続の保護
データ セキュリティのため、Cisco EPN Manager は、標準の公開キー暗号化方式と Public Key
Infrastructure（PKI）を使用して送信中のデータを暗号化します。これらの技術に関する詳細情
報は、インターネットから入手できます。Cisco EPN Manager は次の接続で交換されるデータ
を暗号化します。
• Web サーバと Web クライアント間
• CLI クライアントと Cisco EPN Manager CLI シェル インターフェイス間（SSH で処理）
• Cisco EPN Manager、AAA のようなシステム、および外部ストレージ間
Web サーバと Web クライアント間の通信を保護するには、HTTPS メカニズムの一部として組
み込まれる公開キー暗号化サービスを使用します。そのためには、Cisco EPN Manager Web サー
バの公開キーを生成し、それをサーバに保存して、Web クライアントと共有する必要がありま
す。これは、標準 PKI 証明書のメカニズムを使用して実現できます。このメカニズムを使用す
ることによって、Web サーバの公開キーを Web クライアントと共有するだけでなく、アクセ
スする Web サーバ（URL）に公開キーが必ず属することが保証されます。これにより、第三
者が Web サーバと見せかけて、Web クライアントが Web サーバに送信する機密情報を収集す
ることを防ぎます。次の手順に従います。 Web サーバの接続を保護する HTTPS のセットアッ
プ （954 ページ）
以下のトピックでは、Web サーバを保護するために実行できるその他の手順について説明しま
す。
• シスコでは、Cisco EPN Manager Web サーバは証明書ベースの認証を使用して、Web クラ
イアントを認証するようお勧めします。このセキュリティを強化する手順については、次
を参照してください。 Web クライアントの証明書ベースの認証の設定 （1177 ページ）
• CLI クライアントと Cisco EPN Manager CLI インターフェイスの間の接続を保護するには、
Cisco EPN Manager サーバの強化 （1180 ページ）のセキュリティを強化する手順を参照して
ください。
• Cisco EPN Manager、AAA などのシステム、および外部ストレージの間の接続を保護する
には、Cisco EPN Manager ストレージの強化 （1182 ページ）の推奨事項を参照してくださ
い。

Web サーバの接続を保護する HTTPS のセットアップ
HTTPS 操作では、公開キー暗号化アルゴリズムを使用して生成されたサーバ キーおよびサー
バ キーを使用して生成された信頼チェーン証明書が使用されます。これらの証明書は、Cisco
EPN Manager Web サーバに適用されます。証明書の生成方法によっては、ブラウザが Web サー

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
954

Cisco EPN Manager システムの管理
Web サーバの接続を保護する HTTPS のセットアップ

バに初めて接続したときにこれらの証明書を信頼するようにクライアント ブラウザに要求する
ことが必要になる場合があります。HTTPS メカニズムは、サーバ マシンのセキュリティを確
保します（これにより、他のすべての関連システムのセキュリティが強化されます）。
次の 2 つの方法のいずれかを使用して、Web サーバの証明書を生成し、インストールしてくだ
さい（2 つの方法を一緒に使用しないでください）。
署名エン
ティティ

説明

次を参照して
ください。

自己署名証 自己署名証明書を生成し、Web サーバに適用します。この方法
明書
は、次の場合に使用できます。
• HA を使用しない導入

自己署名 Web
サーバ証明書
の生成および
適用

• 仮想 IP アドレスを使用しない HA 導入。
認証局
（CA）署
名付き証明
書

認証局（CA）は、これらの証明書を生成し、発行します。証明
書は、証明書で識別されるエンティティ（サーバ、デバイスな
ど）の名前に公開キーをバインドします。Cisco EPN Manager サー
バからの証明書署名要求（CSR）ファイルを生成し、（サーバ
キーを含む）CSR ファイルを CA に送信する必要があります。
証明書を受信したら、Web サーバにこれらを適用します。

CA 署名済み
Web サーバ証
明書の生成お
よび適用 （956
ページ）

これらの証明書は、外部 CA または内部 CA によって生成される
場合があります。
• 外部 CA：外部 CA 組織は、通常は有料でアイデンティティ
を検証し、証明書を発行します（一般的なブラウザは、通
常、外部 CA 組織によって発行されたルート証明書と中間証
明書を使用して事前にインストールされます）。
• 内部 CA：組織内の証明書生成サーバを使用します（料金は
かかりません）。内部 CA は、外部の有料 CA とまったく同
じように機能します。
この方法は、次の場合に使用できます。
• HA を使用しない導入
• 仮想 IP アドレスを使用する HA 導入（ブラウザベース クラ
イアント間の SSL 接続を含む）
（注）

導入によっては、ブラウザまたは OS 証明書ストアに
CA 署名付きルートおよび中間証明書をインストールす
るようにユーザに指示することが必要になる場合があ
ります。これが必要かどうかは、組織の IT 管理者に確
認してください。手順については、ブラウザ/OS 信頼
ストアに CA 署名付きルート証明書と中間証明書を追
加する （964 ページ）を参照してください。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
955

Cisco EPN Manager システムの管理
CA 署名済み Web サーバ証明書の生成および適用

CA 署名済み Web サーバ証明書の生成および適用
次のトピックでは、CA 署名付き証明書の生成および Cisco EPN Manager Web サーバへの適用
方法について説明します。手順は、HA を使用した導入かどうか、および HA を使用した導入
の場合は HA を仮想 IP アドレスとともに使用しているかどうかに応じて若干異なります。
ルートおよび中間 CA 証明書をブラウザまたは OS の証明書ストアにインストールするようユー
ザに指示することが必要な場合があります。これが必要かどうかは、組織の IT 管理者に確認
してください。手順については、ブラウザ/OS 信頼ストアに CA 署名付きルート証明書と中間
証明書を追加する （964 ページ）を参照してください。
展開タイプ

手順の概要

HA なしの導入

HA なしの導入の場合、次のトピックの説明に従って、証明書を要求
し、Web サーバにインポートし、Web サーバを再起動して証明書を適
用する必要があります。
1.

CA 署名付き Web サーバ証明書の要求 （957 ページ）

2.

CA 署名付き Web サーバ証明書のインポートおよび適用：HA な
し （958 ページ）

仮想 IP アドレスを使 仮想 IP を使用しない HA 導入の場合、プライマリとセカンダリ サー
用しないハイ アベイ バに個別の証明書を要求し、各サーバに適切な証明書をインポートす
る必要があります。証明書を適用するためにサーバを再起動する場合
ラビリティ導入
は、特定の順序で再起動する必要があります。全体の手順について
は、次のトピックを参照してください。
1.

CA 署名付き Web サーバ証明書の要求 （957 ページ）

2.

CA 署名付き Web サーバ証明書のインポートおよび適用（仮想 IP
アドレスを使用しない HA の場合） （959 ページ）

仮想 IP アドレスを使 仮想 IP を使用する HA 導入の場合、両方のサーバに単一の証明書を
用するハイ アベイラ 要求する必要があります。サーバの HA を削除し、両方のサーバに証
明書をインポートしてから、サーバを再起動して証明書を適用する必
ビリティ導入
要があります（サーバは特定の順序で再起動する必要があります）。
最後に、プライマリ サーバにセカンダリ サーバを登録することによっ
て HA を再設定します。全体の手順については、次のトピックを参照
してください。
1.

CA 署名付き Web サーバ証明書の要求、インポート、適用（仮想
IP アドレスを使用した HA の場合） （961 ページ）

2.

プライマリ サーバとセカンダリ サーバ間の HA の設定方法 （1131
ページ）
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CA 署名付き Web サーバ証明書の要求
展開環境で使用する CA 署名付き Web サーバ証明書を要求するには、次の手順に従います。
次の条件に該当する場合にはこの手順を使用する必要があります。
• 展開環境で HA が使用されていない
• 展開環境で HA が使用されているが、仮想 IP アドレッシングが使用されていない（両方
のサーバで次の手順を実行する必要があります）

（注）

展開環境で HA と仮想 IP アドレスを使用している場合は、CA 署名付き Web サーバ証明書の
要求、インポート、適用（仮想 IP アドレスを使用した HA の場合） （961 ページ）の手順を使
用します。

始める前に
ご使用のマシンで SCP が有効であり、すべての関連ポートが開いていることを確認します。
これは、サーバとの間でファイルをコピーするために必要です。

ステップ 1 Cisco EPN Manager サーバの証明書署名要求（CSR）ファイルを生成します。
a)

Cisco EPN Manager CLI admin ユーザとして Cisco EPN Manager サーバにログインします。

b) 以下のコマンドを入力して、デフォルトのバックアップ リポジトリ（defaultRepo）に CSR ファイルを
生成します。
ncs key genkey -newdn -csr CertName.csr repository defaultRepo

CertName は任意の名前です。
ステップ 2 Cisco EPN Manager サーバからローカル マシンに CSR ファイルをコピーします。
a)

Cisco EPN Manager CLI admin ユーザとして Cisco EPN Manager サーバにログインします。

b) Cisco EPN Manager サーバからローカル マシンにファイルをコピーします。次に例を示します。
scp /localdisk/defaultRepo/CertName.csr clientUserName@clientIP:/destinationFolder

ステップ 3 任意の認証局に CSR ファイルを送信します。
（注）

認証用の CSR ファイルを生成して送信した後は、同じ Cisco EPN Manager サーバで新しいキーを
生成する際に genkey コマンドを使用しないでください。生成した場合、署名付き証明書ファイル
をインポートしようとしたときに、ファイルと Cisco EPN Manager サーバの間でキーが一致しな
いためにエラーが発生します。

CA は、デジタル署名付き証明書を CertFilename.cer という名前の 1 つのファイルまたは複数ファイルの
セットとして送信します。
ステップ 4 （仮想 IP アドレスを使用しない HA 展開環境）セカンダリ サーバでこの手順を繰り返します。
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次のタスク
CA から証明書を受信した場合は、証明書をインポートして適用します。展開環境に応じて、
次のいずれかの手順を使用します。
• CA 署名付き Web サーバ証明書のインポートおよび適用：HA なし （958 ページ）
• CA 署名付き Web サーバ証明書のインポートおよび適用（仮想 IP アドレスを使用しない
HA の場合） （959 ページ）
CA 署名付き Web サーバ証明書のインポートおよび適用：HA なし
このトピックでは、HA を使用しない展開環境に CA 署名付き Web サーバ証明書をインポート
して適用する方法について説明します。
始める前に
• CA 署名付き Web サーバ証明書の要求 （957 ページ）を使用して要求した CA 署名付き証
明書を所有している必要があります。証明書を受け取るまでは、次に示す手順は実行でき
ません。
• ローカル マシン上で SCP が有効になっていて、関連するすべてのポートが開いているこ
とを確認します。このようになっていなければ、サーバとの間でファイルをコピーできま
せん。

ステップ 1 CA から 1 つの CER ファイルだけを受け取っている場合は、ステップ 2 に進みます。 複数の（チェーン）
証明書を受け取っている場合は、これらの証明書を結合（連結）して 1 つの CER ファイルにします。3 つ
のファイル（SSL サーバ証明書ファイル、中間 CA 証明書ファイル、およびルート CA サーバ証明書ファ
イル）を受け取ります。
a)

テキスト エディタを使用して、受け取った 3 つの証明書ファイルを開きます。新しい 1 つのファイル
に、次のように証明書の内容を上から順に貼り付けます。SSL サーバ証明書、中間 CA 証明書、およ
びルート CA サーバ証明書。空白行はすべて削除します。次のようなファイルが作成されます（簡潔
にするため証明書の内容は省略されています）。
----BEGIN CERTIFICATE----Your_SSL_Server_Cert_Contents
-----END CERTIFICATE-----------BEGIN CERTIFICATE----Intermediate_CA_Cert_Contents
-----END CERTIFICATE-----------BEGIN CERTIFICATE----Root_CA_Cert_Contents
-----END CERTIFICATE-------

b) この新しいファイルに CertFilename.cer 形式の新しい名前を付けて保存します。
ステップ 2 ローカル マシンから Cisco EPN Manager サーバのバックアップ リポジトリに CER ファイルをコピーしま
す。
a)

Cisco EPN Manager CLI admin ユーザとして Cisco EPN Manager サーバにログインします。

b) ファイルをローカル マシンから取得し、Cisco EPN Manager サーバのデフォルト バックアップ リポジ
トリ（defaultRepo）にコピーします。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
958

Cisco EPN Manager システムの管理
CA 署名付き Web サーバ証明書のインポートおよび適用（仮想 IP アドレスを使用しない HA の場合）

scp clientUserName@clientIP:/FullPathToCERfile /localdisk/defaultRepo

ステップ 3 Cisco EPN Manager CLI admin ユーザとして CER ファイルをインポートします。
ncs key importsignedcert CertFilename.cer repository RepoName

ステップ 4 この証明書をアクティブにするため、Cisco EPN Manager を再起動します。Cisco EPN Manager の停止と再
起動 （972 ページ）を参照してください。

次のタスク
展開環境によっては、ルート CA 証明書と中間 CA 証明書をブラウザまたは OS 証明書ストア
にインストールするように、ユーザに指示する必要があります。詳細については、ブラウザ/OS
信頼ストアに CA 署名付きルート証明書と中間証明書を追加する （964 ページ）を参照してく
ださい。
CA 署名付き Web サーバ証明書のインポートおよび適用（仮想 IP アドレスを使用しない HA の場合）
このトピックでは、仮想 IP アドレスを使用しない HA 展開に CA 署名付き Web サーバ証明書
をインポートして適用する方法を説明します（HA 展開で仮想 IP を使用している場合は、CA
署名付き Web サーバ証明書の要求、インポート、適用（仮想 IP アドレスを使用した HA の場
合） （961 ページ）を参照してください）。この手順は HA を使用する展開での手順と同様で
すが、プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方で手順を実行しなければならないという
点が異なります。

（注）

サーバは特定のシーケンスで再起動する必要があるため、サーバを再起動するときは、以下の
手順に忠実に従ってください。

始める前に
• CA 署名付き Web サーバ証明書の要求 （957 ページ） を使用して要求した CA 署名付き証
明書が必要です。各サーバの証明書を受信するまでは、以下の手順を実行することはでき
ません。
• ローカル マシン上で SCP が有効になっていて、関連するすべてのポートが開いているこ
とを確認します。このようになっていなければ、サーバとの間でファイルをコピーできま
せん。

ステップ 1 プライマリ サーバにプライマリ証明書をインポートします。
a)

CA から受け取った CER ファイルが 1 つだけである場合は、ステップ 1(b) に進みます。 複数の（チェー
ン）証明書を受け取った場合は、それらの証明書を 1 つの CER ファイルに結合（連結）します。3 つ
のファイル（SSL サーバ証明書ファイル、中間 CA 証明書ファイル、およびルート CA サーバ証明書
ファイル）を受け取ります。
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1.

テキスト エディタを使用して、受け取った 3 つの証明書ファイルを開きます。新しい 1 つのファ
イルに、次のように証明書の内容を上から順に貼り付けます。SSL サーバ証明書、中間 CA 証明
書、およびルート CA サーバ証明書。空白行はすべて削除します。次のようなファイルが作成され
ます（簡潔にするため証明書の内容は省略されています）。
----BEGIN CERTIFICATE----Your_SSL_Server_Cert_Contents
-----END CERTIFICATE-----------BEGIN CERTIFICATE----Intermediate_CA_Cert_Contents
-----END CERTIFICATE-----------BEGIN CERTIFICATE----Root_CA_Cert_Contents
-----END CERTIFICATE-------

2.

この新しいファイルに CertFilename.cer 形式の新しい名前を付けて保存します。

b) Cisco EPN Manager CLI 管理ユーザとしてプライマリ Cisco EPN Manager サーバにログインします。
c)

ローカル マシンから CER ファイルを取得して、Cisco EPN Manager サーバのデフォルト バックアップ
リポジトリ（defaultRepo）にコピーします。
scp clientUserName@clientIP:/fullPathToCERfile /localdisk/defaultRepo

ステップ 2 セカンダリ サーバで上記の手順を行います。
ステップ 3 セカンダリ サーバで、CER ファイルをインポートします。
a)

Cisco EPN Manager CLI 管理ユーザとしてログインし、サーバを停止します。
ncs stop

b) セカンダリ サーバが停止していることを確認します。
c)

CER ファイルをインポートします。
ncs key importsignedcert CertFilename.cer repository RepoName

（注）

ステップ 5 に到達するまでは、セカンダリ サーバを再起動しないでください。

ステップ 4 プライマリ サーバで、CER ファイルをインポートします。
a)

Cisco EPN Manager CLI 管理ユーザとしてログインし、サーバを停止します。
ncs stop

b) プライマリ サーバが停止していることを確認します。
c)

CER ファイルをインポートします。
ncs key importsignedcert CertFilename.cer repository RepoName

（注）

ステップ 6 に到達するまでは、プライマリ サーバを再起動しないでください。

ステップ 5 セカンダリ サーバで、次のコマンドを実行します。
a)

ncs start コマンドを実行してサーバを再起動します。

b) セカンダリ サーバが再起動したことを確認します。
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c)

ncs status コマンドを実行し、セカンダリ サーバの HA ステータスが [セカンダリがプライマリとの接
続を失いました（Secondary Lost Primary）] であることを確認します。

ステップ 6 プライマリ サーバで、次のコマンドを実行します。
a)

ncs start コマンドを実行してサーバを再起動します。

b) プライマリ サーバが再起動したことを確認します。
c)

ncs status コマンドを実行して、ヘルス モニタ プロセスとその他のプロセスが再開していることを確
認します。

プライマリ サーバですべてのプロセスが稼働したら、セカンダリ サーバとプライマリ サーバの間で HA
登録が自動的にトリガーされます（また、登録されている電子メール アドレスに電子メールが送信されま
す）。自動 HA 登録は通常、数分で完了します。
ステップ 7 プライマリ サーバとセカンダリ サーバで ncs ha status コマンドを実行し、両方のサーバの HA ステータス
を確認します。次が表示されます。
• プライマリ サーバの状態は [プライマリ アクティブ（Primary Active）] です。
• セカンダリ サーバの状態は [セカンダリ同期（Secondary Syncing）] です。

次のタスク
展開環境によっては、ルート CA 証明書と中間 CA 証明書をブラウザまたは OS 証明書ストア
にインストールするように、ユーザに指示する必要があります。詳細については、ブラウザ/OS
信頼ストアに CA 署名付きルート証明書と中間証明書を追加する （964 ページ）を参照してく
ださい。
CA 署名付き Web サーバ証明書の要求、インポート、適用（仮想 IP アドレスを使用した HA の場合）
仮想 IP アドレスを使用したハイ アベイラビリティ展開を使用している場合でも、証明書を要
求する必要があるのは 1 回だけです。CA から証明書を受け取ったら、プライマリ サーバとセ
カンダリ サーバの両方にその同じ証明書をインストールします。この点が、IP アドレスを使
用しない HA 展開との違いです。IP アドレスを使用しない HA 展開では、2 つの証明書要求を
行って、一方の証明書をプライマリ サーバにインストールし、もう一方の（異なる）証明書を
セカンダリ サーバにインストールします。
仮想 IP および HA の詳細については、次を参照してください。 HA での仮想 IP アドレッシン
グの使用 （1128 ページ）
始める前に
ご使用のマシンで SCP が有効であり、すべての関連ポートが開いていることを確認します。
これは、サーバとの間でファイルをコピーするために必要です。
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ステップ 1

1 つの CSR ファイルおよび秘密キーをプライマリ サーバとセカンダリ サーバ用に生成します。秘密キー
を両方のサーバにインストールし、CSR ファイルを任意の認証局に送信します。次の例では、Linux で
openssl を使用して、これらのファイルを作成する方法を説明しています。
a)

デフォルトのバックアップ リポジトリで CSR ファイルを生成します。
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout ServerKeyFileName -out CSRFileName -config
opensslCSRconfigFileName

引数の説明
• ServerKeyFileName は、秘密キー ファイルに使用するファイル名です。
• CSRFileName は、CA に送信する CSR 要求ファイルに使用するファイル名です。
• opensslCSRconfigFileName は、CSR ファイルを生成するために使用した openssl 設定が含まれる
ファイルの名前です。
b) テキスト エディタを使用して、openssl 設定が含まれるファイル（(a) の opensslCSRconfigFileName）
を編集し、次のような内容にします。
[req]
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions = v3_req
[req_distinguished_name]
countryName = Country
countryName_default = US
stateOrProvinceName = State
stateOrProvinceName_default = CA
localityName = City
localityName_default = San Jose
organizationName = Organization
organizationName_default = Cisco Systems
organizationalUnitName = Organizational Unit
organizationalUnitName_default = CSG
commonName = Common Name
commonName_default = example.cisco.com
commonName_max = 64
[ v3_req ]
# Extensions to add to a certificate request
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName = @alt_names
[alt_names]
DNS.1 = example.cisco.com
DNS.2 = example-pri.cisco.com
DNS.3 = example-sec.cisco.com
IP.1 = 209.165.200.224
IP.2 = 209.165.200.225
IP.3 = 209.165.200.226

この例では、次のようになります。
• 仮想 IP アドレスは 209.165.200.224 です。FQDN は example.cisco.com です。FQDN は、DNS サー
バ名にも使用されます。
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• プライマリ サーバの IP アドレスは 209.165.200.225 です。そのホスト名は example-pri で
す。/etc/hosts およびその他のホスト名設定ファイルに、このホスト名を含める必要があります。
• セカンダリ サーバの IP アドレスは 209.165.200.226 です。そのホスト名は example-sec です。
ステップ 2

任意の認証局に CSR ファイルを送信します。CA は、デジタル署名付き証明書を CertFilename.cer という
名前の 1 つのファイルまたは複数ファイルのセットとして送信します。

ステップ 3

CA から 1 つの CER ファイルだけを受け取っている場合は、ステップ 4 に進みます。 複数の（チェー
ン）証明書を受け取っている場合は、これらの証明書を結合（連結）して 1 つの CER ファイルにしま
す。3 つのファイル（SSL サーバ証明書ファイル、中間 CA 証明書ファイル、およびルート CA サーバ証
明書ファイル）を受け取ります。
a)

テキスト エディタを使用して、受け取った 3 つの証明書ファイルを開きます。新しい 1 つのファイ
ルに、次のように証明書の内容を上から順に貼り付けます。SSL サーバ証明書、中間 CA 証明書、お
よびルート CA サーバ証明書。空白行はすべて削除します。次のようなファイルが作成されます（簡
潔にするため証明書の内容は省略されています）。
----BEGIN CERTIFICATE----Your_SSL_Server_Cert_Contents
-----END CERTIFICATE-----------BEGIN CERTIFICATE----Intermediate_CA_Cert_Contents
-----END CERTIFICATE-----------BEGIN CERTIFICATE----Root_CA_Cert_Contents
-----END CERTIFICATE-------

b) この新しいファイルに CertFilename.cer 形式の新しい名前を付けて保存します。
ステップ 4

プライマリ サーバで、CER ファイルを各サーバ上のバックアップ リポジトリにコピーします。
a)

Cisco EPN Manager CLI admin ユーザとして Cisco EPN Manager サーバにログインします。

b) ローカルマシンからファイルを取得して、サーバのデフォルトバックアップリポジトリ（defaultRepo）
にコピーします。
ステップ 5

セカンダリ サーバで上記の手順を繰り返します。

ステップ 6

プライマリ サーバで、Cisco EPN Manager CLI admin ユーザとして HA 設定を削除します。
ncs ha remove

ncs ha status を実行して HA 設定が削除されていることを確認してから、次のステップに進んでくださ
い。
ステップ 7

プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方で、CER ファイルをインポートします。
ncs key importkey ServerKeyFileNameCertFilename.cer repository RepoName

ステップ 8

プライマリ サーバとセカンダリ サーバを再起動します。プライマリ サーバとセカンダリ サーバはまだ
HA ペアとして設定されていないため、順番は重要ではありません。Cisco EPN Manager の停止と再起動
（972 ページ）を参照してください。
（注）

サーバが再起動しない場合、（インポート操作は成功したように見えても）連結した証明書ファ
イルではなく、誤って個々の証明書をインポートした可能性があります。この問題を解決する
には、（正しい）連結された証明書ファイルを使用してインポート操作を繰り返してください。
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ステップ 9

プライマリ サーバとセカンダリ サーバで ncs status コマンドを実行し、両方のサーバのステータスを確
認します。

ステップ 10

セカンダリ サーバをプライマリ サーバに HA 用に登録します。プライマリ サーバとセカンダリ サーバ
間の HA の設定方法 （1131 ページ）を参照してください。

次のタスク
展開環境によっては、ルート CA 証明書と中間 CA 証明書をブラウザまたは OS 証明書ストア
にインストールするように、ユーザに指示する必要があります。詳細については、ブラウザ/OS
信頼ストアに CA 署名付きルート証明書と中間証明書を追加する （964 ページ）を参照してく
ださい。
ブラウザ/OS 信頼ストアに CA 署名付きルート証明書と中間証明書を追加する
ユーザがブラウザまたは OS の証明書ストアに CA ルート証明書と中間 CA 証明書をインストー
ルする必要があるかどうかを組織の IT 管理者に確認します。証明書のインストールが必要な
状況で証明書がインストールされていないと、ユーザのブラウザにブラウザが信頼されていな
いことを示す通知が表示されます。
ブラウザのタイプやバージョンによっては、以下の手順の細かい部分が多少異なる可能性があ
ります。
始める前に
Internet Explorer ブラウザに証明書を追加する場合、クライアント マシンの管理者権限が必要
になります。

ステップ 1 Firefox のブラウザでは、次の手順に従って、証明書をインポートします。
a)

[ツール（Tools）] > [オプション（Options）] の順に選択し、左側のオプションから [詳細（Advanced）]
をクリックします。

b) ウィンドウ上部にあるリストから [証明書（Certificates）] をクリックしてから、[証明書を表示（View
Certificates）] をクリックします。この操作によって、ブラウザの [証明書マネージャ（Certificate
Manager）] ダイアログボックスが開きます。
c)

[証明書マネージャ（Certificate Manager）] ダイアログボックスで、[認証局（Authorities）] タブをクリッ
クし、ダイアログの下部にある [インポート（Import）] をクリックします。

d) [...ファイルを選択してください（Select File...）] ダイアログボックスで、CA 署名付きルート証明書ファ
イルを参照し、[開く（Open）] をクリックします。
e)

ファイルをインポートします。

f)

CA 署名付き中間証明書ファイルについて、インポート手順を繰り返します。

ステップ 2 Internet Explorer ブラウザでは、Microsoft の証明書マネージャ ツールを使用して、証明書をインポートしま
す。このツールを使用するには、ユーザにクライアント マシンの管理者権限がなければなりません。
a)

Windows 7 では、[スタート（Start）] をクリックします。

b) 検索テキスト ボックスに「certmgr.msc」と入力し、Enter キーを押します。
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c)

検索結果のプログラムのアイコンをクリックすると、Microsoft 証明書マネージャが起動します。

d) 証明書マネージャの GUI の左側の列で、[信頼されたルート証明機関（Trusted Root Certification
Authorities）] を選択します。
e)

[証明書（Certificates）] を右クリックし、[すべてのタスク（All Tasks）] > [インポート（Import）] を
選択します。

f)

[次に（Next）] をクリックし、CA 署名付きルート証明書ファイルを参照し、インポートします。

g) CA 署名付き中間証明書ファイルについてインポート手順を繰り返します。ただし、証明書をインポー
トする最初の手順として [中間証明書機関（Intermediate Certification Authorities）] を選択します。

HTTPS サーバ ポートの変更
多くのデバイスで設定情報のリレーに HTTPS が使用されるため、Cisco EPN Manager では
HTTPS がデフォルトで有効になっています（HTTP は Cisco EPN Manager で使用されないた
め、デフォルトでは無効になっています）。必要に応じて、次の手順に従って HTTPS サーバ
のポートを変更できます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択してから、[一般
（General）] > [サーバ（Server）] を選択します。
ステップ 2 [HTTPS] 領域に新しいポート番号を入力し、[保存（Save）] をクリックします。
ステップ 3 Cisco EPN Manager を再起動し、変更を適用します。Cisco EPN Manager の停止と再起動 （972 ページ） を
参照してください。

証明書の検証設定
TLS/HTTPS 接続のようなセキュアなトランザクション時のユーザ認証（証明書ベースの認証
が有効になっている場合）では、Cisco EPNM は外部エンティティから証明書を受信します。
Cisco EPNM はこれらの証明書を検証して証明書の整合性と証明書の所有者のアイデンティティ
を確認する必要があります。証明書の検証機能により、ユーザは他のエンティティから受信し
た証明書を検証する方法を制御できます。
証明書の検証が適用されると、他のエンティティから受信した証明書は、その証明書が Cisco
EPNM によって信頼されている認証局（CA）が署名している場合にのみ、Cisco EPNM によっ
て受け入れられます。信頼ストアは、ユーザが信頼できる CA 証明書を維持できる場所です。
署名付き証明書チェーンが信頼ストア内のいずれかの CA 証明書がルートでない場合、検証は
失敗します。
信頼ストアの管理
ユーザは信頼ストア内の信頼できる CA を管理できます。Cisco EPNM は、さまざまな信頼ス
トア、つまり、pubnet、system、devicemgmt、および user を提供します。
• pubnet：パブリックネットワーク内のサーバに接続したときにリモートホストから受信し
た証明書の検証中に使用されます。
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• system：ネットワーク内のシステムに接続したときにリモートシステムから受信した証明
書の検証中に使用されます。
• devicemgmt：管理対象デバイスから受信した証明書の検証中に使用されます。
• user：ユーザ証明書の検証に使用されます（証明書ベースの認証が有効になっている場
合）。
信頼ストアを管理する CLI
次に、信頼ストアを管理するために使用される CLI を示します。
• 信頼ストアへの CA 証明書のインポート （966 ページ）
• 信頼ストアでの CA 証明書の表示 （966 ページ）
• 信頼ストアからの CA 証明書の削除 （966 ページ）
信頼ストアへの CA 証明書のインポート
次に、信頼ストアに CA 証明書をインポートするコマンドを示します。
ncs certvalidation trusted-ca-store importcacert alias <ALIAS> repository
<Repository-name><certificate-file> truststore {devicemgmt | pubnet |
system | user}
信頼ストアでの CA 証明書の表示
次に、信頼ストアで CA 証明書を表示するコマンドを示します。
ncs certvalidation trusted-ca-store listcacerts truststore {devicemgmt
| pubnet | system | user}
信頼ストアからの CA 証明書の削除
次に、信頼ストアから CA 証明書を削除するコマンドを示します。
ncs certvalidation trusted-ca-store deletecacert alias <ALIAS> truststore
{devicemgmt | pubnet | system | user}

既存の CA 証明書の表示
Cisco EPN Manager サーバの既存の証明書を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 管理ユーザとして Cisco EPN Manager 管理 CLI にログインします。
ステップ 2 Cisco EPN Manager の信頼ストアにある CA 証明書のリストを表示するには、次のコマンドを入力します。
ncs key listcacerts

ステップ 3 SSL/HTTPS 動作の信頼チェーン全体を確認するには、Google Chrome を使用して Cisco EPN Manager Web
GUI にログインし、サーバからブラウザに送信された CA 署名付き証明書を Chrome で表示します。Chrome
に、信頼チェーン内にリンクされている証明書がすべて表示されます。
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CA 証明書の削除
ステップ 1 admin ユーザとして Cisco EPN Manager サーバにログインします。
ステップ 2 delete コマンドでは証明書の短縮名が必要なため、Cisco EPN Manager サーバ上のすべての CA 証明書の短
縮名を一覧表示します。
ncs key listcacert

ステップ 3 削除する CA 証明書を見つけて、次のコマンドを入力します。
ncs key deletecacert aliasname

ここで、aliasname は削除する CA 証明書の短縮名です。

Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立
サーバに接続するときには、admin ユーザとして SSH を使用してログインします。（詳細につ
いては、ユーザ インターフェイス、ユーザ タイプ、およびそれらの間の遷移 （997 ページ）を
参照してください）。

ステップ 1 SSH セッションを開き、Cisco EPN Manager admin ユーザとしてログインします。
• コマンド ラインから次のように入力します。server-ip は Cisco EPN Manager です。
ssh admin server-ip

• SSH クライアントを開き、admin としてログインします。
（注）

ユーザは、SSH または PuTTY に接続する新しいアルゴリズムを作成してカスタマイズできる
ようになりました。

ステップ 2 admin パスワードを入力します。プロンプトが次のように変化します。
(admin)

管理ユーザが実行できる操作のリストを表示するには、プロンプトで ? と入力します。
admin コンフィギュレーション モードを開始するには、次のコマンドを入力します（プロンプトの変化に
注意してください）。
(admin) configure terminal
(config)
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サーバでの NTP の設定
Network Time Protocol（NTP）は、ネットワーク内のすべてのデバイスと Cisco EPN Manager
サーバで正しく同期される必要があります。ネットワーク全体の NTP 同期の管理で障害が発
生した場合、Cisco EPN Manager で異常な結果が発生する可能性があります。これには、Cisco
EPN Manager バックアップに使用する任意のリモート FTP サーバ、セカンダリ Cisco EPN
Manager 高可用性サーバなど、すべての Cisco EPN Manager 関連サーバが含まれます。
Cisco EPN Manager サーバのインストール時にデフォルトおよびセカンダリの NTP サーバを指
定します。また、Cisco EPN Manager の ntp server コマンドを使用して、インストール後に NTP
サーバのリストを追加または変更することもできます。

（注）

Cisco EPN Manager は NTP サーバとして設定できません。NTP クライアントとしてだけ機能し
ます。最大 5 台の NTP サーバを設定できます。

ステップ 1 Cisco EPN Manager サーバに管理者ユーザとしてログインし、コンフィギュレーション モードを開始しま
す。Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ）を参照してください。
ステップ 2 次の方法のいずれかのコマンドを使用して、NTP サーバを設定します。
認証されていない NTP サーバのセットアップの場合：
ntp server ntp-server-IP

認証済み NTP サーバのセットアップの場合：
ntp server ntp-server-IP ntp-key-id ntp-type password

ここで、
• ntp server IP は、Cisco EPN Manager サーバにクロック同期を提供するサーバの IP アドレスまたはホス
ト名です
• ntp-key-id は、認証済み NTP サーバの MD5 キー ID MD5 キーです。
• ntp-type は、プレーンまたはハッシュのいずれかにすることができます。
• password は NTPv4 サーバの MD5 プレーン テキスト パスワードです。

Cisco EPN Manager プロキシ サーバの設定
サーバのプロキシと、そのローカル認証サーバ（設定されている場合）のプロキシを設定する
には、次の手順に従います。ネットワークとインターネットの間のセキュリティ バリアとして
プロキシ サーバを使用する場合、次の手順に従ってプロキシを設定する必要があります。
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ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[一般
（General）] > [アカウント設定（Account Settings）] を選択します。
ステップ 2 [プロキシ（Proxy）] タブをクリックします。
ステップ 3 [プロキシの有効化（Enable Proxy）] チェックボックスをオンにし、Cisco.com に接続してプロキシとして
機能するサーバに関する必須情報を入力します。
ステップ 4 [認証プロキシ（Authentication Proxy）] チェックボックスをオンにし、プロキシ サーバのユーザ名とパス
ワードを入力します。
ステップ 5 [接続のテスト（Test Connectivity）] をクリックして、プロキシ サーバに接続できることを確認します。
ステップ 6 [保存（Save）] をクリックします。

SMTP 電子メール サーバの設定
Cisco EPN Manager で（アラーム、ジョブ、レポートなどの）電子メール通知の送信を可能に
するには、システム管理者はプライマリ SMTP 電子メール サーバを（また、できればセカン
ダリ電子メール サーバも）設定する必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、次に [メール
と通知（Mail and Notification）] > [メール サーバ設定（Mail Server Configuration）] を選択します。
ステップ 2 [プライマリ SMTP サーバ（Primary SMTP Server）] で、Cisco EPN Manager が使用する電子メール サーバ
に合わせて、[ホスト名/IP（Hostname/IP）]、[ユーザ名（User Name）]、[パスワード（Password）]、およ
び [パスワードの確認（Confirm Password）] フィールドに入力します。物理サーバの IP アドレスを入力し、
プライマリ SMTP サーバのホスト名を入力します。
（注）

仮想 IP アドレスを [ホスト名/IP（Hostname/IP）] フィールドに入力することはできません。また、
IP アドレスをロード バランサの後に配置することはできません。

ステップ 3 （オプション）[セカンダリ SMTP サーバ（Secondary SMTP Server）] で同じ各フィールドに入力します。
SMTP サーバのユーザ名とパスワード。
ステップ 4 [送信者および受信者（Sender and Receivers）] で、Cisco EPN Manager の正当なメール アドレスを入力しま
す。
ステップ 5 完了したら、[保存（Save）] をクリックします。

サーバでの FTP/TFTP/SFTP サービスの有効化
FTP/TFTP/SFTP は、デバイス設定およびソフトウェア イメージ ファイルの管理のために、サー
バとデバイスの間でファイルを転送する目的で使用されます。また、これらのプロトコルは、
高可用性導入環境において、セカンダリ サーバにファイルを転送するためにも使用されます。
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これらのサービスは、通常はデフォルトで有効になっています。FIPS モードで Cisco EPN
Manager をインストールした場合、これらはデフォルトで無効になります。このページを使用
してこれらのサービスを有効にすると、Cisco EPN Manager は FIPS に準拠しなくなります。
SFTP は、セキュリティで保護されたバージョンのファイル転送サービスです。デフォルトで
これが使用されます。FTP は、セキュリティで保護されていないファイル転送サービス バー
ジョンです。TFTP は、セキュリティで保護されていない、単純なサービス バージョンです。
FTP または TFTP のいずれかを使用するには、サーバの追加後にサービスを有効化する必要が
あります。
FTP/TFTP/SFTP パスワードを変更するには、FTP ユーザ パスワードの変更 （974 ページ）を参
照してください。

ステップ 1 FTP、TFTP、または SFTP サーバを使用するように Cisco EPN Manager を設定します。
a)

[管理（Administration）] > [サーバ（Servers）] > [TFTP/FTP/SFTP サーバ（TFTP/FTP/SFTP Servers）]
を選択します。

b) [コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[TFTP/FTP/SFTP サーバの追加（Add
TFTP/FTP/SFTP Server）] を選択し、[移動（Go）] をクリックします。
• [サーバタイプ（Server Type）] ドロップダウンリストから、[FTP]、[TFTP]、[SFTP]、または [す
べて（All）] を選択します。
• サーバのユーザ定義名を入力します。
• サーバの IP アドレスを入力します。
c)

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 2 FTP または TFTP を使用する場合には、Cisco EPN Manager サーバでそれを有効化します。
a)

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[一般
（General）] > [サーバ（Server）] を選択します。

b) [FTP] または [TFTP] エリアに移動します。
c)

[有効（Enable）] をクリックします。

d) [保存（Save）] をクリックします。
ステップ 3 Cisco EPN Manager を再起動し、変更を適用します。Cisco EPN Manager の停止と再起動 （972 ページ） を
参照してください。
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（注）

[ハイアベイラビリティ設定（High Availability setup）] では、FTP または TFTP サービスがプラ
イマリサーバで有効になっている場合は、ハイアベイラビリティを設定する前にセカンダリ
サーバでも有効にする必要があります。これは、コンフィギュレーションファイルを編集し、
変更を適用するためにサーバを再起動することで、セカンダリサーバで手動で実行する必要が
あります。
セカンダリサーバで実行する必要があるステップを次に示します。
• セカンダリサーバで FTP または TFTP を有効にするには、次のようにします。
1.

次のプロパティを
/opt/CSCOlumos/conf/rfm/classes/com/cisco/packaging/PortResources.xml ファイルで

値を「true」に設定します。
• <entry key="FtpEnable">true</entry>
• <entry key="TftpEnable">true</entry>
2.

Cisco EPN Manager セカンダリサーバを再起動します。

• セカンダリサーバで FTP または TFTP を無効にするには、次の手順を実行します。
1.

次のプロパティを
/opt/CSCOlumos/conf/rfm/classes/com/cisco/packaging/PortResources.xml ファイルで

値「false」に設定します。
• <entry key="FtpEnable">false</entry>
• <entry key="TftpEnable">false</entry>
2.

Cisco EPN Manager セカンダリサーバを再起動します。

保存されている Cisco.com クレデンシャルの設定
Cisco EPN Manager では、次のタスクの実行時に Cisco.com にログインするためのユーザ名のみ
が保存され、パスワードは保存されません。
• 製品ソフトウェア アップデートの有無の確認
• デバイス ソフトウェア イメージ アップデートの有無の確認
アップデートをダウンロードし、サポート ケースを開いたり確認したりするには、パスワード
を入力する必要があります。
これらが設定されていない場合、Cisco EPN Manager ではユーザがこれらのタスクを行うと、
ユーザに対してクレデンシャルの入力を求めます。グローバル Cisco.com ユーザ名とパスワー
ドを設定するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[一般
（General）] > [アカウント設定（Account Settings）] を選択します。
ステップ 2 [Cisco.com クレデンシャル（Cisco.com Credentials）] タブでユーザ名とパスワードを入力し、[保存（Save）]
をクリックします。

ログイン バナー（ログインの免責事項）の作成
すべてのユーザに対してログイン前に表示するメッセージがある場合は、ログインの免責事項
を作成します。テキストは GUI クライアント ログイン ページのログイン フィールドとパス
ワード フィールドの下に表示されます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[一般
（General）] > [ログインの免責事項（Login Disclaimer）] を選択します。
ステップ 2 ログインの免責事項テキストを入力（または編集）します。
（注）

改行文字は無視されます。

変更はすぐに反映されます。

Cisco EPN Manager の停止と再起動
Cisco EPN Manager の再起動は、製品ソフトウェアのアップグレード後など、ごくまれに必要
になります。Cisco EPN Manager サーバを停止すると、すべてのユーザ セッションが終了しま
す。
サーバを停止するには、サーバとの CLI セッションを開いて、以下を入力します。
ncs stop

サーバを再起動するには、サーバとの CLI セッションを開いて、以下を入力します。
ncs start

ネットワーク要素との通信に適用するグローバル SNMP
の設定
[SNMP の設定（SNMP Settings）] ページは、サーバが SNMP を使用してデバイスにアクセス
およびモニタする方法を制御します。これらの設定によって、デバイスが到達不能であると判
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断される条件が決まります。このページで行う変更はグローバルに適用され、再起動されて
も、バックアップと復旧が行われても保存された状態に維持されます。

（注）

デフォルトのネットワーク アドレスは 0.0.0.0 です。これは、ネットワーク全体を意味します。
SNMP クレデンシャルはネットワークごとに定義されるため、ネットワーク アドレスのみを指
定できます。0.0.0.0 は SNMP クレデンシャルのデフォルトであり、SNMP クレデンシャルが定
義されていないときに使用されます。事前に設定された SNMP クレデンシャルを独自の SNMP
情報で更新する必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] の順に選択し、[ネット
ワークとデバイス（Network and Device）] > [SNMP] を選択します。
ステップ 2 （任意）SNMP を使用して取得されたメディエーション トレース レベル ログのデータ値を表示するには、
[トレース表示値（Trace Display Values）] チェックボックスをオンにします。
ステップ 3 [バックオフ アルゴリズム（Backoff Algorithm）] ドロップダウン リストからアルゴリズムを選択します。
• [指数（Exponential）]：SNMP の初回試行時には指定したタイムアウト値が使用され、2 回目からは、
前回の試行時の 2 倍の待機時間が適用されます。
• [一定（Constant）]：SNMP の試行時に、毎回同じ待機時間（タイムアウト）が適用されます。このオ
プションは、必要な再試行回数が多い、不安定なネットワークで役立ちます。再試行のたびにタイム
アウト時間が倍加しないので、再試行回数が増えた場合でもそれほど時間がかかりません。
ステップ 4 [到達可能性再試行回数（Reachability Retries）] と [到達可能性タイムアウト（Reachability Timeout）] のグ
ローバル値を設定する場合は、[到達可能性パラメータを使用（Use Reachability Parameters）] チェックボッ
クスをオンにします。このオプションを選択すると、Cisco EPN Manager はデフォルトでここで設定された
値になります。
（注）

[到達可能性パラメータを使用（Use Reachability Parameters）] チェックボックスがオンになってい
ない場合、Cisco EPN Manager はデバイスで指定されているタイムアウトと再試行回数を使用しま
す。

• [到達可能性再試行回数（Reachability Retries）]：デバイスの到達可能性を判別するにはグローバル再
試行回数を入力します。
このフィールドは、[到達可能性パラメータを使用（Use Reachability Parameters）] チェック ボックス
をオンにした場合にのみ編集できます。スイッチポートトレースが完了するまでに長い時間がかかる
場合は、[到達可能性再試行回数（Reachability Retries）] の値を小さくします。
• [到達可能性タイムアウト（Reachability Timeout）]：デフォルト値は 2 秒です。このフィールドは編集
できません。
ステップ 5 [PDU取得ごとの最大変数バインド（Maximum VarBinds per Get PDU）] フィールドおよび [PDU設定ごとの
最大変数バインド（Maximum VarBinds per Set PDU）] フィールドに、要求 PDU または応答 PDU で使用す
る SNMP 変数バインドの最大数を入力します。これらのフィールドを使用することで、SNMP に関連した
障害が発生したときに、必要な変更を加えることができます。ネットワークでの PDU フラグメンテーショ
ンに問題がある場合は、この数を 50 に減らすと、通常はフラグメンテーションが解消されます。
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ステップ 6 必要に応じて [テーブルごとの最大行数（Maximum Rows per Table）] の値を調整します。
ステップ 7 [保存（Save）] をクリックします。

管理パスワードの管理
FTP ユーザ パスワードの変更
Cisco EPN Manager では、FTP を使用して他のサーバにアクセスするために、ID として ftp-user
を使用します。管理権限を持つユーザは、FTP パスワードを変更できます。

ステップ 1 admin ユーザとして Cisco EPN Manager サーバにログインします。Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッ
ションの確立 （967 ページ）。
ステップ 2 Cisco EPN Manager サーバの FTP パスワードを変更するには、次のように入力します。
ncs password ftpuser username password password

例
(admin) ncs password ftpuser FTPuser password FTPUserPassword
Initializing...
Updating FTP password.
This may take a few minutes.
Successfully updated location ftpuser

Web GUI ルート ユーザ パスワードの変更
Cisco EPN Manager はルート ID を使用して、Web GUI へのルート アクセス権が必要な特別な
タスクを実行します
始める前に
Web GUI ルート ユーザ パスワードを変更するには、現在のパスワードを知っている必要があ
ります。

ステップ 1 ルート ユーザとして Cisco EPN Manager 管理 CLI にログインします（管理 CLI の詳細については、ユーザ
インターフェイスとユーザ タイプ （997 ページ）を参照してください）。
ステップ 2 次のコマンドを入力します（newpassword は新しい Web GUI ルート パスワードです）。
ncs password root password

newpassword
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（注）

入力する新しいパスワードは、現在のパスワードポリシーに従う必要があります。詳細について
は、ローカル認証のためのグローバル パスワード ポリシーの設定 （1031 ページ）を参照してくだ
さい。

例
ncs password root password NewWebGUIRootPassword
Password updated for web root password

仮想アプライアンスの管理者パスワードの回復
このトピックでは、Cisco EPN Manager 仮想マシン（別名 OVA）の管理パスワードを回復して
リセットする方法を説明します。
はじめる前に
次の条件が満たされていることを確認します。
• Cisco EPN Manager サーバに対する物理アクセス。
• ソフトウェアのバージョンに適切なインストール ISO イメージのコピー。
• VMware vSphere クライアントへのアクセスと、vSphere インベントリ、データストア、お
よびオブジェクトの各機能へのアクセス。このようなアクセスがない場合は、VMware 管
理者にお問い合わせください。vSphere クライアントから ESX に直接アクセスしないでく
ださい。

ステップ 1 Cisco EPN Manager OVA サーバで、VMware vSphere クライアントを起動します。
ステップ 2 次のように、OVA 仮想マシン上のデータストアにインストール ISO イメージをアップロードします。
a)

vSphere インベントリで、[Datastores] をクリックします。

b) [Objects] タブで、ファイルをアップロードするデータストアを選択します。
c)

Navigate to the datastore file browserアイコンをクリックします。

d) 必要に応じて、[Create a new folder] アイコンをクリックして新しいフォルダを作成します。
e)

作成したフォルダを選択するか、既存のフォルダを選択して、[Upload a File] アイコンをクリックしま
す。
[クライアント統合アクセス制御（Client Integration Access Control）] ダイアログ ボックスが表示された
ら、[Allow] をクリックしてプラグインからオペレーティング システムにアクセスできるようにし、
ファイルのアップロードに進みます。

f)

ローカル コンピュータで、ISO ファイルを検索して、そのファイルをアップロードします。

g) データストア ファイル ブラウザを更新して、アップロードされたファイルを一覧表示します。
ステップ 3 ISO イメージがデータストアにアップロードされたら、次のように、それをデフォルトのブート イメージ
にします。
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a)

VMware vSphere クライアントを使用して、導入済みの OVA を右クリックして Power > Shut down guest
を選択します。

b) [Edit] [Settings] [>] [Hardware] を選択してから、[CD/DVD] [drive] [1] を選択します。
c)

[Device Type] で [Datastore ISO File] を選択してから、[Browse] ボタンを使用して、データストアに
アップロードした ISO イメージ ファイルを選択します。

d) [Device] [Status,] で [Connect] [at] [power] [on] を選択します。
e)

[Options] タブをクリックして [Boot Options] を選択します。[Force BIOS Setup] で、Next time VM
boots, force entry into BIOS setup Screen を選択します。これにより、仮想マシンを再起動すると、仮
想マシンの BIOS からブートが開始されます。

f)

OK をクリックします。

g) VMware vSphere クライアントで、導入済みの OVA を右クリックして Power > Power On を選択しま
す。
h) BIOS セットアップ メニューでデバイスのブート順序を制御するオプションを探して、DVD/CDROM
を一番上に移動します。
ステップ 4 次の手順に従って、サーバ管理者パスワードをリセットします。
a)

BIOS 設定を保存して、BIOS セットアップ メニューを終了します。仮想マシンが ISO イメージから
ブートし、ブート オプションのリストが表示されます。

b) キーボードとモニタを使用して OVA にアクセスしている場合は 3、コマンド ラインまたはコンソール
経由でアクセスしている場合は 4 を入力します。vSphere クライアントに、管理者ユーザ名のリストが
表示されます。
c)

パスワードをリセットする管理者ユーザ名の横に表示された番号を入力します。

d) 新しいパスワードを入力し、2 回目の入力でそれを確認します。
e)

Y と入力し、変更を保存してリブートします。

f)

仮想マシンがリブートしたら、vSphereクライアントを使用して、CDアイコンをクリックし、[Disconnect
ISO image] を選択します。

ステップ 5 新しい管理パスワードを使ってログインします。

システム監視ダッシュボードを使用して、Cisco EPN
Manager サーバのヘルス、ジョブ、パフォーマンス、お
よび API 統計をチェックする
システム監視ダッシュボードは、Cisco EPN Manager サーバの設定とパフォーマンスに関する
情報を提供します。ダッシュボードにアクセスするには、[管理（Administration）] > [ダッシュ
ボード（Dashboards）] > [システム監視ダッシュボード（System Monitoring Dashboard）] を
選択します（ユーザ ID がこのダッシュボードにアクセスするための管理者権限を持っている
必要があります）。[概要（Overview）] タブや [パフォーマンス（Performance）] タブに表示さ
れるダッシュレットをカスタマイズするには、事前定義のダッシュレットをダッシュボードに
追加する （28 ページ）に記載された手順に従ってください。
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[Dashboard] 説明
タブ
概要

バックアップおよびデータ消去ジョブ、Cisco EPN Manager システム アラーム、
およびサーバ CPU、ディスク、メモリの使用状況統計。この情報をチェックする
ために別々の時間枠を指定できます。
サーバ タイム、カーネル バージョン、オペレーティング システム、ハードウェ
ア情報などを表示するには、ダッシュボードの左上にある [システム情報（System
Information）] をクリックして、その情報を含むフィールドを開きます。
[概要（Overview）] ダッシュボードからダッシュレットを追加または削除できま
す。

パフォー
マンス

[管理者
（Admin）]

サーバの syslog とトラップ、および入出力。[パフォーマンス（Performance）] ダッ
シュボードから、このデータの異なる時間枠を指定したり、ダッシュレットを追
加または削除したりできます。
• [状況（Health）]：システム アラーム、実行中のジョブの数、ログインした
ユーザの数、およびデータベースの使用状況の分布。履歴情報の異なる時間
枠を指定できます。
• [API ヘルス（API Health）]：すべての API サービスとともにそれらの応答時
間統計を一覧表示します。
• [サービスの詳細（Service Details）]：特定のサービスの統計（応答カウント
と時間傾向）、クライアントあたりのコール数（クライアントは IP アドレス
で識別されます）。チェックするサービスを選択できます。

Cisco EPN Manager サーバのパフォーマンスの改善
• OVA サイズの確認 （977 ページ）
• データベースの圧縮 （978 ページ）
• サーバのディスク容量に関する問題の管理 （978 ページ）

OVA サイズの確認
Cisco EPN Manager が、ご利用のシステム リソース、またはインストールした OVA のサイズ
に推奨されるデバイス/インターフェイス/フロー数の 80% 以上を使用している場合、パフォー
マンスに悪影響が及ぶ可能性があります。インストール マニュアルで指定されているデバイ
ス、インターフェイス、およびフロー レコードの推奨値を OVA が超えていないことを確認し
ます。これらの推奨値は、指定されている各 OVA サイズの最大値です。管理ダッシュボード
でこれらを確認できます（システム監視ダッシュボードを使用して、Cisco EPN Manager サー
バのヘルス、ジョブ、パフォーマンス、および API 統計をチェックする （976 ページ）を参
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照）。容量の問題に対処するには、サーバのディスク容量に関する問題の管理 （978 ページ）
を参照してください。

データベースの圧縮
ステップ 1 admin ユーザとして サーバにログインします。Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967
ページ）。
ステップ 2 次のコマンドを入力して、アプリケーション データベースを圧縮します。
(admin)# ncs cleanup

ステップ 3 プロンプトが表示されたら、ディープ クリーンアップ オプションに対し [Yes] を選択します。

サーバのディスク容量に関する問題の管理
Cisco EPN Manager は、サーバのディスク容量が少なくなると、次のしきい値でアラームをト
リガーします。
• 60% の使用率でメジャー アラームをトリガーする
• 65% の使用率でクリティカル アラームをトリガーする
アラートを受信した場合は、次のアクションを実行することを検討してください。
• データベースの圧縮 （978 ページ）の説明に従って、既存のデータベース領域を解放しま
す。
• バックアップをローカル リポジトリに保存する場合は、リモート バックアップ リポジト
リの使用を検討してください。「NFSベースのリモートリポジトリの設定（937ページ）」
を参照してください。
• データの収集と消去（987ページ）の説明に従って、ネットワークインベントリ、パフォー
マンス、レポート、その他のクラスのデータの保持期間を短縮します。
• ディスク容量を追加します。VMware OVA テクノロジーを使用すれば、簡単に既存のサー
バのディスク容量を増やすことができます。物理ディスク容量を拡張する場合は、Cisco
EPN Manager サーバをシャット ダウンしてから、VMware 指定の手順を実行する必要があ
ります。仮想アプライアンスを再起動すると、Cisco EPN Manager は追加されたディスク
容量を自動的に利用します（データの収集と消去 （987 ページ）を参照）。
• 1 レベル上の OVA の RAM、ディスク容量、およびプロセッサの最小要件を満たす新しい
サーバをセットアップします。既存のシステムをバックアップして、より高いレベルの
サーバ上の仮想マシンに復元します。
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ネットワークチーム（リンク集約）の設定
Cisco EPN Manager では、冗長性を維持するために NIC チーミングを作成できます。これによ
り、1 つの IP アドレスを持つ 1 つの論理インターフェイスに最大 256 の物理インターフェイス
をバインドできます。これは、いずれかのインターフェイスがダウンした場合でも接続が中断
されないことを意味します。論理インターフェイスでは、通常のインターフェイス操作を実行
できます。
ステップ 1 Cisco EPN Manager CLI 管理者ユーザとしてサーバにログインします。Cisco EPN Manager サーバとの SSH
セッションの確立 （967 ページ）を参照してください。
ステップ 2 コンフィギュレーション モードを開始します。
configure terminal
config#

ステップ 3 論理インターフェイスを設定してから、コンフィギュレーション モードを終了します。
config# interface interfaceName
config-InterfaceName# ip addressIP_addresssubnet_mask
config-InterfaceName# member interface1
config-InterfaceName# member interface2
config-InterfaceName# exit
config# exit

ここで、
• interfaceName には、論理インターフェイスの名前（Team0 など）を指定します。
• IP_address、subnet_mask には、論理インターフェイスに割り当てる IP アドレスとサブネットマスクを
指定します。
• interface1、interface2 には、論理インターフェイスにバインドする物理インターフェイスの名前
（GigabitEthernet 1、GigabitEthernet 2 など）を指定します。
ステップ 4 論理インターフェイスの作成を確認します。
show interface interfaceName

ネットワークトラフィックをフィルタ処理するための IP
アクセスリストの作成または変更
Cisco EPN Manager は、default という名前の事前設定されたデフォルト IP アクセスリストを維
持します。このリストは変更できませんが、NIC に割り当てたり、割り当てを解除することが
できます。
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新しい IP アクセスリストを作成するか変更して、Cisco EPN Manager への入力ネットワークト
ラフィックをフィルタ処理できます。デフォルトの動作では、IP アクセスリストで明示的に指
定されていない限り、ネットワークトラフィックはブロックされます。新しい IP アクセスリ
ストを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Cisco EPN Manager CLI 管理者ユーザとしてサーバにログインします。Cisco EPN Manager サーバとの SSH
セッションの確立 （967 ページ）を参照してください。
ステップ 2 コンフィギュレーション モードを開始します。
configure terminal
config#

ステップ 3 ポートおよびプロトコルの情報を指定して IP アクセスリストを作成してから、コンフィギュレーション
モードを終了します。
config-InterfaceName# ip access-list listname
config-ACL-listname# permit protocol1 port1
config-ACL-listname# permit protocol2 port2
config-ACL-listname# exit
config# exit

ここで、
• listname：新しい IP アクセスリストの名前（test_acl など）。
• permit：ネットワークトラフィックをルーティングするためのプロトコルとポートの情報を追加する
コマンド。
（注）

ポートを通過する特定の種類のネットワークトラフィックをブロックする場合は、permit コマン
ドの no 形式を使用します。

ステップ 4 4. 新しく作成された IP アクセスリストを表示するには、次のコマンドを使用します。
show running-config

インターフェイスへの IP アクセスリストの割り当て
IP アクセスリストをインターフェイスに割り当てるには、次の手順に従います。アクセスグ
ループ（リスト）がすでに NIC に割り当てられている場合に新しいものを割り当てると、Cisco
EPN Manager によって古いリストが新しいリストに置き換えられます。

重要

異なるインターフェイスに異なるアクセスリストを使用するには、インターフェイスに割り当
てられている IP アドレスが同じネットワークまたはサブネットにないことを確認します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
980

Cisco EPN Manager システムの管理
システムの問題を示すサーバ内部 SNMP トラップの使用

ステップ 1 Cisco EPN Manager CLI 管理者ユーザとしてサーバにログインします。Cisco EPN Manager サーバとの SSH
セッションの確立 （967 ページ）を参照してください。
ステップ 2 コンフィギュレーション モードを開始します。
configure terminal
config#

ステップ 3 3. インターフェイスに IP アクセスリストを割り当てます。
config# interface interfaceName
config-InterfaceName# ip access-group acl_name
config-InterfaceName# exit
config# exit

in

ここで、
• interfaceName：インターフェイスの名前。
• ip access-group：IP アクセスリストをインターフェイスに追加するコマンド。
• acl_name : インターフェイスに割り当てる IP アクセスリスト。
• in ：受信の場合。
（注）

現時点では、この方向のみがサポートされています。

ステップ 4 4. アクセスリストがデバイスに割り当てられているかどうかを確認します。
show running-config

例
config# interface GigabitEthernet 0
config-GigabitEthernet-0# ip access-group test_acl

システムの問題を示すサーバ内部 SNMP トラップの使用
Cisco EPN Manager は、システム コンポーネントに関する潜在的な問題を示す内部 SNMP ト
ラップを生成します。これには、ハードウェア コンポーネントの障害、ハイ アベイラビリティ
状態の変化、バックアップ ステータスなどが含まれます。障害トラップは、障害または状態の
変化が検出されるとすぐに生成され、クリアリング トラップは、障害が修正されると生成され
ます。TCA（CPU、メモリ、ディスクの高い使用率に関するトラップなど）では、しきい値を
超えるとトラップが生成されます。
サーバの内部 SNMP トラップの完全なリストについては、『Cisco Evolved Programmable Network
Manager のサポート対象アラーム』に記載されています。Cisco EPN Manager は通知宛先のポー
ト 162 にトラップを送信します。このポートは現時点ではカスタマイズできません。
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以下のトピックの説明に従って、これらのトラップをカスタマイズしたり、管理したりできま
す。
• サーバの内部 SNMP トラップのカスタマイズおよびトラップの転送 （982 ページ）
• サーバ内部 SNMP トラップをトラブルシュートする （983 ページ）

サーバの内部 SNMP トラップのカスタマイズおよびトラップの転送
トラップの重大度または（TCA の場合）しきい値を調整することで、サーバの内部 SNMP ト
ラップをカスタマイズできます。また、トラップを無効化/有効化することもできます。サー
バの内部 SNMP トラップは、「Cisco Evolved Programmable Network でサポートされているア
ラーム」で確認できます。

（注）

Cisco EPN Manager は SNMPv2 通知も SNMPv3 通知も送信しません。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[アラームお
よびイベント（Alarms and Events）] > [システム イベントの設定（System Event Configuration）] を選択
します。
ステップ 2 設定する各 SNMP イベントに対して、次の手順を実行します。
a)

そのイベントの行をクリックします。

b) 必要に応じて、[イベントの重大度（Event Severity）] を [重大（Critical）]、[メジャー（Major）]、また
は [マイナー（Minor）] に設定します。
c)

CPU、ディスク、およびメモリの使用率や、その他のハードウェアのトラップに対しては、[しきい値
値（Threshold）] にパーセンテージ（1 ～ 99）を入力します。これらのイベントは、使用率がしきい値
限度を超えたときに、関連の SNMP トラップを送信します。（しきい値設定が NE と表示されている
イベントのしきい値は設定できません）。これらのイベントは、関連付けられた障害が検出されるた
びにトラップを送信します。

d) [EPNM ユーザセッション（EPNM User Sessions）] イベントの場合、[しきい値（Threshold）] の値を 1
～ 150 の範囲で入力します。デフォルトでは、このしきい値の値は 5 です。
e)

バックアップしきい値と証明書の有効期日（重要）に対しては、[しきい値値（Threshold）] に日数（x
～ y）を入力します。ここで、x は最小の日数、y は最大の日数です。

f)

トラップを生成するかどうかを制御するには、[イベントステータス（Event Status）] を設定します。

ステップ 3 トラップの変更内容を保存するには、（テーブルの下にある）[保存（Save）] をクリックします。
ステップ 4 アラームとイベントの最新のリストを表示するには、[モニタ（Monitor）]>[モニタリングツール（Monitoring
Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] を選択します。
ステップ 5 サーバの内部 SNMP トラップの受信者を設定するには、を参照してくださいアラーム通知先の設定 （1069
ページ））。
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サーバ内部 SNMP トラップをトラブルシュートする
「Cisco Evolved Programmable Network Manager のサポート対象アラーム」では、サーバの内部
SNMP トラップの完全なリスト、その推定原因、および問題を解決するための推奨処置が提供
されています。必要な情報がこのドキュメントに記載されていない場合は、次の手順に従っ
て、Cisco EPN Manager サーバの問題をトラブルシュートし、詳細情報を入手してください。

ステップ 1 Cisco EPN Manager サーバから通知レシーバに ping を実行し、Cisco EPN Manager と管理アプリケーション
間の接続を確認します。
ステップ 2 ファイアウォールの ACL 設定がポート 162 をブロックしていないかを確認し、必要に応じてそのポートの
通信を開きます。
ステップ 3 管理者権限を持つユーザ ID を使用して Cisco EPN Manager にログインします。Administration > Logging を
選択してログ ファイルをダウンロードします。次に、これらのログ ファイルに記録されたアクティビティ
を、管理アプリケーションで参照しているアクティビティと比較します。
• ncs_nbi.log：これは Cisco EPN Manager が送信したすべてのノースバウンド SNMP トラップ メッセー
ジのログです。受信していないメッセージの有無をチェックします。
• ncs-#-#.log：これはその他の最新の Cisco EPN Manager アクティビティのログです。受信していない
ハードウェア トラップ メッセージの有無をチェックします。
• hm-#-#.log：これはすべてのヘルス モニタ アクティビティのログです。未受信のハイ アベイラビリ
ティ状態の変更およびアプリケーション プロセス障害に関する、最近のメッセージをチェックしま
す。
これらのログに表示されるメッセージは、管理アプリケーションに表示されるアクティビティと一致する
必要があります。大きな違いがある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）でサポート ケースを
開き、疑わしいログ ファイルをケースに添付してください。シスコ サポート ケースの登録 （1093 ページ）
を参照してください。

シスコサポート リクエストのデフォルトの設定
デフォルトでは、Cisco EPN Manager GUI のさまざまな部分からシスコサポート リクエストを
作成できます。必要に応じて、送信者の電子メール アドレスやその他の電子メールの特性を設
定できます。これらを設定しない場合、ユーザがケースを登録するときに情報を入力できま
す。
ユーザが GUI クライアントからリクエストを作成できないようにするには、その機能を無効
にします。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[一般
（General）] > [アカウント設定（Account Settings）] を選択します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
983

Cisco EPN Manager システムの管理
シスコ製品フィードバックの設定

ステップ 2 [サポート リクエスト（Supporte Request）] タブをクリックします。
ステップ 3 必要なインタラクション タイプを選択します。
• [サーバから直接インタラクションを有効にしてください（Enable interactions directly from the server）]：
Cisco EPN Manager サーバから直接サポート ケースを作成する場合は、このオプションを指定します。
サポート プロバイダーへの電子メールは、Cisco EPN Manager サーバに関連付けられているメール ア
ドレス、または指定したメール アドレスから送信されます。
• [クライアントシステムを介したインタラクションのみ（Interactions via client system only）]：サポート
ケースに必要な情報をクライアント マシンにダウンロードする場合は、このオプションを指定しま
す。この場合、ダウンロードしたサポート ケースの詳細および情報をサポート プロバイダーに電子
メールで送信する必要があります。
ステップ 4 テクニカル サポート プロバイダーを選択します。
• [Cisco] をクリックし、シスコ テクニカル サポートにサポート ケースを登録し、各自の Cisco.com ク
レデンシャルを入力し、[接続のテスト（Test Connectivity）] をクリックして次のサーバへの接続を確
認します。
• Cisco EPN Manager メール サーバ
• シスコ サポート サーバ
• フォーラム サーバ
• [サードパーティ サポート プロバイダー（Third-party Support Provider）] をクリックして、サードパー
ティ サポート プロバイダーへのサービス要求を作成します。プロバイダーの電子メールアドレス、件
名、Web サイト URL を入力します。

シスコ製品フィードバックの設定
シスコ製品の向上のために、Cisco EPN Manager は以下のデータを収集してシスコに送信しま
す。
• 製品情報：製品タイプ、ソフトウェア バージョン、インストール済みライセンス。
• システム情報：サーバのオペレーティング システムおよび利用可能なメモリ。
• ネットワーク情報：ネットワーク上のデバイスの数とタイプ。
この機能はデフォルトでイネーブルになっています。データは日単位、週単位、または月単位
で収集され、HTTPS を使用してシスコ クラウドの REST URL に送信されます。[管理
（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] の順に選択し、
[一般（General）] > [改善にご協力ください（Help Us Improve）] を選択します。
• シスコが収集するデータの種類を確認するには、[シスコが収集するデータについて（What
data is Cisco collecting?）] をクリックします。
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• この機能を無効にするには、[今回は協力しない（Not at this time, thank you）] を選択し、
[保存（Save）] をクリックします。

バックアップのモニタリング
ファイル名、サイズ、使用可能なサイズ、データなど、Cisco EPN Manager のバックアップ情
報を表示するには、次の手順を使用します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [システム監視ダッシュボード（System
Monitoring Dashboard）] を選択します。
ステップ 2 [概要（Overview）] タブをクリックします。このタブに [バックアップ情報（Backup Information）] ダッシュ
レットが表示されます。
（注）

バックアップ ダッシュレットの情報は、バックアップ リポジトリがローカルの場合にのみ使用で
きます。
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データの収集と消去
• データ収集ジョブの制御 （987 ページ）
• データ保持設定が Web GUI データに及ぼす影響 （990 ページ）
• パフォーマンスおよびシステムのヘルス データ保持 （991 ページ）
• データベース テーブル別のデータ保持の指定 （993 ページ）
• アラーム、イベント、および Syslog の消去 （993 ページ）
• ログの消去 （994 ページ）
• レポートの消去 （995 ページ）
• バックアップの消去 （995 ページ）
• デバイス コンフィギュレーション ファイルの消去 （995 ページ）
• ソフトウェア イメージ ファイルの消去 （995 ページ）

データ収集ジョブの制御
すべてのデータ収集タスク（およびデータ消去タスク）がジョブ ダッシュボードから制御され
ます。「ジョブ ダッシュボードを使用したジョブの管理 （33 ページ）」を参照してくださ
い。データ収集ジョブは、「システム ジョブ 」に一覧表示されています。

システム ジョブについて
次の表に、Cisco EPN Manager が実行するバックグラウンド データ収集ジョブの説明を示しま
す。
表 60 : インベントリ データ収集ジョブ

タスク名（Task Name）

デフォルト スケジュール 説明
（Default Schedule）

編集可能なオプション

インフラストラクチャ ジョブ
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タスク名（Task Name）

デフォルト スケジュール 説明
（Default Schedule）

編集可能なオプション

データのクリーンアップ（Data 2 時間
Cleanup）

このジョブは、日単位の
データファイルのクリーン
アップをスケジュールしま
す。

[スケジュールの編集（Edit
Schedule）] > [繰り返し
（Recurrencce）] の順に選択
し、ジョブをスケジュールす
るための適切な設定を選択し
ます。

デバイス設定の外部バックアッ 15 分
プ（Device Config
Backup-External）

このジョブは、すべてのデ
バイス設定（Zip 形式のテキ
ストファイル）を事前定義
された外部リポジトリにエ
クスポートします。リポジ
トリの設定や作成は CLI コ
マンドで行うことができま
す。サポートされているリ
ポジトリは FTP、SSH FTP
（SFTP）、ネットワーク
ファイル システム（NFS）
です。

[スケジュールの編集（Edit
Schedule）] > [繰り返し
（Recurrencce）] の順に選択
し、ジョブをスケジュールす
るための適切な設定を選択し
ます。
[編集（Edit）] アイコンをク
リックし、[最新の設定のみ
をエクスポートする（Export
only Latest Configuration）]
チェックボックスをオンにす
ると、最新の設定のみが転送
されます。
ロールベース アクセス コン
トロール（RBAC）で設定さ
れたユーザ権限に基づいて、
ジョブのプロパティを編集す
ることができます。

インデックス検索エンティティ 3 時間
（Index search Entities）

このジョブは、インデック [スケジュールの編集（Edit
ス検索エンティティをスケ Schedule）] > [繰り返し
ジュールします。
（Recurrencce）] の順に選択
し、ジョブをスケジュールす
るための適切な設定を選択し
ます。

サーバのバックアップ（Server 1 日
Backup）

このジョブは、Cisco EPN
Manager サーバの自動バッ
クアップをスケジュールし
ます。作成されるバック
アップは、アプリケーショ
ン バックアップです。
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Schedule）] > [繰り返し
（Recurrencce）] の順に選択
し、ジョブをスケジュールす
るための適切な設定を選択し
ます。
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タスク名（Task Name）

デフォルト スケジュール 説明
（Default Schedule）

スマート ライセンスのコンプ 無効
ライアンス ステータス（Smart
License Compliance Status）

編集可能なオプション

このジョブは、スマートラ 編集不可。
イセンスに対してデフォル
トのスケジュールで実行さ
れます。

インベントリおよびディスカバ
リ ジョブ
スイッチ インベントリ（Switch 1 日
Inventory）

このジョブは、特定のスケ
ジュールに従って定期的に
到達可能な検出済みデバイ
スのインベントリを収集し
ます。

[スケジュールの編集（Edit
Schedule）] > [繰り返し
（Recurrencce）] の順に選択
し、ジョブをスケジュールす
るための適切な設定を選択し
ます。

30 分

このジョブは、CWW 内の
デバイスの失敗した機能の
みのインベントリを収集
し、デバイス CF の定期的な
完全同期を実行します。こ
のジョブはデフォルトで一
時停止されます。顧客は選
択に基づいて有効化できま
す。

[スケジュールの編集（Edit
Schedule）] > [繰り返し
（Recurrencce）] の順に選択
し、ジョブをスケジュールす
るための適切な設定を選択し
ます。

自律型 AP の動作ステータス
（Autonomous AP Operational
Status）

5分

このジョブは、自律型ワイ
ヤレスアクセスポイントの
ステータスポーリングをス
ケジュールします。

[スケジュールの編集（Edit
Schedule）] > [繰り返し
（Recurrencce）] の順に選択
し、ジョブをスケジュールす
るための適切な設定を選択し
ます。

スイッチの動作ステータス
（Switch Operational Status）

5分

このジョブは、ノードの到 [スケジュールの編集（Edit
達可能性をチェックしま
Schedule）] > [繰り返し
す。
（Recurrencce）] の順に選択
し、ジョブをスケジュールす
るための適切な設定を選択し
ます。

failedFeatureSync

ステータス ジョブ
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タスク名（Task Name）

デフォルト スケジュール 説明
（Default Schedule）

編集可能なオプション

サードパーティ アクセス ポイ 3 時間
ントの動作ステータス（Third
party Access Point Operational
Status）

このジョブは、サードパー
ティ AP の動作ステータス
ポーリングをスケジュール
します。

[スケジュールの編集（Edit
Schedule）] > [繰り返し
（Recurrencce）] の順に選択
し、ジョブをスケジュールす
るための適切な設定を選択し
ます。

サードパーティ コントローラ 3 時間
の動作ステータス（Third party
Controller Operational Status）

このジョブは、サードパー
ティコントローラの動作ス
テータスポーリングをスケ
ジュールします。

[スケジュールの編集（Edit
Schedule）] > [繰り返し
（Recurrencce）] の順に選択
し、ジョブをスケジュールす
るための適切な設定を選択し
ます。

ワイヤレス AP 検出（Wireless 5 分
AP Discovery）

このジョブは、ワイヤレス [スケジュールの編集（Edit
AP 検出をスケジュールしま Schedule）] > [繰り返し
す。
（Recurrencce）] の順に選択
し、ジョブをスケジュールす
るための適切な設定を選択し
ます。

データ保持設定が Web GUI データに及ぼす影響
[データの保持（Data Retention）] ページで加えた変更に従って、Web GUI に表示される情報が
決まります。[データの保持（Data Retention）] ページを開くには、[管理（Administration ）] >
[設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、さらに [一般（General）] >
[データの保持（Data Retention）] を選択します。
たとえば、7 日より前の古い履歴パフォーマンス データが不要な場合、パフォーマンス データ
保持の値を次のように変更できます。
• [短期データ保持期間（Short-term Data Retention Period）]：1 日
• [中期データ保持期間（Medium-term Data Retain Period）]：3 日
• [長期データ保持期間（Long-term Data Retain Period）]：7 日
このような設定に変更すると、パフォーマンス レポートおよびパフォーマンス ダッシュボー
ドに表示されるすべてのデータは、過去 7 日間のみが対象になります。パフォーマンス レポー
トを作成すると、過去 7 日間より長いレポート期間を選択した場合でも、レポートには過去 7
日間のデータのみが含まれます（これは、保持するように選択したデータが 7 日間分であるた
めです）。
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同様に、パフォーマンス ダッシュボードを表示して 1 週間を超える時間枠を選択しても、ダッ
シュボードには過去 7 日間の日付のみが含まれます。
インターフェイスのモニタリング ポリシーを作成する際に、15 分ごと、5 分ごと、または 1 分
ごとのポーリング間隔を定義できます。選択したポーリング間隔に基づいてデバイス データが
ポーリングされ、Oracle データベースに保存されます。データは 1 時間ごとに AHxxx テーブ
ルに集約されます。また、1/5/15 分に設定されたポーリング間隔に関係なく、ADxxx テーブル
への集約が 1 日に 1 回行われます。
[インターフェイスヘルスポリシー（Interface Health Policy）] タブでは、頻度が 5 分に設定され
ている場合は、1 時間あたり 12 個のサンプルを表示できます。1 時間ごとにデータが集約テー
ブルに移動されてインターフェイス統計の平均値が算出され、1 時間ごとの集約テーブルに 1
つのエントリが表示されます。ポーリング間隔に関係なく、集約はすべてのポリシーで同一で
す。
データ保持の詳細とデータ ストレージの期間、イベント時間（ミリ秒単位）、および各データ
ベースのエンティティ ID とイベント時間を表示できます。パフォーマンス データと集約デー
タはパフォーマンス ダッシュレット > [インターフェイス（Interfaces）] > [トラフィック使用
率（Traffic Utilization）] タブに表示されます。

パフォーマンスおよびシステムのヘルス データ保持
（注）

デフォルト設定はインタラクティブ グラフから最も役立つ情報を取得するように最適化されて
いるため、トレンド、デバイス ヘルス、システム ヘルス、およびパフォーマンス データの保
持期間を変更しないことをお勧めします。
次の表に、[データの保持（Data Retention）] ページに表示される情報を示します。
データのタイ 説明
プ

デフォルトの保持設定

傾向データの デバイス関連の履歴情報。トレンド データ
保持期間
は全体として収集され、最小、最大、または
（Trend Data 平均として要約されます。
Retain
Periods）

毎時データの保持期間：15
（日）
日次データの保持期間：90
（日）
週次データの保持期間：54
（週）
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データのタイ 説明
プ

デフォルトの保持設定

デバイスヘル デバイスの到達可能性などの SNMP ポーリ
スデータの保 ングされたデバイス データ、および CPU、
持期間
メモリ、インターフェイスの使用率。
（Device
Health Data
Retain
Periods）

毎時データの保持期間：15
（日）

パフォーマン トラフィック統計などの保証データ。
スデータの保
• 短期データは 5 分ごとに集約されます。
持期間
• 中期データは 1 時間ごとに集約されま
（Performance
Data Retain
す。
Periods）
• 長期データは 1 日ごとに集約されます。

短期データの保持期間：7（日）

日次データの保持期間：90
（日）
週次データの保持期間：54
（週）

中期データの保持期間：31
（日）
長期データの保持期間：378
（日）

ネットワーク ユーザがトリガーする構成の監査レコードな 監査データの保持期間：90
監査データの ど。
（日）
保持期間
（Network
Audit Data
Retain Period）
システムヘル 管理ダッシュボードに表示されるほとんどの 毎時データの保持期間：1（日）
スデータの保 データが含まれます。
日次データの保持期間：7（日）
持期間
週次データの保持期間：54
（System
Health Data
（週）
Retain
Periods）
たとえば、これらは光パフォーマンス データの保持設定です。
• [オプティカル30秒（Optical 30 secs）] のパフォーマンスデータ（短期）は 1 時間保存され
ます。
• 光回線の 15 分間のパフォーマンスデータ（短期）はデフォルトでは 1 日間保存されます。
1 〜 14日の範囲で日数を変更できます。
• 光回線の 1 日のパフォーマンスデータ（中期）は、デフォルトで 30 日間保存されます。
30 〜 90 日の範囲で日数を変更できます。
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データベース テーブル別のデータ保持の指定
管理者は、[データ保存（Data Retention）] ページの [その他のデータ保存基準（Other Data
Retention Criteria）] セクションを使用して、特定の Cisco EPN Manager データベース テーブル
の保持期間を設定できます。次の属性を使用して保持期間を指定できます。
• [期間（時間単位）（Age (in hours)）]：データベース内のすべてのレコードの最大データ
保持期間を時間単位で指定します。
• [最大レコード数（Max Records）]：特定のデータベース テーブルに保持するレコードの最
大数を指定します。[最大レコード数（Max Records）] の値が「NA」の場合、考慮される
保持条件が [経過時間（Age）] 属性のみであることを意味します。
セクションは、複数のサブセクションに分類されます。それぞれのサブセクションには、各
データベース テーブル名と現在の [経過時間（Age）] および [最大レコード数（Max Records）]
の値が一覧表示されます。これらの値によって、テーブル内の個々のレコードが保持されるか
破棄されるかが決定されます。このページには、テーブル内のデータの期間経過を計算するた
めに使用される [経過時間（Age）] 属性テーブルも一覧表示されます。
このセクションのいずれかのテーブルの値を変更するときは、事前に Cisco Technical Assistance
Center に相談することを強くお勧めします。支援なしに変更すると、システム パフォーマンス
に悪影響を与える可能性があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [一般（General）]l >
[データの保持（Data Retention）] の順に選択します。
ステップ 2 [その他のデータ保存基準（Other Data Retention Criteria）] セクションを展開します。
ステップ 3 [経過時間（Age）] および [最大レコード数（Max Records）] の値を指定するデータベース テーブル サブセ
クションを展開します。
ステップ 4 一覧表示しているデータベース テーブルをクリックし、必要に応じて新しい値を入力します。
ステップ 5 [保存（Save）] をクリックします。

アラーム、イベント、および Syslog の消去
（注）

これらのデフォルトの消去設定は、最適なパフォーマンスを保証するために用意されていま
す。これらの設定を調整するときには、特に Cisco EPN Manager が非常に大規模なネットワー
ク（これらの設定値を大きくすると悪影響が生じる可能性がある）を管理している場合に注意
が必要です。
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Cisco EPN Manager は、最大 8000000 個のイベントと 2000000 個の syslog をデータベースに格
納します。
システム パフォーマンスを保護するため、Cisco EPN Manager は次の表の設定に従ってアラー
ム、イベント、および syslog を消去します。これらの設定はすべてデフォルトで有効化されま
す。データは毎日削除されます。アラーム テーブルは毎時チェックされ、アラーム テーブル
が 300,000 の上限を超えた場合、Cisco EPN Manager は、アラーム テーブルのサイズが制限内
に収まるまで、最も古いクリア済みアラームを削除します。
データ タイプ

削除されるまでの日数： デフォルト設定

アラーム：クリア済みのセキュリティ
アラーム

30日間

有効

アラーム：クリア済みの非セキュリティ 7 日
アラーム

有効

イベント

60 日

有効

Syslogs

30日間

有効

アラーム

30日間

無効

設定を変更するには、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System
Settings）] を選択して、[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] > [アラームおよびイ
ベント（Alarms and Events）] を選択し、[アラームおよびイベントのクリーンアップ オプショ
ン（Alarm and Event Cleanup Options）] エリアの設定を変更します。

ログの消去
ログの消去設定を調整するには、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ロギング
（Logging）] を選択します。ログは最大サイズに達するまで保存されます。最大サイズに達し
た時点で、ログ ファイルに番号が追加され、新しいログが開始されます。ログの数が最大数を
超えると、最も古いログが削除されます。
次の表に、一般ログと SNMP ログのデフォルトの消去値をリストします。
ログ タイプ

ログのサイズ ログの数

設定を変更する場合の参照先：

一般

10 MB

10

一般的なログ ファイルの設定とデフォルト サ
イズの調整 （1100 ページ）

SNMP

10 MB

5

一般的なシステム ログを表示して管理する （
1100 ページ）
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レポートの消去
デフォルトでは、リポジトリに保存されているレポートは 7 日後に削除されます。
リポジトリのディレクトリパスは次のとおりです。
• スケジュール済みレポートのリポジトリ：/localdisk/ftp/reports
• オンデマンドレポートのリポジトリ：localdisk/ftp/reportsOnDemand

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] の順に選択し、[一般
（Genera）] > [レポート（Reports）] を選択します。
ステップ 2 必要に応じて、サーバ上のレポート リポジトリの場所を変更します。リポジトリは、FTP ルート パーティ
ションの下になければなりません。
ステップ 3 デフォルトの消去までの経過期間を変更する場合は、[ファイルの保持期間（File Retain Period）] フィール
ドを 1 ～ 366 日の範囲の値で更新します。デフォルトの保持期間は 7 日間です。
ステップ 4 [保存（Save）] をクリックします。

保持期間を更新すると、Cisco EPN Manager はレポートをすぐには消去せず、一晩経過した後
にのみ消去します。

バックアップの消去
デフォルトで、2 つのバックアップがローカル リポジトリに保存されます。リモート リポジト
リを使用している場合は、自動バックアップ消去メカニズムがありません。古いバックアップ
を手動で削除する必要があります。保存する自動アプリケーション バックアップ数の変更 （
943 ページ） を参照してください。

デバイス コンフィギュレーション ファイルの消去
デバイスごとに、5 つのコンフィギュレーション ファイルが設定アーカイブに保存されます。
30 日より前のファイルは消去されます。デバイス コンフィギュレーション ファイルは手動で
削除することができません。デバイス コンフィギュレーション ファイルの詳細については、
デバイス コンフィギュレーション ファイルの管理 （131 ページ）を参照してください。

ソフトウェア イメージ ファイルの消去
デバイス ソフトウェア イメージ ファイルは、データベースから自動的には消去されません。
このファイルは、GUI クライアントを使用して手動で削除する必要があります。詳細について
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は、イメージ リポジトリからのソフトウェア イメージ ファイルの削除 （180 ページ）を参照
してください。
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章

ユーザ権限とデバイス アクセス
• ユーザ インターフェイス、ユーザ タイプ、およびそれらの間の遷移 （997 ページ）
• Cisco EPN Manager Web GUI のルートへのアクセスの有効化および無効化 （1001 ページ）
• ユーザが実行できるタスクの制御（ユーザグループ） （1002 ページ）
• ユーザの追加およびユーザ アカウントの管理 （1025 ページ）
• 現在ログイン中のユーザの確認 （1029 ページ）
• ユーザが実行するタスクを表示する（監査証跡） （1030 ページ）
• ジョブ承認者を設定してジョブを承認する （1031 ページ）
• ローカル認証のためのグローバル パスワード ポリシーの設定 （1031 ページ）
• 許可される同時セッションの数の設定 （1032 ページ）
• アイドル ユーザ用のグローバル タイムアウトを設定する （1032 ページ）
• デバイスへのユーザ アクセスを制御するための仮想ドメインの作成 （1034 ページ）
• ローカル認証の設定 （1044 ページ）
• 外部認証の設定 （1045 ページ）

ユーザインターフェイス、ユーザタイプ、およびそれら
の間の遷移
これらのトピックでは、Cisco EPN Manager で使用される GUI と CLI インターフェイス、およ
び Cisco EPN Manager と Linux CLI インターフェイス間の遷移について説明します。
• ユーザ インターフェイスとユーザ タイプ （997 ページ）
• Cisco EPN Manager で CLI ユーザ インターフェイスを切り替える方法 （1000 ページ）

ユーザ インターフェイスとユーザ タイプ
次の表に、Cisco EPN Manager （CEPNM）によって採用されたユーザ インターフェイスと、各
インターフェイスにアクセス可能なユーザのタイプの説明を示します。
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CEPNM ユーザ イン
ターフェイス

インターフェイスの説明

CEPNM ユーザ タイプ

CEPNM Web GUI

Web GUI を使用して日常業務と管理
業務を容易にする Web インターフェ
イス。これらのユーザは、さまざま
なレベルの権限を持つことができ、
ロールベース アクセス コントロール
（RBAC）クラスとサブクラスに分類
されます。

[Web GUI通常ユーザ（Web GUI everyday users）]Cisco
EPN Manager：Web GUI のルートユーザによって作成さ
れます。このユーザは、さまざまなレベルの権限を持ち、
ユーザグループ（管理者、スーパーユーザ、構成マネー
ジャなど）と呼ばれるロールベースアクセスコントロー
ル（RBAC）クラスとサブクラスに分類されます。ユー
ザ グループについては、ユーザ グループのタイプ （1003
ページ）を参照してください。

このインターフェイスは、Cisco EPN
Manager の CLI 管理ユーザと CLI 構 Cisco EPN Manager Web GUI ルート ユーザ：インストー
成ユーザによって提供される操作の ル時に作成され、Web GUI への 1 回目のログインと他の
サブセットを提供します。
ユーザ アカウントの作成に使用されます。このアカウン
トは、管理者権限を持つ少なくとも 1 人の Web GUI ユー
ザ、つまり、管理者ユーザまたはスーパーユーザユーザ
グループに属している Web GUI ユーザの作成後に無効に
する必要があります。Web GUI ルート ユーザの無効化お
よび有効化 （1002 ページ）を参照してください。
（注）

Cisco EPN Manager Web GUI ルート ユーザは、
Linux CLI ルート ユーザと同じではなく、Cisco
EPN Manager CLI 管理者ユーザとも異なります。

.
[ノースバウンドイン
ターフェイス
（NBI）REST API
（North Bound
Interface (NBI) REST
API）]

NBI は REST アプリケーション プロ
グラミング インターフェイスであ
り、クライアントシステムが Cisco
EPN Manager と通信して通常の操作
および管理操作を実行できるように
します。NBI は REST アプリケーショ
ン プログラミング インターフェイス
であり、クライアントシステムが
Cisco EPN Manager と通信して日常的
な操作および管理操作を実行できる
ようにします。

[Cisco EPN Manager NBI ユーザ（Cisco EPN Manager NBI
users）]：Web GUI ルートユーザによって作成されます。
これらのユーザには、3 種類の異なる権限があり、ロー
ルベースのアクセスコントロール（RBAC）クラスと NBI
ユーザグループというサブクラス（NBI 読み取り、NBI
書き込み、NBI クレデンシャル（廃止））に分類されま
す。ユーザグループの詳細については、次の項を参照し
てください。 ユーザ グループ - NBI （1004 ページ）

また、これらの NBI ユーザは、さま
ざまなレベルの権限を持つこともで
き、ロールベース アクセス コント
ロール（RBAC）クラスとサブクラス
にも分類されます。
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CEPNM ユーザ イン
ターフェイス

インターフェイスの説明

CEPNM ユーザ タイプ

CEPNM 管理者 CLI

システムへのセキュアで限定的なア
クセスを提供するシスコ独自のシェ
ル（Linux シェルと比較した場合）。
この管理者シェルと CLI は、高度な
Cisco EPN Manager 管理タスク用のコ
マンドを提供します。これらのコマ
ンドについては、このガイドを通し
て説明します。この CLI を使用する
には、Cisco EPN Manager CLI 管理者
ユーザ アクセス権を持っている必要
があります。SSH を使用してリモー
ト コンピュータからこのシェルにア
クセスできます。

Cisco EPN Manager CLI 管理者ユーザ：インストール時
に作成され、アプリケーションの停止と再起動やリモー
トバックアップリポジトリの作成などの管理操作に使用
されます（この管理操作のサブセットは、Web GUI から
使用できます）。

Linux シェルよりセキュアで限定され
たシスコ独自のシェル。この構成シェ
ルと CLI は、Cisco EPN Manager シス
テム設定タスク用のコマンドを提供
します。これらのコマンドについて
は、このガイドを通して説明します。
この CLI を使用するには、管理者レ
ベルのユーザ アクセス権を持ってい
る必要があります（この表の [ユーザ
タイプ（User Types）] 列内の情報を
参照）。管理者 CLI シェルからこの
シェルにアクセスできます。

管理者 CLI ユーザは、次のコマンドを使用して、さまざ
まな理由で他の CLI ユーザを作成できます。

CEPNM 構成 CLI

Linux CLI

このユーザが実行可能な操作のリストを表示するには、
プロンプトで ? と入力します。
一部のタスクは、コンフィギュレーション モードで実行
する必要があります。コンフィギュレーション モードに
移行するには、Cisco EPN Manager 管理 CLI と Cisco EPN
Manager 構成 CLI の切り替え （1000 ページ）内の手順を使
用します。

(config) username username password role {admin|user}
password

これらのユーザには、作成期間に定義された管理者に準
ずる権限/ロールまたはより低レベルの権限を付与できま
す。管理者権限を持つ Cisco EPN Manager CLI ユーザを作
成するには、admin キーワードを指定して username コマ
ンドを実行します。それ以外のユーザを作成する場合は、
user キーワードを使用します。

すべての Linux コマンドを提供する Linux CLI 管理ユーザ：インストール時に作成され、Linux
Linux シェル。Linux シェルは、シス レベルの管理目的に使用されます。
コ テクニカル サポート担当者のみが
使用できます。標準のシステム管理
者は、Linux シェルを使用しないでく
ださい。SSH を使用してリモート コ
ンピュータからこのシェルに到達す
ることはできません。到達するには、
Cisco EPN Manager 管理者シェルと
CLI を経由する必要があります。
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Cisco EPN Manager で CLI ユーザ インターフェイスを切り替える方法
Cisco EPN Manager 管理 CLI と Cisco EPN Manager 設定 CLI 間の移行方法については、次のセ
クションを参照してください

Cisco EPN Manager 管理 CLI と Cisco EPN Manager 構成 CLI の切り替え
Cisco EPN Manager 管理 CLI から Cisco EPN Manager 構成 CLI に移行するには、admin プロンプ
トで config と入力します。
(admin)# config
(config)#

構成 CLI から管理 CLI に戻るには、config プロンプトで exit または end と入力します。
(config)# exit
(admin)#

Linux CLI ルート ユーザとしてのログインおよびログアウト
Linux CLI のシェル ユーザは、管理アクセス権を持つユーザ（Linux CLI 管理者ユーザ）と、
ルート アクセス権を持つユーザ（Linux CLI ルート ユーザ）の 2 つです。Cisco EPN Manager
で CLI ユーザ インターフェイスを切り替える方法 （1000 ページ）に、さまざまな CLI ユーザと
してログインおよびログアウトするためのフロー図を示しています。
Linux CLI ルート ユーザとしてログインするには、Cisco EPN Manager CLI 管理者ユーザから
Linux CLI 管理者ユーザに移行し、さらに Linux CLI ルート ユーザに移行する必要があります。
次に、実行する必要がある具体的な手順を示します。
始める前に
Linux CLI ユーザが無効になっている場合は、再度有効にします。での Linux CLI ユーザの無効
化および有効化 Cisco EPN Manager （1001 ページ）を参照してください。

ステップ 1 Linux CLI ルート ユーザとしてログインするには、次の手順を実行します。
a)

Cisco EPN Manager サーバで SSH セッションを開始して、Cisco EPN Manager CLI 管理者ユーザとして
ログインします。

b) Cisco EPN Manager CLI 管理者ユーザが Linux CLI 管理者ユーザとしてログインします。
shell
Enter shell access password:

c)

password

Linux CLI ルート ユーザとしてログインします。
sudo -i

デフォルトでは、Linux CLI のシェル プロンプトは Linux CLI 管理者およびルート ユーザに対するもの
と同じです。whoami コマンドを使用して、現在のユーザを確認できます。
ステップ 2 終了するには、次の手順を実行します。
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a)

Linux CLI ルート ユーザとしてログアウトします。
exit

b) Linux CLI 管理者ユーザとしてログアウトします。
exit

これで Cisco EPN Manager CLI 管理者ユーザとしてログインしていることになります。

次のタスク
セキュリティ上の理由から、Linux CLI ユーザを無効にします。での Linux CLI ユーザの無効化
および有効化 Cisco EPN Manager （1001 ページ） を参照してください。

Cisco EPN Manager Web GUI のルートへのアクセスの有効
化および無効化
管理者権限またはスーパーユーザ権限を持つ他の Web GUI ユーザを 1 人以上作成したら、Cisco
EPN Manager Web GUI root ユーザを無効にする必要があります。Web GUI ルート ユーザの無
効化および有効化 （1002 ページ）を参照してください。

での Linux CLI ユーザの無効化および有効化 Cisco EPN Manager
この手順では、Cisco EPN Manager で稼働している展開環境で Linux CLI 管理シェルを無効化お
よび有効化する方法を説明します。シェルを無効にすると、Linux CLI 管理ユーザまたはルー
ト ユーザとしてログインできなくなります。シェルが有効にされている場合、ユーザはCisco
EPN Manager で CLI ユーザ インターフェイスを切り替える方法 （1000 ページ）で説明している
手順に従ってログインできます。
始める前に
Linux CLI 管理ユーザのパスワードが必要です。

ステップ 1 Cisco EPN Manager CLI 管理ユーザとして Cisco EPN Manager にログインします。Cisco EPN Manager サーバ
との SSH セッションの確立 （967 ページ）を参照してください。
ステップ 2 Linux CLI 管理シェルを無効にするには（Linux CLI 管理ユーザおよびルート ユーザが無効になります）、
次のコマンドを実行します。
shell disable
Enter shell access password: passwd
shell access is disabled
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ステップ 3 Linux CLI 管理シェルを再び有効にするには、次のコマンドを実行します（このコマンドは、Cisco EPN
Manager CLI 管理ユーザとして実行する必要があります）。
shell
Shell access password is not set
Configure password for shell access
Password: passwd
Password again: passwd
Shell access password is set
Run the command again to enter shell

Web GUI ルート ユーザの無効化および有効化
ステップ 1 ルートとして Cisco EPN Manager Web GUI にログインし、ルート権限を持つ別の Web GUI ユーザ（つま
り、管理ユーザ グループまたはスーパー ユーザ グループに属する Web GUI ユーザ）を作成します。ユー
ザの追加およびユーザ アカウントの管理 （1025 ページ）を参照してください。上記のステップが完了する
と、Web GUI root アカウントを無効化できるようになります。
ステップ 2 次のコマンドを実行して Cisco EPN Manager Web GUI ルート ユーザ アカウントを無効化します（Web GUI
管理アカウントはアクティブな状態に維持されるので、必要なすべての CLI 関数を実行できます）。
ncs webroot disable

ステップ 3 アカウントを再び有効にするには、次のコマンドを実行します。
ncs webroot enable

ユーザが実行できるタスクの制御（ユーザグループ）
Web インターフェイス ユーザの場合、Cisco EPN Manager では、ユーザ認証はユーザグループ
を使用して実装されます。ユーザ グループには、ユーザがアクセスできる Cisco EPN Manager
の部分およびユーザがその部分で実行できるタスクを制御するタスクの一覧が含まれていま
す。
ユーザ グループはユーザの操作を制御しますが、仮想ドメインはユーザがこれらのタスクを実
行できるデバイスを制御します。仮想ドメインの詳細については、「デバイスへのユーザ アク
セスを制御するための仮想ドメインの作成 （1034 ページ）」を参照してください。
Cisco EPN Manager では、いくつかのユーザ グループが事前定義されています。ユーザがユー
ザ グループに属している場合、ユーザはそのグループのすべての認証設定を継承します。ユー
ザは通常、アカウントが作成されるときにユーザ グループに追加されます。
次のトピックでは、ユーザ認証の管理方法について説明します。
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• ユーザ グループのタイプ （1003 ページ）
• ユーザが実行できるタスクの表示と変更 （1004 ページ）
• ユーザが属しているグループを表示して変更する （1006 ページ）
• ユーザ グループとそのメンバーの表示 （1006 ページ）
• カスタム ユーザ グループの作成 （1023 ページ）
• グループで実行できるタスクを表示および変更する （1023 ページ）
• RADIUS および TACACS+ での Cisco EPN Manager ユーザ グループの使用 （1024 ページ）

ユーザ グループのタイプ
Cisco EPN Manager は、次の事前定義のユーザ グループを提供します。
• ユーザ グループ：Web UI （1003 ページ）
• ユーザ グループ - NBI （1004 ページ）
CLI ユーザについては、ユーザ インターフェイスとユーザ タイプ （997 ページ）を参照してく
ださい）。

ユーザ グループ：Web UI
Cisco EPN Manager は、次の表にリストされているデフォルトの Web GUI ユーザ グループを提
供します。Monitor Lite ユーザ グループに属するユーザを除き、ユーザを複数のグループに割
り当てることができます（Monitor Lite は、権限が非常に制限されているユーザ向けであるた
めです）。
各ユーザ グループとデフォルト設定に関係するタスクについては、グループで実行できるタス
クを表示および変更する （1023 ページ）を参照してください。
ユーザ グループ グループ タスク フォーカス
Root

すべての操作。このグループの権限は編集できません。インストール後に、
root Web UI ユーザが使用可能になります。ユーザ インターフェイスとユー
ザ タイプ （997 ページ）を参照してください。Web GUI ルート ユーザの無
効化および有効化 （1002 ページ）に説明されているとおり、Admin または
Super Users 権限で別のユーザを作成し、root Web UI ユーザを無効にするこ
とをお勧めします。

スーパーユーザ すべての操作（デフォルトなし）。このグループの権限は編集できます。
ルートユーザの権限に類似した権限を有効にすることができます。
Admin

システムとサーバを管理します。モニタリングや設定に関する操作を実行
できます。このグループの権限は編集できます。

Config Managers ネットワークを設定およびモニタします（管理タスクは行いません）。こ
のグループに割り当てられる権限は、編集可能です。
System
Monitoring

ネットワークをモニタします（設定タスクは行いません）。このグループ
の権限は編集できます。
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ユーザ グループ グループ タスク フォーカス
Help Desk Admin ヘルプ デスクとユーザ設定関連のページにしかアクセスできません。これ
は、ユーザ インターフェイスへのアクセスがない特殊なグループです。
Lobby
Ambassador

ゲスト ユーザのみのユーザ管理。このユーザ グループのメンバーは、他の
ユーザ グループのメンバーを兼ねることはできません。

ユーザ定義 1 - 4 N/A：これらはブランクのグループで、必要に応じて編集したり、カスタマ
イズしたりできます。
Monitor Lite

ネットワーク トポロジおよびユーザ タグを表示します。このグループの権
限は編集できません。このユーザ グループのメンバーは、他のユーザ グ
ループのメンバーを兼ねることはできません。

North Bound API SOAP API にアクセスします。
User Assistant

ローカル ネット ユーザ管理のみ。このユーザ グループのメンバーは、他の
ユーザ グループのメンバーを兼ねることはできません。

mDNS Policy
Admin

mDNS ポリシー管理機能。

ユーザ グループ - NBI
Cisco EPN Manager は、次の表に記載されているデフォルトの NBI ユーザ グループを提供しま
す。これらのグループ内の権限は編集できません。
各ユーザ グループとデフォルト設定に関係するタスクについては、グループで実行できるタス
クを表示および変更する （1023 ページ）を参照してください。
ユーザ グループ アクセス対象：
NBI クレデン
シャル（廃止）

MTOSI NBI を使用したクレデンシャル管理。他の NBI または Web UI ユー
ザ グループに属することもできます。

NBI Read

RESTCONF NBI 読み取り操作（HTTP GET）。他の NBI または Web UI ユー
ザ グループに属することもできます。

NBI Write

RESTCONF NBI 書き込み操作（HTTP PUT、POST、DELETE）。他の NBI
または Web UI ユーザ グループに属することもできます。

ユーザが実行できるタスクの表示と変更
ユーザが実行できるタスクは、ユーザが所属するユーザ グループによって制御されます。ユー
ザが所属するグループと、ユーザが実行する権限を持つタスクを確認するには、次の手順を実
行します。
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（注）

ユーザがアクセスできるデバイスを確認する場合は、ユーザへの仮想ドメインの割り当て （
1041 ページ）を参照してください。

ステップ 1 [管理（Administrration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、およびAAA（Users, Roles & AAA）] を
選択し、ユーザ名を見つけます。
ステップ 2 ユーザ名を見つけて、[以下のメンバー（Member of）] の列をチェックして、ユーザが所属するユーザ グ
ループを見つけます。
ステップ 3 ユーザ グループのハイパーリンクをクリックします。[グループの詳細（Group Detail）] ウィンドウで、グ
ループのメンバーが実行できるタスクと実行できないタスクのリストを表示します。
• チェックが付けられているチェックボックスは、グループ メンバーがそのタスクを実行する権限を
持っていることを意味します。チェックボックスがグレー表示されている場合は、タスクを無効にで
きません。たとえば、Cisco EPN Manager では、Monitor Lite ユーザ グループの [タグの表示（View
tags）] タスクを削除できません。これは、そのユーザ グループにとって不可欠なタスクであるためで
す。
• チェックボックスがオフの場合は、グループ メンバーがそのタスクを実行できないことを示します。
オフのチェックボックスがグレー表示されている場合は、そのユーザ グループに対してタスクを有効
にすることができません。
Web GUI ルートと Monitor Lite グループ、および NBI グループは編集できません。
ステップ 4 権限を変更するには、次の選択肢があります。
（注）

この操作は慎重に行ってください。[グループ詳細（Group Detail）] ウィンドウでタスクのチェッ
クボックスをオンまたはオフにすると、すべてのグループ メンバーに変更が適用されます。

• すべてのユーザ グループのメンバーの権限を変更します。グループで実行できるタスクを表示および
変更する （1023 ページ）を参照してください。
• 別のユーザ グループにユーザを追加します。事前定義されたユーザ グループについては、ユーザ グ
ループ：Web UI （1003 ページ） とユーザ グループ - NBI （1004 ページ） で説明します。これらのトピッ
クでは、グループの制限についても説明します。たとえば、ユーザが事前定義済みの Monitor Lite ユー
ザ グループに属している場合、そのユーザは他のグループに所属することはできません。
• このグループからユーザを削除します。ユーザが属しているグループを表示して変更する （1006 ペー
ジ）を参照してください。
• カスタマイズされたユーザ グループを使用し、ユーザをそのグループに追加します。既存のカスタマ
イズされたグループを確認するには、グループで実行できるタスクを表示および変更する （1023 ペー
ジ）を参照してください。新たにカスタマイズされたグループを作成するには、カスタム ユーザ グ
ループの作成 （1023 ページ）を参照してください。
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ユーザが属しているグループを表示して変更する
ユーザが実行可能なタスクは、そのユーザが属しているユーザ グループによって決定されま
す。通常は、ユーザ アカウントの作成時に設定されます（ユーザの追加および削除 （1027 ペー
ジ）を参照）。ユーザ グループについては、ユーザ グループのタイプ （1003 ページ）で説明し
ます。
この手順では、ユーザが属しているグループを表示し、必要に応じて、ユーザのグループ メン
バーシップを変更する方法について説明します。

ステップ 1 > [管理（Administration）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] を選択してから、[ユー
ザ（Users）] をクリックします。
ステップ 2 [ユーザ名（User Name）] 列で、ユーザ名のハイパーリンクを探してクリックし、[ユーザの詳細（User
Details）] ウィンドウを開きます。すべてのユーザ グループが [一般（General）] タブの下に一覧表示され
ます。
• オンになっているチェックボックスは、ユーザがそのグループに属していることを意味します。オン
になっているボックスが灰色表示されている場合は、そのグループからユーザを削除できないことを
意味します。たとえば、Cisco EPN Manager では、ルート ユーザ グループから root という名前のユー
ザを削除できません。
• オフになっているチェックボックスは、ユーザがそのグループに属していないことを意味します。オ
フになっているチェックボックスが灰色表示されている場合は、そのグループにユーザを追加できな
いことを意味します
（グループが実行可能なタスクをチェックするには、左側のサイドバー メニューで、[ユーザ グループ
（User Groups）] を選択し、グループ名をクリックします）。
ステップ 3 ユーザが属しているグループを変更するには、[ユーザの詳細（User Details）] ウィンドウで該当するグルー
プを選択して選択解除してから、[保存（Save）] をクリックします。

ユーザ グループとそのメンバーの表示
ユーザは、Monitoring Lite などの非常に制限されたグループに属していない限り、複数のグルー
プに所属できます。この手順では、既存のユーザ グループとそのメンバーを表示する方法を説
明します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] を
選択し、[ユーザ グループ（User Groups）] をクリックします。
[ユーザ グループ（User Groups）] ページには、既存のすべてのユーザ グループとそのメンバーの短いリス
トが表示されます。これらのグループの詳細については、ユーザ グループのタイプ （1003 ページ）を参照
してください。
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ステップ 2 グループのすべてのメンバーを表示するには、グループのハイパーリンクをクリックして [グループの詳細
（Group Details）] ウィンドウを開き、[メンバー（Members）] タブをクリックします。
ステップ 3 これらのグループを変更する場合は、以下を参照してください。
• グループで実行できるタスクを表示および変更する （1023 ページ）
• ユーザが属しているグループを表示して変更する （1006 ページ）

ユーザグループの権限とタスクの説明
次の表に、ユーザグループの権限とタスクの説明を示します。
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表 61 : ユーザグループの権限とタスクの説明

タスクグループ名

タスク名

説明

Administrative Operations

デバイスコンソール設定

ユーザはデバイスコンソール
で設定コマンドを実行できま
す

デバイスコンソール表示

ユーザはデバイスコンソール
で show コマンドを実行できま
す

監査ログのエクスポート
（Export Audit Logs Access）

ユーザは [管理メガ（Admin
Mega）] メニューから [イン
ポートポリシーの更新（Import
Policy Update）] にアクセスで
きます

ヘルスモニタの詳細（Health
Monitor Details）

ユーザはサイトのヘルススコ
ア定義を変更できます

ハイ アベイラビリティ設定

ユーザはプライマリサーバと
セカンダリサーバのペアリン
グに [ハイアベイラビリティ
（High Availability）] を設定で
きます

インポートポリシーの更新
（Import Policy Update）

ユーザはポリシーの更新を手
動でダウンロードし、コンプ
ライアンスおよび監査マネー
ジャエンジンにインポートで
きます

ライセンスセンター/スマート ユーザはライセンスセンター/
ライセンス（License
スマートライセンスにアクセ
Center/Smart License）
スできます
ログ

ユーザはログレベルを設定で
きるメニュー項目にアクセス
できます

スケジュールされたタスクと バックグラウンドタスクを表
データコレクション
示する画面へのアクセスを制
（Scheduled Tasks and Data
御します
Collection）
システム設定（System
Settings）
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タスクグループ名

タスク名

説明
[管理（Administration）] > [シ
ステム設定（System Settings）]
メニューへのアクセスを制御
します

ユーザ定義フィールド

ユーザはユーザ定義フィール
ドを作成できます

ユーザ設定

[管理（Administration）] >
[ユーザ設定（User
Preference）] メニューへのア
クセスを制御します。

監査ログの表示へのアクセス ユーザは [ネットワーク
（View Audit Logs Access）
（Network）] および [システム
監査（System audits）] を表示
できます
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タスクグループ名

タスク名

Alerts and Events

ACK アラートおよび UNACK ユーザは既存のアラームの確
認応答または確認応答解除を
アラート（Ack and Unack
実行できます
Alerts）
アラームポリシー（Alarm
Policies）

説明

ユーザはアラームポリシーに
アクセスできます。

アラームポリシーの編集アク ユーザはアラームポリシーを
セス（Alarm Policies Edit
編集できます
Access）
アラートの削除およびクリア ユーザはアクティブアラーム
（Delete and Clear Alerts）
をクリアおよび削除できます
電子メール通知

ユーザは電子メール通知の転
送を設定できます

通知ポリシーの読み取りアク ユーザはアラーム通知ポリ
セス（Notification Policies Read シーを表示できます
Access）
通知ポリシーの読み取り/書き ユーザはアラーム通知ポリ
込みアクセス（Notification
シーを設定できます
Policies Read-Write Access）
アラートの選択および選択解 ユーザはアラートを選択およ
除（Pick and Unpick Alerts）
び選択解除できます

ライセンスの確認

トラブルシューティング

ユーザはアラームで traceroute
や ping などの基本的なトラブ
ルシューティングを実行でき
ます

アラート状態の表示（View
Alert Condition）

ユーザはアラート条件を表示
できます。

アラートとイベントの表示
（View Alerts and Events）

ユーザはイベントおよびア
ラームのリストを表示できま
す

ライセンスの確認

ユーザはコントローラライセ
ンスや MSE ライセンスなどの
ライセンスの有効性を確認で
きます
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ユーザグループの権限とタスクの説明

タスクグループ名

タスク名

説明

[設定（Configure）] メニュー [設定（Configure）] メニュー ユーザは設定メニューのすべ
タスク
アクセス
ての機能にアクセスできます
デバイス設定エクスポートの ユーザは、サニタイズされて
サニタイズの解除
いない設定アーカイブを公開
できます
診断タスク（Diagnostic Tasks） 診断情報（Diagnostic
Information）

[診断（Diagnostic）] ページへ
のアクセスを制御します。

デバイス設定エクスポートの ユーザは、サニタイズされて
サニタイズの解除
いない設定アーカイブを公開
できます
フィードバックタスクとサ
ポートのタスク

自動フィードバック
（Automated Feedback）

自動フィードバックにアクセ
スできます

TAC ケース管理ツール（TAC ユーザは TAC ケースを開くこ
Case Management Tool）
とができます
グローバル変数の設定（Global グローバル変数へのアクセス ユーザはグローバル変数にア
クセスできます。
Variable Configuration）
（Global Variable Access）
グループ管理（Groups
Management）

グループメンバーの追加（Add ユーザはデバイスやポートな
Group Members）
どのエンティティをグループ
に追加できます
グループの追加（Add Groups） ユーザはグループを作成でき
ます
グループメンバーの削除
（Delete Group Members）

ユーザはグループからメン
バーを削除できます

グループの削除

ユーザはグループを削除でき
ます

グループのエクスポート
（Export Groups）

ユーザはグループをエクス
ポートできます

グループのインポート（Import ユーザはグループをインポー
Groups）
トできます
グループの変更（Modify
Groups）

ユーザは名前、親、ルールな
どのグループ属性を編集でき
ます

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1011

Cisco EPN Manager システムの管理
ユーザグループの権限とタスクの説明

タスクグループ名

タスク名

説明

[ヘルプ（Help）] メニュータ
スク

[ヘルプ（Help）] メニューア
クセス

ユーザは [ヘルプ（Help）] メ
ニューにアクセスできます

[ホーム（Home）] メニュータ [ホーム（Home）] メニューア ユーザはホームページにアク
スク
クセス
セスできます
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Cisco EPN Manager システムの管理
ユーザグループの権限とタスクの説明

タスクグループ名

タスク名

説明

ジョブ管理

ジョブの承認（Approve Job） ユーザは別のユーザに承認を
得るためにジョブを送信でき
ます
ジョブのキャンセル（Cancel
Job）

ユーザは実行中のジョブを
キャンセルできます

[ジョブの削除（Delete Job）]

ユーザは [ジョブ（Jobs）] ダッ
シュボードからジョブを削除
できます

[ジョブの編集（Edit Job）]

ユーザは [ジョブ（Jobs）] ダッ
シュボードからジョブを編集
できます

ジョブの一時停止（Pause
Job）

ユーザは実行中のジョブとシ
ステムジョブを一時停止でき
ます

ジョブのスケジュール
（Schedule Job）

ユーザはジョブをスケジュー
ルできます

ジョブの表示（Schedule Job） ユーザはスケジュール済みの
ジョブを表示できます
編集ジョブの展開の設定
（Config Deploy Edit Job）

ユーザは展開済みのジョブの
設定を編集できます

デバイス設定バックアップ
ユーザはリポジトリやファイ
ジョブの編集アクセス（Device ル暗号化パスワードなどの外
Config Backup Job Edit Access） 部バックアップ設定を変更で
きます
ジョブ通知メール（Job
Notification Mail）

ユーザはさまざまなジョブタ
イプに関して通知メールを設
定できます

ジョブの実行（Run Job）

ユーザは一時停止されたジョ
ブとスケジュール済みのジョ
ブを実行できます

[システムジョブ（System
Jobs）] タブへのアクセス

ユーザはシステムジョブを表
示できます

[モニタ（Monitor）] メニュー [モニタ（Monitor）] メニュー ユーザは [モニタ（Monitor）]
メニューのすべての機能にア
タスク
アクセス
クセスできます
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Cisco EPN Manager システムの管理
ユーザグループの権限とタスクの説明

タスクグループ名

タスク名

説明

ネットワーク構成

デバイスの追加アクセス（Add ユーザは Cisco EPN Manager に
Device Access）
デバイスを追加できます
管理テンプレートへの書き込 ユーザ定義ロールの管理テン
みアクセス（Admin Templates プレートへの書き込みアクセ
Write Access）
スを有効にするには、この
チェックボックスをオンにし
ます
自動プロビジョニング（Auto 自動プロビジョニングにアク
Provisioning）
セスできます
アラームモニタポリシー

アラームモニタポリシーにア
クセスできます

コンプライアンス監査の修正 ユーザはコンプライアンス修
アクセス（Compliance Audit Fix 正ジョブおよびレポートを表
Access）
示、スケジュール、エクス
ポートできます
コンプライアンス監査 PAS へ ユーザは「PSIRT」および
のアクセス（Compliance Audit 「EOX」のジョブおよびレ
PAS Access）
ポートを表示、スケジュー
ル、エクスポートできます。
コンプライアンス監査ポリ
ユーザはコンプライアンスポ
シーへのアクセス（Compliance リシーを作成、変更、削除、
Audit Policy Access）
インポート、エクスポートで
きます
コンプライアンス監査プロ
ファイルへのアクセス
（Compliance Audit Profile
Access）

ユーザはコンプライアンス監
査ジョブまたはレポートにつ
いては表示、スケジュール、
エクスポートでき、違反概要
については表示およびダウン
ロードできます

コンプライアンス監査プロ
ファイル編集アクセス
（Compliance Audit Profile Edit
Access）

ユーザはコンプライアンス プ
ロファイルについては作成、
変更、削除でき、コンプライ
アンス監査ジョブまたはレ
ポートについては表示、スケ
ジュール、エクスポートで
き、違反概要については表示
およびダウンロードできます
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ユーザグループの権限とタスクの説明

タスクグループ名

タスク名

説明

設定アーカイブの読み取りタ 設定アーカイブの読み取りア
スク
クセスを許可します
設定アーカイブの読み取り/書 設定アーカイブの読み取り/書
き込みタスク
き込みアクセスを許可します
設定テンプレートへの読み取 読み取り専用モードで設定テ
りアクセス（Configuration
ンプレートにアクセスできま
Templates Read Access）
す
ACS View Server の設定
ACS View Server にアクセスし
（Configure ACS View Servers） て管理できます
設定グループの設定
（Configure Config Groups）

設定グループにアクセスでき
ます

ISE サーバの設定

ユーザは Cisco EPN Manager で
ISE サーバを管理できます

テンプレートの設定
（Configure Templates）

ユーザは機能テンプレートの
CRUD 操作を実行してテンプ
レートを設定できます

クレデンシャルプロファイル ユーザはクレデンシャルプロ
の Add_Edit へのアクセス
ファイルを追加および編集で
（Credential Profile Add_Edit
きます
Access）
クレデンシャルプロファイル ユーザはクレデンシャルプロ
の削除アクセス（Credential
ファイルを削除できます
Profile Delete Access）
クレデンシャルプロファイル ユーザはクレデンシャルプロ
の表示アクセス（Credential
ファイルを表示できます
Profile View Access）
デバイスアクセスの削除
（Delete Device Access）

ユーザは Cisco EPN Manager か
らデバイスを削除できます

アクセス設定の展開（Deploy ユーザは設定と IWAN テンプ
Configuring Access）
レートを展開できます
設計設定テンプレートへのア ユーザは、[設定
クセス（Design Configuration （Configuration）] から共有ポ
Template Access）
リシー オブジェクト テンプ
レートや設定グループテンプ
レートを作成できます
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ユーザグループの権限とタスクの説明

タスクグループ名

タスク名

説明

デバイス一括インポートアク ユーザは CSV ファイルからデ
セス（Device Bulk Import
バイスの一括インポートを実
Access）
行できます
デバイス表示設定アクセス
（Device View configuration
Access）

ユーザはデバイスワークセン
ターでデバイスを設定できま
す

デバイスアクセスのエクス
ユーザはデバイスクレデン
ポート（Export Device Access） シャルやデバイスのその他の
詳細情報を編集できます
デバイスアクセスのエクス
ユーザはクレデンシャルなど
ポート（Export Device Access） のデバイスのリストを CSV
ファイルとしてエクスポート
できます。
ネットワーク デバイス

ユーザはネットワークデバイ
スにアクセスできます

ネットワークトポロジの編集 ユーザはトポロジマップでデ
（Network Topology Edit）
バイス、リンク、ネットワー
クを作成でき、手動で作成し
たリンクを編集して、イン
ターフェイスを割り当てるこ
とができます
プロビジョニングアクセス

プロビジョニングにアクセス
できます

QoS プロファイル設定アクセ ユーザは次の操作を行えま
ス
す。QoS プロファイルの作成/
変更/削除、QoS プロファイル
の展開ジョブのスケジュー
ル、またはインターフェイス
の関連付け/関連付け解除、お
よび検出済み QoS プロファイ
ルのインポート/エクスポート
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Cisco EPN Manager システムの管理
ユーザグループの権限とタスクの説明

タスクグループ名

タスク名

ネットワーク モニタリング

管理ダッシュボードへのアク ユーザは管理ダッシュボード
にアクセスできます
セス（Admin Dashboard
Access）
シャーシビューの読み取り

説明

シャーシビューの読み取りに
アクセスできます

シャーシビューの読み取り/書 シャーシビューの読み取り/書
き込み
き込みにアクセスできます
設定監査ダッシュボード
（Config Audit Dashboard）

ユーザは設定監査ダッシュ
ボードにアクセスできます

データ収集管理アクセス（Data ユーザは [アシュアランスデー
Collection Management Access） タソース（Assurance Data
Sources）] ページにアクセスで
きます
詳細ダッシュボードへのアク ユーザは詳細ダッシュボード
セス（Details Dashboard
にアクセスできます
Access）
インシデントアラームイベン ユーザはインシデントアラー
トへのアクセス（Incidents
ムイベントにアクセスできま
Alarms Events Access）
す。
最新の設定監査レポート
ユーザは最新の設定監査レ
（Latest Config Audit Report） ポートを表示できます
ネットワーク トポロジ

ユーザはネットワークトポロ
ジマップを起動し、マップ内
のデバイスとリンクを表示で
きます

パフォーマンス ダッシュボー ユーザはパフォーマンス ダッ
ドへのアクセス（Performance シュボードにアクセスできま
Dashboard Access）
す

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1017

Cisco EPN Manager システムの管理
ユーザグループの権限とタスクの説明

タスクグループ名

タスク名

説明

OTDR

OTDR 設定プロファイル

OTDR 設定プロファイルにア
クセスできます

OTDR 実行スキャン

ユーザは OTDR スキャンにア
クセスできます

OTDR 設定基準

OTDR 基準にアクセスできま
す

OTDR ビューのスキャン結果 ユーザは OTDR スキャン結果
を表示できます
製品使用状況レポート

製品のフィードバック
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Cisco EPN Manager システムの管理
ユーザグループの権限とタスクの説明

タスクグループ名

タスク名

説明

レポート

コンプライアンス レポート

ユーザは設定監査、ネット
ワークの不一致、PCI DSS 詳
細レポートおよび PCI DSS サ
マリーレポート、PSIRT 詳細
レポートおよび PSIRT サマ
リーレポートをカスタマイズ
できます

読み取り専用コンプライアン ユーザは設定監査、ネット
スレポート（Compliance
ワークの不一致、PCI DSS 詳
Reports Read Only）
細レポートおよび PCI DSS サ
マリーレポート、PSIRT 詳細
レポートおよび PSIRT サマ
リーレポートを表示できます
カスタムコンポジットレポー ユーザは 2 つ以上（最大 5 つ
ト（Custom Composite Report） のレポート）の既存のレポー
トテンプレートを使用して
「カスタム」レポートを単一
レポートに作成できます
デバイス レポート

ユーザはデバイスに関連する
特定のレポートのモニタリン
グに固有のレポートを実行で
きます

読み取り専用デバイスレポー ユーザは生成されたデバイス
ト（Device Reports Read Only） レポートを読むことができま
す。
Network Summary レポート

ユーザはネットワーク サマ
リー レポートを作成および実
行できます。

読み取り専用ネットワーク サ ユーザはすべてのサマリーレ
マリー レポート（Network
ポートを表示できます
Summary Reports Read Only）
光パフォーマンス レポート

ユーザは光パフォーマンスレ
ポートを作成できます

読み取り専用光パフォーマン ユーザは光パフォーマンスレ
スレポート
ポートを表示できます
パフォーマンス レポート

ユーザはパフォーマンスレ
ポートを作成できます
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タスクグループ名

タスク名

説明

読み取り専用パフォーマンス ユーザはパフォーマンスレ
レポート（Performance Reports ポートを表示できます
Read Only）
レポート ラウンチ パッド

ユーザは [レポート（Report）]
ページにアクセスできます

レポート実行履歴（Report Run ユーザはレポート履歴を表示
History）
できます
レポートリストの実行（Run
Reports List）

ユーザはレポートを実行でき
ます

保存済みレポートリスト
（Saved Reports List）

ユーザはレポートを保存でき
ます

システム モニタリング レポー ユーザはシステム モニタリン
ト
グ レポートを表示できます
仮想ドメインリスト（Virtual
Domains List）
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ユーザグループの権限とタスクの説明

タスクグループ名

タスク名

ソフトウェア イメージの管理 ソフトウェアイメージ管理
サーバの追加（Add Software
Image Management Servers）

説明
ユーザはソフトウェアイメー
ジ管理サーバを追加できます

イメージ詳細ビュー

ユーザはイメージの詳細を表
示できます

プロトコルの管理

ユーザはプロトコルを管理で
きます

SWIM のアクセス権限

SWIM のアクセス権限

SWIM の有効化

SWIM の有効化

SWIM 収集

SWIM 収集

SWIM の削除

SWIM の削除

SWIM のディストリビュー
ション

SWIM のディストリビュー
ション

SWIM のユーザ設定の保存

ユーザは [システム設定
（System Settings）] > [イメー
ジ管理（Image Management）]
ページで設定オプションを保
存できます

ソフトウェア情報の更新

ユーザは最小 RAM、最小
FLASH、最小ブート ROM の
バージョンなど、イメージの
プロパティを編集して保存で
きます

SWIM の推奨事項

ユーザは Cisco.com およびロー
カルリポジトリからイメージ
を推奨できます

SWIM のアップグレード分析 ユーザはソフトウェアイメー
ジを分析して、ソフトウェア
のアップグレードを実行する
前に、ハードウェアのアップ
グレード（該当する場合は
ブート ROM、フラッシュメモ
リ、RAM、ブートフラッ
シュ）が必要かどうかを判断
できます
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タスクグループ名

タスク名

説明

ユーザ管理

監査証跡

ユーザはユーザのログインお
よびログアウトに関する [監査
証跡（Audit trails）] にアクセ
スできます

LDAP サーバ（LDAP Server） ユーザは [LDAPサーバ（LDAP
Server）] メニューにアクセス
できます
RADIUS サーバ

ユーザは [RADIUSサーバ
（RADIUS Servers）] メニュー
にアクセスできます

SSO サーバ AAA モード（SSO ユーザは [AAA] メニューにア
Server AAA Mode）
クセスできます。
SSO サーバ

ユーザは [SSO] メニューにア
クセスできます。

TACACS+ サーバ

ユーザは [TACACS+サーバ
（TACACS+ Servers）] メ
ニューにアクセスできます。

ユーザとグループ

ユーザは [ユーザとグループ
（Users and Groups）] メニュー
にアクセスできます

仮想ドメイン管理（Virtual
Domain Management）

ユーザは [仮想ドメイン管理
（Virtual Domain
Management）] メニューにア
クセスできます

[仮想要素（Virtual Elements）] 仮想ドメインを作成、または
タブへのアクセス（Virtual
メンバーを仮想ドメインに追
Elements Tab Access）
加する場合、ユーザは [仮想要
素（Virtual Elements）] タブに
アクセスすることができ、仮
想要素（データセンター、ク
ラスタ、ホスト）を仮想ドメ
インに追加できます
オンラインヘルプの表示
（View Online Help）

OnlineHelp
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Cisco EPN Manager システムの管理
カスタム ユーザ グループの作成

カスタム ユーザ グループの作成
Cisco EPN Manager に用意されている一連の定義済みユーザ グループを利用してユーザの権限
を制御できます。これらの定義済みグループ（ユーザ グループのタイプ （1003 ページ）を参
照）に含まれているユーザ定義グループをカスタマイズすることで、展開に固有のユーザ グ
ループを作成できます。次の手順で、4 つの定義済みユーザ定義グループ テンプレートのうち
の 1 つを使用してカスタム グループを作成する方法を説明します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] の
順に選択し、[ユーザ グループ（User Groups）] を選択します。
ステップ 2 メンバーがないユーザ定義グループを見つけて、そのグループ名のハイパーリンクをクリックします。
ステップ 3 [グループの詳細（Group Detail）] ウィンドウでタスクをオンまたはオフにして、グループ アクセス権限を
カスタマイズします。タスクが灰色で表示されている場合、その設定を調整することはできません。ユー
ザグループの名前を変更することはできません。.
ステップ 4 [保存（Save）] をクリックして設定を保存します。
ステップ 5 グループにメンバーを追加するには、該当するユーザ アカウントを編集して、そのユーザを新しいグルー
プに追加します。ユーザ アカウントの調整の詳細については、ユーザの追加および削除 （1027 ページ）を
参照してください。

グループで実行できるタスクを表示および変更する
既存のユーザ グループに関する情報と、グループ メンバーが実行できるタスクに関する情報
を入手するには、次の手順に従ってください。事前定義されているユーザ グループの詳細につ
いては、「ユーザ グループとそのメンバーの表示 （1006 ページ）」を参照してください。

（注）

デバイス アクセスを変更する場合は、「ユーザへの仮想ドメインの割り当て （1041 ページ）」
を参照してください。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] を
選択し、[ユーザ グループ（User Groups）] を選択します。
[ユーザ グループ（User Groups）] ページには、既存のすべてのユーザ グループが一覧表示されます。
ステップ 2 ユーザ グループのハイパーリンクをクリックします。[グループの詳細（Group Detail）] ウィンドウに、グ
ループのアクセス許可が一覧表示されます。
• チェックマークの付いているタスクは、グループ メンバーがそのタスクを実行する権限を持っている
ことを示します。チェックボックスがグレー表示されている場合は、タスクを無効にできません。
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• チェックボックスがオフの場合は、グループ メンバーがそのタスクを実行できないことを示します。
オフのチェックボックスがグレー表示されている場合は、そのユーザ グループに対してタスクを有効
にすることができません。
Web GUI ルートと Monitor Lite グループ、および NBI グループは編集できません。
ステップ 3 すべてのグループ メンバーに影響するグループの権限を変更する場合は、タスクのチェックボックスをオ
ンまたはオフにして、[保存（Save）] をクリックします。
（注）

この操作は慎重に行ってください。[グループ詳細（Group Detail）] ウィンドウでタスクのチェッ
クボックスをオンまたはオフにすると、すべてのグループ メンバーに変更が適用されます。この
操作の代わりに、[ユーザ定義（User Defined）] グループ テンプレートの 1 つを使用して新しいグ
ループを作成する方法もあります。「カスタム ユーザ グループの作成 （1023 ページ）」を参照し
てください。

RADIUS および TACACS+ での Cisco EPN Manager ユーザ グループの使
用
Cisco EPN Manager に存在するユーザ グループを認識するように、RADIUS または TACACS+
サーバを設定する必要があります。RADIUS および TACACS+ の Cisco EPN Manager ユーザ グ
ループとロール属性のエクスポート （1024 ページ）の手順に従って、これを実行できます。

RADIUS および TACACS+ の Cisco EPN Manager ユーザ グループとロール属性のエクスポー
ト
RADIUS または TACACS+ を使用している場合は、すべての Cisco EPN Manager ユーザ グルー
プおよびロール情報を Cisco Access Control Server（ACS）または Cisco Identity Services Engine
（ISE）サーバにコピーする必要があります。これを行うには、Cisco EPN Manager Web GUI に
ある [タスク リスト（Task List）] ダイアログボックスを使用します。データを Cisco ACS また
は Cisco ISE サーバにエクスポートしない場合、Cisco EPN Manager は、ユーザに割り当てられ
たタスクの実行を許可しません。
次の情報をエクスポートする必要があります。
• TACACS+：仮想ドメインおよびロールの情報が必要です（タスクは自動的に追加されま
す）。
• RADIUS：仮想ドメインおよび権限の情報が必要です（タスクは自動的に追加されます）。
[タスク リスト（Task List）] ダイアログの情報は、Cisco ACS サーバ用に事前に書式設定され
ています。
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（注）

外部サーバにタスクを追加するときには、[ホーム メニュー アクセス（Home Menu Access）]
タスクを必ず追加してください。これはすべてのユーザで必須です。

始める前に
「外部認証の設定 （1045 ページ） 」の説明に従い、AAA サーバを追加し、AAA モードを設定
していることを確認してください。

ステップ 1 Cisco EPN Manager で、次の手順を実行します。
a)

[管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザグループ（User Groups）] を選択します。

b) [ユーザグループ（User Groups）] テーブルで、ユーザ グループ行の末尾にある [タスクリスト（Task
List）] ハイパーリンクをクリックして、各ユーザ グループのロールをコピーします。
• RADIUS を使用している場合は、[RADIUSカスタム属性（RADIUS Custom Attributes）] フィール
ドの role0 行を右クリックして、[コピー（Copy）] を選択します。
• TACACS+ を使用している場合は、[TACACS+カスタム属性（TACACS+ Custom Attributes）] フィー
ルドの role0 行を右クリックして、[コピー（Copy）] を選択します。
ステップ 2 Cisco ACS または Cisco ISE サーバに情報を貼り付けます。次の手順は、Cisco ACS の既存のユーザ グルー
プに情報を追加する方法を示しています。この情報をまだ Cisco ACS または Cisco ISE に追加していない場
合は、次を参照してください。
• Cisco ACS と RADIUS または TACACS+ を使用した外部認証
• Cisco ISE と RADIUS または TACACS+ による外部認証 （1047 ページ）
a)

[ユーザ設定（User Setup）] または [グループ設定（Group Setup）] に移動します。

b) 該当するユーザまたはグループの [設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。
c)

該当するテキスト ボックスに属性一覧を貼り付けます。

d) これらの属性を有効にするチェックボックスをオンにしてから、[送信して再起動（Submit + Restart）]
をクリックします。

ユーザの追加およびユーザ アカウントの管理
• 管理者権限を持つ Web GUI ユーザの作成 （1026 ページ）
• ユーザの追加および削除 （1027 ページ）
• ユーザ アカウントの無効化（ロック） （1028 ページ）
• ユーザのパスワードを変更する （1028 ページ）
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管理者権限を持つ Web GUI ユーザの作成
インストール後、Cisco EPN Manager には root という名前の GUI ルート アカウントが作成さ
れています。このアカウントは、サーバに初めてログインして次のものを作成するために使用
されます。
• 製品および機能を管理する、管理者権限を持つ Web GUI ユーザ
• その他すべてのユーザ アカウント
通常の操作には Web GUI root アカウントを使用しないでください。セキュリティ上の理由か
ら、管理者権限（およびすべてのデバイスへのアクセス権）を持つ新しい Web GUI ユーザを
作成した後には Web GUI root アカウントを無効にしてください。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] を
選択し、[ユーザ（Users）] を選択します。
ステップ 2 [ユーザ名（Username）] テキストボックスにユーザ名を入力します。
ステップ 3 パスワードを入力します。新しいパスワードは、パスワードポリシーで指定された条件を満たす必要があ
ります。[?] アイコンをクリックして、パスワードポリシーを表示します。
（オプション）[新しいパスワードを生成（Generate New Password）] ボタンをクリックして、システムに
よって生成されるセキュアなパスワードを設定します。このボタンをクリックすると、新しいパスワード
が隣のテキストボックスに表示されます。[新しいパスワード（New password）] および [パスワードの確認
（Confirm password）] テキストボックスにも同じものが表示されます。目のアイコンをクリックするとパ
スワードの表示/非表示が切り替わります。[コピー（Copy）] ボタンをクリックして、パスワードをクリッ
プボードにコピーすることもできます。
ダイアログボックス内の値をクリアするには、[リセット（Reset）] ボタンをクリックします。
ステップ 4 （オプション）ユーザの [名（First Name）]、[姓（Last Name）]、および [説明（Description）] を入力しま
す。
ステップ 5 [電子メールアドレス（Email Address）] テキストボックスに電子メールアドレスを入力します。
ステップ 6 [一般（General）] タブの [このユーザに割り当てられているグループ（Groups Assigned to This User）] で、
[管理（Admin）] をクリックします。
ステップ 7 [仮想ドメイン（Virtual Domains）] タブをクリックして、ユーザがアクセスできるデバイスを指定します。
すべてのデバイスへのアクセス権を持つ管理者 Web GUI ユーザ（ROOT-DOMAIN）を 1 つ以上作成する必
要があります。仮想ドメインの詳細については、デバイスへのユーザ アクセスを制御するための仮想ドメ
インの作成 （1034 ページ）を参照してください。
（注）

親仮想ドメインを選択すると、その下の子（従属）仮想ドメインも選択されます。

ステップ 8 [保存（Save）] をクリックします。
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（注）

新しいユーザを作成するときは、ブラウザにユーザのログイン情報を自動入力したり保存したり
しないでください。

次のタスク
まだ行っていない場合は、セキュリティ上の理由から、Web GUI ルート ユーザの無効化およ
び有効化 （1002 ページ）の説明に従って Web GUI root アカウントを無効にしてください。

ユーザの追加および削除
ユーザ アカウントを作成する前に、デバイス アクセスを制御するための仮想ドメインを作成
し、アカウントの作成時にそれらの仮想ドメインを適用できるようにします。この作業を行わ
ないと、ユーザ アカウントを編集してドメイン アクセスを追加しなければならなくなります。
デバイスへのユーザ アクセスを制御するための仮想ドメインの作成 （1034 ページ）を参照して
ください。
アカウントを（削除するのではなく）一時的に無効にするには、ユーザ アカウントの無効化
（ロック） （1028 ページ）を参照してください。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] の
順に選択し、[ユーザ（Users）] を選択します。
ステップ 2 [ユーザの追加（Add User）] をクリックします。
ステップ 3 ユーザ アカウントを設定します。
a)

ユーザ名とパスワードを入力します。
（注）

パスワードを自動生成するには、ユーザ名と電子メールアドレスを入力します。詳細につい
ては、ユーザのパスワードの自動生成 （1028 ページ）を参照してください。

b) ユーザの名、姓、説明を入力します。
c)

ユーザが実行できるアクションを制御するために、1 つ以上のユーザ グループを選択します。ユーザ
グループについては、ユーザ グループとそのメンバーの表示 （1006 ページ）を参照してください。

d) ユーザがアクセスできるデバイスを制御するために、[仮想ドメイン（Virtual Domains）] タブをクリッ
クし、ドメインをユーザに割り当てます。（デバイスへのユーザ アクセスを制御するための仮想ドメ
インの作成 （1034 ページ）を参照）。
ステップ 4 [保存（Save）] をクリックします。
（注）

新しいユーザを作成するときは、ブラウザにユーザのログイン情報を自動入力したり保存したり
しないでください。

ステップ 5 ユーザ アカウントを削除するには、[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウンリストから [ユー
ザの削除（Delete User）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
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ユーザ アカウントの無効化（ロック）
一時的にユーザが Cisco EPN Manager GUI にログインできないようにするには、ユーザ アカウ
ントを無効にします。ユーザが一時的にジョブ機能を変更する場合にこのように設定すること
があります。ユーザがログインしようとすると、Cisco EPN Manager では、アカウントがロッ
クされているためにログインが失敗したことを伝えるメッセージが表示されます。ユーザを再
作成することなく、後でアカウントをアンロックできます。ユーザ アカウントを削除する場合
は、ユーザの追加および削除 （1027 ページ）を参照してください。
期限失効前にパスワードを変更しなかった場合は、自動的にユーザ アカウントが無効になりま
す。この場合、パスワードをリセットできるのは管理者だけです。ユーザのパスワードを変更
する （1028 ページ）およびローカル認証のためのグローバル パスワード ポリシーの設定 （1031
ページ）を参照してください。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] の
順に選択し、次に [ユーザ（Users）] をクリックします。
ステップ 2 アクセスを無効または有効にするユーザを選択します。
ステップ 3 [ユーザのロック（Lock User(s)）]（または [ユーザのロック解除（Unlock User(s)）] をクリックします。

ユーザのパスワードを変更する
パスワードルールを設定して、ユーザにパスワードの変更を義務付けることができます（ロー
カル認証のためのグローバル パスワード ポリシーの設定 （1031 ページ）を参照）。ユーザは、
パスワードの変更 （3 ページ）の説明に従って、自分のパスワードを変更できます。ユーザ
のパスワードを手動で変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] を
選択してから、[ユーザ（Users）] をクリックします。
ステップ 2 ユーザ名のハイパーリンクをクリックします。
ステップ 3 新しいパスワードをパスワード フィールドに入力してから、[保存（Save）] をクリックします。

ユーザのパスワードの自動生成
Cisco EPN Manager には、電子メールサーバの可用性に基づいて新規および既存のユーザのパ
スワードを自動生成するオプションが用意されています。このオプションが有効になっている
場合、システムはパスワードの詳細を含む電子メールをユーザに送信します。
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（注）

[パスワードの自動生成（Auto-generate Passwords）] オプションは、電子メールサーバが設定さ
れている場合にのみ使用できます。
パスワードを自動生成してユーザに電子メールで送信するには、次の手順を実行します。
始める前に
電子メールサーバを設定します。詳細については、SMTP 電子メール サーバの設定 （969 ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles, & AAA）] >
[ローカルパスワードポリシー（Local Password Policy）] を選択します。
ステップ 2 [パスワードの自動生成（Auto-generate Passwords）] チェックボックスをオンにします。
ステップ 3 [保存（Save）] をクリックして変更を保存します。
ステップ 4 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] に
移動し、[ユーザ（Users）] をクリックします。
a)

新しいユーザの場合は、ユーザ名と電子メールアドレスを入力します。

b) 既存のユーザの場合は、[パスワードのリセット（Reset Password）] を選択します。
ステップ 5 [保存（Save）] をクリックして変更を保存し、ユーザに電子メール通知を送信します。

現在ログイン中のユーザの確認
現在 Cisco EPN Manager サーバにログインしているユーザを確認するには、この手順に従いま
す。また、現在の Web GUI セッションおよび過去のセッションでユーザが実行した操作の履
歴リストを参照することもできます。

（注）

デフォルトでは、Cisco EPN Manager は後続の 50 個のレコードをページネーションなしで表示
します。50 個を超えるレコードを表示するには、画面の右上隅にある [settings] アイコンをク
リックし、[My Preferences] > [General] > [Items per Page List] フィールドに必要な値を入力し
ます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、およびAAA（Users, Roles & AAA）] を
選択してから、[アクティブなセッション（Active Sessions）] を選択します。Cisco EPN Manager により、
Cisco EPN Manager サーバに現在ログインしているすべてのユーザと、各ユーザのクライアント マシンの
IPアドレスがリストされます。ユーザが管理対象デバイスに対して何らかのアクションを実行すると（ユー
ザが新しいデバイスを Cisco EPN Manager に追加する場合など）、デバイスの IP アドレスが [デバイスの
IP アドレス（Device IP Address）] 列にリストされます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1029

Cisco EPN Manager システムの管理
ユーザが実行するタスクを表示する（監査証跡）

ステップ 2 このユーザが実行したすべてのアクションの履歴リストを表示するには、ユーザ名に対応する監査証跡ア
イコンをクリックします。
ステップ 3 アクティブなユーザセッションを終了する場合は、[セッションの終了（End Session）] をクリックします。
（注）

[セッションの終了（End Session）] は、アクティブなユーザセッションのみを終了します。ユー
ザが再度ログインしないようにするには、ユーザ アカウントの無効化（ロック） （1028 ページ）
を参照してください。

ユーザが実行するタスクを表示する（監査証跡）
Cisco EPN Manager は、アクティブな Web GUI セッションおよび過去の Web GUI セッション
でユーザが実行したすべてのアクションの履歴を保持します。特定のユーザまたは特定のユー
ザ グループのすべてのメンバーが実行したタスクの履歴を一覧表示するには、次の手順に従っ
てください。監査情報には、タスクの説明、ユーザがタスクを実行したクライアントの IP ア
ドレス、およびタスクが実行された時刻が含まれます。タスクが管理対象デバイスに影響した
場合（ユーザが新しいデバイスを追加したまたは [デバイスコンソール（Device Console）] を
使用してネットワーク要素上でコマンドを発行した場合など）は、影響を受けたデバイスの IP
アドレスが [デバイスの IP アドレス（Device IP Address）] 列に表示されます。複数のデバイス
が変更された場合（たとえば、ユーザが構成テンプレートを 10 個のスイッチに展開した場合）
は、Cisco EPN Manager によって、各スイッチの監査エントリが表示されます。
Cisco EPN Manager Web GUI に現在ログインしているユーザを確認するには、「現在ログイン
中のユーザの確認 （1029 ページ）」を参照してください。
ユーザ固有ではない監査を表示するには、次のトピックを参照してください。
• GUI から実行されたアクションを監査する（システムの監査） （1098 ページ）
• 設定アーカイブとソフトウェア管理の変更を監査する（ネットワーク監査） （1095 ペー
ジ）
• ユーザによって行われる変更の監査（変更の監査） （1096 ページ）

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] を
選択します。
ステップ 2 特定のユーザが実行するタスクを表示するには：
1.

[ユーザ（Users）] を選択します。

2.

ユーザ名を見つけて、そのユーザに対応する [監査証跡（Audit Trail）] アイコンをクリックします。

ステップ 3 ユーザ グループのすべてのメンバーが実行したタスクの履歴リストを表示するには、次の手順に従ってく
ださい。
1.

[ユーザ グループ（User Groups）] を選択します。
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2.

ユーザ グループ名を見つけて、そのグループに対応する [監査証跡（Audit Trail）] アイコンをクリッ
クします。

ジョブ承認者を設定してジョブを承認する
ネットワークに大きな影響を与える可能性があるジョブを制御するには、ジョブ承認を使用し
ます。ジョブを承認する必要がある場合は、Cisco EPN Manager が管理者権限を持っているす
べてのユーザに電子メールを送信し、彼らの誰かが承認するまでジョブを実行しません。ジョ
ブが承認者によって拒否された場合は、そのジョブがデータベースから削除されます。デフォ
ルトでは、どのジョブでも承認は不要です。
ジョブ承認がすでに有効になっており、承認が必要なジョブを表示したり、ジョブを承認した
り、ジョブを拒否したりする場合は、[管理（Administration）] > [ダッシュボード
（Dashboards）] > [ジョブダッシュボード（Job Dashboard）] を選択してから、[ジョブ承認
（Job Approval）] リンクをクリックします。
ジョブ承認を有効にし、実行する前に承認が必要なジョブを設定するには、次の手順を実行し
ます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択してから、[一般
（General）] > [ジョブ承認（Job Approval）] を選択します。
ステップ 2 [ジョブ承認の有効化（Enable Job Approval）] チェックボックスをオンにします。
ステップ 3 承認用に設定するジョブを探して、それらを左側のフィールドから右側のフィールドに移動します。たと
えば、管理ユーザがデバイスの新規追加を承認するように設定する場合は、[インポートジョブ（Import
job）] タイプを移動します。
ステップ 4 カスタマイズされたジョブのタイプを指定するには、正規表現を使用して [ジョブ タイプ（Job Type）]
フィールドに文字列を入力し、[追加（Add）] をクリックします。たとえば、Config で始まるすべてのジョ
ブ タイプに対してジョブ承認を有効にするには、「Config.*」と入力します。
ステップ 5 [保存（Save）] をクリックします。

ローカル認証のためのグローバルパスワードポリシーの
設定
ローカル認証（Cisco EPN Manager の認証メカニズム）を使用している場合、Web GUI からグ
ローバル パスワード ポリシーを制御します。外部認証を使用して Cisco EPN Manager ユーザを
認証している場合、ポリシーは、外部アプリケーションによって制御されます（CLI を使用し
た外部認証の設定 （917 ページ）を参照）。
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デフォルトでは、ユーザは、任意の期間の経過後にパスワードの変更が強制されることはあり
ません。パスワード変更を強制し、他のパスワード ルールを設定するには、[管理
（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles &
AAA）] を選択し、[ローカル パスワード ポリシー（Local Password Policy）] を選択します。

（注）

新しいユーザが Cisco EPN Manager への初回ログイン時にデフォルトのパスワードを変更する
ように要求するには、[パスワードの変更（Change password）] を選択する必要があります。こ
のチェックボックスをオフにすると、ログイン時に [ホームダッシュボード（Home Dashboard）]
ページが開きます。

許可される同時セッションの数の設定
Cisco EPN Manager は、同時に実行できる同時セッションの数を設定するオプションを提供し
ます。最大 15 の同時セッションを設定できます。

（注）

この設定は、Cisco EPN Manager Web インターフェイスからログインしたセッションにのみ適
用されます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[一般
（General）] > [サーバ（Server）] を選択します。
ステップ 2 [Parallel Sessions] で、[Number of parallel sessions allowed] フィールドに 1 ～ 50 の範囲の値を入力します。
ステップ 3 [保存（Save）] をクリックします。この変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。

アイドルユーザ用のグローバルタイムアウトを設定する
Cisco EPN Manager には、アイドル ユーザを自動的にログアウトするタイミングと方法を制御
する、以下の 2 つの設定があります。
• [ユーザ アイドル タイムアウト（User Idle Timeout）]：タイムアウトになったときにユー
ザ セッションを自動的に終了するこの設定を無効にするか設定することができます。この
設定はデフォルトで有効になっており、15 分に設定されています。
• [グローバル アイドル タイムアウト（Global Idle Timeout）]：[ユーザ アイドル タイムアウ
ト（User Idle Timeout）] 設定よりも優先されます。[グローバルアイドルタイムアウト
（Global Idle Timeout）] はデフォルトで有効になっており、15 分に設定されています。管
理者権限を持つユーザのみが [グローバル アイドル タイムアウト（Global Idle Timeout）]
の設定を無効化したり、そのタイムリミットを変更できます。
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アイドルタイムアウト機能は、ブラウザが開くと動作し始めますが、ユーザの操作はありませ
ん。つまり、アイドルタイムアウトが 10 分で、ブラウザが開いており、ユーザにキーストロー
クやマウスクリックがない場合、ユーザは 10 分間非アクティブになるとログアウトされます。
ただし、ブラウザが Cisco EPN Manager からログアウトすることなく強制終了されると、デフォ
ルトでは Cisco EPN Manager に設定されたアイドルタイムアウト値に関わらず、60 分後に期限
切れになります。
デフォルトで、クライアント セッションは無効になっており、ユーザは 15 分間非アクティブ
だった場合に自動的にログアウトされます。これは、すべてのユーザに適用されるグローバル
設定です。セキュリティ上の理由から、このメカニズムは無効にしないでください。ただし、
次の手順を使用して、タイムアウト値を調整できます。アイドル ユーザのタイムアウトを無効
にする/変更するには、以下を参照してください。 アイドル ユーザのタイムアウトの無効化 （
1033 ページ）

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択してから、[一般
（General）] > [サーバ（Server）] を選択します。
ステップ 2 [グローバル アイドル タイムアウト（Global Idle Timeout）] 領域で、[すべてのアイドル ユーザをログアウ
トする（Logout all idle users）] チェックボックスがオンになっていること確認します（これは、メカニズ
ムが有効になっていることを意味します）。
ステップ 3 [後にすべてのアイドル ユーザをログアウトする（Logout all idle users after）] ドロップダウン リストで、
値を選択することによって、タイムアウトを設定します。
ステップ 4 [保存（Save）] をクリックします。変更を有効にするには、いったんログアウトして再度ログインする必
要があります。

アイドル ユーザのタイムアウトの無効化
デフォルトでは、一定の期間にわたって何も行われないと、クライアント セッションが無効に
なりユーザは自動的にログアウトされます。これはすべてのユーザに適用されるグローバル設
定です。インストール中にログアウトしないようにするには、次の手順に従って、システム設
定でアイドル ユーザの自動ログアウトを無効にすることを推奨します。

（注）

[グローバル アイドル タイムアウト（Global Idle Timeout）] 設定は、[ユーザ アイドル タイム
アウト（User Idle Timeout）] 設定より優先されます。グローバルアイドルタイムアウトを設定
するには、 『CiscoPrime Infrastructure Administrator Guide』を参照してください。
顧客がシステム設定で [すべてのアイドルユーザをログアウト（Logout all idle users）] を無効
にするか、またはルートユーザのマイプリファレンス設定で [アイドルユーザをログアウト
（Logout idle user）] を無効にするか、あるいはその両方で無効にするかに関係なく、Web サー
バのセッションタイムアウトに到達すると、セッションは最終的にタイムアウトします。これ
は、基本的にセキュリティポスチャを維持するためです。セッションタイムアウトの増減に関
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するガイドラインについては、https://owasp.org/www-community/Session_Timeout を参照してく
ださい。

（注）

セッションは非アクティブな場合にのみタイムアウトしますが、アクティブなユーザセッショ
ンはタイムアウトしません。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[一般
（General）] > [サーバ（Server）] を選択します。
ステップ 2 [グローバル アイドル タイムアウト（Global Idle Timeout）] エリアで、[すべてのアイドル ユーザをログア
ウトする（Logout all idle users）] チェックボックスをオフにし、[保存（Save）] をクリックします。
ステップ 3 Web GUI ウィンドウの右上にある
す。

をクリックし、[マイ プリファレンス（My Preferences）] を選択しま

ステップ 4 [ユーザ アイドル タイムアウト（User Idle Timeout）] エリアで [アイドル状態ユーザのログアウト（Logout
idle user）] チェックボックスをオフにし、[保存（Save）] をクリックします。
アイドル タイムアウトの値を変更する必要がある場合は、[アイドル状態ユーザのログアウト（Logout idle
user）] チェックボックスをオンにし、[アイドル ユーザをログアウトするまでの時間（Logout idle user
after）] ドロップダウンリストから、アイドル タイムアウト制限を 1 つ選択します。（ただし、この値は
[グローバル アイドル タイムアウト（Global Idle Timeout）] に設定されている値を超えることはできませ
ん）。
ステップ 5 [保存（Save）] をクリックします。変更を有効にするには、いったんログアウトして再度ログインする必
要があります。

デバイスへのユーザアクセスを制御するための仮想ドメ
インの作成
• 仮想ドメインとは （1035 ページ）
• 仮想ドメインが Cisco EPN Manager 機能に及ぼす影響 （1035 ページ）
• 新しい仮想ドメインの作成 （1037 ページ）
• 仮想ドメインのリストのインポート （1039 ページ）
• 仮想ドメインへのネットワーク デバイスの追加 （1040 ページ）
• ユーザへの仮想ドメインの割り当て （1041 ページ）
• RADIUS および TACACS+ の Cisco EPN Manager 仮想ドメイン属性のエクスポート （1042
ページ）
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• 仮想ドメインの編集 （1041 ページ）
• 仮想ドメインの削除 （1042 ページ）

仮想ドメインとは
仮想ドメインは、デバイス、サイト、およびその他の NE の論理グループで、それらの NE に
アクセスできるユーザを制御するために使用されます。仮想ドメインに含める要素とその仮想
ドメインへのアクセス権を付与するユーザを選択します。仮想ドメインは、物理サイト、デバ
イス タイプ、ユーザ コミュニティ、または選択するあらゆる指定項目に基づいて設定できま
す。すべてのデバイスは ROOT-DOMAIN に属します。ROOT-DOMAIN はすべての新しい仮想
ドメインの親ドメインです。
仮想ドメインは、ユーザ グループと連携します。仮想ドメインは、ユーザがアクセスできるデ
バイスを制御しますが、ユーザ グループは、ユーザがそれらのデバイスで実行できるアクショ
ンを決定します。仮想ドメインへのアクセス権を持つユーザは、ユーザの権限に応じて、デバ
イスを設定したり、アラームを表示したり、仮想ドメインの NE に関するレポートを生成した
りできます。
デバイスを Cisco EPN Manager に追加したら、仮想ドメインを作成できます。各仮想ドメイン
には名前が必要です。必要に応じて、説明、電子メール アドレス、およびタイム ゾーンも指
定できます。Cisco EPN Manager はドメイン固有のレポートをスケジュールおよび電子メール
送信する際に、この電子メール アドレスとタイム ゾーンを使用します。
ユーザは、一度に 1 つの仮想ドメインで作業します。ユーザは、[仮想ドメイン（Virtual
Domain）] ドロップダウン リストから別の仮想ドメインを選択することによって、現在の仮想
ドメインを変更できます（別の仮想ドメインで作業する （32 ページ）を参照してください）。
仮想ドメインをセットアップする前に、ネットワークの特定の領域を管理するユーザを決定し
ます。次に、ニーズに応じて（たとえば、地域ごと、デバイス タイプごと、ネットワークが機
能するユーザ コミュニティごと）仮想ドメインを編成します。

仮想ドメインが Cisco EPN Manager 機能に及ぼす影響
仮想ドメインは、階層構造で編成されています。ROOT-DOMAIN ドメインには、すべての仮
想ドメインが含まれています。
ネットワーク要素は階層的に管理されるため、デバイス（および一部の関連する機能とコン
ポーネント）のユーザ ビューがユーザの仮想ドメインの影響を受けます。次のトピックでは、
これらの機能に対する仮想ドメインの影響について説明します。
• レポートと仮想ドメイン （1036 ページ）
• 検索と仮想ドメイン （1036 ページ）
• アラームと仮想ドメイン （1036 ページ）
• マップおよび仮想ドメイン （1036 ページ）
• 設定テンプレートと仮想ドメイン （1036 ページ）
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• グループおよび仮想ドメインの設定 （1037 ページ）
• 電子メール通知と仮想ドメイン （1037 ページ）

レポートと仮想ドメイン
レポートには、アクティブ仮想ドメインに属しているコンポーネントのみが含まれています。
親仮想ドメインは、その子ドメインからのレポートは表示できません。新しいコンポーネント
は、その追加後に生成されたレポートにのみ反映されます。

検索と仮想ドメイン
検索結果には、アクティブ ドメインに属しているコンポーネントのみが含まれます。検索が実
行され保存されたドメインと同じドメインに位置している場合にのみ保存した検索結果が表示
されます。親ドメインで作業する場合、子ドメインで実行した検索結果は表示されません。

アラームと仮想ドメイン
コンポーネントが仮想ドメインに追加された場合、そのコンポーネントの以前のアラームは、
該当する仮想ドメインに表示されません。新しいアラームだけが表示されます。たとえば、
ネットワーク要素が Cisco EPN Manager に追加され、追加の前後でそのネットワーク要素がア
ラームを生成した場合は、追加後に生成されたアラームのみがアラーム履歴に記録されます。

（注）

アラーム電子メール通知の場合は、ROOT-DOMAIN 仮想ドメインだけがロケーション通知、
ロケーション サーバ、および Cisco EPN Manager 電子メール通知を有効にできます。

マップおよび仮想ドメイン
マップには、アクティブな仮想ドメインのメンバーであるネットワーク要素のみが表示されま
す。

設定テンプレートと仮想ドメイン
仮想ドメインで作成または検出した設定テンプレートは、その仮想ドメイン内のネットワーク
要素にのみ適用できます。テンプレートをデバイスに適用してから、そのデバイスを子ドメイ
ンに追加した場合は、その子ドメイン内の同じデバイスでもテンプレートを使用できるように
なります。

（注）

子ドメインを作成してから、設定テンプレートを仮想ドメイン内の両方のネットワーク要素に
適用した場合は、テンプレートが適用されたパーティションの数が Cisco EPN Manager に正し
く反映されない場合があります。
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グループおよび仮想ドメインの設定
親ドメインは、子ドメインの設定グループ内のネットワーク要素を表示できます。親ドメイン
は、子ドメインの設定グループを編集することもできます。

電子メール通知と仮想ドメイン
仮想ドメインごとに電子メール通知を設定できます。
アラーム電子メール通知の場合は、ROOT-DOMAIN だけがロケーション通知、ロケーション
サーバ、および電子メール通知を有効にできます。

新しい仮想ドメインの作成
新しい仮想ドメインを作成するには、仮想ドメインの目的の階層に応じて、次のいずれかの手
順を実行します。
新しい仮想ドメイン（new-domain）の作成場所：

手順の参照先：

ROOT-DOMAIN > new-domain

ROOT-DOMAIN 直下での仮想ドメイ
ンの作成 （1037 ページ）

ROOT-DOMAIN > existing-domain > new-domain

子仮想ドメイン（サブドメイン）の
作成 （1038 ページ）

ROOT-DOMAIN > existing-domain > existing-domain >
new-domain
（その他）

ROOT-DOMAIN 直下での仮想ドメインの作成
ROOT-DOMAIN の下に空の仮想ドメインを作成する手順を次に示します。また、複数の仮想
ドメインを一括に作成するには、仮想ドメインのリストのインポート （1039 ページ）の手順を
使用します。
ROOT-DOMAIN の下に仮想ドメインがすでに存在しており、その仮想ドメインの下に新しい
ドメイン（子ドメイン）を作成するには、子仮想ドメイン（サブドメイン）の作成 （1038 ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [仮想ドメイン（Virtual Domains）] の順に選択します。
ステップ 2 [仮想ドメイン（Virtual Domains）] サイドバー メニューで [+] アイコン（[新規ドメインの追加（Add New
Domain）]）をクリックします。
ステップ 3 [名前（Name）] テキスト ボックスに名前を入力します。これは必須です。
ステップ 4 （オプション）新しいドメインのタイム ゾーン、電子メール アドレス、および説明を入力します。
ステップ 5 [送信（Submit）] をクリックして、新しく作成された仮想ドメインの概要を表示します。
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次のタスク
仮想ドメインへのネットワーク デバイスの追加 （1040 ページ）の手順に従い、仮想ドメインに
デバイスを追加します。

子仮想ドメイン（サブドメイン）の作成
次の手順を実行すると、仮想子ドメイン（サブドメインともいう）が作成されます。子仮想ド
メインは ROOT-DOMAIN の直下にあるドメインではなく、ROOT-DOMAIN 直下のドメインの
下にあるドメインです。
ROOT-DOMAIN の直下に新しい仮想ドメインを表示させるには、この手順を使用しないでく
ださい。その場合には、ROOT-DOMAIN 直下での仮想ドメインの作成 （1037 ページ）を参照し
てください。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [仮想ドメイン（Virtual Domains）] を選択します。
ステップ 2 [仮想ドメイン（Virtual Domains）] サイドバー メニューで、次の手順を実行します。
a)

その下に新しい子ドメインを作成するドメインを見つけます。（これは親ドメインと呼ばれます。）
この例では、親ドメインは California です。

b) ドメイン名の隣にある情報（[i]）アイコンをクリックします。データ ポップアップ ウィンドウが開き
ます。
c)

ポップアップ ウィンドウで、[サブドメインの作成（Create Sub Domain）] をクリックします。ナビゲー
ション ペインがリスト ビューに切り替わり、親ドメイン [California] が [無題（Untitled）] の上に表示
されます。

ステップ 3 [名前（Name）] テキスト ボックスに名前を入力します。これは必須です。この例では、新しい子ドメイン
に Los Angeles という名前を付けます。（ナビゲーション ペインに表示される名前は、新しい子ドメイン
を保存するまでは、[無題（Untitled）] から [Los Angeles] に変更されません。）

ステップ 4 （オプション）新しいドメインのタイム ゾーン、電子メール アドレス、および説明を入力します。
ステップ 5 [送信（Submit）] をクリックし、新しい子ドメインを作成することを確認します。階層ビューに戻るには、
ナビゲーション ペイにの上部にある表示トグル ボタンをクリックします。
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表示が階層ビューに戻ります。

次のタスク
仮想ドメインへのネットワーク デバイスの追加 （1040 ページ）の説明に従って、仮想ドメイン
にデバイスを追加します。

仮想ドメインのリストのインポート
複数の仮想ドメインを作成する予定の場合、またはドメインを複雑な階層にする場合は、より
簡単な方法として、それらを正しくフォーマットされた CSV ファイルで指定して、そのファ
イルをインポートできます。CSV フォーマットを使用すれば、作成した仮想ドメインだけでな
く、その親ドメインの名前、説明、タイム ゾーン、および電子メール アドレスも指定できま
す。仮想ドメインへのネットワーク要素の追加は、別途行う必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [仮想ドメイン（Virtual Domains）] の順に選択します。
ステップ 2 [ドメインのインポート（Import Domain(s)）] アイコンをクリックし、ポップアップに表示されるリンクか
らサンプル CSV ファイルをダウンロードして CSV ファイルを用意します。
ステップ 3 [ファイルの選択（Choose File）] をクリックし、CSV ファイルに移動します。
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ステップ 4 [インポート（Import）] をクリックして、CSV ファイルをインポートし、指定した仮想ドメインを作成し
ます。

次のタスク
仮想ドメインにデバイスを追加します（仮想ドメインへのネットワーク デバイスの追加 （1040
ページ）を参照）。

仮想ドメインへのネットワーク デバイスの追加
ネットワーク デバイスを仮想ドメインに追加するには、次の手順に従います。新しいネット
ワーク デバイスを既存の仮想ドメインに追加すると、そのドメインへのアクセス権を持つユー
ザに対し、追加されたネットワーク デバイスがただちにアクセス可能になります（Web GUI
を再起動する必要はありません）。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [仮想ドメイン（Virtual Domains）] の順に選択します。
ステップ 2 [仮想ドメイン（Virtual Domains）] サイドバー メニューで、ネットワーク デバイスを追加する仮想ドメイ
ンをクリックします。
ステップ 3 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] タブをクリックし、[追加（Add）] をクリックします。
ステップ 4 ドメインに追加するネットワーク デバイスを選択します。[ネットワーク デバイスの選択（Select Network
Devices）] ダイアログには、親ドメインに含まれるデバイスだけでなく、管理対象デバイスのすべてがリ
ストされることに注意してください。親ドメインに含まれていないデバイスを追加すると、Cisco EPN
Manager により、そのデバイスは子ドメインと親ドメインの両方に追加されます。
a)

ドメインに追加するデバイスを選択します。[フィルタ条件（Filter By）] ドロップダウン リストを使用
して、追加するデバイスを見つけることができます。

b) [選択（Select）] をクリックします。
（注）

[すべて選択（Select All）] 機能を使用して、1 つのショットに 500 を超えるネットワークデバイス
を追加することはできません。500 を超えるデバイスを追加するには、[ フィルタ条件（Filter By）
] オプションを複数回使用します。

ステップ 5 [送信（Submit）] をクリックして、仮想ドメインの内容を表示します。
ステップ 6 [保存（Save）] をクリックして変更を確定します。

次のタスク
ユーザへの仮想ドメインの割り当て （1041 ページ）で説明されている手順に従って、仮想ドメ
インへのアクセス権をユーザに付与します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1040

Cisco EPN Manager システムの管理
ユーザへの仮想ドメインの割り当て

ユーザへの仮想ドメインの割り当て
仮想ドメインをユーザ アカウントに割り当てると、そのユーザが表示して操作を実行できるデ
バイスは、ユーザに割り当てられたドメイン内のデバイスに制限されます。

（注）

外部 AAA を使用しているときは、外部 AAA サーバの該当するユーザまたはグループ設定に
仮想ドメインのカスタム属性を追加してください。RADIUS と TACACS+ で Cisco EPN Manager
仮想ドメインを使用する （1042 ページ）を参照してください。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] >
[ユーザ（Users）] の順に選択します。
ステップ 2 デバイス アクセス権を付与するユーザを選択します。
ステップ 3 [仮想ドメイン（Virtual Domains）] タブをクリックします。
ステップ 4 [追加（Add）] ボタンと [削除（Remove）] ボタンを使用して割り当てを変更してから、[保存（Save）] を
クリックします。

仮想ドメインの編集
仮想ドメインを調節するには、左側のサイドバー メニューの [仮想ドメイン階層（Virtual Domain
Hierarchy）] から仮想ドメインを選択し、このドメインに割り当てられているネットワーク デ
バイスを表示または編集します。ROOT-DOMAIN の設定はすべて編集できません。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [仮想ドメイン（Virtual Domains）] の順に選択します。
ステップ 2 [仮想ドメイン（Virtual Domains）] サイドバー メニューで、編集する仮想ドメインをクリックします。
ステップ 3 名前、電子メール アドレス、タイム ゾーン、説明を調整するには、テキスト ボックスに変更内容を入力
します。
ステップ 4 デバイス メンバーを調整するには、次の手順を実行します。
• デバイスを追加するには、[追加（Add）] をクリックし、仮想ドメインへのネットワーク デバイスの
追加 （1040 ページ）の手順に従います。
• デバイスを削除するには、デバイスのチェックボックスを使用してデバイスを選択し、[削除（Delete）]
をクリックします。
ステップ 5 [送信（Submit）] をクリックし、変更内容のサマリーを確認します。
ステップ 6 [保存（Save）] をクリックして編集内容を適用、保存します。
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仮想ドメインの削除
仮想ドメインを Cisco EPN Manager から削除するには、以下の手順に従います。この手順では、
仮想ドメインだけが削除され、ネットワーク要素は Cisco EPN Manager から削除されません
（ネットワーク要素は引き続き Cisco EPN Manager で管理されます）。
始める前に
仮想ドメインを削除できるのは、以下の場合に限られます。
• 仮想ドメインにネットワーク要素も子ドメインも一切含まれていない場合。
• ユーザがアクセスできる唯一のドメインではない場合。つまり、Cisco EPN Manager ユー
ザがそのドメインにしかアクセスできない場合、ドメインを削除することはできません。
• ドメインにログインしているユーザがいない場合。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [仮想ドメイン（Virtual Domains）] の順に選択します。
ステップ 2 [仮想ドメイン（Virtual Domains）] サイドバー メニューで、仮想ドメイン名の横にある情報（[i]）アイコ
ンをクリックします。これにより、データ ポップアップ ウィンドウが開きます。
ステップ 3 ポップアップ ウィンドウで [削除（Delete）] をクリックします。
ステップ 4 [OK] をクリックして、仮想ドメインの削除を確認します。

RADIUS と TACACS+ で Cisco EPN Manager 仮想ドメインを使用する
RADIUS または TACACS+ サーバは、Cisco EPN Manager 内に存在する仮想ドメインを認識す
るように設定する必要があります。RADIUS および TACACS+ の Cisco EPN Manager 仮想ドメ
イン属性のエクスポート （1042 ページ）の手順を使用して、これを実行できます。
RADIUS または TACACS+ サーバにユーザ向けの仮想ドメイン情報が保存されていない場合
は、Cisco EPN Manager で設定された仮想ドメインの数に応じて、以下が発生します。
• Cisco EPN Manager に 1 つの仮想ドメイン（ROOT-DOMAIN）しか割り当てられていない
場合は、デフォルトで ROOT-DOMAIN がユーザに割り当てられます。
• Cisco EPN Manager に複数の仮想ドメインが割り当てられている場合は、ユーザがログイ
ンできなくなります。

RADIUS および TACACS+ の Cisco EPN Manager 仮想ドメイン属性のエクスポート
RADIUS または TACACS+ を使用する場合は、Cisco EPN Manager 仮想ドメイン情報をすべて
Cisco ACS または Cisco ISE サーバにコピーする必要があります。Cisco EPN Manager Web GUI
に表示される [仮想ドメイン カスタム属性（Virtual Domains Custom Attributes）] ダイアログボッ
クスを使用して、この操作を実行できます。Cisco ACS または Cisco ISE サーバにデータをエク
スポートしない場合、Cisco EPN Manager ではユーザがログインできなくなります。
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使用するプロトコルに応じて、次の情報をエクスポートする必要があります。
• TACACS+：仮想ドメイン、権限、およびタスク情報が必要です。
• RADIUS：仮想ドメインとロールの情報が必要です（タスクは自動的に追加されます）。
既存の仮想ドメインの子ドメインを作成すると、親仮想ドメインで RADIUS/TACACS+ カスタ
ム属性のシーケンス番号も更新されます。これらのシーケンス番号は表示専用で、AAA 統合
には影響しません。
[仮想ドメイン カスタム属性（Virtual Domains Custom Attributes）] ダイアログボックスの情報
は、Cisco ACS サーバで使用できるように事前にフォーマットされています。

（注）

外部サーバにタスクを追加するときには、[ホーム メニュー アクセス（Home Menu Access）]
タスクを必ず追加してください。これはすべてのユーザで必須です。

始める前に
外部認証の設定 （1045 ページ）の説明に従い、AAA サーバを追加し、AAA モードを設定して
いることを確認してください。

ステップ 1 Cisco EPN Manager で、次の手順を実行します。
a)

[管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [仮想ドメイン（Virtual Domains）] の順に選択しま
す。

b) ウィンドウ右上の [カスタム属性のエクスポート（Export Custom Attributes）] をクリックします。これ
により、[仮想ドメイン カスタム属性（Virtual Domains Custom Attributes）] ダイアログが表示されま
す。
c)

属性リストをコピーします。
• RADIUS を使用する場合は、[RADIUS カスタム属性（RADIUS Custom Attributes）] フィールドの
すべてのテキストを選択して右クリックし、[コピー（Copy）] を選択します。
• TACACS+ を使用している場合は、[TACACS+ カスタム属性（TACACS+ Custom Attributes）] フィー
ルドですべてのテキストを右クリックして、[コピー（Copy）] を選択します。

ステップ 2 Cisco ACS または Cisco ISE サーバに情報を貼り付けます。次の手順は、Cisco ACS の既存のユーザ グルー
プに情報を追加する方法を示しています。この情報をまだ Cisco ACS または Cisco ISE に追加していない場
合は、次を参照してください。
• Cisco ACS と RADIUS または TACACS+ による外部認証 （1053 ページ）
• Cisco ISE と RADIUS または TACACS+ による外部認証 （1047 ページ）
a)

[ユーザ設定（User Setup）] または [グループ設定（Group Setup）] に移動します。
ユーザ ベースで仮想ドメインを指定する場合、（たとえば、タスク、ロール、仮想ドメインなど）す
べてのカスタム属性情報を [User] カスタム属性ページに追加していることを確認する必要があります。

a)

該当するユーザまたはグループの [設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。
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b) 該当するテキスト ボックスに属性一覧を貼り付けます。
c)

これらの属性を有効にするチェックボックスをオンにしてから、[送信して再起動（Submit + Restart）]
をクリックします。

ローカル認証の設定
Cisco EPN Manager はデフォルトでローカル認証を使用します。つまり、ユーザ パスワードが
Cisco EPN Manager データベースに保管されて、データベース内のパスワードが検証されます。
使用中の認証モードを確認するには、[管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、
ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] の順に選択し、[AAA モードの設定（AAA Mode
Settings）] を選択します。これにより、[AAA モードの設定（AAA Mode Settings）] ページが
表示されます。ローカル認証を使用する場合、必ず強力なパスワード ポリシーを設定する必要
があります。ローカル認証のためのグローバル パスワード ポリシーの設定 （1031 ページ）を参
照してください。
ローカル認証で SSO を使用するには、ローカル認証での SSO の使用 （1044 ページ）を参照し
てください。
外部認証については、「外部認証の設定 （1045 ページ） 」を参照してください。

ローカル認証での SSO の使用
ローカル認証で SSO を使用するには、SSO サーバを追加し、ローカル モードで SSO を使用す
るように Cisco EPN Manager を設定する必要があります。
プライマリ サーバとバックアップ サーバが存在するハイ アベイラビリティ環境で Cisco EPN
Manager を導入した場合、HA 環境での SSO サーバの設定 （1133 ページ）の手順を参照してく
ださい。
Cisco EPN Manager は、SSO サインイン ページでのローカライズをサポートしていません。
以下のトピックでは、外部認証用に SSO を設定する方法について説明していますが、同じ手
順を使用して、ローカル認証用に SSO を設定することもできます。唯一の違いは、Cisco EPN
Manager サーバで SSO モードを設定するときに、[ローカル（Local）] モード（RADIUS や
TACACS+ ではない）を選択することです。
•
• SSO サーバの追加 （1060 ページ）
• Cisco EPN Manager サーバ上で SSO モードを設定する （1060 ページ）
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外部認証の設定
Web GUI のルートユーザまたはスーパーユーザ権限を持つユーザは、外部認証、認可、および
アカウンティング（AAA）のために外部 LDAP、RADIUS、TACACS+、SSO サーバと通信す
るように Cisco EPN Manager を設定できます。外部認証を設定することを選択した場合、ユー
ザ グループ、ユーザ、認証プロファイル、認証ポリシー、およびポリシー ルールが、Cisco
EPN Manager へのすべてのアクセス要求がルーティングされる外部サーバで作成済みである必
要があります。
最大 3 つの AAA サーバを使用できます。ユーザは、最初のサーバが到達不能であるかネット
ワークに問題がある場合にのみ、2 番目のサーバで認証されます。

（注）

同じ RADIUS、TACACS+、または LDAP プロトコルをサポートしている場合にのみ、最大 3
つの AAA サーバを一緒に使用できます。プロトコルが異なるサーバどうしを一緒に使用する
ことは、サポートされていません。ただし、異なるプロトコルを実行している複数の AAA サー
バを使用する場合は、Cisco ISE または ACS を EPNM と AAA サーバ間のプロキシとして使用
する必要があります。この場合、Cisco ISE または Cisco ACS の設定に基づいて認証ロジックを
設定する必要があります。
CLI から外部認証を設定するには、CLI を使用した外部認証の設定 （917 ページ）を参照して
ください。
詳細については、次のトピックを参照してください。
• Cisco ISE と RADIUS または TACACS+ による外部認証
• Cisco ISE と RADIUS または TACACS+ による外部認証 （1047 ページ）
• Cisco ACS と RADIUS または TACACS+ による外部認証 （1053 ページ）
• SSO による外部認証 （1060 ページ）

外部認証での RADIUS または TACACS+ の使用
以下のトピックでは、RADIUS または TACACS+ サーバを使用するように Cisco EPN Manager
を設定する方法について説明します。
• Cisco EPN Manager への RADIUS または TACACS+ サーバの追加 （1045 ページ）
• Cisco EPN Manager サーバ上で RADIUS または TACACS+ モードを設定する （1046 ページ）

Cisco EPN Manager への RADIUS または TACACS+ サーバの追加
RADIUS または TACACS+ サーバを Cisco EPN Manager に追加するには、次の手順に従います。
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ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] の
順に選択し、[RADIUS サーバ（RADIUS Servers）] を選択します。
ステップ 2 追加するサーバのタイプを選択します。
• RADIUS の場合は、[RADIUS サーバ（RADIUS Servers）] を選択します。[コマンドの選択（Select a
command）] ドロップダウン リストから、[RADIUS サーバの追加（Add RADIUS Server）] を選択し、
[実行（Go）] をクリックします。
• TACACS+ の場合は、[TACACS+ サーバ（TACACS+ Servers）] を選択します。[コマンドの選択（Select
a command）] ドロップダウン リストから、[TACACS+ サーバの追加（Add TACACS+ Server）] を選択
し、[実行（Go）] をクリックします。
（注）

[上へ移動（Move Up）] および [下へ移動（Move Down）] 矢印を使用して、使用可能な IP ア
ドレスの順序を並べ替えることができます。

ステップ 3 必要な情報（IP アドレス、DNS 名など）を入力します。Cisco EPN Manager が外部認証サーバと通信する
ためには、このページで入力する共有秘密が RADIUS また TACACS+ サーバに設定された共有秘密と一致
している必要があります。サード パーティ製の TACACS+ または RADIUS サーバ用の共有秘密キーを入力
するときに、'（一重引用符）と "（二重引用符）を除く、アルファベット、数字、および特殊文字を使用
できます。
ステップ 4 認証タイプを選択します。
• PAP：パスワード ベースの認証は、2 つのエンティティが 1 つのパスワードを事前に共有し、そのパ
スワードを認証の基準に使用するプロトコルです。
• CHAP：チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコルでは、クライアントとサーバの両方がプレーンテ
キストの秘密キーを認識しており、その秘密キーは絶対にネットワーク上に送信されないことが必要
になります。CHAP は、パスワード認証プロトコル（PAP）より優れたセキュリティを提供します。
ステップ 5 高可用性機能を有効にして、[ローカル インターフェイス IP（Local Interface IP）] に仮想 IP アドレスを設
定した場合、プライマリ サーバの仮想 IP アドレスまたは物理 IP アドレスのいずれかを選択します。（セ
カンダリ サーバでの高可用性の設定とインストールについては、『Cisco Evolved Programmable Network
Manager Installation Guide』を参照してください）。
（注）

外部認証サーバに設定された IP アドレスは、[ローカル インターフェイス IP（Local Interface IP）]
の値と一致していなければなりません。

ステップ 6 [保存（Save）] をクリックします。

Cisco EPN Manager サーバ上で RADIUS または TACACS+ モードを設定する
ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] を
選択してから、[AAA モード（AAA Mode）] を選択します。
ステップ 2 [TACACS+] または [RADIUS] を選択します。
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ステップ 3 [ローカルへのフォールバックを有効にする（Enable Fallback to Local）] チェックボックスをオンにすると、
外部 AAA サーバがダウンした場合にローカル データベースの使用が有効になります。
ステップ 4 外部 RADIUS または TACACS+ サーバがダウンした場合にローカル認証に戻すには、次の手順を実行しま
す。
a)

[ローカルへのフォールバックを有効にする（Enable Fallback to Local）] を選択します。

b) フォールバック条件（[サーバが応答しないときのみ（ONLY on no server response）] または [認証に失
敗したかサーバが応答しないとき（on authentication failure or no server response）]）を指定します。
ステップ 5 [保存（Save）] をクリックします。

Cisco ISE と RADIUS または TACACS+ による外部認証
Cisco Identity Services Engine（ISE）は、認証、認可、およびアカウンティング（AAA）に
RADIUS または TACACS+ プロトコルを使用します。Cisco ISE に Cisco EPN Manager を統合
し、RADIUS または TACACS+ プロトコルを使用して Cisco EPN Manager ユーザを認証できま
す。外部認証を使用する場合は、ユーザ、ユーザ グループ、パスワード、認証プロファイル、
認証ポリシー、ポリシー規則などの AAA に必要な詳細を Cisco ISE データベースから保存およ
び確認する必要があります。

（注）

Cisco EPN Manager は LDAP をネイティブにサポートしています。
Cisco ISE で外部認証に RADIUS または TACACS+ プロトコルを使用するには、次のタスクを
実行します。
外部認証に Cisco ISE を使用するために実行するタスク

詳細については、次を参照し
てください。

Cisco ISE のサポートされるバージョンを使用していることを Cisco EPN Manager でサポート
確認します。
される Cisco ISE のバージョン
（1048 ページ）
Cisco ISE で Cisco EPN Manager を AAA クライアントとして追 Cisco ISE にクライアントとし
加します。
て Cisco EPN Manager を追加す
る （1048 ページ）
Cisco ISE でユーザ グループを作成します。

Cisco ISE でのユーザ グループ
の作成 （1049 ページ）

Cisco ISE でユーザを作成し、そのユーザを Cisco ISE で作成
したユーザ グループに追加します。

Cisco ISE でのユーザの作成お
よびユーザ グループへのユー
ザの追加 （1049 ページ）
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（RADIUS を使用する場合）Cisco ISE でネットワーク アクセ Cisco ISE での RADIUS の認証
スの認証プロファイルを作成し、Cisco EPN Manager で作成し プロファイルの作成（1049ペー
たユーザ ロールと仮想ドメインを使用して RADIUS カスタム ジ）
属性を追加します。
（注）

RADIUS では、ユーザ タスクの属性を追加する必要
はありません。これらはユーザ ロールに基づいて自
動的に追加されます。

（TACACS+ を使用する場合）Cisco ISE でネットワーク アク Cisco ISE での TACACS+ の認
セスの認証プロファイルを作成し、 で作成したユーザ ロール 証プロファイルの作成 （1050
および仮想ドメインを使用した TACACS+ カスタム属性を追 ページ）
加します。 Cisco EPN Manager
（注）

TACACS+ では、ユーザ タスクの属性を追加する必
要はありません。これらはユーザ ロールに基づいて
自動的に追加されます。

Cisco ISE で認証ポリシーを作成し、Cisco ISE で作成したユー Cisco ISE で の認可ポリシーを
ザ グループと認証プロファイルにポリシーを関連付けます
設定する （1051 ページ）
認証ポリシーを作成して、Cisco ISE が Cisco EPN Manager と Cisco ISE での認証ポリシーの
通信するために使用する必要があるプロトコルと Cisco EPN 作成 （1052 ページ）
Manager に対してユーザを認証するために使用するアイデン
ティティ ソースを定義します。
Cisco EPN Manager で RADIUS または TACACS+ サーバとして
Cisco ISE を追加します。
Cisco EPN Manager サーバで RADIUS または TACACS+ モード Cisco EPN Manager サーバ上で
を設定します。
RADIUS または TACACS+
モードを設定する （1046 ペー
ジ）

Cisco EPN Manager でサポートされる Cisco ISE のバージョン
Cisco EPN Manager は Cisco ISE 1.x および 2.x リリースをサポートしています 。

Cisco ISE にクライアントとして Cisco EPN Manager を追加する
ステップ 1 admin ユーザとして Cisco ISE にログインします。
ステップ 2 [管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] の順に選択します。
ステップ 3 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] ページで [追加（Add）] をクリックします。
ステップ 4 Cisco EPN Manager サーバのデバイス名と IP アドレスを入力します。
ステップ 5 [認証設定（Authentication Settings）] チェックボックスをオンにして、共有秘密を入力します。
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（注）

この共有秘密は、Cisco EPN Manager で Cisco ISE サーバを RADIUS サーバとして追加したときに
入力した共有秘密と必ず一致するようにします。

ステップ 6 [送信（Submit）] をクリックします。

Cisco ISE でのユーザ グループの作成
ステップ 1 管理ユーザとして Cisco ISE にログインします。
ステップ 2 [管理（Administration）] > [ID管理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] を選択します。
ステップ 3 [ユーザ アイデンティティ グループ（User Identity Groups）] ページで、[追加（Add）] をクリックします。
ステップ 4 [アイデンティティ グループ（Identity Group）] ページで、ユーザ グループの名前と説明を入力します。
ステップ 5 [送信（Submit）] をクリックします。

Cisco ISE でのユーザの作成およびユーザ グループへのユーザの追加
ステップ 1 管理ユーザとして Cisco ISE にログインします。
ステップ 2 [管理（Administration）] > [ID管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] を選択します。
ステップ 3 [ネットワーク アクセス ユーザ（Network Access Users）] ページで [追加（Add）] をクリックします。
ステップ 4 [項目の選択（Select an item）] ドロップダウン リストから、ユーザを割り当てるユーザ グループを選択し
ます。
ステップ 5 [送信（Submit）] をクリックします。

Cisco ISE での RADIUS の認証プロファイルの作成
許可プロファイルを作成して、さまざまなタイプのユーザにネットワークへのアクセスを認可
する方法を定義します。たとえば、VPN 接続を介してネットワークへのアクセスを試みるユー
ザには、有線接続を介してネットワークへのアクセスを試みるユーザよりも厳しく取り扱うこ
とを定義できます。
デバイス管理用の認証プロファイルを作成するには、Cisco EPN Manager 内に作成したユーザ
ロール、タスク、仮想ドメインに関連付けられている RADIUS カスタム属性を追加する必要が
あります。

（注）

RADIUS の場合、タスクの属性を追加せずにユーザ ロールの属性を追加できます。タスクは
ユーザ ロールによって自動的に追加されます。
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Cisco ISE の認証プロファイルの詳細については、『Cisco Identity Services Engine Administrator
Guide』の認証ポリシーとプロファイルの管理に関する情報を参照してください。
Cisco ISE で RADIUS の認証プロファイルを作成するには、次の手順を実行します。
始める前に
次に示す RADIUS のすべての Cisco EPN Manager カスタム属性のリストがあることを確認しま
す。次の手順では、この情報を Cisco ISE に追加する必要があります。
• Cisco EPN Manager ユーザ ロールとタスク：を参照してください。RADIUS および TACACS+
の Cisco EPN Manager ユーザ グループとロール属性のエクスポート （1024 ページ）
• Cisco EPN Manager 仮想ドメイン：RADIUS および TACACS+ の Cisco EPN Manager 仮想ド
メイン属性のエクスポート （1042 ページ）を参照してください。

ステップ 1 管理ユーザとして Cisco ISE にログインします。
ステップ 2 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] を選択します。
ステップ 3 左側のサイドバーのメニューから [認証（Authorization）] > [認証プロファイル（Authorization Profiles）]
の順に選択します。
ステップ 4 [標準認証プロファイル（Standard Authorization Profiles）] ページで、[追加（Add）] をクリックします。
ステップ 5 [認証プロファイル（Authorization Profile）] ページで、認証プロファイルの名前と説明を入力します。
ステップ 6 [アクセス タイプ（Access Type）] ドロップダウンリストから、[ACCESS_ACCEPT] を選択します。
ステップ 7 [詳細な属性設定（Advanced Attributes Settings）] エリアで、次のアイテムのずべての RADIUS カスタム属
性のリストを貼り付けます。
• ユーザ ロール
• 仮想ドメイン
（注）

ユーザ タスクを追加する場合は、必ずホーム メニュー アクセス タスクを追加してください。こ
れは必須です。

ステップ 8 [送信（Submit）] をクリックします。

Cisco ISE での TACACS+ の認証プロファイルの作成
権限プロファイルを作成して、さまざまなタイプのユーザにネットワークへのアクセスを認可
する方法を定義できます。たとえば、VPN 接続を介してネットワークへのアクセスを試みる
ユーザには、有線接続を介してネットワークへのアクセスを試みるユーザよりも厳しく取り扱
うことを定義できます。
デバイス管理用の認証プロファイルを作成するには、Cisco EPN Manager 内に作成したユーザ
ロール、タスク、仮想ドメインに関連付けられている TACACS+ カスタム属性を追加する必要
があります。
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Cisco ISE 認証プロファイルの詳細については、『Cisco Identity Services Engine Administrator
Guide』の認証ポリシーおよび認証プロファイルの管理に関する情報を参照してください。
Cisco ISE で TACACS+ 用の認証プロファイルを作成するには、次の手順に従います。
始める前に
次に示す TACACS+ のすべての Cisco EPN Manager カスタム属性のリストがあることを確認し
ます。次の手順では、この情報を Cisco ISE に追加する必要があります。
• Cisco EPN Manager ユーザ ロールとタスク：を参照してください。RADIUS および TACACS+
の Cisco EPN Manager ユーザ グループとロール属性のエクスポート （1024 ページ）
• Cisco EPN Manager 仮想ドメイン。参照先：RADIUS および TACACS+ の Cisco EPN Manager
仮想ドメイン属性のエクスポート （1042 ページ）

ステップ 1 管理ユーザとして Cisco ISE にログインします。
ステップ 2 [ワークセンター（Work Center）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [ポリシー要素（Policy
Elements）] を選択します。
ステップ 3 左側のサイドバーから、[結果（Results）] > [TACACS プロファイル（TACACS Profiles）] を選択します。
ステップ 4 [TACACS プロファイル（TACACS Profiles）] ページで、[追加（Add）] をクリックします。
ステップ 5 [アクセス タイプ（Access Type）] ドロップダウンリストから、[ACCESS_ACCEPT] を選択します。
ステップ 6 [TACACS プロファイル（TACACS Profiles）] ページで、認証プロファイルの名前と説明を入力します。
ステップ 7 [プロファイル属性の raw ビュー（Raw View Profile Attributes）] 領域に、次についての TACACS+ のカスタ
ム属性の完全なリストを貼り付けます。
• タスクを含むユーザ ロール
• 仮想ドメイン
（注）

[ホーム メニュー アクセス（Home Menu Access）] タスクを必ず追加してください。これは必須で
す。

ステップ 8 [送信（Submit）] をクリックします。

Cisco ISE で の認可ポリシーを設定する
認可ポリシーは、認可プロファイルで定義された特定の権限のセットを形成する、ユーザ定義
のルールまたはルールのセットで構成されます。認可プロファイルに基づいて、Cisco EPN
Manager へのアクセス要求が処理されます。
設定可能な認可ポリシーには、次の 2 つのタイプがあります。
• 標準：標準ポリシーは、安定化を目的としており、長期間にわたって効果を発揮し、より
大きなユーザのグループ、デバイス、または権限の共通セットを共有するグループに適用
するために作成します。
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• 例外：例外ポリシーは、限定数のユーザ、デバイス、またはグループにネットワーク リ
ソースへのアクセスを許可するなどの、即時または短期間のニーズを満たすために作成し
ます。例外ポリシーを使用すると、1 人のユーザまたはユーザのサブセットに合わせて調
整された、ID グループ、条件、または権限に対する、カスタマイズされた値の特定のセッ
トを作成できます。
認可ポリシーの詳細については、『Cisco Identity Services Engine Administrator Guide』の「Manage
Authorization Policies and Profiles」の章を参照してください。
Cisco ISE で認可ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 管理者ユーザとして Cisco ISE にログインします。
ステップ 2 [ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）] を選択します。
ステップ 3 [標準（Standard）] 領域で、右端にある下矢印をクリックし、[新規ルールを上に挿入（Insert New Rule
Above）] または [新規ルールを下に挿入（Insert New Rule Below）] のどちらかを選択します。
ステップ 4 ルール名を入力して、認可ポリシーの ID グループ、条件、属性、および権限を選択します。
たとえば、ユーザ グループを Cisco EPN Manager-SystemMonitoring-Group として定義して、そのグループ
を [アイデンティティ グループ（Identity Groups）] ドロップダウン リストから選択することができます。
同様に、認可プロファイルを Cisco EPN Manager-SystemMonitoring-authorization プロファイルとして定義し、
[権限（Permissions）] ドロップダウン リストからそのプロファイルを選択します。これで、Cisco EPN
Manager システム モニタリング アイデンティティ グループに属しているすべてのユーザに、システム モ
ニタリングのカスタム属性が定義された適切な認証ポリシーが適用されます。
ステップ 5 [完了（Done）] をクリックしてから、[保存（Save）] をクリックします。

Cisco ISE での認証ポリシーの作成
認証ポリシーは、Cisco ISE が Cisco EPN Manager と通信するために使用するプロトコルを定義
します。また、Cisco EPN Manager に対するユーザの認証に使用するアイデンティティ ソース
を特定します。アイデンティティ ソースは、ユーザ情報が格納されている内部または外部デー
タベースです。
Cisco ISE で作成できる認証ポリシーには、次の 2 つのタイプがあります。
• シンプルな認証ポリシー：このタイプのポリシーでは、ユーザの認証に使用できるプロト
コルとアイデンティティ ソースを選択できます。
• ルールベースの認証ポリシー：このタイプのポリシーでは、許可するプロトコルとアイデ
ンティティ ソースを Cisco ISE に動的に選択させるための条件を定義できます。
認証ポリシーの詳細については、『Cisco Identity Services Engine Administrator Guide』の「Manage
Authentication Policies」の章を参照してください。
Cisco ISE で認証ポリシーを作成するには、次の手順に従います。
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ステップ 1 上級管理ユーザまたはシステム管理ユーザとして Cisco ISE にログインします。
ステップ 2 [ポリシー（Policy）] > [認証（Authentication）] の順に選択します。
ステップ 3 必要な認証ポリシーを作成するために、[ポリシー タイプ（Policy Type）] として [シンプル（Simple）] ま
たは [ルールベース（Rule-Based）] を選択します。
ステップ 4 選択したポリシー タイプに基づいて、必要な情報を入力します。
ステップ 5 [保存（Save）] をクリックします。

Cisco ACS と RADIUS または TACACS+ による外部認証
Cisco Secure Access Control System（ACS）は販売されなくなりました。詳細については、「Cisco
Secure Access Control System の販売終了およびライフサイクル終了のお知らせ」を参照してく
ださい。Cisco Evolved Programmable Network Manager と Cisco ACS との統合については、今後
新たな開発は予定されていません。ACS との統合のサポート終了日は、2020 年 8 月 31 日に予
定されており、同日に ACS 製品が廃止される予定です。
Cisco Secure Access Control System（ACS）は、認証、認可、およびアカウンティング（AAA）
に RADIUS および TACACS+ プロトコルを使用します。Cisco ACS に Cisco EPN Manager を統
合し、RADIUS または TACACS+ プロトコルを使用して Cisco EPN Manager ユーザを認証でき
ます。外部認証を使用する場合は、ユーザ、ユーザ ロール、パスワード、認証プロファイル、
認証ポリシー、ポリシー規則などの AAA に必要な詳細を Cisco ACS データベースから保存お
よび確認する必要があります。
Cisco ACS で外部認証に RADIUS または TACACS+ プロトコルを使用するには、次のタスクを
実行します。
外部認証に Cisco ACS を使用するために実行するタスク

詳細については、次を参照し
てください。

Cisco ACS のサポートされるバージョンを使用していること
を確認します。

Cisco EPN Manager でサポート
される Cisco ACS のバージョ
ン （1054 ページ）

Cisco ACS で Cisco EPN Manager を AAA クライアントとして Cisco ACS にクライアントとし
追加します。
て Cisco EPN Manager を追加す
る （1054 ページ）
Cisco ACS でユーザ グループを作成します。

Cisco ACS でのユーザ グルー
プの作成 （1055 ページ）

Cisco ACS でユーザを作成し、そのユーザを Cisco ACS のユー Cisco ACS でのユーザの作成と
ザ グループに追加します。
ユーザ グループへのユーザの
追加 （1055 ページ）
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（RADIUS を使用する場合）Cisco ACS でネットワーク アク Cisco ACS での RADIUS 用の
セスの認証プロファイルを作成し、Cisco EPN Manager で作成 認証プロファイルの作成（1055
したユーザ ロールと仮想ドメインの RADIUS カスタム属性を ページ）
追加します。
（注）

RADIUS では、ユーザ タスクの属性を追加する必要
はありません。これらはユーザ ロールに基づいて自
動的に追加されます。

（TACACS+ を使用する場合）Cisco ACS でデバイス管理の認 Cisco ACS での TACACS+ の認
証プロファイルを作成し、Cisco EPN Manager で作成したユー 証プロファイルの作成 （1057
ザ ロールおよび仮想ドメインを使用した TACACS+ カスタム ページ）
属性を追加します。
（注）

TACACS+ では、ユーザ タスクの属性を追加する必
要はありません。これらはユーザ ロールに基づいて
自動的に追加されます。

Cisco ACS でアクセス サービスを作成し、アクセス サービス Cisco ACS での Cisco EPN
のポリシー構造を定義します。
Manager 用アクセス サービス
の作成 （1058 ページ）
Cisco ACS で認証ポリシー規則を作成し、アクセス タイプ
Cisco ACS での認証ポリシー
（ネットワーク アクセスまたはデバイス管理）に基づいて認 ルールの作成 （1058 ページ）
証またはシェル プロファイルをマッピングします。
Cisco ACS でサービス選択ポリシーを設定し、着信要求にア
クセス サービスを割り当てます。

Cisco ACS でのサービス セレ
クションポリシーの設定（1059
ページ）

Cisco EPN Manager で RADIUS または TACACS+ サーバとして Cisco EPN Manager への
Cisco ACS を追加します。
RADIUS または TACACS+
サーバの追加 （1045 ページ）
Cisco EPN Manager サーバで RADIUS または TACACS+ モード Cisco EPN Manager サーバ上で
を設定します。
RADIUS または TACACS+
モードを設定する （1046 ペー
ジ）

Cisco EPN Manager でサポートされる Cisco ACS のバージョン
Cisco EPN Manager は Cisco ACS 5.x リリースをサポートしています。

Cisco ACS にクライアントとして Cisco EPN Manager を追加する
ステップ 1 admin ユーザとして Cisco ACS にログインします。
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ステップ 2 左側のサイドバーから、[ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] > [ネットワーク デバイスおよび AAA クライアント（Network Devices and AAA Clients）] の順
に選択します。
ステップ 3 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] ページで [作成（Create）] をクリックします。
ステップ 4 Cisco EPN Manager サーバのデバイス名と IP アドレスを入力します。
ステップ 5 認証オプションで [RADIUS] または [TACACS+] を選択し、共有秘密を入力します。
（注）

この共有秘密は、Cisco EPN Manager で Cisco ACS サーバを RADIUS または TACACS+ サーバとし
て追加したときに入力した共有秘密と必ず一致するようにします。

ステップ 6 [送信（Submit）] をクリックします。

Cisco ACS でのユーザ グループの作成
ステップ 1 admin ユーザとして Cisco ACS にログインします。
ステップ 2 左側のサイドバーから、[ユーザと ID ストア（Users and Identity Stores）] > [アイデンティティ グループ
（Identity Groups）] の順に選択します。
ステップ 3 [アイデンティティグループ（Identity Groups）] ページで [作成（Create）] をクリックします。
ステップ 4 グループの名前と説明を入力します。
ステップ 5 ユーザ グループの親ネットワーク デバイス グループを選択します。
ステップ 6 [送信（Submit）] をクリックします。

Cisco ACS でのユーザの作成とユーザ グループへのユーザの追加
ステップ 1 admin ユーザとして Cisco ACS にログインします。
ステップ 2 左側のサイドバーから、[ユーザとIDストア（Users and Identity Stores）] > [内部IDストア（Internal Identity
Stores）] > [ユーザ（Users）] の順に選択します。
ステップ 3 [内部ユーザ（Internal Users）] ページで [作成（Create）] をクリックします。
ステップ 4 次の必須詳細情報を入力します。
ステップ 5 [アイデンティティ グループ（Identity Group）] フィールドで [選択（Select）] を選択して、ユーザを割り
当てるユーザ グループを選択します。
ステップ 6 [送信（Submit）] をクリックします。

Cisco ACS での RADIUS 用の認証プロファイルの作成
許可プロファイルを作成して、さまざまなタイプのユーザにネットワークへのアクセスを認可
する方法を定義します。たとえば、VPN 接続を介してネットワークへのアクセスを試みるユー
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ザには、有線接続を介してネットワークへのアクセスを試みるユーザよりも厳しく取り扱うこ
とを定義できます。
デバイス管理用の認証プロファイルを作成するには、Cisco EPN Manager 内に作成したユーザ
ロール、タスク、仮想ドメインに関連付けられている RADIUS カスタム属性を追加する必要が
あります。

（注）

RADIUS の場合、タスクの属性を追加せずにユーザ ロールの属性を追加できます。タスクは
ユーザ ロールによって自動的に追加されます。
Cisco ACS 認証プロファイルおよびポリシーの詳細については、『User Guide for Cisco Secure
Access Control System』のポリシー要素およびアクセス ポリシーの管理に関する章を参照して
ください。
Cisco ACS で RADIUS 用の認証プロファイルを作成するには、次の手順に従います。
始める前に
RADIUS 用の次の Cisco EPN Manager カスタム属性を完全に網羅したリストを用意しておきま
す。次の手順では、この情報を Cisco ACS に追加する必要があります。
• Cisco EPN Manager ユーザ ロールとタスク：を参照してください。RADIUS および TACACS+
の Cisco EPN Manager ユーザ グループとロール属性のエクスポート （1024 ページ）
• Cisco EPN Manager 仮想ドメイン：RADIUS および TACACS+ の Cisco EPN Manager 仮想ド
メイン属性のエクスポート （1042 ページ）を参照してください。

ステップ 1 管理ユーザとして Cisco ACS にログインします。
ステップ 2 左側のサイドバーから、[ポリシー要素（Policy Elements）] > [認証と許可（Authorizations and
Permissions）] > [ネットワーク アクセス（Network Access）] > [認証プロファイル（Authorization Profiles）]
の順に選択します。
ステップ 3 [作成（Create）] をクリックします。
ステップ 4 [一般（General）] タブで、認証プロファイルの名前と説明を入力します。
ステップ 5 [RADIUS 属性（RADIUS Attributes）] タブをクリックし、以下についての RADIUS カスタム属性の完全な
リストを貼り付けます。
• ユーザ ロール
• 仮想ドメイン
（注）

ユーザ タスクを追加する場合は、必ずホーム メニュー アクセス タスクを追加してください。こ
れは必須です。

ステップ 6 [送信（Submit）] をクリックします。
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Cisco ACS での TACACS+ の認証プロファイルの作成
デバイス管理用の認証プロファイルを作成するには、Cisco EPN Manager で作成されたユーザ
ロールおよび仮想ドメインに関連付けられている TACACS+ カスタム属性を追加する必要があ
ります。

（注）

TACACS+ では、ユーザ タスクの属性を追加する必要はありません。これらはユーザ ロールに
基づいて自動的に追加されます。
Cisco ACS 認証プロファイルとポリシーの詳細については、『User Guide for Cisco Secure Access
Control System』のポリシー要素とアクセス ポリシーの管理に関する章を参照してください。
Cisco ACS で TACACS+ の認証プロファイルを作成するには、次の手順を実行します。
始める前に
次に示すすべての Cisco EPN Manager カスタム属性のリストがあることを確認します。次の手
順では、この情報を Cisco ACS に追加する必要があります。
• Cisco EPN Manager ユーザ ロールとタスク：を参照してください。RADIUS および TACACS+
の Cisco EPN Manager ユーザ グループとロール属性のエクスポート （1024 ページ）
• Cisco EPN Manager 仮想ドメイン：参照項目：RADIUS および TACACS+ の Cisco EPN
Manager 仮想ドメイン属性のエクスポート （1042 ページ）。

ステップ 1 admin ユーザとして Cisco ACS にログインします。
ステップ 2 左側のサイドバーから、[ポリシー要素（Policy Elements）] > [認証と許可（Authorizations and
Permissions）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [シェル プロファイル（Shell Profiles）] の順
に選択します。
ステップ 3 [作成（Create）] をクリックします。
ステップ 4 [一般（General）] タブで、認証プロファイルの名前と説明を入力します。
ステップ 5 [カスタム属性（Custom Attributes）] タブをクリックし、次のアイテムのずべての TACACS+ カスタム属性
のリストを貼り付けます。
• タスクを含むユーザ ロール
• 仮想ドメイン
ステップ 6 [送信（Submit）] をクリックします。
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Cisco ACS での Cisco EPN Manager 用アクセス サービスの作成
アクセス サービスには、アクセス要求の認証および認可ポリシーが含まれています。使用事例
（デバイス管理（TACACS+）やネットワーク アクセス（RADIUS）など）ごとに異なるアク
セス サービスを作成できます。
Cisco ACS でアクセス サービスを作成するときに、サービスに含まれるポリシーのタイプとポ
リシー構造を定義します。たとえば、デバイス管理やネットワーク アクセス用のポリシーがあ
ります。

（注）

サービス選択ルールを定義する前に、アクセス サービスを作成する必要がありますが、サービ
スにポリシーを定義する必要はありません。
Cisco EPN Manager の要求用にアクセス サービスを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 管理ユーザとして Cisco ACS にログインします。
ステップ 2 左側のサイドバーから、[アクセス ポリシー（Access Policies）] > [アクセス サービス（ Access Services）]
の順に選択します。
ステップ 3 [作成（Create）] をクリックします。
ステップ 4 アクセス サービスの名前と説明を入力します。
ステップ 5 アクセス サービスのポリシー構造を定義するために、次のいずれかのオプションを選択します。
• [サービス テンプレート ベース（Based on service template）]：定義済みテンプレートに基づいたポリ
シーを含むアクセス サービスを作成します。
• [既存のサービス ベース（Based on existing service）]：既存のアクセス サービスに基づいたポリシーを
含むアクセス サービスを作成します。ただし、新しいアクセス サービスには既存のサービスのポリ
シー ルールは含まれません。
• [ユーザ選択のサービス タイプ（User selected service type）]：ユーザがアクセス サービスのタイプを選
択できます。選択可能なオプションには、ネットワーク アクセス（RADIUS）、デバイス管理
（TACACS+）、外部プロキシ（外部 RADIUS または TACACS+ サーバ）があります。
ステップ 6 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 7 サービス アクセスに使用できる認証プロトコルを選択します。
ステップ 8 [終了（Finish）] をクリックします。

Cisco ACS での認証ポリシー ルールの作成
ステップ 1 admin ユーザとして Cisco ACS にログインします。
ステップ 2 左側のサイドバーから、[アクセスポリシー（Access Policies）] > [アクセスサービス（Access Services）] >
[サービス（service）] > [認証（Authorization）] の順に選択します。
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ステップ 3 [作成（Create）] をクリックします。
ステップ 4 ルール名を入力し、ルール ステータスを選択します。
ステップ 5 ルールの必須条件を設定します。
たとえば、ロケーション、デバイス タイプ、または作成したユーザ グループに基づいてルールを作成でき
ます。
ステップ 6 ネットワーク アクセス（RADIUS）の認証ポリシー ルールを作成する場合は、認証ポリシー ルールにマッ
ピングする必須認証プロファイルを選択します。
あるいは、デバイス管理（TACACS+）の認証ポリシー ルールを作成する場合は、認証ポリシー ルールに
マッピングする必須シェル プロファイルを選択します。
（注）

複数の認証プロファイルまたはシェル プロファイルを使用する場合は、優先順位の高い順に並べ
る必要があります。

ステップ 7 [OK] をクリックします。

Cisco ACS でのサービス セレクション ポリシーの設定
サービス セレクション ポリシーでは、着信要求に適用するアクセス サービスを決定します。
たとえば、TACACS+ プロトコルを使用するアクセス要求にデバイス管理アクセス サービスを
適用するサービス セレクション ポリシーを設定できます。
次の 2 種類のサービス セレクション ポリシーを設定できます。
• 単純なサービス セレクション ポリシー：すべての要求に同じアクセス サービスを適用し
ます。
• ルール ベースのサービス セレクション ポリシー：1 つ以上の条件とその結果（着信要求
に適用されるアクセス サービス）が設定されています。
サービス セレクション ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 admin ユーザとして Cisco ACS にログインします。
ステップ 2 左側のサイドバーから、[アクセス ポリシー（Access Policies）] > [アクセス サービス（Access Services）] >
[サービス セレクション ルール（Service Selection Rules）] の順に選択します。
ステップ 3 単純なサービス セレクション ポリシーを設定するには、[単一結果の選択（Single result selection）] オプ
ション ボタンをクリックし、すべての要求に適用するアクセス サービスを選択します。
または、ルールベースのサービス セレクション ポリシーを設定するには、[ルールベースの結果選択（Rule
based result selection）] オプション ボタンをオンにし、[作成（Create）] をクリックします。
ステップ 4 ルール名を入力し、ルール ステータスを選択します。
ステップ 5 サービス セレクション ポリシーのプロトコルとして [RADIUS] または [TACACS+] を選択します。
ステップ 6 必要な複合条件を設定し、着信要求に適用するアクセス サービスを選択します。
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ステップ 7 [OK] をクリックし、[変更の保存（Save Changes）] をクリックします。

SSO による外部認証
（RADIUS または TACACS+ サーバの有無にかかわらず）SSO をセットアップおよび使用する
には、これらのトピックを参照してください。
• SSO サーバの追加 （1060 ページ）
• Cisco EPN Manager サーバ上で SSO モードを設定する （1060 ページ）
Cisco EPN Manager では、SSO サインイン ページのローカリゼーションをサポートしていませ
ん。

SSO サーバの追加
プライマリ サーバとバックアップ サーバが含まれる高可用性環境に Cisco EPN Manager が導入
されている場合は、HA環境でのSSOサーバの設定（1133ページ）の手順を参照してください。
Cisco EPN Manager には最大 3 つの AAA サーバを設定できます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] を
選択し、[SSO サーバ（SSO Servers）] を選択します。
ステップ 2 [コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[SSO サーバの追加（Add SSO Server）]
を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
ステップ 3 SSO 情報を入力します。SSO サーバ認証要求のサーバ再試行回数は最大 3 回です。
ステップ 4 [保存（Save）] をクリックします。

Cisco EPN Manager サーバ上で SSO モードを設定する
SSO サーバが SSO クライアントに追加されたときに、SSO 機能によって CA 証明書が配布さ
れます。
Cisco EPN Manager は、CA および自己署名証明書をサポートしますが、その場合、SSO クライ
アントおよび SSO サーバの両方にあるサーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）が証明書の
Common Name（CN）フィールドに含まれていることが必要です。このサーバは、IP アドレス
から FQDN に名前解決できることが必要です。さらに、ホスト名が FQDN の最も左のコンポー
ネントと一致する必要があります。SSO には正確な DNS 設定が必要です。完全修飾ドメイン
名（FQDN）を使用して DNS を定義する必要があります。たとえば、FQDN を使用して DNS
を設定する場合の nslookup コマンドと予想されるデータは次のとおりです。
hostname CUSTOMER_HOSTNAME
nslookup CUSTOMER_HOSTNAME
Server:...
Address:...
Name: CUSTOMER_HOSTNAME.example.com
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Address:....

SSO 操作の場合、Cisco EPN Manager は、SSL/TLS 証明書の CN フィールドに FQDN が含まれ
ていることを必要とします。Cisco EPN Manager サーバが使用する証明書の CN フィールドに
FQDN が含まれていることを確認するには、ブラウザを使用して証明書を表示します。証明書
の CN フィールドに FQDN が含まれていない場合は、証明書を再生成して、古い証明書を使用
しているすべてのユーザに再配布する必要があります。

（注）

次の手順を使用して SSO を設定するが、ローカル認証を使用する場合は、ステップ 2 で [ロー
カル（Local）] を選択します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles & AAA）] を
選択してから、[SSO サーバの設定（SSO Server Settings）] を選択します。
ステップ 2 使用する SSO サーバ AAA モードを選択します。一度に 1 つのみ選択できます。
ステップ 3 [OK] をクリックします。
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第

26

章

障害管理タスク
（注）

アドバンス ユーザは、Cisco EPN Manager の Representational State Transfer（REST）API を使用
して、デバイスの障害情報にアクセスすることもできます。API の詳細については、Cisco EPN
Manager ウィンドウの右上にある
Help）] を選択します。

をクリックし、[ヘルプ（Help）] > [APIヘルプ（API

• イベントの受信、転送、および通知 （1063 ページ）
• アラーム クリーンアップ、表示、および電子メール オプションの指定 （1075 ページ）
• 確認済み、クリア済み、および割り当て済みのアラームのグローバル表示と検索設定を構
成する （1079 ページ）
• Cisco IOS XR デバイスでのアラームマネージャの設定 （1080 ページ）
• Cisco IOS XE デバイスでのアラーム再同期の設定 （1081 ページ）
• アラーム重大度レベルの変更 （1082 ページ）
• アラームのトラブルシューティング テキストのカスタマイズ （1083 ページ）
• アラームの自動クリア間隔の変更 （1084 ページ）
• アラームの失敗の原因に表示される情報を変更する （1084 ページ）
• デバイスごとのイベントスロットルのカスタマイズ （1085 ページ）
• 完全優先ベントの動作の変更 （1086 ページ）
• Web GUI に表示される汎用イベントのカスタマイズ （1090 ページ）
• 障害処理エラーのトラブルシュート （1092 ページ）
• シスコ サポート コミュニティとテクニカル アシスタンス センター（TAC）から支援を受
ける （1092 ページ）

イベントの受信、転送、および通知
Cisco EPN Manager は、デバイスから受信した syslog と SNMPv1、v2、および v3 トラップを処
理します。サーバは、自動的に UDP ポート 162 でこれらのイベントをリッスンします。サー
バ上でイベント リスニング設定を実行する必要はありませんが、適切なポート上で Cisco EPN
Manager にトラップと syslog を転送するようにデバイスを設定する必要があります。
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通知は、SNMPv2 または SNMPv3 形式で転送されます。対応する通知ポリシーがセットアップ
されている場合は、電子メール受信者にも通知が転送されます。通知タイプ UDP の通知受信
者を追加する場合、その追加する受信者はそれが設定されている同じポート上で UDP をリッ
スンしている必要があります。INFO レベル イベントだけが、選択されたカテゴリに対して処
理され、アラームはクリティカル、メジャー、マイナー、および警告レベルで処理されます。
Cisco EPN Manager は、受信した syslog、トラップ、および TL/1 アラームを処理することに
よって発生したアラームとイベントをノースバウンド通知の受信者に転送できます。アラーム
は任意の重大度のものを転送できますが、イベントは INFO 重大度のものしか転送できませ
ん。情報は以下の形式で転送できます。
• 電子メール形式。電子メール通知のデフォルト設定 （1075 ページ）を参照してください
• SNMP トラップ形式。SNMP トラップ通知としてのアラームおよびイベントの転送 （1074
ページ）を参照してください
また、SNMP トラップ通知メカニズムを使用して、サーバの問題を示す SNMP トラップを転送
することもできます。
アラートおよびイベントは SNMPv2 として送信されます。

アラーム通知設定を構成するためのユーザ ロールとアクセス権限
次の表に、通知先を設定して、カスタマイズされた通知ポリシーを作成するためのユーザ ロー
ルとアクセス権限の説明を示します。

（注）

通知先と通知ポリシーを表示、作成、および編集するには、次のユーザ ロール用のタスク権限
が有効になっていることを確認します。
• [アラートとイベント（Alerts and Events）] の通知ポリシーの読み取り/書き込みアクセス
• 仮想ドメインリスト（Virtual Domains List）
詳細については、ユーザが実行できるタスクの表示と変更（1004ページ）を参照してください。
ユーザ ロール

アクセス権限

ルート ドメインを持つルート ユーザ

通知先と通知ポリシーを表示、作成、削除、
および編集します。

非ルート ドメインを持つルート ユーザ

通知先と通知ポリシーを表示します。

ルート ドメインを持つ管理者ユーザ

通知先と通知ポリシーを表示、作成、削除、
および編集します。

ルート ドメインを持つスーパー ユーザ

通知先とアラーム通知ポリシーを表示、作成、
削除、および編集します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1064

Cisco EPN Manager システムの管理
新しい通知ポリシーを追加する場合の注意事項

ユーザ ロール

アクセス権限

ルート ドメインを持つシステム モニタリング 通知先と通知ポリシーを表示します。
ユーザ
ルート ドメインを持つ構成マネージャ

通知先と通知ポリシーを表示します。

非ルート ドメインを持つ管理者ユーザ

それぞれの仮想ドメインで作成された通知先
と通知ポリシーを表示します。

非ルート ドメインを持つスーパー ユーザ

それぞれの仮想ドメインで作成された通知先
と通知ポリシーを表示します。

非ルート ドメインを持つシステム モニタリン それぞれの仮想ドメインで作成された通知先
グ ユーザ
と通知ポリシーを表示します。
非ルート ドメインを持つ構成マネージャ

それぞれの仮想ドメインで作成された通知先
と通知ポリシーを表示します。

新しい通知ポリシーを追加する場合の注意事項
次の表に、新しい通知ポリシーを追加する場合に覚えておく必要があるいくつかのポイントを
示します。
通知ポリシー ページで選択されたカテゴリ
E メール

注意事項
• 各仮想ドメインには、一意の連絡先名と
電子メール アドレス（電子メール受信
者）を割り当てる必要があります。
• 電子メール受信者は、ROOT-DOMAIN か
らのみ、追加、変更、および削除できま
す。
• 1 つの電子メール アドレスを複数の仮想
ドメインに関連付けることができます。
• Cisco EPN Manager は、アラーム通知を送
信するために、電話番号、携帯番号、お
よび郵便先住所の詳細を使用しません。
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通知ポリシー ページで選択されたカテゴリ
トラップ受信者

注意事項
• 連絡先名は、トラップ受信者ごとに一意
です。
• トラップ受信者は、ROOT-DOMAIN から
しか追加、変更、および削除することが
できません。トラップ受信者は
ROOT-DOMAIN でのみ適用可能です。
• ノースバウンド トラップ受信者だけが、
通知ポリシー エンジンから転送されたア
ラーム/イベントを受信できます。
• ゲスト アクセス トラップ受信者は、ゲス
ト クライアントに関係するアラームだけ
を受信します。
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通知ポリシー ページで選択されたカテゴリ

注意事項

通知ポリシー
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通知ポリシー ページで選択されたカテゴリ

注意事項
• 各通知ポリシーは、アラームカテゴリ、
アラーム重大度、アラームタイプ、デバ
イスグループ、通知先、および時間範囲
という条件で構成されます。
• 通知ポリシーはそれぞれ一意の仮想ドメ
インに関連付けられます。
• 必要な条件を選択するときに、ツリー
ビュー ドロップダウン リストをドリルダ
ウンして、個別のカテゴリ（スイッチや
ルータなど）と重大度（メジャーなど）
を選択できます。さらに、特定のアラー
ム タイプ（リンク ダウンなど）を選択で
きます。
• ポリシー内の条件と一致したアラームが
それぞれの通知先に転送されます。
• アラームが同じ仮想ドメイン内の複数の
ポリシーと一致し、それらのポリシーに
同じ宛先が設定されている場合は、1 つの
通知だけがそれぞれの宛先に送信されま
す。
• 通知ポリシーに関連付けられた仮想ドメ
インを削除すると、どのアラームもこの
ポリシーと一致しなくなります。この通
知ポリシーはメインの通知ポリシー ペー
ジに一覧表示されますが、この通知ポリ
シーの詳細を変更または表示することは
できません。ただし、このポリシーを削
除することはできます。
• ポリシーで指定された 1 つ以上のデバイ
ス グループを削除すると、どのアラーム
もこのポリシーと一致しなくなります。
この通知ポリシーはメインの通知ポリシー
ページに一覧表示されますが、この通知
ポリシーの詳細を変更または表示するこ
とはできません。ただし、このポリシー
を削除することはできます。
• 既存のアラーム ポリシーによって抑制さ
れているアラームは、通知先に転送され
ません。
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通知ポリシー ページで選択されたカテゴリ

注意事項
• ルール条件にシステム カテゴリ アラーム
と非システム カテゴリ アラームの両方が
含まれている通知ポリシーの場合は、非
システム カテゴリ アラーム用のデバイス
グループを選択する必要があります。
• 指定された期間に発生したアラームだけ
が通知先に送信されます。たとえば、期
間を 8:00 ～ 17:00 に指定した場合は、午
前 8 時 00 分から午後 5 時 00 分の間のア
ラームのみが通知されます。

アラーム通知先の設定
Cisco EPN Manager によって生成されたアラームを転送するために、電子メール通知およびノー
スバウンドトラップの受信者を設定できます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [メールと通知（Mail
and Notification）] > [通知先（Notification Destination）] の順に選択します。
ステップ 2 [追加（Add）] アイコンをクリックして、新しい通知先を作成します。
ステップ 3 電子メールの宛先を設定するには、次の手順を実行します。
a)

[連絡先のタイプの選択（Select Contact Type）] ドロップダウン リストから [電子メール（Email）] を選
択します。

b) [連絡先の名前（Contact Name）] テキスト ボックスに連絡先の名前を入力します。
c)

[メール宛先（Email To）] テキスト ボックスに有効な電子メール ID を入力します。
電子メールは [メール宛先（Email To）] フィールドに入力した電子メール ID に送信されます。

d) [連絡先の氏名（Contact Full Name）] に連絡先の氏名を入力します。
e)

[仮想ドメイン（Virtual Domain）] ドロップダウン リストから仮想ドメインを選択します。

f)

[電話番号（Telephone Number）]、[携帯電話の番号（Mobile Number）]、[郵便先住所（Postal Address）]
の各フィールドに値を入力します。

g) [保存（Save）] をクリックします。
ステップ 4 IP アドレスを使用してノースバウンド トラップの受信者を設定するには、次の手順を実行します。
a)

[連絡先のタイプの選択（Select Contact Type）] から [ノースバウンド トラップの受信者（Northbound
Trap Receiver）] を選択します。

b) [IP アドレス（IP Address）] オプション ボタンを選択し、[IP アドレス（IP Address）] および [サーバ名
（Server Name）] に値を入力します。
c)

[受信者のタイプ（Receiver Type）] および [通知タイプ（Notification Type）] で必要なタイプを選択し
ます。

d) [ポート番号（Port Number）] に値を入力し、[SMNP バージョン（SMNP Version）] を選択します。
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e)

[SMNP バージョン（SMNP Version）] として [v2c] を選択する場合、必要に応じて [コミュニティ
（Community）] 設定に値を入力します。

f)

[SMNP バージョン（SMNP Version）] として [v3] を選択する場合、[ユーザ名（Username）]、[モード
（Mode）]、[認証タイプ（Auth.Type）]、[認証パスワード（Auth.Password）]、[認証パスワードの確認
（Confirm Auth.Password）]、[プライバシー タイプ（Privacy Type）]、[プライバシー パスワード（Privacy
Password）]、[プライバシー パスワードの確認（Confirm Privacy Password）] の各フィールドに値を入
力します。

g) [保存（Save）] をクリックします。
ステップ 5 DNS を使用してノースバウンド トラップの受信者を設定するには、次の手順を実行します。
a)

[連絡先のタイプの選択（Select Contact Type）] から [ノースバウンド トラップの受信者（Northbound
Trap Receiver）] を選択します。

b) [DNS] オプション ボタンを選択し、[DNS 名（DNS Name）] に値を入力します。
c)

[受信者のタイプ（Receiver Type）] および [通知タイプ（Notification Type）] で必要なタイプを選択し
ます。

d) [ポート番号（Port Number）] に値を入力し、[SMNP バージョン（SMNP Version）] を選択します。
e)

[SMNP バージョン（SMNP Version）] として [v2c] を選択する場合、必要に応じて [コミュニティ
（Community）] 設定に値を入力します。

f)

[SMNP バージョン（SMNP Version）] として [v3] を選択する場合、[ユーザ名（Username）]、[モード
（Mode）]、[認証タイプ（Auth.Type）]、[認証パスワード（Auth.Password）]、[認証パスワードの確認
（Confirm Auth.Password）]、[プライバシー タイプ（Privacy Type）]、[プライバシー パスワード（Privacy
Password）]、[プライバシー パスワードの確認（Confirm Privacy Password）] の各フィールドに値を入
力します。

g) [保存（Save）] をクリックします。
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（注）

• [受信者のタイプ（Receiver Type）] として [ゲスト アクセス（Guest Access）] を選択する
と、Cisco EPN Manager は通知ポリシーに従ってノースバウンド トラップの受信者にアラー
ムを転送することはしません。ゲスト アクセス受信者は、ゲスト クライアント関連のイ
ベントだけを受信します。通知ポリシーで使用するのは、ノースバウンド トラップの受信
者のみです。外部 SNMPv3 トラップの受信者を設定する際は、必ず同じエンジン ID と同
じ認証パスワードおよびプライバシー パスワードを使用してください。
• 通知の宛先トラップの受信者を更新中、動作状態には、次のポーリングによって状態が更
新されるまで以前のトラップの受信者が表示されます。
• [Notification Policies] ページには、[Monitor] > [Monitoring Tools] > [Alarm Notification Policies]
の順に選択して移動することもできます。
• 受信者の電子メール ID が複数の通知ポリシーで設定されていると、条件が一致した場合、
アラームはその電子メール ID に一度だけ転送されます。
• 通知ポリシーに関連付けられている通知先を削除することはできません。
• NBI に転送されるアラームには、アラームの作成時に「correlationType」、
「serviceImpacting」、「UDF」などのフィールドはありません。これらのフィールドは、
次のアラーム更新時にのみ送信されます。

通知先の削除
次の手順に従い、通知先を削除します。
始める前に
通知ポリシーに関連付けられている通知先を削除することはできません。通知ポリシーから通
知先の関連付けを解除したことを確認します。これを行うには、アラーム通知ポリシーを編集
し、別の通知先を割り当てます。詳細については、アラーム通知ポリシーのカスタマイズ （
1072 ページ）を参照してください。

（注）

通知先が複数の通知ポリシーに関連付けられている場合は、関連付けられているすべての通知
ポリシーから通知先の関連付けが解除されていることを確認します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [メールと通知（Mail
and Notification）] > [通知先（Notification Destination）] に移動します。
ステップ 2 削除する通知先の横にあるチェックボックスをオンにして、その通知先を選択します。
ステップ 3 [Delete] アイコンをクリックします。
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アラーム通知ポリシーのカスタマイズ
新しいアラーム通知ポリシーを追加するか、または既存のアラーム通知ポリシーを編集して、
特定のデバイス グループで生成される特定のアラームに関する通知を、特定の受信者（電子
メール受信者またはノースバウンド トラップ受信者のいずれかまたは両方）宛てに送信するよ
うにできます。

ステップ 1 [Administration] > [Settings]> [System Settings] > [Alarms and Events] > [Alarm Notification Policies] の順に選択
します。新しいアラーム通知ポリシーを追加するには、次の手順に従います。
a)

[追加（Add）] アイコンをクリックし、[仮想ドメインの選択（Select a Virtual Domain）] ポップアッ
プ ウィンドウで必要な仮想ドメインを選択します。
Cisco EPN Manager により、仮想ドメインのデバイスから受信したアラームが、同じ仮想ドメインの
通知ポリシーと照合されます。Cisco EPN Manager によって生成されるシステムカテゴリアラーム
は、すべてのアラーム通知ポリシーと照合できます。
（注）

非ルート ドメインの場合、デバイスから送信されたアラームが転送されるのは、仮想ドメ
イン ページの [ネットワーク デバイス（Network Devices）] タブでそのデバイスまたはデバ
イスを含むデバイス グループが追加または選択されている場合だけです。

b)

[OK] をクリックします。
[通知ポリシー（Notification Policies）] ウィザードが表示されます。

c)

通知をトリガーする必要がある重大度、カテゴリ、およびイベント状態を選択します。デフォルト
では、すべての重大度タイプ、カテゴリ、および状態が選択されています。

d)

[次へ（Next）] をクリックし、アラーム通知をトリガーするデバイス グループを選択します。
アラーム通知は、選択したデバイスグループに対してのみトリガーされます。
たとえば、デバイスグループのタイプに [ユーザ定義（User Defined）] を選択すると、設定されてい
るユーザ定義のすべてのデバイスグループに対してアラーム通知がトリガーされます。同様に、デ
バイスグループのタイプに [ユーザ定義（User Defined）] と [場所（Locations）] の両方を選択した場
合は、設定されているユーザ定義と場所のすべてのデバイスグループに対してアラーム通知がトリ
ガーされます。
デバイスグループタイプを選択して、他のデバイスグループからの重要でないアラーム通知の受信
を抑制します。
前のステップでシステム カテゴリ アラームだけを選択した場合は、[デバイス グループ（Device
Group）] タブに「『システム』ベースのアラームだけが選択されている場合、デバイス グループは
選択できません（Device Groups are not applicable when only 'System' based alarms are selected）」という
メッセージが表示されます。ただし非システム カテゴリ アラームを選択した場合は、1 つ以上のデ
バイス グループを選択する必要があります。

e)

[次へ（Next）] をクリックし、[通知の宛先（Notification Destination）] ページで必要な宛先を選択し
ます。
ステップ 1-a でルートドメインを選択した場合、Cisco EPN Manager で作成されたすべての電子メー
ルおよびノースバウンドトラップの受信者の宛先が [Notification Destination] ページに表示されます。
非ルート ドメインを選択している場合、特定のドメインで作成された電子メールの宛先が [通知宛先
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（Notification Destination）] ページに表示されます。アラーム通知先の設定 （1069 ページ） を参照し
てください。
f)

あるいは、追加アイコンのドロップダウンリストで [電子メール（Email）] または [ノースバウンド
トラップの受信者（Northbound Trap Receiver）] オプションを選択し、必要なフィールドに情報を入
力します。

g)

通知の宛先を選択したら、[期間の変更（Change Duration）] をクリックします。

h)

[期間の設定（Set Duration）] ポップアップ ウィンドウで [開始（From）] と [終了（To）] のタイミン
グを選択し、[OK] をクリックします。
指定した期間内に生成されるアラームだけが、通知宛先に送信されます。

i)

[次へ（Next）] をクリックし、[サマリー（Summary）] ページでアラーム通知ポリシーの [名前
（Name）] と [説明（Description）] を入力します。

j)

[保存（Save）] をクリックします。
「インターフェイス」は予約語であるため、アラーム通知ポリシーの名前として使用しな
いでください。

（注）

ステップ 2 アラーム通知ポリシーを編集するには、次の手順を実行します。
a)

ポリシーを選択し、編集アイコンをクリックします。
[通知ポリシー（Notification Policies）] ウィザードが表示されます。

b) ステップ 1 の説明に従い、[状態（Conditions）]、[デバイス グループ（Device Groups）]、および [宛先
（Destination）] を選択します。
c)

[保存（Save）] をクリックします。

古い電子メールとトラップ通知データを新しいアラーム通知ポリシーに変換する
Cisco EPN Manager を以前のリリースから最新のバージョンにアップグレードすると、Cisco
EPN Manager の以前のリリースで作成された電子メールとトラップ通知データが新しいアラー
ム通知ポリシーに変換されます。
移行されたアラーム通知ポリシーは、[アラームおよびイベント通知ポリシー（Alarms and Events
Notification Policies）] ページで確認できます。
Cisco EPN Manager では、次のアラームカテゴリがサポートされます。
• アプリケーション パフォーマンス
• 変更監査
• クライアント
• コンピューティング サーバ
• コンテキスト認識型通知
• コントローラ
• 汎用
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• モビリティ サービス
• Nexus VPC スイッチ
• Performance
• SE で検出された干渉源
• セキュリティ
• スイッチとルータ
• システム（System）
Cisco EPN Manager では、次のアラームカテゴリがサポートされていません。
• アドホック不正
• AP
• 自律 AP
• Cisco UCS シリーズ
• カバレッジ ホール
• メッシュリンク（Mesh Links）
• ルータ
• 不正 AP（Rogue AP）
• RRM
• スイッチおよびハブ
• サード パーティ AP
• サードパートコントローラ（Third Part Controller）
• ワイヤレス コントローラ
移行されたアラーム通知ポリシーを編集するには、「アラーム通知ポリシーのカスタマイズ （
1072 ページ）」を参照してください。

SNMP トラップ通知としてのアラームおよびイベントの転送
Cisco EPN Manager は、SNMPv2c および SNMPv3 トラップ通知として、アラームとイベントを
EPM-NOTIFICATION-MIB 形式で転送できます。次を指定することができます。
• 特定のアラームまたはイベントのカテゴリ（たとえば、内部サーバ SNMP トラップの場合
は [システム（System）]）。
• 特定の重大度のアラーム。INFO イベントだけが転送されます。イベントの他の重大度を
指定することはできません。
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詳細については、アラーム通知先の設定 （1069 ページ）を参照してください。

電子メール通知のデフォルト設定
メール サーバを設定していない場合は、「SMTP 電子メール サーバの設定 （969 ページ）」に
記載の手順を実行してください。この手順を実行しないと、通知は送信されません。
すべてのアラームおよびイベントのメール通知に適用される特定のデフォルト設定を設定でき
ます。これらの設定は、ユーザが個別の通知と受信者を設定するときに、上書きできます。
デフォルトでは、電子メールの件名にアラームの重大度とカテゴリが含まれます。次の設定も
使用できますが、デフォルトでは無効になっています。
• [件名（Subject line）]：より重要なアラーム重大度を含めるか、カスタム テキストを追加
します。また、件名全体をカスタム テキストに置き換えることもできます。
• [電子メールの本文（Body of the email）]：カスタム テキスト、アラーム条件、およびア
ラームの詳細ページへのリンクを含めます。
• [セキュアなメッセージ モード（Secure message mode）]：このモードを有効にすると、IP
アドレスとコントローラ名がマスクされます。
これらの設定を有効化、無効化、または調整するには、[管理（Administration）] > [設定
（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、さらに [アラームおよびイベント
（Alarms and Events）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] を選択します。[ア
ラーム電子メール オプション（Alarm Email Options）] エリアで変更を加えます。

アラームクリーンアップ、表示、および電子メールオプ
ションの指定
[管理（Administration）] > [システム設定（System Settings）] > [アラームおよびベント（Alarms
and Events）] ページでは、アラームのクリーンアップ、表示、電子メール送信のタイミングと
方法を指定できます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [アラームおよびイベン
ト（Alarms and Events）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] を選択します。
ステップ 2 [アラームおよびイベントのクリーンアップ オプション（Alarm and Event Cleanup Options）] を次のように
変更します。
• [クリアされた非セキュリティ アラームを次の後で削除（Delete cleared non-security alarms after）]：セ
キュリティ アラーム以外のアラームが削除されるまでの日数を入力します。セキュリティアラーム以
外のアラームには、[セキュリティ（Security）] カテゴリまたは [アドホック不正（Adhoc Rogue）] カ
テゴリに属するアラーム以外のすべてのアラームが含まれます。
• [クリアされたセキュリティアラームを次の後で削除（Delete cleared security alarms after）]：セキュリ
ティアラームとアドホック不正アラームが削除されるまでの日数を入力します。
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• [すべての（アクティブおよびクリアされた）アラームを次の後で削除（Delete all (active & cleared)
alarms after）]：アクティブなアラームまたはクリアされたアラームが削除されるまでの日数を入力し
ます。
• [すべてのイベントを次の後で削除（Delete all events after）]：すべてのイベントを削除するまでの日数
を入力します。
最大値は、8000000 イベントまたは指定された日数のいずれか小さい方です。
ステップ 3 [syslog クリーンアップ オプション（Syslog Cleanup Options）] を次のように変更します。
• [すべての syslog を次の後で削除（Delete all Syslogs after）]：すべての古い syslog について、削除する
までの日数を入力します。
• [最大保持 syslog 数（Max Number of Syslog to Keep）]：データベースで保持する必要がある syslog の数
を入力します。
ステップ 4 必要に応じて、[アラーム表示オプション（Alarm Display Options）] を変更します。
• [確認済みのアラームを非表示（Hide acknowledged alarms）]：このチェックボックスをオンにすると、
承認済みのアラームは [アラーム（Alarm）] ページに表示されません。このオプションは、デフォル
トで有効です。重大度の変化に関係なく、確認応答済みのアラームに対して電子メールは生成されま
せん。
• [割り当て済みのアラームを非表示（Hide assigned alarms）]：このチェックボックスをオンにすると、
割り当て済みのアラームは [アラーム（Alarm）] ページに表示されません。
• [Hide cleared alarms]：このチェックボックスをオンにすると、クリアされたアラームは [Alarm] ページ
に表示されません。このオプションは、デフォルトで有効です。
• [Show only Active Alarms in Alarms tab]：このチェックボックスをオンにすると、アクティブなアラー
ムのみが [Alarms] タブのアラームリストに表示されます。
• [アラーム メッセージにデバイス名を追加（Add device name to alarm messages）]：このチェックボック
スをオンにすると、デバイスの名前がアラーム メッセージに追加されます。
これらのオプションの変更は、[アラーム（Alarm）] ページにのみ適用されます。エンティティに対するア
ラームのクイック検索は、アラームの状態に関係なく、そのエンティティのすべてのアラームを表示しま
す。
ステップ 5 アラームの [障害ソース パターン（Failure Source Pattern）] を次のように変更します。
• カスタマイズするカテゴリを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。
• 利用可能な選択肢から障害ソース パターンを選択し、[OK] をクリックします。
• セパレータをカスタマイズするカテゴリを選択し、[セパレータの編集（Edit Separator）] をクリックし
ます。使用可能なオプションの 1 つを選択し、[OK] をクリックします。
選択したカテゴリに対して生成されるアラームには、ユーザが設定するカスタム パターンが使用されま
す。たとえば、[クライアント（Clients）] カテゴリを選択し、セパレータが # になるように編集するとし
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ます。サポートされるクライアント アラームが生成されたときにユーザが [モニタ（Monitor）] > [モニタ
リング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] の順に選択すると、
そのアラームの [障害のソース（Failure Source）] 列は MAC アドレス#名前となります。
（注）

障害のソースは、カスタム トラップ、syslog 生成イベント、およびカスタム syslog 変換ではサポー
トされません。

ステップ 6 [アラーム電子メールのオプション（Alarm Email Options）] を次のように変更します。
• [Add Cisco EPN Manager address to email notifications]：このチェックボックスをオンにすると、電子メー
ル通知に Cisco EPN Manager のアドレスが追加されます。
• [電子メールの件名行にアラームの重要度を含める（Include alarm severity in the email subject line）]：こ
のチェックボックスをオンにすると、電子メールの件名にアラーム重大度が含まれるようになります。
このオプションは、デフォルトで有効です。
• [電子メールの件名行にアラームカテゴリを含める（Include alarm Category in the email subject line）]：
このチェックボックスをオンにすると、電子メールの件名にアラームのカテゴリが含まれるようにな
ります。このオプションは、デフォルトで有効です。
• [電子メールの件名行に優先アラーム重要度を含める（Include prior alarm severity in the email subject
line）]：このチェックボックスをオンにすると、電子メールの件名に事前アラーム重大度が含まれる
ようになります。
• [電子メールの件名行にカスタムテキストを含める（Include custom text in the email subject line）]：この
チェックボックスをオンにすると、電子メールの件名にカスタム テキストが追加されます。[電子メー
ルの件名行をカスタム テキストで置換する（Replace the e-mail subject line with custom text）] チェック
ボックスをオンにして、電子メールの件名をカスタム テキストに置き換えることもできます。
• [電子メールの本文にカスタムテキストを含める（Include custom text in body of email）]：このチェック
ボックスをオンにすると、電子メールの本文にカスタム テキストが追加されます。
• [電子メールの本文にアラーム状態を含める（Include alarm condition in body of email）]：このチェック
ボックスをオンにすると、電子メールの本文にアラーム状態が含まれるようになります。
• [電子メールの本文にアラーム アプリケーション カテゴリ データを含める（Include alarm application
category data in body of email）]：このチェックボックスをオンにすると、電子メールの本文にアラーム
カテゴリが含まれるようになります。
• [電子メールの本文にアラームの詳細ページへのリンクを追加する（Add link to Alarm detail page in body
of email）]：このチェックボックスをオンにすると、電子メールの本文に [アラームの詳細（Alarm
detail）] ページへのリンクが追加されます。
• [セキュア メッセージモードの有効化（Enable Secure Message Mode）]：チェックボックスをオンにす
ると、セキュア メッセージ モードが有効になります。[IP アドレスをマスク（Mask IP Address）] およ
び [コントローラ名をマスク（Mask Controller Name）] チェックボックスをオンにした場合、アラーム
電子メールはセキュア モードで送信され、すべての IP アドレスとコントローラ名はマスクされます。
• [電子メール送信間隔（Email Send Interval）]：電子メールの送信間隔を指定します。
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（注）

Cisco EPN Manager はアラームの最初のインスタンスに関するアラーム通知電子メールを送信し、
その後の通知はアラーム重大度が変更された場合にのみ送信されます。

ステップ 7 [アラームのその他のオプション（Alarm Other Options）] を次のように変更します。
• [コントローラライセンス数のしきい値（Controller License Count Threshold）]：しきい値のパーセンテー
ジを入力します。コントローラに接続されているアクセスポイントの数が、コントローラで使用可能
なライセンスの指定レートに達すると、アラームがトリガーされます。たとえば、コントローラのア
クセスポイントライセンスが 100、しきい値が 80% で設定されている場合、コントローラに接続され
ているアクセスポイントの数が 80 を超えると、アラームがトリガーされます。
• [AP カウントしきい値アラームの有効化（Enable AP count threshold alarm）]：このチェックボックスを
オンにすると、しきい値アラームの AP カウントを有効にします。
• [コントローラ アクセス ポイント数のしきい値（Controller Access Point Count Threshold-）]：しきい値
のパーセンテージを入力します。コントローラに接続されているアクセスポイントの数が、コントロー
ラでサポートされているアクセスポイントの最大数の指定レートに達すると、アラームがトリガーさ
れます。たとえば、コントローラが最大 6000 アクセスポイントをサポートしており、しきい値が 80%
に設定されている場合、コントローラに接続されているアクセスポイントの数が 4800 を超えるとア
ラームがトリガーされます。
• [Admin Down 状態のインターフェイスで光 SFP TCA を抑制（Suppress Interface Optical SFP TCA in Admin
Down State）]：このチェックボックスをオンにすると、Admin Down 状態のインターフェイスで光 SFP
TCA の発生を防ぐことができます。
• [サービス影響分析の有効化（Enable Service Impact Analysis）]：このチェックボックスをオンにする
と、サービス影響分析が有効になります。
• [ツリーの根本原因がクリアされたときに相関ツリーからのサブツリー作成の有効化（Enable creation
of subtrees from a correlation tree when root cause of the tree clears）]：相関ツリーの根本原因がクリアされ
たときに、この相関ツリーのサブツリーが作成されます。各サブツリーには未解決の根本原因がある
場合にこのチェックボックスをオンにすると機能が有効になります。
• [インターフェイス ステータス ポーリングからのアラームの有効化（Enable alarms from interface status
polling）]：このチェックボックスがオンの場合、イーサネットとバンドルインターフェイスのインター
フェイスステータスをポーリングすることで、LinkDown アラームが発生およびクリアされます。
• [EPNM インベントリ収集に基づくアラーム生成の有効化（Enable alarm generation based on EPNM inventory
collection）]：EPNM はエンティティのインベントリステータスを使用して特定のアラームを生成およ
びクリアします。このメカニズムは、（デバイスでこれらが生成されず、ネットワーク内で失われた
ことなどが原因で）失われたか欠けている可能性のある syslog およびトラップのバックアップとして
機能します。
• [ユーザ定義フィールドの有効化（Enable User Defined Field）]：この設定が有効になっている場合、[ア
ラーム（Alarms）] タブのアラームリストに、ハードウェアアラームの PRODUCT_NAME と
PRODUCT_ID が条件付きで入力されます。この設定は既存のアラームには影響せず、以前に発生した
アラームに遡ってを適用されません。デフォルトでは、この設定はディセーブルになっています。
• [イベントスロットルの有効化（Enable Event Throttle）]：このチェックボックスをオンにすると、デバ
イスのイベントカウントがしきい値カウントを超えた場合（デフォルトでは、1 時間以内に発生した
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イベントが 3,600 を超える場合）、Cisco EPN Manager によってイベントがプロアクティブにドロップ
されます。詳細については、デバイスごとのイベントスロットルのカスタマイズ （1085 ページ）を参
照してください。
ステップ 8 [アラームマネージャの設定（Alarm Manager Settings）] については、Cisco IOS XR デバイスでのアラーム
マネージャの設定 （1080 ページ）を参照してください。
ステップ 9 [保存（Save）] をクリックします。

確認済み、クリア済み、および割り当て済みのアラーム
のグローバル表示と検索設定を構成する
次の表に、確認済み、クリア済み、および割り当て済みのアラーム用の表示オプションの一部
を示します。これらの設定は、個別のユーザが（表示設定で）調整することができません。こ
れは、非常に大規模なシステムの場合に、ユーザがシステム パフォーマンスに影響を及ぼすよ
うな変更を加える可能性があるためです。
[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] ページに表示されるその他の設定はユーザが
調整できますが、ここではグローバル デフォルトを設定できます。これらの設定については、
次のトピックを参照してください。
• 電子メール通知のデフォルト設定
• アラーム、イベント、および Syslog の消去 （993 ページ）

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択してから、[ア
ラームおよびイベント（Alarms and Events）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] を選択し
ます。
ステップ 2 [表示オプションのアラーム（Alarm Display Options）] 領域で、必要に応じて、これらの設定を有効または
無効にします。
アラーム表示オプショ 説明
ン

設定が検索結果に
も影響するかどう
か

確認済みのアラームを [アラーム（Alarms）] リストに確認済みのアラームを表示しな ○
非表示（Hide
いか、それらを検索結果に含めません。
acknowledged alarms）
割り当て済みのアラー [アラーム（Alarms）] リストまたは検索結果に割り当て済みの ○
ムを非表示（Hide
アラームを表示しません。
assigned alarms）
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クリア済みのアラーム [アラーム（Alarms）] リストまたは検索結果にクリア済みのア なし
を非表示（Hide
ラームを表示しません。
cleared alarms）
たとえば、4000 アラームのうちの 3900 がクリアされたアラー
ムである場合、この設定を有効にすると、[アラーム（Alarms）]
> [アクティブアラームの表示（Showing Active Alarms）] のア
ラームリストにはクリアされていない 100 のアラームが表示さ
れます。
（注）

[アラーム（Alarms）]
タブにアクティブア
ラームのみを表示
（Show only Active
Alarms in Alarms
tab）

クリア済みのアラームは、[クリア済みのアラーム
（Cleared Alarms）] タブでは表示可能なままです。

[アラーム（Alarms）] タブのアラームリストにアクティブなア なし
ラームのみを表示します。
たとえば、4000 アラームのうちの 3900 がクリアされたアラー
ムである場合、この設定を有効にすると、[アラーム（Alarms）]
> [アクティブアラームの表示（Showing Active Alarms）] のア
ラームリストには最新のクリアされていない 4000 のアラーム
が表示されます。
（注）

クリア済みのアラームは、[クリア済みのアラーム
（Cleared Alarms）] タブでは表示可能なままです。

アラームメッセージに 電子メール通知にデバイス名を追加します。
デバイス名を追加
（Add device name to
alarm messages）

なし

ステップ 3 変更を適用するには、[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] ウィンドウの下部にある [保存
（Save）] をクリックします。

Cisco IOS XR デバイスでのアラームマネージャの設定
信頼性の高いアラームの一部として、Cisco EPN Manager は Cisco IOS XR デバイスのアラーム
マネージャをポーリングして未処理のアラームまたはイベントを確認します。

（注）

アラームマネージャのサポートは、Cisco IOS XR デバイスの NCS 10xx、NCS 40xx、および
NCS 55xx のみに限定されています。
Cisco EPN Manager GUI でアラームマネージャを有効または無効にするには、次の手順に従い
ます。
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ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択してから、[ア
ラームおよびイベント（Alarms and Events）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] を選択し
ます。
ステップ 2 [Alarm Manager Settings] で、デバイスタイプを選択して、必要に応じてアラームマネージャを有効または
無効にします。
（注）

デフォルトでは、アラームマネージャは、[Alarm Manager Settings] 領域の下に一覧表示されてい
るすべてのデバイスタイプに対して有効になっています。

ステップ 3 [保存（save）] をクリックして変更を適用します。
ステップ 4 [Alarms and Events] ウィンドウの下部にある [Save] をクリックします。

アラームマネージャが有効になっている場合、Cisco EPN Manager は 5 分ごとにデバイスをポー
リングします。このポーリング間隔は変更できません。アラームマネージャによって発生した
すべてのアラームは、[Monitor] > [Monitoring Tools] > [Alarms and Events] ページの [Alarm]
タブに一覧表示されます。このリストでは、重大度を変更したり、アラームマネージャによっ
て発生したアラームをクリアまたは削除したりすることはできません。アラームマネージャに
よって発生したアラームについては、アラームのソースが「Synthetic_Event」と表示されます。
アラームマネージャを無効にした場合は、アラームマネージャによって以前に発生したすべて
のアラームがクリアされます。Cisco EPN Manager はデバイスをポーリングしなくなりますが、
引き続きデバイスから直接アラームを受信します。すべての PKT-INFRA-FM アラームは、
[Monitor] > [Monitoring Tools] > [Alarms and Events] ページの [Events] タブに一覧表示されま
す。

Cisco IOS XE デバイスでのアラーム再同期の設定
「show facility」コマンドに基づくアラーム再同期機能は、Cisco IOS XE デバイス用の信頼性の
高いアラームの一部です。この機能は、Cisco NCS 42xx デバイスのソフトウェアバージョン
16.6.6vS および 16.9.1 でサポートされていま
す。/conf/fault/ncs42xx/resources/NCS42xxAlarmManager.properties ファイルを変更すること
により、アラームの再同期を有効または無効にすることができます。
アラーム再同期が有効になっている場合、デバイスから受信したアラームは、[Monitor] >
[Monitoring Tools] > [Alarms and Events] ページの [Alarm] タブに表示されます。Cisco EPN
Manager を使用して、重大度を変更したり、これらのアラームをクリアまたは削除したりする
ことはできません。

（注）

アラーム再同期機能は、DSX、SONET、およびシステムアラームを選択する場合にのみサポー
トされます。詳細は Cisco Evolved Programmable Network Manager のサポート対象 Syslog を参照
してください。
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Cisco NCS 42xx デバイスでアラームマネージャを有効または無効にする手順を次に示します。

ステップ 1 Cisco EPN Manager サーバとの CLI セッションを開きます。詳細については、「CLI 経由の接続 （953 ペー
ジ）」を参照してください。
ステップ 2

/conf/fault/ncs42xx/resources/NCS42xxAlarmManager.properties

ファイルを開きます。

ステップ 3 必要に応じて、shfacilityenabled、resyncperiodmillis、および pollerperiodmillis を変更します。
• shfacilityenabled：アラームマネージャを有効または無効にするフラグ。このフラグを true に設定す
ると、アラーム再同期が有効になります。デフォルトでは、この値は true に設定されています。この
値を変更する場合、システムの再起動は必要ありません。
• resyncperiodmillis：デバイスをポーリングするポーリング間隔。これらの値は必要に応じて変更でき
ます。デフォルト値は、600000 ミリ秒（10 分）です。この変更を有効にするには、システムを再起動
する必要があります。
• pollerperiodmillis：アラームマネージャをポーリングするためにデバイスリストを更新するポーラ。
この値は必要に応じて変更できます。デフォルト値は 3600000 ミリ秒（1 時間）です。この変更を有
効にするには、システムを再起動する必要があります。

Cisco IOS XE デバイスでのアラームプロファイリングの設定
Cisco EPN Manager は、Cisco IOS XE デバイスのアラームプロファイリングをサポートしてい
ます。Cisco EPN Manager でアラームプロファイリングの変更を反映するには、
alarmprofileEnabled を true に設定します。手順は次のとおりです。

ステップ 1 Cisco EPN Manager サーバとの CLI セッションを開きます。詳細については、「CLI 経由の接続 （953 ペー
ジ）」を参照してください。
ステップ 2

/conf/fault/ncs42xx/resources/NCS42xxVersion.properties

ステップ 3

alarmprofileEnabled

ファイルを開きます。

を true に設定し、変更を保存します。デフォルトでは、alarmprofileEnabled は有効

になっています。
（注）

alarmprofileEnabled が

false に設定されている場合、Cisco EPN Manager はアラームプロファイリ
ングの変更を反映しません。

アラーム重大度レベルの変更
Cisco EPN Manager の各アラームには重大度が設定されます。アラームの重大度は、アラーム
に関連付けられている最も重大なイベントによって決定します。新たに生成されたイベントの
重大度を変更することにより、アラームの重大度を調整できます。
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（注）

ハイ アベイラビリティなど Cisco EPN Manager のシステム管理に関連付けられたアラームにつ
いては、サーバの内部 SNMP トラップのカスタマイズおよびトラップの転送 （982 ページ）を
参照してください。
次の 2 つの方法で、ネットワーク レベルおよびデバイス レベルのアラームの重大度を変更で
きます。
• オプティカル、キャリア イーサネット、デバイス ヘルス、インターフェイス ヘルス モニ
タリング ポリシーによって生成されたしきい値超過のアラーム：関連するモニタリング
ポリシーの設定を変更します。モニタリング ポリシーのしきい値およびアラーム動作の変
更 （285 ページ）を参照してください。
• 特定のアラーム：このセクションの手順を使用します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[アラームおよびイベント（Alarms
and Events）] > [アラームの重大度および自動クリア（Alarm Severity and Auto Clear）] の順に選択しま
す。
ステップ 2 [アラーム状態（Alarm Condition）] 列で使用可能なカテゴリを拡張するか、または列見出しのすぐ下にあ
る [アラーム状態（Alarm Condition）] フィールドにイベントテキスト全体または一部を入力して必要な
[アラーム状態（Alarm Condition）]を検索します。
ステップ 3 イベントを選択し、新しい重大度を設定します。
1.

イベントのチェックボックスをオンにします。

2.

[重大度（Severity）] ドロップダウン リストから重大度を選択し、[保存（Save）] をクリックします。

アラームのトラブルシューティングテキストのカスタマ
イズ
トラブルシューティングと説明の情報をアラームに関連付けると、[アラームおよびイベント
（Alarms and Events）] テーブルへのアクセス権を持つユーザがその情報を表示できるようにな
ります。ポップアップ ウィンドウに表示される情報を追加または変更するには、次の手順に従
います。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] の順に選択し、[アラー
ムおよびイベント（Alarms and Events）] > [アラームの重大度および自動クリア（Alarm Severity and Auto
Clear）] を選択します。
ステップ 2 アラームを選択し、[推奨アクション（Recommended Action）] をクリックします。
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ステップ 3 [説明（Explanation）] および [推奨アクション（Recommended Actions）] フィールドの内容を追加または変
更して、[保存（Save）] をクリックします。デフォルトのテキストに戻すには、[リセット（Reset）] をク
リックしてから [保存（Save）] をクリックします。

アラームの自動クリア間隔の変更
特定の期間が経つと自動的にアラームがクリアされるように設定できます。この設定は、クリ
ア イベントがない場合などに役立ちます。アラームの自動クリアによって、アラームに関連す
るイベントの重大度が変更されることはありません。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] の順に選択し、[アラー
ムおよびイベント（Alarms and Events）] > [アラームの重大度および自動クリア（Alarm Severity and Auto
Clear）] を選択します。
ステップ 2 [イベント タイプ（Event Types）] 列の下に表示されているカテゴリを展開します。または、列ヘッダーの
すぐ下にある [イベント タイプ（Event Types）] 検索フィールドにイベントのテキストの全部または一部を
入力することにより、目的のイベント タイプを検索します。
ステップ 3 イベントまたはイベントのグループのアラームを自動的にクリアするまでの期間を変更するには、次のよ
うに操作します。
• 単一のイベントの場合、そのイベントのチェックボックスをオンにしてから、[自動クリアまでの期間
（Auto Clear Duration）] フィールドをクリックし、新しい期間を入力して [保存（Save）] をクリック
します。
• 複数のイベントの場合、それらのイベントを選択してから、[アラームの自動クリア（AlarmAutoClear）]
をクリックし、ダイアログボックスに新しい期間を入力して [OK] をクリックします。
ステップ 4 次のいずれかの操作を実行して、自動クリア間隔を変更します。
• [自動クリアまでの期間（Auto Clear Duration）] フィールドをクリックし、新しい間隔を入力して [保
存（Save）] をクリックします。
• イベント タイプのチェックボックスをオンにしてから [アラームの自動クリア（Alarm Auto Clear）] を
クリックし、新しい間隔を入力して [OK] をクリックします。
（注）

[アラーム自動クリア（Alarm Auto Clear）] ボタンは、自動クリア イベントが設定されていな
いイベントに対してのみ有効になります。

アラームの失敗の原因に表示される情報を変更する
アラームが生成された場合は、失敗の原因に関する情報がそれに含まれています。情報は特定
の形式を使用して表示されます。たとえば、パフォーマンスの失敗の場合は、MACAddress:SlotID
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という形式が使用されます。他のアラームの失敗の原因として、ホスト名、IP アドレス、また
はその他のプロパティが含まれている場合があります。次の手順を使用して、アラームの失敗
の原因に表示されるプロパティと区切り文字（コロン、ダッシュ、またはシャープ記号）を調
整します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択してから、[ア
ラームおよびイベント（Alarms and Events）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] を選択し
ます。
ステップ 2 [失敗の原因パターン（Failure Source Pattern）] 領域で、カスタマイズするアラーム カテゴリを選択します。
ステップ 3 次のように失敗の原因形式を調整します。
• 表示されるプロパティをカスタマイズするには、[編集（Edit）] をクリックして、プロパティを選択
し、[OK] をクリックします。プロパティが灰色表示されている場合は、それを削除することができま
せん。
• プロパティの間に表示される区切り文字をカスタマイズするには、[区切り文字の編集（Edit Separator）]
をクリックします。
ステップ 4 変更を適用するには、[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] 設定ウィンドウの下部にある [保存
（Save）] をクリックします。

デバイスごとのイベントスロットルのカスタマイズ
デバイスによって発生したイベントの数がしきい値を超えると、Cisco EPN Manager はイベン
トをプロアクティブにドロップします。下限しきい値に到達すると、イベント処理が再開され
ます。
デフォルトでは、1 時間以内に 3,600 を超えるイベントが発生した場合、Cisco EPN Manager は
デバイスからイベントをプロアクティブにドロップします。イベント数が 3,000 に低下すると、
イベント処理が再開されます。
デフォルトのしきい値を変更するには、次の手順を実行します。
始める前に
この機能を有効にするには、次の手順を実行します。
1.

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [アラー
ムおよびイベント（Alarms and Events）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）]
に移動します。

2.

[イベントスロットルの有効化（Enable Event Throttle）] チェックボックスをオンにします。
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ステップ 1 Cisco EPN Manager で CLI セッションを開きます（詳細については、CLI 経由の接続 （953 ページ）を参
照）。
ステップ 2

/conf/fault/cep/EventThrottleRules.xml

ファイルを開きます。

ステップ 3 次のルールで必要な値を指定します。
• Add_Suppress_Event_Based_On_Count_Per_Device_Rule
：デバイスによって発生したイベントを Cisco EPN Manager がプロアクティブにドロップするしきい
値カウント。デフォルトでは、この値は 3600 です。
• Remove_Suppress_Event_Based_On_Count_Per_Device_Rule：Cisco EPN Manager がイベントの処理を再開
するしきい値カウント。デフォルト値は 3000 です。

完全優先ベントの動作の変更
Cisco EPN Manager は、デバイスから設定変更イベントを受信すると、他の関連するイベント
が送信される場合に備えて特定の時間待機してからインベントリ収集を開始します。これによ
り、複数の収集プロセスの同時実行が回避されます。これは、インベントリ収集保留時間と呼
ばれ、デフォルトで 10 分に設定されています。この設定は、[インベントリ（Inventory）] シ
ステム設定ページ（[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System
Settings）] > [インベントリ（Inventory）]）で制御されています。
次のイベントは、デフォルトの時間間隔である 10 分以内に Cisco EPN Manager によって処理さ
れます。
タイプ（Type）

サポートされるイベント

リンク

LINK-3-UPDOWN

カード保護

CARD_PROTECTION-4-PROTECTION
CARD_PROTECTION-4-ACTIVE

VLAN

PORT_SECURITY-6-VLAN_REMOVED
PORT_SECURITY-6-VLAN_FULL
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タイプ（Type）

サポートされるイベント

ICCP SM

L2-L2VPN_ICCP_SM-4-REMOTE_CORE_ISOLATION
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-REMOTE_CORE_ISOLATION_CLEAR
L2-L2VPN_ICCP_SM-3-CONFIG_LOCAL_ERROR
L2-L2VPN_ICCP_SM-3-CONFIG_REMOTE_ERROR
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-LOCAL_CORE_ISOLATION
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-LOCAL_CORE_ISOLATION_CLEAR
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-PEER_REACHABILITY_FAILURE
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-PEER_REACHABILITY_CLEAR
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-REMOTE_ACCESS_MAIN_PORT_FAILURE
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-REMOTE_ACCESS_MAIN_PORT_FAILURE_CLEAR
INFRA-ICCP-5-ISOLATION
INFRA-ICCP-5-ISOLATION_CLR
INFRA-ICCP-5-NEIGHBOR_STATE_UP
INFRA-ICCP-5-NEIGHBOR_STATE_DOWN
INFRA-ICCP-6-BACKBONE_INTERFACE_STATE_UP
INFRA-ICCP-6-BACKBONE_INTERFACE_STATE_DOWN
L2-BM-6-ACTIVE_CLEAR
L2-BM-6-ACTIVE_PROBLEM
L2-L2VPN_ICCP_SM-3-CONFIG_INVALID_NODEID
L2-L2VPN_ICCP_SM-3-CONFIG_INVALID_NODEID_CLEAR

衛星

PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS_PROBLEM
PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS_CLEAR

クラスタ

PLATFORM-REDDRV-7-ROLE_CHANGE
PLATFORM-CE_SWITCH-6-UPDN
PLATFORM-CLUSTER_CLM-6-UPDN
LINK_UP
LINK_DOWN

Celeborn カード

UEA_SPA_MODE-6-UEA_SPA_MODE_CHG

コンフィギュレー
ション コミット
syslog

MGBL-CONFIG-6-DB_COMMIT
SYS-5-CONFIG_I

ただし、次の重大なイベントが発生した場合はすぐに、Cisco EPN Manager によってデバイス
のフルディスカバリが実行されます。
SYS-5-RELOAD
SYS-5-RESTART
OIR-6-INSCARD
OIR-SP-6-INSCARD
SWT_CEFC_STATUS_CHANGE
cefcFRURemoved
cefcFRUInserted

局所的インベントリのイベントフローコントローラ
局所的インベントリでは、生成されたイベントが識別され、デバイスで行われた変更のみが処
理されます。イベントの流入によるデバイスの連続的な同期を避けるため、詳細なインベント
リではイベント バースト フロー コントローラと連続イベントフローコントローラが使用され
ます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1087

Cisco EPN Manager システムの管理
イベント バースト フロー コントローラ

バーストモードと連続モードでモニタされるイベントまたはモニタされないイベントのリスト
の場合。

イベント バースト フロー コントローラ
管理対象デバイスのいずれかのテクノロジーについて、着信イベントの数がしきい値
（BurstHoldOffTimer の BurstThreshold）を超えると、Cisco EPN Manager によってイベントバー
スト状態と見なされます。このシナリオでは、イベントバースト状態がクリアされるまで、し
きい値違反となっているイベントの詳細なインベントリ同期が一定の期間（BurstHoldOffTimer）
保留されます。この状態チェックは定期的に繰り返されます。指定の再試行回数
（BurstCheckRetryCount）が経過した後もまだしきい値違反となっている場合は、Cisco EPN
Manager によってデバイスの詳細なインベントリ処理がすべて停止されます。
イベントバースト状態が検出され、3 回の再試行の前にクリアされた場合は、イベント バース
ト フロー コントローラによって、対応するテクノロジーの機能の同期がトリガーされます。
イベントバースト状態が検出され、3 回の再試行の後も継続している場合は、コントローラに
よってすべての詳細なインベントリ処理が停止され、
DISABLE_GRANULAR_INVENTORY_EVENT イベントが生成されて、デバイスの詳細なイン
ベントリが無効になります。
表 62 : イベントバーストアクションのプロパティ

プロパティ名

説明

デフォルト値

BurstThreshold

一定の期間において特定のタ 100 のイベント。
イプのイベントが「バース
ト」と見なされる数。

BurstHoldOffTimer

インベントリ同期が保留され 300000 ミリ秒（5 分）
る期間。

BurstCheckRetryCount

許容される再試行回数。

3回

局所的インベントリが無効になると、特定のデバイスについてイベントバースト状態をモニタ
するためのシステムチェックが開始されます。このシステムチェックによって、イベントバー
スト状態が継続しているかどうかが確認されます。イベントバースト状態がない場合は、シス
テムによって DISABLE_GRANULAR_INVENTORY_EVENT がクリアされた後、デバイスの完
全同期が実行されます。新しい着信イベントに対しては、デバイスの局所的インベントリ処理
が再開されます。

（注）

デバイスの局所的インベントリを手動で有効にすると（局所的インベントリの有効化または無
効化 （1089 ページ）を参照）、対応する DISABLE_GRANULAR_INVENTORY_EVENT がクリ
アされます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1088

Cisco EPN Manager システムの管理
継続イベントフローコントローラ

継続イベントフローコントローラ
管理対象デバイスの着信イベントの数がしきい値（contEventsCheckPeriod の
contEventsThresholdCount）よりも大きい場合は、Cisco EPN Manager によって連続イベント状
態と見なされます。このシナリオでは、継続イベント状態がクリアされるまで、しきい値違反
となっているイベントの詳細なインベントリ同期が一定の期間（contEventsDropPeriod）保留さ
れます。
継続イベント状態が検出されると、継続イベントフローコントローラによって、デバイスの詳
細なインベントリ処理がすべて停止され、デバイスが継続状態であることを示す
INVENTORY_SYNC_SUPPRESSED アラームが発生します。継続イベント状態がクリアされる
までは、特定されたすべてのイベントについて、一定間隔で機能の同期の実行が継続されま
す。
表 63 : 継続イベントアクションのプロパティ

プロパティ名

説明

デフォルト値

contEventsThresholdCount

キュー内で一度に許可される 50 のイベント
イベントの最大数。

contEventsCheckPeriod

着信イベントカウントを確認 300000 ミリ秒（5 分）
するための時間間隔（ミリ秒
単位）。

contEventsDropPeriod

継続イベントの場合に一定間 300000 ミリ秒（5 分）
隔で機能の同期をトリガーす
る時間間隔（ミリ秒単位）。

局所的インベントリの有効化または無効化
局所的インベントリの有効化または無効化は、[システム設定（System Settings）] ページから
グローバルレベルで行えます。[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定
（System Settings）] > [インベントリ（Inventory）] > [インベントリ（Inventory）] > > > > の
順に選択し、[局所的インベントリを有効にする（Enable Granular Inventory）] チェックボック
スをオンまたはオフにします。デフォルトで、この設定は有効になっています。

（注）

局所的インベントリを無効にすると、すべての管理対象デバイスの局所的インベントリ処理が
すべて停止されます。
また、[ネットワークデバイス（Network Devices）] ページからデバイスレベルで局所的インベ
ントリを有効または無効にすることもできます。デバイスの局所的インベントリを無効にする
には、[ネットワークデバイス（Network Devices）] ページで目的のデバイスを選択し、[管理状
態（Admin State）] > [局所的インベントリを無効にする（Disable Granular Inventory）] > を選
択します。これで、選択したデバイスについてのみ、局所的インベントリが無効になり、シス
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テムにある他のデバイスの詳細なインベントリ処理には影響を与えません。デバイスの局所的
インベントリを再度有効にするには、[ネットワークデバイス（Network Devices）] ページで目
的のデバイスを選択し、[管理状態（Admin State）] > [局所的インベントリを有効にする（Enable
Granular Inventory）] > を選択します。1 つまたは複数のデバイスを選択して、これらのアク
ションを適用することができます。ただし、複数のデバイスを選択する場合は、選択したデバ
イスのすべてが 2 つの状態のいずれかになっている必要があります。選択したデバイスの状態
が互いに異なる場合、これらのオプションは有効になりません。

（注）

局所的インベントリがグローバルレベルで無効になっている場合は、デバイスレベルでの局所
的インベントリ設定よりも優先します。局所的インベントリがグローバルレベルで有効になっ
ている場合は、デバイスレベルでの局所的インベントリ設定の方が優先します。

Web GUI に表示される汎用イベントのカスタマイズ
SNMP トラップおよび syslog によって生成される汎用イベントの説明と重大度をカスタマイズ
することができます。カスタマイズした内容は、SNMP トラップ イベントの [イベント
（Events）] タブに表示されます。MIB モジュールがロードされていない場合は、手動でロー
ドし、その MIB で提供される通知をカスタマイズすることができます。
これらの汎用イベントをカスタマイズする方法については、「SNMP トラップに基づく汎用イ
ベントのカスタマイズ （1091 ページ）」を参照してください。

汎用トラップおよび Syslog の処理の無効化および有効化
デフォルトでは、Cisco EPN Manager は受信した syslog またはトラップを廃棄しません。アラー
ムおよびイベントはどのように作成および更新しますか。 （296 ページ）に記載されているよ
うに、Cisco EPN Manager は、受信した syslog またはトラップについて Cisco EPN Manager が新
規イベントを作成すべきかどうかを決定する（新規イベントを作成する場合は、アラームを作
成するかどうかも決定する）イベント カタログを保持しています。Cisco EPN Manager がイベ
ントを作成しない場合、トラップまたは syslog は汎用イベントと見なされます。
デフォルトでは、Cisco EPN Manager により次のことが実行されます。
• イベント一覧に汎用イベントが表示されます。
• 汎用イベントは、CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB を使用して正規化された後、電子メー
ルまたは SNMP トラップ通知で転送されます。詳細については、本ガイドの
「CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB」を参照してください。
トラップの内容に関係なく、これらのすべてのイベントに MINOR 重大度が割り当てられ、ア
ラーム カテゴリ [汎用（Generic）] に分類されます。
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汎用トラップ処理を有効または無効にする
genericTrap.sh コマンドを使用して一般的な syslog を管理します。
操作の目的：

使用するコマンド：

汎用トラップ処理をオフ /opt/CSCOlumos/bin/genericTrap.sh -l
にする
汎用トラップ処理をオン /opt/CSCOlumos/bin/genericTrap.sh -u
にする

SNMP トラップに基づく汎用イベントのカスタマイズ
Cisco EPN Manager では、GUI での汎用イベントのカスタマイズ表現がサポートされています。
管理対象オブジェクトは通常、数値形式のSNMPトラップオブジェクト識別子（SnmpTrapOID）
および可変バインド オブジェクト識別子（VarBindOid）を含む SNMP トラップと通知を生成
します。Cisco EPN Manager は、カスタマイズされた MIB モジュールを使用して SnmpTrapOID
と VarBindOID の数値をわかりやすい名前に変換し、Web GUI（イベント テーブル、[デバイス
360（Device 360）] ビューなど）に汎用イベントを表示します。汎用イベントの詳細について
は、アラームおよびイベントはどのように作成および更新しますか。 （296 ページ）を参照し
てください。
Cisco EPN Manager にパッケージされている SNMP MIB ファイルを使用して、各自の展開環境
のテクノロジー要件に合わせて、定義されている MIB をカスタマイズできます。
次の表に、ObjectID の復号化方法と GUI での表示方法を示します。
表 64 : 例：ObjectID 表現

復号化前の OID

復号化後の OID

snmpTrapOID = 1.3.6.1.4.1.9.10.120.0.1', mplsL3VpnVrfDown,
Values:
values: mplsL3VpnVrfOperStatus.("vrf1").(1) = 1
1.3.6.1.4.1.9.10.119.1.1.2.1.11.7.1=1

次の手順に従い、カスタム汎用イベントを作成します。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms
and Events）] の順に選択します。
ステップ 2 [イベント（Events）] タブをクリックします。
ステップ 3 [カスタム トラップ イベント（Custom Trap Events）] をクリックし、次に [新しい MIB のアップロード
（Upload New Mibs）] をクリックします。
ステップ 4 [MIB のアップロード（Upload Mib）] ウィンドウで、[新しい MIB のアップロード（Upload New MIB）] を
クリックし、MIB ファイルをアップロードします。
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ステップ 5 新しい MIB ファイルをアップロードする場合は、ファイルのアップロードが完了するまで待機してから、
[MIB の更新（Refresh MIBs）] をクリックします。新しく追加された MIB が [MIB] ドロップダウンリスト
に含まれるようになります。
ステップ 6 [OK] をクリックします。
Cisco EPN Manager は、指定されたトラップの新しいイベント タイプとアラーム条件を作成します。

障害処理エラーのトラブルシュート
導入環境で障害処理に問題が発生している場合、次の手順に従って障害ログを確認します。

ステップ 1 管理者権限を持つユーザ ID を使用して Cisco EPN Manager にログインします。
ステップ 2 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ロギング（Logging）] を選択し、[グローバル設定（Global
Settings）] タブを選択します。
ステップ 3 [ダウンロード（Download）] をクリックしてすべてのサーバのログファイルをダウンロードします。
ステップ 4 これらのログ ファイルに記録されたアクティビティを、管理アプリケーションで参照しているアクティビ
ティと比較します。
console.log
ncs-x-x.log
decap.core.java.log
xmp_correlation.log
decap.processor.log

次のタスク
シスコ サポート コミュニティからも援助を受けられます。サポート ケースを開く必要がある
場合は、疑わしいログファイルをケースに添付します。シスコ サポート コミュニティとテク
ニカル アシスタンス センター（TAC）から支援を受ける （1092 ページ） を参照してください。

シスコ サポート コミュニティとテクニカル アシスタン
ス センター（TAC）から支援を受ける
• シスコ サポート ケースの登録 （1093 ページ）
• シスコ サポート コミュニティへの参加 （1094 ページ）
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シスコ サポート ケースの登録
Web GUI からサポート ケースを登録すると、Cisco EPN Manager ではデバイスから取得できる
情報が、このケース フォームに自動的に読み込まれます。これには、デバイスの技術的な詳
細、デバイスでの設定変更、および過去 24 時間以内に発生したすべてのデバイス イベントな
どがあります。また、ケースに各自のファイルを添付することもできます。
始める前に
次の状況では、Web GUI でサポート ケースを登録できます。
• 管理者により、ユーザがこの作業を実行できるように Cisco EPN Manager が設定されてい
る。シスコサポート リクエストのデフォルトの設定 （983 ページ）を参照してください。
• Cisco EPN Manager サーバがインターネットに直接接続しているか、またはプロキシ サー
バ経由で接続している。
• Cisco.com のユーザ名とパスワードがある。

ステップ 1 次のいずれかを実行します。
• [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms
and Events）] の順に選択します。アラームを 1 つクリックし、[トラブルシュート（Troubleshoot）] >
[サポート ケース（Support Case）] を選択します。[トラブルシュート（Troubleshoot）] ボタンが表示
されない場合は、ブラウザ ウィンドウを拡大します。
• [デバイス 360（Device 360）] ビューで、次の手順に従います。デバイスの IP アドレスの上にマウスを
移動し、情報アイコンをクリックします。[アクション（Actions）] ドロップダウン メニューから [サ
ポート リクエスト（Support Request）] を選択します。
ステップ 2 Cisco.com ユーザ名とパスワードを入力します。
ステップ 3 [作成（Create）] をクリックします。Cisco EPN Manager は、デバイスから取得したデータをフォームに読
み込みます。
ステップ 4 （オプション）組織のトラブル チケット システムに対応したトラッキング番号を入力します。
ステップ 5 [次へ（Next）] をクリックして、問題の説明を入力します。
Cisco EPN Manager では、デバイスから取得したデータがフォーム読み込まれ、必要なサポート ドキュメ
ントが自動的に生成されます。
必要に応じて、ローカル マシンからファイルをアップロードします。
ステップ 6 [サービス リクエストの作成（Create Service Request）] をクリックします。
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シスコ サポート コミュニティへの参加
オンライン シスコ サポート コミュニティ内のディスカッション フォーラムにアクセスして、
参加できます。Cisco.com のユーザ名とパスワードが必要です。

ステップ 1 次のいずれかを実行します。
• [Monitor] [>] [Monitoring Tools] [>] [Alarms and Events] に移動します。いずれかのアラームをクリッ
クし、Troubleshoot > Support Forum を選択します。[Troubleshoot] ボタンが表示されない場合は、ブ
ラウザ ウィンドウの幅を広げてください。
• [デバイス 360（Device 360）] ビューで、次の手順に従います。デバイスの IP アドレスの上にマウスを
移動し、情報アイコンをクリックします。[アクション（Actions）] ドロップダウン メニューから、[サ
ポート コミュニティ（Support Community）] を選択します。
ステップ 2 シスコ サポート コミュニティ フォーラムのページで、必要な情報を見つけるための検索パラメータを入
力します。
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章

監査およびログ
• 設定アーカイブとソフトウェア管理の変更を監査する（ネットワーク監査） （1095 ペー
ジ）
• ユーザによって行われる変更の監査（変更の監査） （1096 ページ）
• GUI から実行されたアクションを監査する（システムの監査） （1098 ページ）
• システム ログ （1099 ページ）
• 監査ログ （1114 ページ）
• デバイス固有のロギング （1114 ページ）
• インベントリ検出プロセスのログ （1116 ページ）
• 外部ロケーションへのシステム ログの同期 （1116 ページ）
• セキュリティ ログ （1117 ページ）
• セキュリティイベントログ （1120 ページ）

設定アーカイブとソフトウェア管理の変更を監査する
（ネットワーク監査）
[ネットワーク監査（Network Audit）] [変更監査ダッシュボード（Change Audit Dashboard）]
ウィンドウに、設定アーカイブとソフトウェア管理機能を使用して行われたデバイスへの変更
が表示されます。これらの変更を表示するには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管
理（Device Management）] > [ネットワーク監査（Network Audit）] を選択します。Cisco EPN
Manager によって、最新のデバイスの変更が変更のタイプ（設定アーカイブ、ソフトウェア イ
メージ管理）とともに一覧表示されます。例については、次を参照してください。
• 設定アーカイブ操作に関するネットワーク監査の確認 （149 ページ）
• ソフトウェア イメージ操作に関するネットワーク監査の確認 （179 ページ）
また、デバイスの 360 度ビューの [最新の変更（Recent Changes）] タブで、デバイスの最新の
変更を表示することもできます。基本デバイス情報を取得する：[デバイス 360（Device 360）]
ビュー （98 ページ）を参照してください。
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ユーザによって行われる変更の監査（変更の監査）
Cisco EPN Manager では、以下の方法で、変更の監査データの管理がサポートされています。

変更監査レポートの生成
変更監査レポートには、ユーザが Cisco EPN Manager の機能を使用して実行したアクションの
リストが表示されます。次の表に、変更監査レポートの表示内容の例を示します。
機能

例

デバイス管理

デバイス「209.165.202.159」が追加された

ユーザ管理

ユーザ「mmjones」が追加された

管理（Administration） 209.165.202.129 からのユーザ jlsmith のログアウトが成功
認証に失敗した209.165.202.125 からのユーザ fjclark のログインに失
敗
コンフィギュレーショ CLI コマンド：ip access-list standard testremark test
ンの変更
モニタリング ポリシー モニタリング テンプレート「IF Outbound Errors (Threshold)」が作成
された
構成テンプレート

構成テンプレート「Add-Host-Name-IOS-Test」が作成された

ジョブ

[設定の展開 - 展開ビュー（Config Deploy - Deploy View）] タイプの
「Show-Users-On-Device-IOS_1」ジョブがスケジュールされた

インベントリ

論理ファイル
「/bootflash/tracelogs/inst_cleanup_R0-0.log.19999.20150126210302」が
削除された

変更監査レポートを定期的に実行するようにスケジュールできます。また、必要に応じて Cisco
EPN Manager から結果を電子メールで送信することもできます。さらに、この情報を変更監査
通知で転送することもできます（変更監査通知の有効化およびsyslogレシーバの設定（1097ペー
ジ）を参照）。

ステップ 1 [レポート（Reports）] > [レポート起動パッド（Report Launch Pad）] を選択し、[コンプライアンス
（Compliance）] > [監査の変更（Change Audit）] を選択します。
ステップ 2 [新規（New）] をクリックして新しいレポートを生成します。
ステップ 3 [設定（Settings）] エリアに、レポート条件（期間、レポートの開始時点など）を入力します。
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ステップ 4 後で実行するようにレポートをスケジュールするには、[スケジュール（Schedule）] エリアに設定を入力し
ます。また、レポートの送信先となる電子メール アドレスを指定することもできます。
ステップ 5 レポートをすぐに実行するには、ウィンドウの下部にある [実行（Run）] をクリックします。
[レポートの実行結果（Report Run Result）] に、すべてのユーザおよび指定された期間内に行われた変更が
リストされます。

変更監査通知の有効化および syslog レシーバの設定
必要に応じて、システムに変更が加えられると Cisco EPN Manager が変更監査通知を送信する
ように設定できます。これらの変更には、デバイス インベントリと設定の変更、設定テンプ
レートおよびモニタリング テンプレートの操作、ユーザ操作（ログイン、ログアウト、ユーザ
アカウントの変更など）が含まれます。
次の動作を行うように Cisco EPN Manager を設定できます。
• 変更監査通知として変更を Java メッセージ サーバ（JMS）に転送する
• これらのメッセージを特定の syslog レシーバに送信する
syslog レシーバを設定しても syslog を受信しない場合は、宛先 syslog レシーバでのウイルス対
策またはファイアウォールの設定を変更して、syslog メッセージの受信を許可するようにしな
ければならない可能性があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] の順に選択し、[メール
と通知（Mail and Notification）] > [監査通知の変更（Change Audit Notification）] を選択します。
ステップ 2 [監査の変更通知の有効化（Enable Change Audit Notification）] チェックボックスをオンにして通知を有効に
します。
ステップ 3 メッセージを特定の syslog レシーバに送信するには、次の手順に従います。
a)

[追加（Add）] ボタン（+）をクリックして、Syslog レシーバを指定します。

b) [syslogレシーバ（Syslog Receiver）] 領域で、syslog レシーバの IP アドレス、プロトコル、およびポー
ト番号を入力します。
さらに追加の syslog レシーバを指定するには、必要に応じてこの手順を繰り返します。
ステップ 4 [保存（Save）] をクリックします。
（注）

レコードをセキュアな tls ログに反映するために Cisco EPN Manager サーバの再起動をお勧めしま
す。
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監査の変更の詳細表示
ステップ 1 Cisco EPN Manager に管理者としてログインします。
ステップ 2 [モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [変更監査ダッシュボード（Change Audit Dashboard）] を選択
します。
[変更監査ダッシュボード（Change Audit Dashboard）] に次の情報が表示されます。
• ネットワーク監査ログ（Network audit logs）
• 監査データの変更元（Change audit data from）：
• デバイス管理
• ユーザ管理
• 設定テンプレートの管理（Configuration template management）
• デバイス コミュニティとクレデンシャルの変更
• デバイスのインベントリ変更（Inventory changes of devices）
[監査レポートの変更（Change Audit report）] と [監査の変更（Change Audit）] ダッシュボードには、ログ
インしている仮想ドメインに関係なく詳細が表示されます。
[変更監査ダッシュボード（Change Audit Dashboard）] 画面には、IP アドレス、監査の説明、監査名、クラ
イアントの IP アドレスなどの詳細とは別に、デバイス名も表示されます。[IP アドレス（IP Address）]
フィールドの横にある [i] アイコンをクリックしてデバイス 360 の詳細を表示します。

Cisco EPN Manager は、[変更監査ダッシュボード（Change Audit Dashboard）] のすべての詳細
を /opt/CSCOlumos/logs/audit.log に記録します。詳細については、監査ログ （1114 ページ）を
参照してください。

GUI から実行されたアクションを監査する（システムの
監査）
（注）

Cisco EPN Manager は、すべての監査変更通知を XML 形式でトピック ChangeAudit.All に送信
します。通知を受信するためには、ChangeAudit.All に登録する必要があります。
[システムの監査（System Audit）] ウィンドウに、ユーザがアクセスしたすべての Cisco EPN
Manager GUI ページが一覧表示されます。[システムの監査（System Audit）] を表示するには、
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[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システムの監査（System Audit）] を選択しま
す。
次の表に、クイック フィルタを使用して [システムの監査（System Audit）] ページで見つかる
情報の一部を示します。クイック フィルタを有効にするには、[表示（Show）] ドロップダウ
ン リストから [クイック フィルタ（Quick Filter）] を選択します。
実行されたアクションの検索対 次の手順を実行します。
象：
特定のユーザ

[ユーザ名（Username）] クイック フィルタ フィールドにユー
ザ名を入力します。

ユーザ グループ内のすべての
ユーザ

[ユーザ グループ（User Group）] クイック フィルタ フィー
ルドにグループ名を入力します

特定の仮想ドメイン内のデバイ [アクティブ仮想ドメイン（Active Virtual Domain）] クイック
ス
フィルタ フィールドに仮想ドメイン名を入力します。
Web GUI ルート ユーザ

[表示（Show）] ドロップダウン リストから、[ルート ユーザ
ログ（Root User Logs）] を選択します。

特定のデバイス

[IP アドレス（IP Address）] クイック フィルタ フィールドに
IP アドレスを入力します。

特定の日付

[監査時間（Audit Time）] クイック フィルタ フィールドに日
付を入力します（yyyy–mmm–dd の形式）。

システム ログ
Cisco EPN Manager は、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ロギング（Logging）]
を選択して制御される 3 つのクラスのログを提供しています。
ログの種類

説明

次を参照してください。

一般

システムでのアクションに関する情報を取得 一般的なシステム ログを表示して
します。
管理する （1100 ページ）

SNMP

管理対象デバイスとの対話を取得します。

Syslog

Cisco EPN Manager 監査ログを（syslog とし Syslog としてのシステム監査ログ
て）他の受信者に転送します。
の転送 （1113 ページ）

SNMP トレースの有効化および
SNMP ログ設定（レベル、サイ
ズ）の調整 （1113 ページ）
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一般的なシステム ログを表示して管理する
システム ログは、ローカル サーバにダウンロード後に表示することができます。

特定のジョブのログを表示する
ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）]
を選択します。
ステップ 2 [ジョブ（Job）] ペインからジョブ タイプを選択し、[ジョブ（Jobs）] ウィンドウからジョブ インスタンス
を選択します。
ステップ 3 [ジョブ インスタンス（Job instance）] ウィンドウの左上にある [ログ（Logs）] フィールドを見つけ出し
て、[ダウンロード（Download）] をクリックします。
ステップ 4 必要に応じてファイルを開くか保存します。

一般的なログ ファイルの設定とデフォルト サイズの調整
デフォルトでは、Cisco EPN Manager は、すべての管理対象デバイスで生成されたすべてのエ
ラー、情報、およびトレース メッセージをログに記録します。また、受信したすべての SNMP
メッセージと Syslog もログに記録します。これらの設定を調整して、デバッグ目的のログ レ
ベルを変更することができます。
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操作の目的：

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ロギング（Logging）]
での操作：

ログのサイズ、保存す ログ ファイルの設定を調整します。
るログの数、ファイル
（注） システムへの影響を避けるため、これらの設定は慎重に変
圧縮のオプションを変
更してください。
更する
Log4j MaxBackupIndex ごとに、メインファイルが 1 つ存在
し、バックアップファイルのセット数が伴います。たとえ
ば、ログファイルの数が 3 に設定されている場合は、1 つ
のメインファイル（.log）と 3 つのバックアップファイル
（.log.1、.log.2、.log.3）が存在します。
[ファイルの数（Number of files）] を以前に設定した値より
も小さい値に変更した場合、ログファイルの設定は新しく
生成されたファイルにのみ適用されます。たとえば、設定
済みの値が 5 の場合、ここで 2 に変更すると、設定は .log
ファイル .log.1 および .log.2 にのみ適用されます。
files.log.3、.log.4、および .log.5 に変更はありません。
[圧縮（Zip）（Compression (Zip)）] オプションを選択する
と、ログファイルが圧縮され、プロセスの
./logs/backup/[logging_module] フォルダにアーカ
イブされます。圧縮されたログファイルの保持は、次の基
準に従います。
• [ストレージ（MB）（Storage (MB)）]：フォルダの最大
サイズ（MB）
• [日数（Number of Days）]：ログファイルの最大経過時
間
いずれかの条件が満たされると、消去が開始されます。
必要に応じて、[外部ロケーションへのバックアップ（Backup
to external location）] が有効になっている場合、クリーン
アップ対象としてマークされたログファイルは、削除前に
指定された外部リポジトリにコピーされます。
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操作の目的：

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ロギング（Logging）]
での操作：

特定のモジュールのロ [一般的なログ設定（General Log Settings）] で、ファイルと必要なレ
グ レベルを変更する ベルを選択して [Save] をクリックします。たとえば、[メッセージレ
ベル（Message Level）] ドロップダウンリストから、現在のログ レベ
ルとして次のいずれかを選択します。
• [エラー（Error）]：システム上のエラー ログをキャプチャしま
す。
• [情報（Information）]：システム上の情報ログをキャプチャしま
す。
• [トレース（Trace）]：詳細情報をログに記録するために、システ
ムで管理対象デバイスの問題を再現します。
• [デバッグ（Debug）]：システムのデバッグログをキャプチャし
ます。
Cisco EPN Manager を再起動すると、ログレベルが [Error] にリセット
されます。
トラブルシューティン [グローバル設定（Global Settings）] タブで Download をクリックしま
グの目的でログ ファイ す。
ルをダウンロードする
メール ログ ファイル 電子メール ID のカンマ区切りリストを入力し、[Send] をクリックし
（Cisco Technical Center ます。
宛てなど）

トラブルシューティングのためのログ ファイルのダウンロードとメール送信

（注）

この手順では、ログ メッセージ レベルを [トレース（Trace）] に設定します。システム パフォー
マンスに影響しないように、ログ メッセージ レベルを必ず元の設定に戻してください。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ロギング（Logging）] を選択し、[ログファイル設定（Log
File Settings）] を選択します。
ステップ 2 後でリセットする必要があるため、[メッセージ レベル（Message Level）] ドロップダウンリストの設定を
メモします。
ステップ 3 [ログモジュールの有効化（Enable Log Modules）] 領域で、目的の [ログモジュール（Log Modules）] を選
択します。
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ログモジュール

説明

AAA

このログモジュールは、ncs-0-0.log ファイル、
nms_sys_error.log ファイル、usermgmt.log ファイル、
および XmpUserMgmtRbac.log ファイルを有効にしま
す。ユーザがログインするとログが印刷されます。
ローカル、TACACS、RADIUS、および SSO モード
の変更など、 AAA モードの変更が実行されます。

アクセスワークフロー

このログモジュールは、ifm_access_workflow.log ファ
イルを有効にします。

アクションフレームワーク

このログモジュールは、nms-actions.log ファイルを
有効にします。

Alertcache

このログモジュールは、alertcache.log ファイルと
alertcache_error.log ファイルを有効にします。

APIC

このログモジュールは、PNP プロファイルが APIC
と同期したときに発生するログをキャプチャする
ifm_apic.log ファイルを有効にします。

APICPIIntegration

このログモジュールは、プロファイルがサイトとし
て APICEM で同期されたときにログをキャプチャす
る apic_pi_integration.log ファイルを有効にします。

AppNav

このログモジュールは、テンプレートに ACL 設定
を保存し、テンプレートから ACL を削除し、WAAS
インターフェイスを作成および更新するとき、およ
びサービスノードグループとコントローラグループ
を作成、更新、削除するときに、ログをキャプチャ
するために appNav.log ファイルを有効にします。

アシュアランス AppClassifier（Assurance
AppClassifier）

このログモジュールは、着信 AVC/ワイヤレス
NetFlow データでの NBAR 分類に関連する情報を
キャプチャする assurance_appclassifier.log ファイルを
有効にします。これは、Cisco EPN Manager での
NetFlow 処理の一環として、フローレコードのアプ
リケーションの分類または識別を行うためのもので
す。

アシュアランス NetFlow（Assurance Netflow）

このログモジュールは、さまざまな NetFlow デバイ
スから Cisco EPN Manager へ送信する着信 NetFlow
データの処理に関する情報をキャプチャする
assurance_netflow.log ファイルを有効にします。UDP
ポート 9991 で受信したフローエクスポートで実行
された NetFlow 処理に関連する情報をログに記録し
ます。
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説明

アシュアランス PfR（Assurance PfR）

このログモジュールは、PfRMonitoring プロセスに関
連する情報をキャプチャする assurance_pfr.log ファ
イルを有効にします。

アシュアランス WirelessUser（Assurance
WirelessUser）

このログモジュールは、WirelessUser ジョブを実行
してユーザデータを読み取り、そのデータを
WIRELESS_ASSURANCE トリガーによって追加さ
れたメモリキャッシュに挿入したときの情報をキャ
プチャする assurance_wirelessuser.log ファイルを有効
にします。

アシュアランス WSA（Assurance WSA）

このログモジュールは、WLC がデバイスから Cisco
EPN Manager へのデータを処理している間に情報を
キャプチャする wsa_collector.log、access_log、
assurance_wsa.log、および error_log の各ファイルを
有効にします。ログは、ワイヤレスコントローラの
データ収集の一環として生成されます。

AVC ユーティリティ（AVC Utilities）

このログモジュールは、aems_avc_utils.log ファイル
を有効にします。AVC 設定機能に固有のユーティリ
ティフローのログは、このコンポーネントの一部と
して生成されます。

CIDS デバイスのログ（CIDS Device Logs）

このログモジュールは、XDE に移行されないデバイ
スのデバイスパック操作に関連する情報をキャプ
チャします。

回線/VCトレース

このログモジュールは、nms-multilayer.log ファイル
を有効にします。

cluster_core

このログモジュールは、cluster.core.log ファイルを有
効にします。

オペレーションセンターのログ（Operations Center
Logs）

このログモジュールは、管理 Cisco EPN Manager サー
バに関連する情報をキャプチャする cluster.core.log
ファイルを有効にします。

収集

このログモジュールは、デバイスの準備状況を確認
するために起動されるダッシュレットの情報をキャ
プチャします。

共通ヘルパー（Common Helper）

このログモジュールは、XMP 共通の関連情報をキャ
プチャします。

コンプライアンス

このログモジュールは、ifm_compliance.log ファイル
を有効にします。
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説明

設定（Configuration）

このログモジュールは、CLI、複合、MBC などのテ
ンプレートがデバイスに展開されている場合に、
ifm_config.log ファイルを有効にします。サービスビ
ジネスロジックの実行デバッグログがキャプチャさ
れます。

設定アーカイブ（Configuration Archive）

このログモジュールは、ifm_config_archive.log ファ
イルと ifm_config_archive_core.log ファイルを有効に
します。ログは GUI で選択されたログレベルに基づ
いてキャプチャされ、設定アーカイブの収集、設定
アーカイブの上書き、設定アーカイブのロールバッ
ク、設定アーカイブの展開など、設定アーカイブモ
ジュールがサポートするすべての動作に対してログ
が記録されます。

設定アーカイブコア（Configuration Archive Core）

このログモジュールは、設定アーカイブの収集、設
定アーカイブの上書き、設定アーカイブのロール
バック、設定アーカイブの展開のような操作の実行
中にサービスレイヤとデバイスパック間でのやり取
りでの情報をキャプチャする
ifm_config_archive_core.log ファイルを有効にします。

設定テンプレート

このログモジュールは、ifm_config.log ファイルと
ifm_template.log ファイルを有効にします。これらの
ファイルは、システムテンプレート、複合テンプ
レート、または機能テンプレートがデバイスに展開
され、展開ジョブが作成されたときにログに記録さ
れます。GUI で選択したログレベル（INFO、
ERROR、TRACE）に基づいてログがキャプチャさ
れ、デバイスに展開された設定テンプレートに対し
てログが記録されます。

コンテナ管理（Container Management）

このログモジュールは、ifm_container.log ファイルの
ログを有効にします。このファイルは、コンテナ管
理が仮想アプライアンスのライフサイクル操作（イ
ンストール、アクティブ化、アンインストール、お
よび非アクティブ化）を実行するときにログに記録
されます。

クレデンシャル管理

このログモジュールは、NMS_SysOut.log ファイルか
らのログを有効にします。

クレデンシャルプロファイル（Credential Profile）

このログモジュールは、プロファイルの作成、削
除、およびプロファイル更新の情報をキャプチャす
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説明
る ifm_credential_profile.log ファイルを有効にしま
す。

DA

このログモジュールは、ifm_da.log ファイルと
da_daemon.log ファイルを有効にし、SNMP ポーリン
グ、NAM ポーリング、パケットキャプチャのワー
クフローなどの情報をキャプチャします。

データベース

このログモジュールは、rman.log ファイルと
db_migration.log ファイルを有効にします。

データセンター

このログモジュールは、datacenterevent.log ファイル
と ifm_datacenter.log ファイルを有効にします。デバ
イス（検索ソース、UCS、Nexus）の追加、編集、
および削除すると同時に、これらのファイルにはデ
バッグ情報が含まれています。また、インベントリ
モジュールのログには、データセンターのデバイス
に関するデバッグ情報も含まれています。

デバイス クレデンシャルの検証

このログモジュールは、XDE.log ファイルを有効に
します。

検出

このログモジュールは、ディスカバリ設定または
ディスカバリジョブの作成、編集、および削除と
ディスカバリジョブの実行中にログをキャプチャす
る ifm_discovery.log ファイルと existenceDiscovery.log
ファイルを有効にします。

分散キャッシュ

このログモジュールは、distributed-cache.log ファイ
ルを有効にします。

DSM

このログモジュールは、仮想インベントリ ディスカ
バリ ソース マネージャに関連する情報をキャプチャ
します。

ems_assurance

このログモジュールは、ems-assurance.log ファイル
を有効にします。

epnm_lcm

このログモジュールは、Life Cycle Manager（LCM）
コンポーネントで使用される epnm-lcm.log ファイル
を有効にします。

epnm_mcn

このログモジュールは、Model Changes Notifier
（MCN）コンポーネントで使用される epnm-mcn.log
ファイルを有効にします。
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説明

epnm_remote

このログモジュールは、epnm-remote.log ファイルを
有効にします。

イベント処理

このログモジュールは、assurance_fault_error.log ファ
イルと assurance_fault.log ファイルを有効にします。

Fault Management

このログモジュールは、ifm_fault.log、
xmp_correlation.log、および xmp_syslog.log の各ファ
イルを有効にします。

障害（Fault）

このログモジュールは、ifm_fault.log、
xmp_correlation.log、および xmp_syslog.log の各ファ
イルを有効にします。

ファイアウォールと AVC の設定（Firewall and AVC このログモジュールは、AVC、ZBFW、QoS、およ
Configuration）
び NAT 設定の詳細をキャプチャする aems_config.log
ファイルを有効にします。
ファイアウォールと AVC のインベントリ（Firewall このログモジュールは、AVC、ZBFW、QoS、およ
and AVC Inventory）
び NAT の設定を読み取ったデバイスインベントリ
時間をキャプチャする
aems_zbfw_ice_post_processors.log ファイルを有効に
します。
ファイアウォールと AVC の REST API（Firewall and このモジュールは、AVC、ZBFW、QoS、NAT、お
AVC REST API）
よび PPM の機能の REST API コールの詳細をキャプ
チャする aems_config_access_layer.log ファイルを有
効にします。
ファイアウォールと AVC のユーティリティ（Firewall このログモジュールは、AVC/ZBFW/QoS、NAT、お
and AVC Utilities）
よび PPM の機能で共通のユーティリティコールを
キャプチャする aems_utils.log ファイルを有効にしま
す。
ファイアウォールのユーティリティ（Firewall
Utilities）

このログモジュールは、ZBFW ユーティリティコー
ルをキャプチャする aems_zbfw_utils.log ファイルを
有効にします。

一般

このログモジュールは、ifm_common.log ファイルを
有効にします。

Geo サーバ

このログモジュールは、nms-geoserver.log ファイル
を有効にします。

グループ化

このログモジュールは、ifm_grouping.log ファイルと
grouping-spring.log ファイルを有効にします。グルー
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プの追加、編集、削除、ならびにメンバーの追加お
よび削除の間にデータをキャプチャします。また、
CSV 形式でグループをインポートまたはエクスポー
トしたり、ポートグループの作成、編集、および
ポートグループの削除のときにもログをキャプチャ
します。

IFMCommon

このログモジュールは、ifm_common.log ファイルと
ifm_common_helper.log ファイルを有効にします。

インベントリ

このログモジュールは、inventory.log、
ifm_inventory.log、existenceInventory.log、および
xde.log の各ファイルを有効にします。デバイスを追
加、編集、および削除し、インベントリ収集を実行
しているときに、データをキャプチャします。

キー証明書の管理

このログモジュールは、key_admin_web.log ファイル
を有効にします。

MBC UI フレームワーク

このログモジュールは、mbcui_fw.log ファイルを有
効にします。

Mobility

このログモジュールは、サーバに追加されたモビリ
ティアンカーデバイスに関連する情報をキャプチャ
します。

モニタ（Monitor）

このログモジュールは、上位 N のメモリと上位 N の
CPU などのモニタダッシュレットの起動中に表示さ
れる API に関連する情報をキャプチャします。

MSAP（MSAP）

このログモジュールは、ncs.log ファイルを有効にし
ます。これは、プロキシ設定や BBX 設定などの MSE
ハイアベイラビリティのアクションに関連するデー
タをキャプチャします。

MSE

このログモジュールは、ncs.log ファイルを有効にし
ます。MSE の追加、編集、および削除と、SiteMap
と MSE の同期などのモビリティサービスエンジン
に関連するデータをキャプチャします。

NBIFW

このログモジュールでは、NBI API フレームワーク
のログレベルを変更できます。この情報は、
xmpNbiFw.log ファイルに表示できます。
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説明

ncs_nbi

このログモジュールでは、統計情報 NBI サービスの
ログレベルを変更できます。ncs_nbi.log ファイルで
情報を閲覧することができます。

ネットワークテクノロジーオーバーレイ

このログモジュールは、technology-overlay.log ファ
イルと synce-technology-overlay.log ファイルを有効に
します。

ネットワーク テクノロジー オーバーレイ プロバイ このログモジュールは、technology-overlay.log ファ
ダー
イルを有効にします。
ネットワーク トポロジ（Network Topology）

このログモジュールは、nms-topology.log ファイルお
よび xmptopology.log ファイルを有効にします。この
ログモジュールは、[マップ（Maps）] > [ネットワー
クトポロジ（Network Topology）] ページに関連する
ログをキャプチャします。デバイス間のリンクの追
加や削除などの情報がキャプチャされます。

NFVOS

このログモジュールは、esa dna 統合プロセスを追跡
するために使用されます。

Nice

このログモジュールは、デバイスを追加した後に、
トポロジ関連の情報をキャプチャします。

NMS アシュアランス永続性ロガー

このログモジュールは、nms-assurance-persistence.log
ファイルを有効にします。

NMS 共通トレース

このログモジュールは、nms-common.log ファイルを
有効にします。

nms_assurance

このログモジュールは、nms-assurance.log ファイル
を有効にします。

通知

このログモジュールは、ncs-0-0.log、ncs_nb.log、お
よび alarm_notification_policy.log の各ファイルからの
情報をキャプチャします。

Optical

このログモジュールは、nms-optical.log、
nms-optical-fault.log、 nms-optical-event.log、および
nms-optical-cerberus.log ファイルを有効にします。

PA

このログモジュールは、ifm_sam.log ファイルと
sam_daemon.log ファイルを有効にします。アプリ
ケーションやサービスなどの情報、ダッシュボード
やダッシュレットサービスの API コール、NAM 設
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定、NAM ポーリング、およびパケットキャプチャ
機能のワークフローがキャプチャされます。

参加回線サービス

このログモジュールは、nms-paticipating-circuit.log
ファイルを有効にします。

Ping

このログモジュールは、ネットワークデバイスの
ポーリング間隔ジョブに関連する情報をキャプチャ
します。ジョブが完了すると、システム内の各デバ
イスは ping を受信します。

PKI

このログモジュールは、pki.log ファイルを有効にし
ます。

プラグ アンド プレイ

このモジュールを有効にすると、PNP プロファイル
の作成およびプロビジョニング、ブートストラップ
の初期設定、APIC EM の同期のタイムフレームに関
連する情報をキャプチャできます。これらのログ
は、ifm_pnp.log ファイルと ifm_apic.log ファイルに
キャプチャされます。

pnpgateway

このログモジュールは、pnp_gateway_cns.log、
pnp_gateway_image.log、および pnp_gateway.log ファ
イルを有効にします。

プロトコルパック管理（Protocol Pack Management） このモジュールは、aems_ppm_service.log、
ifm_container.log、jobManager.log、および
ifm_jobscheduler.log の各ファイルを有効にします。
これにより、プロトコルパックのインポート、プロ
トコルパックの配布、およびジョブの詳細に関連す
る情報がログに記録されます。
レポート

このモジュールを有効にすると、レポートに関連す
るクエリ、メモリ消費量、およびレポート生成のタ
イムフレームを表示できます。

REST サービス

このログモジュールは、nms-rest-service.log ファイル
を有効にします。

RTTS

このログモジュールは、ifm_RTTS.log ファイルを有
効にします。

サービス ディスカバリ

このログモジュールは、サービスで使用される
nms-service-discovery.log ファイルと
nms-service-discovery-distributed.log ファイルを有効に
します。
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サービス履歴

このログモジュールは、nms-service-history.log ファ
イルを有効にします。

サービスへの影響の分析

このログモジュールは、障害が発生したサービス影
響分析機能で使用される sia.log ファイルを有効にし
ます。

サービスマルチレイヤ

このログモジュールは、nms-service-multilayer.log
ファイルを有効にします。

サービスプロビジョニング UI

このログモジュールは、provisioning-ui.log ファイル
を有効にします。

スマート ライセンス

このログモジュールは、ifm_smartagent.log ファイル
と smart_call_home.log ファイルを有効にします。
ifm_smartagent.log ファイルにはスマートライセンシ
ングに関連するライセンスのログが含まれており、
smart_call_home.log にはCSSM（Cisco Smart Software
Manager）に送信された情報をキャプチャする Call
Home のログが含まれています。これらのログは、
定期的なイベントとユーザアクションベースのイベ
ントでキャプチャされます。

SNMP

このログモジュールは、snmp.log ファイルと
mibLibrary.log ファイルを有効にします。

特定の

このログモジュールは、ifm_app.log ファイルを有効
にします。

SWIM

このモジュールを有効にすると、ifm_swim.log ファ
イルにソフトウェアイメージ管理モジュールのログ
を記録できます。これらのログは、GUI で選択され
ているログレベルに従ってキャプチャされます。ソ
フトウェアイメージの推奨事項、ソフトウェアイ
メージのアップグレード分析、ソフトウェアイメー
ジのインポート、ソフトウェアイメージのアクティ
ブ化、およびソフトウェアイメージのコミットのよ
うなソフトウェアイメージの管理操作に関連する情
報をログに記録します。

システム（System）

このログモジュールは、jobManager.log、
lockManager.log、preference.log、grouping-spring.log、
updates.log、poller.log、xmptopology.log、audit.log、
connmanager.log、dpl_rest.log、datacenterevent.log、
xmp-syslog.log、および webcontainer_filters.log ファイ
ルを有効にします。
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System Monitoring

このログモジュールは、ifm_sysmon.log ファイルを
有効にします。これにより、ルールの開始時刻およ
び終了時刻とともに、その間に実行された操作に関
する情報がログに記録されます。

テクノロジーコレクション

このログモジュールは、technology_collection.log ファ
イルを有効にします。

ThreadManager

このログモジュールは、hybernate 関連情報をキャプ
チャする xmp _threadmanager.log ファイルを有効に
します。

しきい値（Threshold）

このモジュールを有効にすると、しきい値モニタに
よって処理されるイベントの詳細を表示できます。

TrustSec

このモジュールを有効にすると、TrustSec 準備状況
デバイス、適用可能なデバイス、デバイス分類、お
よび対応デバイスの情報をキャプチャできます。こ
のリストは、サービス TrustSec の準備状況で表示さ
れます。ログは ifm_trustsec.log ファイルに表示でき
ます。

WLAN AVC 設定（WLAN AVC Configuration）

このログモジュールは、aems_config_wlan.log ファイ
ルを有効にして、WLAN 設定のワークフロー関連情
報を表示します。

XDE

このログモジュールは、xde.log ファイルを有効にし
ます。

XMLMED

このモジュールを有効にすると、SOAP 要求と応答
をキャプチャできます。これらのログは、ncs.log
ファイルにも表示できます。

ステップ 4 [メッセージ レベル（Message Level）] ドロップダウンリストから [トレース（Trace）] を選択します。
ステップ 5 [保存（Save）] をクリックします。
ステップ 6 詳細情報をログに記録するため、システムで問題を再現します。
ステップ 7 [ログ ファイルのダウンロード（Download Log File）] エリアで、[ダウンロード（Download）] をクリック
します。ダウンロード zip ファイルの名前は次のようになります。
NCS-hostname-logs-yy-mm-dd-hh-mm-ss。
このファイルには、zip ファイルに含まれているすべてのファイルをリストした HTML ファイルがありま
す。
ifm_da.log ファイルと ifm_sam.log ファイルでキャプチャされた情報は、付属するクラスに分割されるよう
になりました。
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• assurance_wirelessuser.log
• assurance_pfr.log
• assurance_netflow.log
• assurance_appclassifier.log
ifm_da.log ファイルには、Cisco EPN Manager に Netflow デバイスが追加された後、デバイスとそれぞれの
pcap に関連する情報が記録されます。assurance_wirelessuser.log ファイルには、WirelessUser ジョブを実行
し、ユーザ データを読み取って WIRELESS_ASSURANCE によって追加されたメモリ キャッシュに格納す
る際に取得した情報が記録されます。assurance_pfr.log ファイルには、PfR モニタリング関連の情報が格納
されます。assurance_netflow.log ファイルには、さまざまな Netflow デバイスから Cisco EPN Manager に送
信された着信 Netflow データの処理が記録されます。assurance_appclassifier.log ファイルには、着信 AVC/ワ
イヤレス NetFlow データでの NBAR 分類に関するログが格納されます。
ステップ 8 [電子メールでログ ファイルを送信（E-Mail Log File）] エリアで、電子メール ID をカンマで区切ったリス
トを入力します。
ステップ 9 [メッセージ レベル（Message Level）] ドロップダウンリストで元の設定に戻します。

Syslog としてのシステム監査ログの転送
始める前に
Syslog としてシステム監査ログを転送するには、ユーザが監査の変更通知を有効化して syslog
レシーバを設定する必要があります。
ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ロギング（Logging）] の順に選択し、[Syslog ロギング オ
プション（Syslog Logging Options）] を選択します。
ステップ 2 システム ログの収集および処理を有効にするために、[Syslog の有効化（Enable Syslog）] チェックボック
スをオンにします。
ステップ 3 [Syslog ホスト（Syslog Host）] フィールドに、メッセージ送信先の宛先サーバの IP アドレスを入力します。
ステップ 4 [Syslog ファシリティ（Syslog Facility）] ドロップダウン リストから、8 つのローカル用途のファシリティ
のうち、Syslog メッセージを送信するために使用するファシリティを選択します。このローカル用途のファ
シリティは予約されておらず、一般的な用途で使用可能です。
ステップ 5 [保存（Save）] をクリックします。

SNMP トレースの有効化および SNMP ログ設定（レベル、サイズ）の
調整
SNMP トレースを有効にし、SNMP によって送受信されるパケットに関する詳細情報にアクセ
スします。これは、トラップのドロップ時など、トラブルシューティングの際に必要になるこ
とがあります。
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次の変更を行うには、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ロギング（Logging）]
を選択してから、[SNMP ロギング オプション（SNMP Logging Options）] を選択します。
目的

次の手順を実行します。

特定のデバイスで [SNMP ログ設定（SNMP Log Settings）] 領域で、次のようにします。
の SNMP トレース
1. [SNMP トレースの有効化（Enable SNMP Trace）] チェックボックス
の有効化
と [値の表示（Display Values）] チェックボックスをオンにします。
2.

トレースするデバイスの IP アドレスまたは DNS アドレス、あるいは
その両方を入力し、[保存（Save）] をクリックします。

ログのサイズと保 [SNMP ログ ファイル設定（SNMP Log File Settings）] 領域で、次のよう
存されるログ番号 にします。
の変更
（注） これらの設定を変更するときは、（非常に多くのデータを保存
するなどして）システム パフォーマンスに影響を与えないよう
に注意してください。
1.

ファイルの最大数とファイル サイズを調整します。

2.

Cisco EPN Manager を再起動して、変更内容を有効にします。Cisco
EPN Manager の停止と再起動 （972 ページ） を参照してください。

監査ログ
Cisco EPN Manager は、audit.log の [モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [監査ダッシュ
ボードの変更（Change Audit Dashboard）]の下に表示される情報をログに記録します。デフォ
ルトでは、ロギングはイネーブルです。この情報は、メッセージレベルかログモジュールの変
更に関係なく記録されます。
audit.log を表示するには、管理者 CLI で /opt/CSCOlumos/logs/audit.log に移動します（Cisco

EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ）を参照）。

デバイス固有のロギング
Cisco EPN Manager では、特定のデバイスのデバッグモードで XDE およびインベントリログを
保存できます。SSH CLI からロギングを有効または無効にすることができます。（Cisco EPN
Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ） を参照）。
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デバイス固有のロギングの有効化

重要

XDE またはインベントリログのデバイス固有のロギングを有効にする前に、次のコマンドを
実行して、グローバルログレベルが INFO に設定されていることを確認します。
/opt/CSCOlumos/bin/setLogLevel.sh logName INFO

logName：必要に応じて xde または inventory と入力します。
デバイス固有のロギングを有効にするには、次のコマンドを実行します。
/opt/CSCOlumos/bin/setDeviceLevelDebug.sh logName DEBUG deviceIP

ここで、
• logName：必要に応じて xde または inventory と入力します。インベントリログのデバイス
固有のロギングを有効にすると、ifm_inventory ログのロギングも有効になります。
• deviceIP：ロギングをイネーブルにするデバイスの IP アドレスを指定します。同じコマン
ドで複数の IP アドレスをカンマで区切って指定できます。
指定されたデバイスに対してのみ、デバッグモードでインベントリまたは XDE のログを保存
します。他のデバイスの場合、情報ログのみが保存されます。同期中に生成されるログファイ
ルは xde.log.*、inventory.log.*、および ifm_inventory.log.* です。
Cisco EPN Manager は、このコマンドを実行するたびに、ユーザが指定した IP アドレスを使用
して、以前に指定された IP アドレスを上書きします。
例
インベントリログの場合：
/opt/CSCOlumos/bin/setDeviceLevelDebug.sh inventory DEBUG 1.2.3.4,5.6.7.8

XDE ログの場合：
/opt/CSCOlumos/bin/setDeviceLevelDebug.sh xde DEBUG 1.2.3.4,5.6.7.8

デバイス固有のロギングが有効になっているデバイスのリストの表示
デバイス固有のロギングが有効になっているデバイスのリストを表示するには、次のコマンド
を実行します。
/opt/CSCOlumos/bin/listDeviceLevelDebug.sh logName
logName：必要に応じて

xde または inventory と入力します。

例
/opt/CSCOlumos/bin/listDeviceLevelDebug.sh inventory
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デバイス固有のロギングの無効化
指定したログのデバイス固有のロギングを無効にするには、ログレベルを INFO に設定しま
す。これにより、すべてのデバイスのデバイス固有のロギングが無効になります。
/opt/CSCOlumos/bin/setDeviceLevelDebug.sh logName INFO
logName：必要に応じて

（注）

xde または inventory と入力します。

特定のデバイスに対してロギングを無効にすることはできません。
例
/opt/CSCOlumos/bin/setDeviceLevelDebug.sh inventory INFO

インベントリ検出プロセスのログ
inventory-discovery-process のログは、 /opt/CSCOlumos/logs/inventory-discovery-process で確
認できます。
inventory-discovery-process のログレベルを変更するには、管理者 CLI で次のコマンドを入力し
ます（Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ）を参照）。
• ログレベルを INFO に変更するには、次のコマンドを実行します。
/opt/CSCOlumos/bin/setLogLevel.sh logName INFO inventory-discovery-process

• ログレベルを DEBUG に変更するには、次のコマンドを実行します。
/opt/CSCOlumos/bin/setLogLevel.sh logName DEBUG inventory-discovery-process

logName：必要に応じて XDE または Inventory と入力します。

外部ロケーションへのシステム ログの同期
ncs（Cisco EPN Manger ログ）および os ログをローカルまたは NFS ベースのリポジトリに同期
するように設定できます。

外部ロケーションへのシステム ログの同期
ログをリポジトリに同期するには、次の手順を実行します。
始める前に
ログを同期するローカルまたは NFS ベースのリポジトリを作成します。この方法の詳細につ
いては、リポジトリのセットアップと管理 （935 ページ）を参照してください。
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ステップ 1 Cisco EPN Manager サーバとの CLI セッションを開きます。「CLI 経由の接続 （953 ページ）」を参照して
ください。
ステップ 2 コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力してシステム ログを同期します。
• ncs ログを同期する場合：
logging sync-logs ncs repository repository-name

• os ログを同期する場合：
logging sync-logs os repository repository-name

repository-name は自身で設定したリポジトリです。
（注）

同期を無効にするには、代わりに configure terminal モードで次のコマンドを入力します。
• ncs ログの同期を無効にする場合：
no logging sync-logs ncs repository repository-name

• os ログの同期を無効にする場合：
no logging sync-logs os repository repository-name

ステップ 3 コンフィギュレーション モードを終了します。
exit

例
例1
(config)# logging sync-logs ncs repository myrepository
(config)# logging sync-logs os repository myrepository
config# exit

例2
(config)# no logging sync-logs ncs repository myrepository
(config)# no logging sync-logs os repository myrepository
config# exit

セキュリティ ログ
Cisco EPN Manager では、過去のアクティブな Web GUI または CLI セッションで、ルート ユー
ザと admin および super-user ユーザ グループのメンバーが実行したセキュリティ関連アクショ
ンのログが保持されます。
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ログに記録される情報には、イベントの説明、ユーザがタスクを実行したクライアントの IP
アドレス、およびタスクが実行された時刻が含まれます。次のイベントがログに記録されま
す。
• ユーザのログイン
• ユーザのログアウト
• ユーザの作成
• ユーザの追加
• ユーザの削除
• ユーザのロック
• ユーザのロック解除
• Linux シェルの入力
• ユーザの変更（メール、パスワード）
Cisco EPN Manager は、セキュリティ関連アクションのログを常にローカルに保持します。こ
のログの詳細を表示するには、次のコマンドを入力します。このコマンドを使用するには、管
理 CLI ユーザとしてログインする必要があります。詳細については、Cisco EPN Manager サー
バとの SSH セッションの確立 （967 ページ）を参照してください。
show logging security

CLI からのイベント エントリにはプレフィックス「SYSTEM-CLI:」、Web インターフェイス
からのエントリにはプレフィックス「SYSTEM-WEB:」が付いています。各イベント エントリ
の構造は JSON 形式に基づいており、JSON は有効です。
イベント CLI

• SYSTEM-CLI:SSH:LOGIN:FAILED:WRONG_PASSWORD
• SYSTEM-CLI:SSH:LOGIN:FAILED:MAXIMUM_ATTEMPTS_REACHED
• SYSTEM-CLI:SSH:LOGIN:SUCCESSFUL
• SYSTEM-CLI:SSH:LOGOUT:SUCCESSFUL
• SYSTEM-CLI:CONSOLE:LOGIN:WRONG_PASSWORD
• SYSTEM-CLI:CONSOLE:LOGIN:SUCCESSFUL
• SYSTEM-CLI:CONSOLE:LOGOUT:SUCCESSFUL
• SYSTEM-CLI:USER:ADD
• SYSTEM-CLI:USER:DELETE
• SYSTEM-CLI:USER:GROUP
• SYSTEM-CLI:USER:PASSWORD
• SYSTEM-CLI:USER:PASSWORD:POLICY
• SYSTEM-CLI:USER:ROLE
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• SYSTEM-CLI:USER:STATE:LOCK
• SYSTEM-CLI:USER:STATE:UNLOCK
• SYSTEM-CLI:USER:MAIL
• SYSTEM-CLI:USER:OS:SHELL:ENTERED
• SYSTEM-CLI:OS:SHELL:ENABLED
• SYSTEM-CLI:OS:SHELL:DISABLED
イベント UI

• SYSTEM-WEB:UI:NCS:BODGE:LOGIN:SUCCESSFUL
• SYSTEM-WEB:UI:LOGOUT
• SYSTEM-WEB:UI:LOGIN:SUCCESSFUL
• SYSTEM-WEB:UI:LOGIN:AUTHENTICATION_FAILED
• SYSTEM-WEB:UI:USER:DELETE
• SYSTEM-WEB:UI:USER:ADD
• SYSTEM-WEB:UI:USER:STATE:UNLOCK
• SYSTEM-WEB:UI:USER:STATE:LOCK
• SYSTEM-WEB:UI:USER:UPDATE
• SYSTEM-WEB:HM:LOGIN:AUTHENTICATION_FAILED

外部ロケーションへのセキュリティ ログの送信
リモート ロギングがサポートされているため、セキュリティ関連のイベントをリモート syslog
サーバに転送するように設定できます。

ステップ 1 Cisco EPN Manager サーバとの CLI セッションを開き、configure terminal モードを開始します。「CLI 経由
の接続 （953 ページ）」を参照してください。
ステップ 2 次のコマンドを入力します。
logging security hostname[:port]

hostname はリモート ロギング ホスト サーバの名前または IP アドレスです。
（注）

このコマンドは、ポートが指定されていない場合、デフォルトで UDP ポート 514 にログを送信し
ます。

ステップ 3 コンフィギュレーション モードを終了します。
exit
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例
/admin(config)# logging security a.b.c.d
/admin(config)# exit

セキュリティイベントログ
Cisco EPN Manager は、次のイベントのログを security_events.log に保持します。
• 暗号プロトコルを介して作成または破棄されたセッション
• セキュリティ攻撃と考えられるもの
デフォルトでは、セキュリティ攻撃に関連するイベントはログに記録されます。暗号化セッ
ションに関連する情報のロギングを有効にするには、ログレベルを Info に設定する必要があ
ります。これを行うには、サーバパスの /opt/CSCOlumos/bin の管理 CLI で次のコマンドを実行
します。
./setLogLevel.sh SecurityEvents.crypto INFO

Event type

イベント

セキュリティ攻撃に関連する SQL インジェクション
イベント

暗号化セッションに関連する 次のプロトコルを介して作成
情報
および破棄されたセッショ
ン。
• raw

記録される情報
入力検証エラー（データの
ソースには無関係）。ログに
記録されるデータには、デー
タが無効である理由に関する
情報が含まれています。
• 通知の種類（Notification
type）
• ターゲットデバイス
• 接続ポート

• SSH2、Telnet
• NETCONF
• TL1

• [ユーザ名（Username）]
• 接続タイプ
• セッションの詳細を

管理 CLI で次のコマンドを入力して、ログの内容を表示できます。詳細については、Cisco EPN
Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ）を参照してください。
less /opt/CSCOlumos/logs/security_events.log
less /opt/CSCOlumos/logs/security_events.log.x

ここで、
• x は 1 以上の数になります（ローリング イベント ログファイルであるため）。
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ハイ アベイラビリティの設定と管理
• ハイ アベイラビリティの仕組み （1121 ページ）
• HA の導入計画 （1123 ページ）
• ハイ アベイラビリティのセットアップ （1128 ページ）
• HA サーバにパッチを適用する方法 （1136 ページ）
• HA ステータスとイベントのモニタ （1146 ページ）
• フェールオーバーのトリガー （1150 ページ）
• フェールバックのトリガー （1150 ページ）
• フェールオーバーの強制実行 （1152 ページ）
• その他の HA イベントに対する応答 （1152 ページ）
• ハイ アベイラビリティの参照情報 （1165 ページ）

ハイ アベイラビリティの仕組み
Cisco EPN Manager ハイ アベイラビリティ（HA）フレームワークでは、障害が発生してもシス
テム動作が継続されます。HA では、リンクされて同期された Cisco EPN Manager サーバのペ
アを使用して、いずれかのサーバで発生する可能性のあるアプリケーション障害またはハード
ウェア障害による影響を最小限に、あるいは完全に排除します。サーバの障害は、以下の 1 つ
以上の領域での問題が原因で発生する可能性があります。
• アプリケーション プロセス：サーバ、TFTP、FTP などのプロセスの失敗。CLI ncs status
コマンドを使用して、これらのプロセスのステータスを確認できます。
• データベース サーバ：データベース関連のプロセスの失敗（データベース サーバは Cisco
EPN Manager でサービスとして実行されます）。
• ネットワーク：ネットワーク アクセスまたは到達可能性に関連する問題。
• システム：サーバの物理ハードウェアまたはオペレーティング システムに関連する問題。
• 仮想マシン（HA が VM 環境で稼動している場合）：プライマリ サーバとセカンダリ サー
バがインストールされている VM 環境に関する問題。
次の図は、HA セットアップの主なコンポーネントとプロセス フローを示しています。
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HA 展開は、プライマリ サーバとセカンダリ サーバで構成され、両方のサーバ上にヘルス モ
ニタ（HM）インスタンス（アプリケーション プロセスとして実行）が存在します。プライマ
リ サーバに障害が発生（自動的に発生、または手動で停止したために発生）すると、プライマ
リ サーバへのアクセスが復元されるまでの間はセカンダリ サーバがネットワークの管理を引
き継ぎます。展開で自動フェールオーバーを設定すると、セカンダリ サーバはフェールオー
バー後 2 ～ 3 分以内にアクティブ ロールを引き継ぎます。この HA は、アクティブ/パッシブ
またはコールド スタンバイの動作モデルに基づいています。クラスタ化されたシステムではな
いため、プライマリ サーバに障害が発生した場合、セッションはセカンダリ サーバに保持さ
れません。
プライマリ サーバの問題が解決してサーバが実行状態になっても、アクティブなセカンダリ
サーバとのデータの同期を開始する間はスタンバイ モードのままになります。プライマリ サー
バが再び使用可能になった時点で、フェールバック操作を開始できます。フェールバックがト
リガーされると、プライマリ サーバがアクティブ ロールを再度引き継ぎます。このようなプ
ライマリ サーバとセカンダリ サーバ間でのロールの切り替えは、2 ～ 3 分以内に実行されま
す。
HA 設定によってプライマリ サーバでの変更が確認されると、変更内容がセカンダリ サーバと
同期されます。これらの変更には、次の 2 種類があります。
• ファイルの変更。HTTPS プロトコルを使用して同期されます。対象となる項目には、レ
ポート設定、設定テンプレート、TFTP ルート ディレクトリ、管理設定、ライセンス ファ
イル、キー ストアなどがあります。ファイルの同期は、以下のいずれかで行われます。
• 頻繁に更新されないファイル（ライセンス ファイルなど）の同期は、一括で行われま
す。これらのファイルは、500 秒間隔で同期されます。
• 頻繁に更新されるファイルの同期は、ほぼリアルタイムで行われます。これらのファ
イルは、11 秒間隔で同期されます。
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• データベースの変更（設定、パフォーマンス、およびモニタリング データに関連する更新
など）。Oracle Recovery Manager（RMAN）が最初のスタンバイ データベースを作成し、
変更が発生すると、Oracle Active Data Guard がデータベースを同期します。
プライマリ HA サーバとセカンダリ HA サーバは、次のメッセージを交換して 2 つのサーバ間
の同期を維持します。
• データベース同期：プライマリ サーバとセカンダリ サーバ上のデータベースが稼働およ
び同期するために必要なすべての情報が含まれます。
• ファイル同期：頻繁に更新されるコンフィギュレーション ファイルが含まれます。これら
のファイルは 11 秒間隔で同期され、他の頻繁に更新されないコンフィギュレーション ファ
イルは 500 秒間隔で同期されます

（注）

プライマリで手動で更新されたコンフィギュレーション ファイル
は、セカンダリに同期されません。プライマリでコンフィギュ
レーション ファイルを手動で更新する場合は、セカンダリ上の
ファイルも更新する必要があります。

• プロセス同期：アプリケーションおよびデータベースに関連するプロセスの実行が継続さ
れるようにします。これらのメッセージは、ハートビート カテゴリに分類されます。
• ヘルス モニタ同期：これらのメッセージは、ネットワーク、システム、およびヘルス モ
ニタの障害状態の有無を確認します。

HA の導入計画
HA 機能は、以下の導入モデルをサポートしています。
• ローカル：HA サーバの両方を同じサブネットに配置します（サーバにレイヤ 2 近接性を
与えます）。通常は、両方のサーバが同じデータ センター内に配置されます。
• キャンパス：HA サーバのそれぞれを、LAN で接続された異なるサブネットに配置しま
す。通常、これらのサーバは同じ 1 つのキャンパスに導入されますが、キャンパス内で配
置される場所は異なります。
• リモート：HA サーバのそれぞれを、WAN で接続された異なるリモート サブネットに配
置します。各サーバが、異なる施設に配置されます。これらの施設は、国や大陸間にまた
がり、地理的に分散されています。
以降の項で、各モデルの利点および欠点と、すべての導入モデルに影響する基本的な制約事項
について説明します。
HA は、サポートされているいずれの導入モデルでも機能します。主な制約事項は、HA のパ
フォーマンスと信頼性に関して存在し、これらは帯域幅と遅延の基準によって異なります（「HA
のネットワーク スループットに関する制限事項」参照）。これらのパラメータを正常に管理で
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きる限り、使用可能な導入モデルのどれを選んで実装するかは、（コスト、企業の規模、地
理、コンプライアンス標準などのビジネス パラメータに基づく）ビジネス上の意思決定です。

HA のネットワーク スループットに関する制限事項
Cisco EPN Manager の HA パフォーマンスは、常に以下の制限要因の影響を受けます。
• すべての操作を処理するために Cisco EPN Manager で利用できる正味の帯域幅。これらの
操作には、HA 設定、データベース同期、ファイル同期、フェールバックのトリガーが含
まれます（ただし、これらに限定されません）。
• プライマリ サーバとセカンダリ サーバ間のリンク全体における正味のネットワーク遅延。
この 2 台のサーバの物理的な近接性に関わらず、サーバ間のリンクで発生する遅延が大き
い場合、Cisco EPN Manager によるプライマリ サーバとセカンダリ サーバ間のセッション
維持状態に影響が及ぶ可能性があります。
• プライマリ サーバとセカンダリ サーバを接続するネットワークが提供できる正味のスルー
プット。正味のスループットは正味の帯域幅と遅延によって異なり、これら 2 つの要因の
関数と見なすことができます。
モデルによって問題の大きさが異なりますが、これらの制限は、少なくとも何らかのレベルで
あらゆる導入モデルに当てはまります。たとえば、リモート導入モデルは、地理的な分散が大
きいため、帯域幅と遅延の両方で問題が発生しがちです。一方、ローカル モデルとキャンパス
モデルの場合も、正しく構成されていなければ、帯域幅の問題が発生する可能性が高くなりま
す。これは、低帯域幅、高遅延、高ネットワーク使用率によって制限を受ける可能性があるた
めです。
スループットの問題がフェールバックやフェールオーバーに影響することはほとんどありませ
ん。2 つの HA サーバがほとんど常に通信して、データベースの変更内容が即座に複製される
ためです。ほとんどのフェールオーバーおよびフェールバックは、約 2 ～ 3 分を要します。
この原則の最大の例外は、データベースのフル コピー動作における遅延です。この種類のアク
ションは、プライマリ サーバがデータ保持期間を超えてダウンした後、これを再度稼働させる
場合にトリガーされます。Express、Express-Plus、Standard の各構成サーバのデータ保持期間は
6 時間で、Professional および Gen 2 アプライアンス サーバでは 12 時間です。
Cisco EPN Manager はセカンダリ サーバからプライマリ サーバへのデータベースのフル コピー
動作をトリガーします。この期間中のフェールバックはできませんが、[ヘルス モニタ（Health
Monitor）] ページには、データベースのコピー進行中に発生したすべてのイベントが表示され
ます。コピーが完了するとすぐに、プライマリ サーバが「プライマリ同期中（Primary
Synching）」状態に移行し、フェールバックのトリガーが可能になります。データベースのフ
ル コピーが行われている間は、プライマリ サーバの再起動やネットワーク接続切断を行わな
いでください。
データベースのフル コピー動作中の正味スループットの変動は、データベースのサイズやその
他の要因とは無関係に、データベースのフル コピー動作が 1 時間未満で正常に完了するケース
と、まったく完了できないケースという違いを生じるぐらいの意味を持ちます。次のことを推
奨します。
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• ネットワークスループット：最小 500 Mbps（メガビット毎秒）。可能であればこれ以上
を推奨。
• ネットワーク遅延：最大 100 ミリ秒。可能であれば 70 ミリ秒を推奨。
パフォーマンスが低いとシステムの安定性が低下し、ハイアベイラビリティのシナリオ（主に
登録とフェールバック）を完了できなくなる可能性があります。

ローカル モデルの使用
ローカル導入モデルの主要なメリットは、仮想 IP アドレスをシステムの単一管理ドレスとし
て使用することが許可される点です。ユーザはこの仮想 IP アドレスを使用して Cisco EPN
Manager に接続でき、デバイスでは SNMP トラップおよびその他の通知の宛先としてこの仮想
IP アドレスを使用できます。
仮想 IP アドレスを割り当てる際の唯一の制約は、仮想 IP アドレスが、プライマリ サーバの IP
アドレスおよびセカンダリ サーバの IP アドレスと同じサブネット上のアドレスでなければな
らない点です。例：プライマリ サーバとセカンダリ サーバに対し、1 つのサブネット内の次の
IP アドレスが割り当てられている場合、この両方のサーバの仮想 IP アドレスは次のように割
り当てることができます。
• サブネット マスク：255.255.255.224 (/27)
• プライマリ サーバの IP アドレス：10.10.101.2
• セカンダリ サーバの IP アドレス：10.10.101.3
• 仮想 IP アドレス：10.10.101.[4-30]（例：10.10.101.4）仮想 IP アドレスは、特定のサブネッ
ト マスクで有効かつ未使用のアドレス範囲内の任意のアドレスになることに注意してくだ
さい。
この主な利点に加え、ローカル モデルには以下の利点もあります。
• 通常、高帯域幅と低遅延を実現します。
• 管理が簡素化されます。
• syslog および SNMP 通知を転送するようにデバイスを設定するのが、大幅に簡単になりま
す。
ローカル モデルには、以下の欠点があります。
• 同じデータ センター内に配置されることから、停電や自然災害など、サイト全体の障害の
危険にさらされます。
• 破壊的なサイト障害の危険が高くなることから、ビジネス継続性の計画が複雑になりま
す。また、損害保険のコストも高くなる可能性があります。
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キャンパス モデルの使用
キャンパス モデルでは、HA を導入する組織が、同じ都道府県の同じ市区町村内の 1 つ以上の
ロケーションを拠点にしていて、これらの複数ロケーションによって「キャンパス」を形成し
ていることが前提となります。このモデルには、以下の利点があります。
• 通常、ローカル モデルに匹敵するか、それ以上の帯域幅と遅延を提供します。
• リモート モデルより簡単に管理できます。
キャンパス モデルには、以下の欠点があります。
• ローカル モデルより、管理が複雑になります。
• 仮想 IP アドレスをシステムの単一管理アドレスとして使用することを許可しないでくだ
さい。このため、多くのデバイス設定が必要となります（仮想 IP アドレッシングを使用
できない場合の対処 （1130 ページ）を参照）。
• ローカル モデルと比べると、帯域幅が小さくなり、遅延が大きくなる可能性があります。
これは HA の信頼性に影響を与える可能性があり、是正するには管理者の介入が必要にな
る場合もあります（「HAのネットワークスループットに関する制限事項（1124ページ）」
を参照）。
• 同じサイトに配置されてはいませんが、それでも都道府県全体、または市区町村全体の災
害の危険にさらされます。そのため、ビジネス継続性の計画が複雑になり、災害復旧のコ
ストが高くなる可能性があります。

リモート モデルの使用
リモート モデルでは、導入する組織に複数のサイトまたはキャンパスがあること、そしてこれ
らのロケーション間では、地理的な境界を超えて WAN リンクで通信することが前提となりま
す。このモデルには、以下の利点があります。
• 自然災害による影響を受ける可能性が最小限になります。ビジネス継続性および災害復旧
という点では、通常、これが最も複雑でなく、コストのかからないモデルになります。
• 事業保険のコストを節約できる可能性があります。
リモート モデルには、以下の欠点があります。
• ローカルまたはキャンパス モデルより、管理が複雑です。
• 仮想 IP アドレスをシステムの単一管理アドレスとして使用できないため、多くのデバイ
ス設定が必要となります（仮想 IP アドレッシングを使用できない場合の対処 （1130 ペー
ジ）を参照）。
• 通常、他の 2 つのモデルよりも提供される帯域幅が低く、遅延が大きくなります。これは
HA の信頼性に影響を与える可能性があり、是正するには管理者の介入が必要になる場合
もあります（「HA のネットワーク スループットに関する制限事項 （1124 ページ）」を参
照）。
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自動フェールオーバーと手動フェールオーバーの違い
自動フェールオーバーを行うように HA を設定すると、ネットワーク管理者による HA の管理
の必要性が減少します。また、セカンダリ サーバが自動的に起動されるため、フェールオー
バーの発生原因となった状況への対応に要する時間が削減されます。
ただし、ほとんどの場合は、システムで手動フェールオーバーを設定することが推奨されま
す。この推奨に従うことで、断続的なネットワークの停止を理由に Cisco EPN Manager がセカ
ンダリ サーバに頻繁にフェールオーバーすることがなくなります。この状況が発生する可能性
が最も高いのは、リモート モデルを使用して HA を導入する場合です。このモデルは、特に帯
域幅と遅延の急激な変化による影響を受けます（HA の導入計画 （1123 ページ）およびHA の
ネットワーク スループットに関する制限事項 （1124 ページ）を参照）。
フェールオーバー タイプが [自動（Automatic）] に設定されている場合に、ネットワーク接続
がダウンするか、またはプライマリ サーバとセカンダリ サーバ間のネットワーク リンクが到
達不能になると、プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方が同時にアクティブになる可
能性がわずかながらあります。これは「スプリット ブレーン状況」と呼ばれます。
この状況を防ぐため、プライマリ サーバはセカンダリ サーバがアクティブかどうかを常に確
認します。ネットワーク接続またはリンクが復元され、プライマリ サーバからセカンダリ サー
バに再び到達可能になると、プライマリ サーバはセカンダリ サーバの状態を確認します。セ
カンダリ サーバの状態がアクティブな場合、プライマリ サーバは自らダウンします。続いて
ユーザがプライマリ サーバへの標準の手動フェールバックを実行できます。
この状況が発生するのは、プライマリ HA サーバで自動フェールオーバーが設定されている場
合だけであることに注意してください。プライマリ サーバで手動フェールオーバーを設定する
ことで、この状況が発生する可能性が排除されます。これが、手動フェールオーバー設定を推
奨するもう 1 つの理由です。
大企業では特に、自動フェールオーバーは不適切です。特定の HA 導入環境で自動フェール
オーバーを実行することになった場合、管理者はプライマリ サーバまたはセカンダリ サーバ
に新規に追加されたデータのいずれかを選択しなければならないことがあります。つまり、ス
プリット ブレーンの状況が発生するたびにデータが失われる可能性があります。この問題に対
処する際のヘルプについては、を参照してください。 スプリット ブレイン シナリオからの回
復方法 （1163 ページ）
HA を適切に管理するために、Cisco EPN Manager 管理者は、フェールオーバーまたはフェール
バックを開始する前に、以下を含む HA 導入の全体的な状態を必ず確認することが推奨されま
す。
• プライマリ サーバの現在の状態。
• セカンダリ サーバの現在の状態。
• 2 台のサーバ間の現在の接続状態。
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ハイ アベイラビリティのセットアップ
ハイ アベイラビリティ導入環境にプライマリ サーバとセカンダリ サーバをインストールする
方法については、『Cisco Evolved Programmable Network Manager Installation Guide』で説明して
います。インストールの一環として、管理者は HA 導入環境で手動または自動フェールオー
バーが使用されるように設定します。現在のフェールオーバー設定は、ncs ha status コマンド
を使用して確認するか、[ヘルスモニタ（Health Monitor）] Web ページで確認できます（ヘルス
モニタ Web ページの使用 （1146 ページ）を参照）。
プライマリ サーバとセカンダリ サーバをインストールしたら、 プライマリ サーバとセカンダ
リ サーバ間の HA の設定方法 （1131 ページ）で説明する HA 設定手順を実行する必要がありま
す。
次のトピックで、HA の導入に関する追加情報を提供します。
• HA での仮想 IP アドレッシングの使用 （1128 ページ）
• 仮想 IP アドレッシングを使用できない場合の対処 （1130 ページ）
• プライマリ サーバとセカンダリ サーバ間の HA の設定方法 （1131 ページ）
• HA 環境での SSO サーバの設定 （1133 ページ）

HA での仮想 IP アドレッシングの使用
仮想 IP アドレスは、アクティブ HA サーバの管理 IP アドレスを表します。フェールオーバー
またはフェールバック中は、仮想 IP アドレスが 2 つの HA サーバ間で自動的に切り替えられ
ます。これには次の 2 つのメリットがあります。
• Cisco EPN Manager Web GUI に接続するために、どのサーバがアクティブかを把握する必
要がありません。仮想 IP を使用すれば、要求がアクティブな HA サーバに自動的に転送
されます。
• プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方に通知を転送するように管理対象デバイス
を設定する必要がありません。通知を仮想 IP アドレスに転送するだけで済みます。
プライマリ サーバと一緒にセカンダリ サーバを設定するときに、仮想 IP アドレッシングを有
効にすることができます。両方のサーバで共有する仮想アドレス（IPv4 は必須で IPv6 はオプ
ション）を入力する必要があります。プライマリ サーバとセカンダリ サーバ間の HA の設定
方法 （1131 ページ）を参照してください。
仮想 IP アドレスを使用しても、フェールオーバーまたはフェールバックの発生時に、アクティ
ブなクライアント/サーバ セッションが終了するという事実は変わりません。仮想 IP アドレス
が使用可能な状態であっても、新しいサーバが新しい要求の処理を開始すると、アクティブな
クライアント/サーバ セッション（Web GUI または NBI）が終了します。Web GUI ユーザは、
ログアウトしてログインし直す必要があります。中断した NBI セッションの処理方法について
は、Cisco Evolved Programmable Network Manager MTOSI API ガイド（OSS 統合） を参照して
ください。
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（注）

仮想 IP を使用するには、プライマリ サーバとセカンダリ サーバの IP アドレスが同じサブネッ
ト上に存在する必要があります。

HA での複数の仮想 IP アドレッシング
Cisco EPN Manager では、独自の仮想 IP アドレスを持つように最大 3 つのインターフェイスを
設定できます。さらに、仮想 IP アドレスを使用して、複数のインターフェイスのチーム（論
理バインディング）を設定できます。これを行うには 2 つの方法があります。
• （推奨）CLI からすべての仮想 IP アドレスを設定します。
この場合は Cisco EPN Manager UI で [仮想 IPの有効化（Enable Virtual IP）] チェックボッ
クスをオンにしないでください。このフィールドのチェックボックスには、CLI から設定
した最初の仮想 IP アドレスが自動的に入力されます。
• Cisco EPN Manager UI から最初の仮想IPアドレスを設定し、残りの仮想 IP アドレスは CLI
から設定します。

（注）

HA 登録時の問題を回避するには、CLI から設定する最初の仮想
IP が UI で設定したものと一致していることを確認します。不一
致がある場合は HA 登録がブロックされ、エラーメッセージが表
示されます。

このプロセスは HA 登録を実行するための前提条件です。
CLI から複数の仮想 IP を有効にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Cisco EPN Manager の CLI 管理者ユーザとしてサーバにログインします。
ステップ 2 コンフィギュレーション モードを入力します。
configure terminal

ステップ 3 仮想 IP を設定するインターフェイスを選択します。
interface <name of interface>

ステップ 4 プロンプトで次のコマンドを入力します。
virtual-ip

ステップ 5 プライマリおよびセカンダリの HA サーバで共有する IPv4 仮想 IP アドレスを指定します。必要に応じて、
IPv6 仮想 IP アドレスを指定します（IPv4 アドレスは必須ですが、IPv6 アドレスはオプションです）。
• （必須）IPv4 アドレスを設定するには、次の手順を実行します。
ip-address IPv4 address

• （オプション）IPv6 アドレスを設定するには、次の手順を実行します。
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ipv6-address IPv6 address

ステップ 6 サブメニューを終了します。
exit

ステップ 7 インターフェイス コンフィギュレーションを終了します。
exit

ステップ 8 コンフィギュレーション モードを終了します。
exit

ステップ 9 （オプション）インターフェイスで次のコマンドを実行して設定を確認します。
show running-config

HA 登録が正常に完了すると、仮想 IP アドレスがプライマリサーバで有効になります。仮想
IP アドレスは HA 登録時にセカンダリサーバにコピーされますが、フェールオーバーの場合に
のみ有効になります。

（注）

• Cisco EPN Manager UI には、最初のインターフェイスである GigabitEthernet 0（または
Ethernet 0）に設定された仮想 IP のみが表示されます。残りのインターフェイスに設定さ
れた仮想 IP アドレスは、Web UI に表示されません。
• インターフェイスに設定されているすべての仮想 IP アドレスを表示するには、CLI で show
running config コマンドを実行します。

仮想 IP アドレッシングを使用できない場合の対処
選択する導入モデルによっては、仮想 IP アドレスを設定しないでおくと、プライマリ サーバ
からセカンダリ サーバへのフェールオーバーが発生した場合に syslog と SNMP 通知がセカン
ダリ サーバに転送されるようにするために、管理者が追加の作業を行わなければならない状況
になることがあります。一般的な方法は、両方のサーバにすべての syslog とトラップを転送す
るようにデバイスを設定することです。このためには通常、転送先をプライマリ サーバとセカ
ンダリ サーバの両方を含む特定のサブネットまたは IP アドレス範囲に設定します。
この設定作業は、HA のセットアップと同時に行う必要があります。つまりセカンダリ サーバ
をインストールした後、プライマリ サーバで HA を登録する前に行います。これはフェール
オーバーが発生する前に完了しておく必要があります。これにより、データが失われる可能性
を解消または削減できます。仮想 IP アドレスを使用しない場合、セカンダリ サーバのインス
トール手順は変更されません。ただし通常どおり、個別の IP アドレスを使用してプライマリ
サーバとセカンダリ サーバをプロビジョニングする必要があります。
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プライマリ サーバとセカンダリ サーバ間の HA の設定方法
HA を有効にするには、プライマリ サーバで HA を設定する必要があります。プライマリ サー
バが HA コンフィギュレーションに参加するために、サーバのインストール中に必要となる設
定はありません。プライマリ サーバで必要な情報は次の情報のみです。
• すでにインストールおよび設定済みのセカンダリ HA サーバの IP アドレスまたはホスト
名（セカンダリサーバのインストールについては、『Cisco Evolved Programmable Network
Manager Installation Guide』を参照してください）。
• セカンダリ サーバのインストール時に設定した認証キー。
• （オプション）通知の送信先となる 1 つ以上の電子メール アドレス。
• フェールオーバー タイプ（自動フェールオーバーと手動フェールオーバーの違い （1127
ページ）を参照してください）。
仮想 IP アドレッシングを使用する場合は、HA での仮想 IP アドレッシングの使用 （1128 ペー
ジ）を参照してください。
次の手順では、プライマリ サーバで HA を設定する方法について説明します。HA を再設定す
る場合も、同じ手順を実行します。
始める前に
複数の仮想 IP アドレスを使用する場合は、この手順の前に必ず CLI からそれらのアドレスを
設定してください。詳細については、HA での複数の仮想 IP アドレッシング （1129 ページ）を
参照してください。

（注）

1 つの仮想 IP アドレスのみを使用する場合は、HA 登録時に Cisco EPN Manager UI から設定で
きます。CLI から設定する必要はありません。

ステップ 1 管理者権限を持つユーザ ID とパスワードを使用して Cisco EPN Manager にログインします。
ステップ 2 メニューから、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ハイ アベイラビリティ（High Availability）]
の順に選択します。Cisco EPN Manager によって HA ステータス ページが表示されます。
ステップ 3 [HA 設定（HA Configuration）] を選択し、次のフィールドに入力します。
1.

[セカンダリ サーバ（Secondary Server）]：セカンダリ サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力しま
す。
（注）

2.

ホスト名を IP アドレスに解決するには、DNS サーバを使用することをお勧めします。DNS
サーバの代わりに「/etc/hosts」ファイルを使用している場合は、ホスト名の代わりにセカンダ
リ IP アドレスを入力します。

[認証キー（Authentication Key）]：セカンダリ サーバのインストール中に設定したパスワードを認証
キーとして入力します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1131

Cisco EPN Manager システムの管理
プライマリ サーバとセカンダリ サーバ間の HA の設定方法

3.

[電子メールアドレス（Email Address）]：（任意）HA の状態変更に関する通知の送信先アドレス（ま
たはコンマで区切ったアドレスのリスト）を入力します。[メールサーバ設定（Mail Server Configuration）]
ページで電子メール通知をすでに設定している場合、ここに入力した電子メールアドレスは、メール
サーバですでに設定されているアドレスのリストに追加されます。

4.

[フェールオーバー タイプ（Failover Type）]：[手動（Manual）] または [自動（Automatic）] を選択し
ます。[手動（Manual）] を選択することが推奨されます。

ステップ 4 （仮想 IP アドレスを CLI からすでに設定している場合は、このステップを無視してスッテプ 5 に進んでく
ださい。）仮想 IP 機能を使用する場合：[仮想 IP の有効化（Enable Virtual IP）] チェックボックスをオン
にし、追加フィールドに次のように入力します。
1.

[IPV4 仮想 IP（IPV4 Virtual IP）]：両方の HA サーバに使用する仮想 IPv4 アドレスを入力します。

2.

[IPV6 仮想 IP（IPV6 Virtual IP）]：（オプション）両方の HA サーバに使用する仮想 IPv6 アドレスを入
力します。

両方のサーバが同一サブネット上にない場合は、仮想 IP アドレッシングは機能しないことに注意してくだ
さい。
ステップ 5 [準備状況の確認（Check Readiness）] をクリックし、HA 関連の環境パラメータが設定を行える状態になっ
ているかを確認します。
詳細については、HA 設定の準備状況の確認 （1134 ページ）を参照してください。
（注）

準備状況チェックによって HA 設定がブロックされることはありません。すべてのテストに合格
しなくも、HA を設定できます。

ステップ 6 [保存（Save）] をクリックして変更を保存します。Cisco EPN Manager によって HA 設定プロセスが開始さ
れます。設定が正常に完了すると、[コンフィギュレーションモード（Configuration Mode）] に、[HA 対応
（HA Enabled）] という値が表示されます。
（注）

FTP または TFTP サービスがプライマリサーバで実行されている場合は、フェールオーバーが失
敗しないようにするために、設定の完了後にセカンダリサーバを再起動する必要があります。

注意すべき重要点：
• 高可用性機能は、HA 登録後に追加された仮想 IP アドレスを管理しません。HA 登録後に
仮想 IP アドレスを追加しないことをお勧めします。
• HA 登録に失敗すると、設定されているすべての仮想 IP アドレスが削除されます。HA 登
録の前に、これらを再設定する必要があります。
• 高可用性を有効にした後で仮想 IP アドレスを削除すると、高可用性は失敗します。
• 設定した仮想 IP アドレスを変更するには、次の手順を実行します。
1.

既存の HA 設定を削除します。

2.

仮想 IP アドレスを設定します。
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3.

HA 登録を再度実行します。

HA 環境での SSO サーバの設定
シングル サインオン（SSO）認証は、マルチユーザ、マルチリポジトリ環境でのユーザの認証
および管理に使用されます。SSO は、さまざまなシステムにログインするために使用されるク
レデンシャルを格納および取得します。Cisco EPN Manager の他のインスタンス用の SSO サー
バとして Cisco EPN Manager をセットアップできます。
ハイ アベイラビリティ環境で SSO サーバを設定するには、表 65 : HA 展開における SSO の設
定に記載されているいずれかの手順を選択します。詳細については、次のトピックを参照して
ください。
• SSO サーバを設定するには、「Cisco EPN Manager への RADIUS または TACACS+ サーバ
の追加 （1045 ページ）」を参照してください。
• HA サーバを設定するには、『Cisco Evolved Programmable Network Manager Installation
Guide』を参照してください。
表 65 : HA 展開における SSO の設定

SSO の設定

SSOサーバのセットアッ サーバのフェールオー
プ
バー シナリオ

スタンドアロ 1.
ン サーバとし
て SSO を設定
2.

スタンドアロンの プライマリ サーバに障
SSO サーバを設定し 害が発生すると、セカン
ます。
ダリ サーバが有効化さ
プライマリおよびセ れます。プライマリ
カンダリ HA サーバ サーバに接続されている
すべてのマシンが、セカ
を設定します。
ンダリ サーバにリダイ
レクトされます。

SSOサーバの障害シナリオ

SSOサーバで障害が発生す
ると、SSO機能が無効にな
ります。Cisco EPN
Manager ではローカル認証
が使用されます。
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SSO の設定

SSOサーバのセットアッ サーバのフェールオー
プ
バー シナリオ

セカンダリ
1.
サーバで SSO
を設定

2.

1 台のサーバを SSO
サーバとプライマリ
サーバに設定します
（つまり、プライマ
リ サーバは SSO
サーバでもありま
す）。

プライマリ サーバに障
害が発生すると、セカン
ダリ サーバが有効化さ
れます。プライマリ
サーバに接続されている
すべてのマシンは、セカ
ンダリ サーバにリダイ
セカンダリ HA サー レクトされません（これ
バを設定します。 は、プライマリ サーバ
で SSO が設定されてい
るためです）。

SSOサーバの障害シナリオ

SSO（プライマリ）サーバ
で障害が発生した場合は、
セカンダリ サーバを SSO
のフェールバック オプ
ションとして設定できま
す。これにより、すべての
インスタンスをセカンダリ
サーバに接続できます。
セカンダリ サーバが SSO
サーバのフェールバック
オプションとして設定され
ていない場合、Cisco EPN
Manager はローカル認証を
使用します。

HA 設定の準備状況の確認
HA 設定時に、HA に関連する他の環境パラメータ（システム仕様、ネットワーク構成、サー
バ間の帯域幅など）によって HA 設定が決定されます。
15 のチェックがシステムで実行され、エラーや障害なく HA 設定が完了したことが確認されま
す。準備状況の確認機能を実行すると、チェックリストの名前および対応するステータスが、
該当する場合は推奨事項とともに表示されます。

（注）

準備状況の確認によって HA 設定がブロックされることはありません。すべてのチェックに合
格しなくても、HA を設定できます。
HA 設定の準備状況を確認するには、次の手順に従います。

ステップ 1 管理者権限を持つユーザ ID とパスワードを使用して Cisco EPN Manager にログインします。
ステップ 2 メニューから、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ハイ アベイラビリティ（High Availability）]
の順に選択します。Cisco EPN Manager によって HA ステータス ページが表示されます。
ステップ 3 [HA 設定（HA Configuration）] を選択します。
ステップ 4 [セカンダリ サーバ（Secondary Server）] フィールドにセカンダリ サーバの IP アドレスを入力し、[認証
キー（Authentication Key）] フィールドのセカンダリの認証キーを入力します。
ステップ 5 [準備状況の確認（Check Readiness）] をクリックします。
ポップアップ ウィンドウが開き、システム仕様およびその他のパラメータが表示されます。画面には、
チェックリスト項目の名前、ステータス、影響、推奨事項の詳細が示されます。
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その下に、準備状況の確認に使用されたチェックリストのテスト名と説明のリストが表示されます。
表 66 : チェックリストの名前と説明

チェックリストのテスト名

テストの説明

システム - CPU数の確認（SYSTEM - CHECK CPU
COUNT）

プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方の CPU
数を確認します。
両方のサーバの CPU 数が要件を満たしている必要が
あります。

システム - ディスク IOPS の確認（SYSTEM - CHECK プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方のディ
DISK IOPS）
スク速度を確認します。
必要な最小ディスク速度は 200 Mbps です。
システム - RAM サイズの確認（SYSTEM - CHECK
RAM SIZE）

プライマリサーバとセカンダリサーバの両方のRAM
サイズを確認します。
両方のサーバの RAM サイズが要件を満たしている
必要があります。

システム - ディスクサイズの確認（SYSTEM - CHECK プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方のディ
DISK SIZE）
スク サイズを確認します。
両方のサーバのディスク サイズが要件を満たしてい
る必要があります。
システム - サーバへの ping 確認（SYSTEM - CHECK プライマリ サーバが ping を介してセカンダリ サー
SERVER PING REACHABILITY）
バに到達できることを確認します。
システム - OS互換性の確認（SYSTEM - CHECK OS プライマリ サーバとセカンダリ サーバの OS バー
COMPATABILITY）
ジョンが同じであることを確認します。
システム - ヘルス モニタのステータス（SYSTEM - ヘルス モニタ プロセスがプライマリ サーバとセカ
HEALTH MONITOR STATUS）
ンダリ サーバの両方で実行されているかどうかを確
認します。
ネットワーク - ネットワーク インターフェイスの帯 インターフェイス eth0 の速度がプライマリ サーバと
域幅確認（NETWORK - CHECK NETWORK
セカンダリ サーバの両方で推奨されている 100 Mbps
INTERFACE BANDWIDTH）
に一致しているかどうかを確認します。
このテストでは、プライマリ サーバとセカンダリ
サーバ間でのデータ送信によるネットワーク帯域幅
の測定は行いません。
ネットワーク - データベース ポートの開閉について データベース ポート 1522 がシステム ファイアウォー
ファイアウォールの確認（NETWORK - CHECK
ルで開いているかどうかを確認します。
FIREWALL FOR DATABASE PORT
このポートが無効になっていると、テストは iptables
ACCESSIBILITY）
リストで 1522 の権限を付与します。
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データベース - オンラインステータスの確認
（DATABASE - CHECK ONLINE STATUS）

データベース ファイルのステータスがオンラインに
なっており、プライマリ サーバとセカンダリ サー
バの両方でアクセス可能であるかどうかを確認しま
す。

データベース - メモリターゲットの確認
（DATABASE - CHECK MEMORY TARGET）

HA セットアップの「/dev/shm」データベース メモ
リ ターゲット サイズを確認します。

データベース - リスナーのステータス（DATABASE プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方でデー
- LISTENER STATUS）
タベース リスナーが稼働中であるかどうかを確認し
ます。
障害が発生した場合、テストによってリスナーの起
動とステータスの報告が試行されます。
データベース - リスナー設定ファイルの破損確認
（DATABASE - CHECK LISTENER CONFIG
CORRUPTION）

すべてのデータベース インスタンスがデータベース
リスナー設定ファイル「listener.ora」に存在するかど
うかを確認します。

データベース - TNS 設定ファイルの破損確認
（DATABASE - CHECK TNS CONFIG
CORRUPTION）

すべての「WCS」インスタンスがデータベース TNS
リスナー設定ファイル「tnsnames.ora」に存在するか
どうかを確認します。

データベース - TNS 到達可能性のステータス
（DATABASE - TNS REACHABILITY STATUS）

プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方で
TNSPING が成功しているかどうかを確認します。

ステップ 6 すべてのパラメータのチェックが完了したら、パラメータのステータスを確認し、[クリア（Clear）] をク
リックしてウィンドウを閉じます。
（注）

準備状況の確認中のフェールバック イベントとフェールオーバー イベントは、[アラームおよび
イベント（Alarms and Events）] ページに転送されます。設定障害イベントは [アラームおよびイ
ベント（Alarms and Events）] リストに表示されません。

HA サーバにパッチを適用する方法
次のいずれかの方法で HA サーバの UBF パッチをダウンロードおよびインストールできます。
• 現在ペアリングされていない HA サーバにパッチをインストールします。Cisco EPN Manager
用に HA が設定されていない場合は、この方法をお勧めします。
• 手動フェールオーバーを使用して、ペアリングされている既存の HA サーバにパッチをイ
ンストールします。HA がすでに設定されている場合はこの方法が推奨されます。
• 自動フェールオーバーを使用して、ペアリングされている既存の HA サーバにパッチをイ
ンストールします。
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それぞれの方法について詳しくは、以下を参照してください。

新しい HA サーバへのパッチ適用方法
新しい Cisco EPN Manager ハイ アベイラビリティ（HA）実装のセットアップで、新しいサー
バのパッチ レベルが異なる場合は、次の手順に従って両方のサーバにパッチをインストール
し、同じパッチ レベルにします。

ステップ 1 パッチをダウンロードして、プライマリ サーバにインストールします。
a)

ブラウザで Cisco EPN Manager のソフトウェア パッチ リストにアクセスします（「Software patches
listing for Cisco Evolved Programmable Network Manager」参照してください）。

b)

インストールする必要があるパッチ ファイル（UBF ファイル拡張子で終わるファイル）に対応する
[ダウンロード（Download）] ボタンをクリックし、そのファイルをローカルに保存します。

c)

管理者特権を持つ ID を使用してプライマリ サーバにログインし、[管理（Administration）] > [ランセ
ンスおよびソフトウェア アップデート（Licenses and Software Updates）] > [ソフトウェア アップデー
ト（Software Update）] を選択します。

d)

ページ上部の [アップロード（Upload）] リンクをクリックし、パッチ ファイルの保存場所に移動し
ます。

e)

UBF ファイルを選択し、[OK] をクリックしてファイルをアップロードします。

f)

次のオプションのいずれかを使用して、UBF ファイルをアップロードします。
1.

ローカル コンピュータからアップロード
• [アップデートのアップロード（Upload Update）] ウィンドウの [ローカルコンピュータから
アップロード（Upload from local computer）] ラジオ ボタンをクリックします。
• [参照（Browse）] をクリックし、ファイルまで移動して [OK] をクリックします。アップロー
ドが成功すると、[ファイル（Files）] タブの下にソフトウェアが表示されます。

2.

サーバのローカル ディスクからコピー
• [アップデートのアップロード（Upload Update）] ウィンドウの [サーバのローカルディスク
からコピー（Copy from server's local disk）] ラジオ ボタンをクリックします。
• [選択（Select ）] をクリックして、[ローカルディスクからファイルを選択（Select file from
local disk）] ポップアップから UBF ファイルを選択し、[選択（Select ）] をクリックします。
アップロードが成功すると、[ファイル（Files）] タブの下にソフトウェアが表示されます。

g)

アップロードが完了したら、[ソフトウェア アップロード（Software Upload）] ページで、パッチ ファ
イルの名前、公開日と説明が正しいことを確認します。

h)

パッチ ファイルを選択し、[インストール（Install）] をクリックします。

i)

警告ポップアップで、[はい（Yes）] をクリックします。インストールが完了すると、サーバが自動
的に再起動します。再起動には通常 15 ～ 20 分かかります。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1137

Cisco EPN Manager システムの管理
新しい HA サーバへのパッチ適用方法

j)

プライマリ サーバでのインストールが完了したら、[ソフトウェア アップデート（Software Update）]
ページの [アップデートのステータス（Status of Updates）] 表で、このパッチのステータスが [インス
トール済み（Installed）] と表示されていることを確認します。

ステップ 2 セカンダリ サーバに同じパッチをインストールします。
a)

ブラウザで以下の URL にアクセスして、セカンダリ サーバの Health Monitor（HM）Web ページを表
示します。
https://ServerIP:8082
ここで、ServerIP はセカンダリ サーバの IP アドレスまたはホスト名です。

b)

セカンダリ サーバの認証キーの入力を求めるプロンプトが出されます。パスワードを入力してから、
[ログイン（Login）] をクリックします。

c)

HM Web ページの [ソフトウェア アップデート（Software Update）] リンクをクリックします。再び、
認証キーの入力を求めるプロンプトが出されます。パスワードを入力し、[ログイン（Login）] を再
びクリックします。

d)

[アップデート ファイルのアップロード（Upload Update File）] をクリックし、パッチ ファイルを保
存した場所を参照します。

e)

UBF ファイルを選択し、[OK] をクリックしてファイルをアップロードします。

f)

ページ上部の [アップロード（Upload）] リンクをクリックします。

g)

次のオプションのいずれかを使用して、UBF ファイルをアップロードします。
1.

ローカル コンピュータからアップロード
• [アップデートのアップロード（Upload Update）] ウィンドウの [ローカルコンピュータから
アップロード（Upload from local computer）] ラジオ ボタンをクリックします。
• [参照（Browse）] をクリックし、ファイルまで移動して [OK] をクリックします。アップロー
ドが成功すると、[ファイル（Files）] タブの下にソフトウェアが表示されます。

2.

サーバのローカル ディスクからコピー
• [アップデートのアップロード（Upload Update）] ウィンドウの [サーバのローカルディスク
からコピー（Copy from server's local disk）] ラジオ ボタンをクリックします。
• [選択（Select ）] をクリックして、[ローカルディスクからファイルを選択（Select file from
local disk）] ポップアップから UBF ファイルを選択し、[選択（Select ）] をクリックします。
アップロードが成功すると、[ファイル（Files）] タブの下にソフトウェアが表示されます。

h)

アップロードが完了したら、[ソフトウェア アップロード（Software Upload）] ページで、パッチ ファ
イルの名前、公開日と説明が正しいことを確認します。

i)

パッチ ファイルを選択し、[インストール（Install）] をクリックします。

j)

警告ポップアップで、[はい（Yes）] をクリックします。インストールが完了すると、サーバが自動
的に再起動します。再起動には通常 15 ～ 20 分かかります。

k)

セカンダリ サーバでのインストールが完了したら、[ソフトウェア アップデート（Software Update）]
ページの [アップデートのステータス（Status of Updates）] 表で、このパッチのステータスが [インス
トール済み（Installed）] と表示されていることを確認します。
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ステップ 3 両方のサーバのパッチ ステータスが同一であることを次のように確認します。
a)

上記のステップ 1 と同じ方法でプライマリ サーバにログインし、[ソフトウェア アップデート（Software
Update）] ページにアクセスします。インストールされているすべてのパッチの [ステータス（Status）]
列で [インストール済み（Installed）] と表示されていることを確認します。

b) 上記のステップ 2 と同じ方法でセカンダリ サーバのヘルス モニタ Web ページにアクセスします。イ
ンストールされているすべてのパッチの [ステータス（Status）] 列で [インストール済み（Installed）]
と表示されていることを確認します。
ステップ 4 サーバを登録します。
詳細については、「Software patches listing for Cisco Evolved Programmable Network Manager」およびCisco
EPN Manager の停止と再起動 （972 ページ）を参照してください。

ペアリング済み HA サーバへのパッチ適用方法
現在の Cisco EPN Manager 実装に含まれているハイ アベイラビリティ サーバのパッチ レベル
が同一ではない場合、または両方の HA サーバに新しいパッチを適用する必要がある場合は、
次の手順を実行します。
ペアリング済み HA サーバへのパッチの適用はサポートされていません。HA が設定されてい
る状態では Cisco EPN Manager サーバのアップデートが実行できないことを示すポップアップ
エラー メッセージが表示されます。そのため、パッチを適用する前に、まずプライマリおよび
セカンダリ サーバを接続解除しなければなりません。
1.

GUI での HA の削除 （1170 ページ）の手順に従って、プライマリ サーバとセカンダリ サー
バの接続を解除します。

2.

新しいHAサーバへのパッチ適用方法（1137ページ）の手順に従ってパッチを適用します。

3.

ハイ アベイラビリティのセットアップ （1128 ページ）の手順に従って HA の設定を復元し
ます。

手動フェールオーバー用に設定されているペアリング済み HA サーバ
のパッチ適用方法
現在の Cisco EPN Manager 実装に含まれているハイ アベイラビリティ サーバのパッチ レベル
が同一ではない場合、または両方の HA サーバに新しいパッチを適用する必要がある場合は、
次の手順を実行します。
パッチのインストールは、[プライマリ アクティブ（Primary Active）] 状態のプライマリ サー
バ、および [セカンダリ同期中（Secondary Syncing）] 状態のセカンダリ サーバで開始する必要
があります。
手動フェールオーバー用に設定されているプライマリおよびセカンダリ HA サーバのパッチ適
用は約 30 分かかります。フェールオーバーとフェールバックは必要ではありません。プライ
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マリ HA サーバとセカンダリ HA サーバにパッチを適用するには、約 30 分かかります。プラ
イマリ パッチのインストール再起動時のダウンタイムは 15 ～ 20 分です。
場合によっては、HA が設定されている状態では Cisco EPN Manager サーバのアップデートが
実行できないことを示すポップアップ エラー メッセージが表示されます。その場合、パッチ
を適用する前に、まずプライマリおよびセカンダリ サーバを接続解除しなければなりません。
この場合、この手順のステップを使用できません。代わりに、次の手順に従います。
1.

GUI での HA の削除 （1170 ページ）の手順に従って、プライマリ サーバとセカンダリ サー
バの接続を解除します。

2.

新しいHAサーバへのパッチ適用方法（1137ページ）の手順に従ってパッチを適用します。

3.

ハイ アベイラビリティのセットアップ （1128 ページ）の手順に従って HA の設定を復元し
ます。

ステップ 1 HA 実装が有効になっていて、更新できる状態であることを確認します。
a)

管理者特権を持つ ID を使用して、プライマリ サーバにログインします。

b) [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ハイ アベイラビリティ（High Availability）] を選択し
ます。[HA ステータス（HA Status）] ページに表示されるプライマリ サーバの状態が [プライマリ アク
ティブ（Primary Active）] になっているはずです。
c)

[HA 設定（HA Configuration）] を選択します。現在の [コンフィギュレーション モード（Configuration
Mode）] が、[HA 対応（HA Enabled）] になります。パッチのインストール中にフェールオーバー タイ
プを [手動（Manual）] に設定することを推奨します。

d) ブラウザで以下の URL にアクセスして、セカンダリ サーバの Health Monitor（HM）Web ページを表
示します。
https://ServerIP:8082
ここで、ServerIP はセカンダリ サーバの IP アドレスまたはホスト名です。
e)

HM Web ページに表示されるセカンダリ サーバの状態が [セカンダリ同期中（Secondary Syncing）] と
なっていることを確認します。

ステップ 2 HA を有効にしたときに入力した認証キーの入力を求めるプロンプトが出されます。パスワードを入力し
てから、[ログイン（Login）] をクリックします。
ステップ 3 UBF パッチをダウンロードして、プライマリ サーバにインストールします。
a)

ブラウザで Cisco EPN Manager のソフトウェア パッチ リストにアクセスします（「Software patches
listing for Cisco Evolved Programmable Network Manager」を参照してください）。

b)

インストールする必要があるパッチ ファイル（UBF ファイル拡張子で終わるファイル）に対応する
[ダウンロード（Download）] ボタンをクリックし、そのファイルをローカルに保存します。

c)

管理者特権を持つ ID を使用してプライマリ サーバにログインし、[管理（Administration）] > [ランセ
ンスおよびソフトウェア アップデート（Licenses and Software Updates）] > [ソフトウェア アップデー
ト（Software Update）] を選択します。

d)

ページ上部の [アップロード（Upload）] リンクをクリックし、パッチ ファイルの保存場所に移動し
ます。

e)

UBF ファイルを選択し、[OK] をクリックしてファイルをアップロードします。
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f)

次のオプションのいずれかを使用して、UBF ファイルをアップロードします。
1.

ローカル コンピュータからアップロード
• [アップデートのアップロード（Upload Update）] ウィンドウの [ローカルコンピュータから
アップロード（Upload from local computer）] ラジオ ボタンをクリックします。
• [参照（Browse）] をクリックし、ファイルまで移動して [OK] をクリックします。アップロー
ドが成功すると、[ファイル（Files）] タブの下にソフトウェアが表示されます。

2.

サーバのローカル ディスクからコピー
• [アップデートのアップロード（Upload Update）] ウィンドウの [サーバのローカルディスク
からコピー（Copy from server's local disk）] ラジオ ボタンをクリックします。
• [選択（Select ）] をクリックして、[ローカルディスクからファイルを選択（Select file from
local disk）] ポップアップから UBF ファイルを選択し、[選択（Select ）] をクリックします。
アップロードが成功すると、[ファイル（Files）] タブの下にソフトウェアが表示されます。

g)

アップロードが完了したら、[ソフトウェア アップロード（Software Upload）] ページで、パッチ ファ
イルの名前、公開日と説明が正しいことを確認します。

h)

パッチ ファイルを選択し、[インストール（Install）] をクリックします。

i)

警告ポップアップで、[はい（Yes）] をクリックします。インストールが完了すると、サーバが自動
的に再起動します。再起動には通常 15 ～ 20 分かかります。

j)

プライマリ サーバの再起動が完了した後、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ハイ アベ
イラビリティ（High Availability）] を選択します。[HA ステータス（HA Status）] ページに表示され
るプライマリ サーバの状態は [プライマリ アクティブ（Primary Active）] です。

k)

[ソフトウェア アップデート（Software Update）] ページの [アップデートのステータス（Status of
Updates）] 表で、パッチのステータスが [インストール済み（Installed）] と表示されていることを確
認します。

ステップ 4 プライマリ サーバにパッチを適用したら、同じパッチをセカンダリ サーバにもインストールします。
a)

セカンダリ サーバの HM Web ページにアクセスし、必要に応じてログインします。

b)

HM Web ページの [ソフトウェア アップデート（Software Update）] リンクをクリックします。再び、
認証キーの入力を求めるプロンプトが出されます。パスワードを入力し、[ログイン（Login）] を再
びクリックします。

c)

[アップデート ファイルのアップロード（Upload Update File）] をクリックし、パッチ ファイルを保
存した場所を参照します。

d)

UBF ファイルを選択し、[OK] をクリックしてファイルをアップロードします。

e)

ページ上部の [アップロード（Upload）] リンクをクリックします。

f)

次のオプションのいずれかを使用して、UBF ファイルをアップロードします。
1.

ローカル コンピュータからアップロード
• [アップデートのアップロード（Upload Update）] ウィンドウの [ローカルコンピュータから
アップロード（Upload from local computer）] ラジオ ボタンをクリックします。
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• [参照（Browse）] をクリックし、ファイルまで移動して [OK] をクリックします。アップロー
ドが成功すると、[ファイル（Files）] タブの下にソフトウェアが表示されます。
2.

サーバのローカル ディスクからコピー
• [アップデートのアップロード（Upload Update）] ウィンドウの [サーバのローカルディスク
からコピー（Copy from server's local disk）] ラジオ ボタンをクリックします。
• [選択（Select ）] をクリックして、[ローカルディスクからファイルを選択（Select file from
local disk）] ポップアップから UBF ファイルを選択し、[選択（Select ）] をクリックします。
アップロードが成功すると、[ファイル（Files）] タブの下にソフトウェアが表示されます。

g)

アップロードが完了したら、[ソフトウェア アップロード（Software Upload）] ページで、パッチ ファ
イルの名前、公開日と説明が正しいことを確認します。

h)

パッチ ファイルを選択し、[インストール（Install）] をクリックします。

i)

警告ポップアップで、[はい（Yes）] をクリックします。インストールが完了すると、サーバが自動
的に再起動します。再起動には通常 15 ～ 20 分かかります。

j)

セカンダリ サーバが再起動したら、セカンダリ HM ページ（https://serverIP:8082）にログインして、
HM Web ページに表示されているセカンダリ サーバの状態が「セカンダリ同期中（Secondary
Syncing）」であることを確認します。

k)

[ソフトウェア アップデート（Software Update）] ページの [アップデートのステータス（Status of
Updates）] 表で、パッチのステータスが [インストール済み（Installed）] と表示されていることを確
認します。

ステップ 5 サーバが再起動したら、以下の手順でパッチのインストールを確認します。
a)

上記のステップ 2 と同じ方法でプライマリ サーバにログインし、[ソフトウェア アップデート（Software
Update）] ページにアクセスします。[アップデートのステータス（Status of Updates）] > [アップデート
（Update）] タブの [ステータス（Status）] 列に、パッチのステータスが [インストール済み（Installed）]
と表示されている必要があります。

b) 上記のステップ 3 と同じ方法でセカンダリ サーバの [ソフトウェア アップデート（Software Update）]
ページにアクセスします。[アップデートのステータス（Status of Updates）] > [アップデート（Updates）]
タブの [ステータス（Status）] 列に、パッチのステータスが [インストール済み（Installed）] と表示さ
れている必要があります。
詳細については、「Software patches listing for Cisco Evolved Programmable Network Manager」およびCisco
EPN Manager の停止と再起動 （972 ページ）を参照してください。

自動フェールオーバー用に設定されているペアリング済み HA サーバ
のパッチを適用する方法
現在の Cisco EPN Manager 実装に含まれているハイ アベイラビリティ サーバのパッチ レベル
が同一ではない場合、または両方の HA サーバに新しいパッチを適用する必要がある場合は、
次の手順を実行します。
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パッチのインストールは、[プライマリ アクティブ（Primary Active）] 状態のプライマリ サー
バ、および [セカンダリ同期中（Secondary Syncing）] 状態のセカンダリ サーバで開始する必要
があります。
自動フェールオーバー用に設定されているプライマリおよびセカンダリ HA サーバのパッチ適
用は約1時間かかります。また、フェールオーバーとフェールバックの両方が必要です。フェー
ルオーバーとフェイルバックによるダウンタイムは 10 ～ 15 分です。
場合によっては、HA が設定されている状態では Cisco EPN Manager サーバのアップデートが
実行できないことを示すポップアップ エラー メッセージが表示されます。その場合、パッチ
を適用する前に、まずプライマリおよびセカンダリ サーバを接続解除しなければなりません。
この場合、この手順のステップを使用できません。代わりに、次の手順に従います。
1.

GUI での HA の削除 （1170 ページ）の手順に従って、プライマリ サーバとセカンダリ サー
バの接続を解除します。

2.

新しいHAサーバへのパッチ適用方法（1137ページ）の手順に従ってパッチを適用します。

3.

ハイ アベイラビリティのセットアップ （1128 ページ）の手順に従って HA の設定を復元し
ます。

ステップ 1 HA 実装が有効になっていて、更新できる状態であることを確認します。
a)

管理者特権を持つ ID を使用して、プライマリ サーバにログインします。

b) [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ハイ アベイラビリティ（High Availability）] を選択し
ます。[HA ステータス（HA Status）] ページに表示されるプライマリ サーバの状態が [プライマリ アク
ティブ（Primary Active）] になっているはずです。
c)

[HA 設定（HA Configuration）] を選択します。現在の [コンフィギュレーション モード（Configuration
Mode）] が、[HA 対応（HA Enabled）] になります。

d) ブラウザで以下の URL にアクセスして、セカンダリ サーバの Health Monitor（HM）Web ページを表
示します。
https://ServerIP:8082
ここで、ServerIP はセカンダリ サーバの IP アドレスまたはホスト名です。
e)

HA を有効にしたときに入力した認証キーの入力を求めるプロンプトが出されます。パスワードを入力
してから、[ログイン（Login）] をクリックします。

f)

HM Web ページに表示されるセカンダリ サーバの状態が [セカンダリ同期中（Secondary Syncing）] と
なっていることを確認します。

ステップ 2 UBF パッチをダウンロードして、プライマリ サーバにインストールします。
a)

ブラウザで Cisco EPN Manager のソフトウェア パッチ リストにアクセスします（「Software patches
listing for Cisco Evolved Programmable Network Manager」を参照してください）。

b) インストールする必要があるパッチ ファイル（UBF ファイル拡張子で終わるファイル）に対応する
[ダウンロード（Download）] ボタンをクリックし、そのファイルをローカルに保存します。
c)

管理者特権を持つ ID を使用してプライマリ サーバにログインし、[管理（Administration）] > [ランセ
ンスおよびソフトウェア アップデート（Licenses and Software Updates）] > [ソフトウェア アップデート
（Software Update）] を選択します。
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d) ページ上部の [アップロード（Upload）] リンクをクリックします。
e)

次のオプションのいずれかを使用して、UBF ファイルをアップロードします。
1.

ローカル コンピュータからアップロード
• [アップデートのアップロード（Upload Update）] ウィンドウの [ローカルコンピュータから
アップロード（Upload from local computer）] ラジオ ボタンをクリックします。
• [参照（Browse）] をクリックし、ファイルまで移動して [OK] をクリックします。アップロー
ドが成功すると、[ファイル（Files）] タブの下にソフトウェアが表示されます。

2.

サーバのローカル ディスクからコピー
• [アップデートのアップロード（Upload Update）] ウィンドウの [サーバのローカルディスクか
らコピー（Copy from server's local disk）] ラジオ ボタンをクリックします。
• [選択（Select ）] をクリックして、[ローカルディスクからファイルを選択（Select file from local
disk）] ポップアップから UBF ファイルを選択し、[選択（Select ）] をクリックします。アッ
プロードが成功すると、[ファイル（Files）] タブの下にソフトウェアが表示されます。

f)

アップロードが完了したら、[ソフトウェア アップロード（Software Upload）] ページで、パッチ ファ
イルの名前、公開日と説明が正しいことを確認します。

g) パッチ ファイルを選択し、[インストール（Install）] をクリックします。
h) 警告ポップアップで、[はい（Yes）] をクリックします。フェールオーバーがトリガーされ、プライマ
リ サーバが自動的に再起動します。フェールオーバーが完了するまでに 2 ～ 4 時間かかります。フェー
ルオーバーが完了すると、セカンダリ サーバは「セカンダリ アクティブ（Secondary Active）」状態に
なります。
i)

プライマリ サーバが再起動したら、ncs status コマンドを実行して、プライマリ サーバのプロセスが
再開されていることを確認します。続行する前にプライマリ サーバの HM Web ページにアクセスし、
表示されたプライマリ サーバの状態が「プライマリ同期中（Primary Synching）」であることを確認し
ます。

ステップ 3 セカンダリ サーバの HM Web ページを使用して、プライマリ サーバにフェールバックします。
a)

セカンダリ サーバの HM Web ページにアクセスし、必要に応じてログインします。

b) [フェールバック（Failback）] をクリックして、セカンダリ サーバからプライマリ サーバへのフェール
バックを開始します。動作が完了するまで 2 ～ 3 分かかります。フェールバックが完了するとすぐに、
セカンダリ サーバは自動的にスタンバイ モードで再起動します。再起動が完了するまでに最大 15 分
間かかります。そして、プライマリ サーバと同期されます。
セカンダリ サーバの HM Web ページにログインし、[Cisco EPN Managerは正常に停止しました（Cisco
EPN Manager stopped successfully）] の後に続く [Cisco EPN Managerは正常に起動しました（Cisco EPN
Manager started successfully）] というメッセージで再起動を確認できます。
フェールバックが完了した後、プライマリ サーバの状態が「プライマリ アクティブ（Primary Active）」
に変更されます。
c)

続行する前に：プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方で ncs ha status コマンドを実行します。
プライマリ サーバの状態が「プライマリアクティブ（Primary Active）」に変わり、セカンダリ サーバ
の状態が「セカンダリ同期中（Secondary Syncing）」であることを確認します。
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ステップ 4 フェールバックが完了したら、プライマリサーバに上記にログインし、[ソフトウェアアップデート（Software
Update）] ページにアクセスして、パッチのインストールを確認します（上記のステップ 2 と同様です）。
[アップデートのステータス（Status of Updates）] > [アップデート（Update）] タブの [ステータス（Status）]
列に、パッチのステータスが [インストール済み（Installed）] と表示されている必要があります。
ステップ 5 プライマリ サーバにパッチを適用したら、同じパッチをセカンダリ サーバにもインストールします。
a)

セカンダリ サーバの HM Web ページにアクセスし、必要に応じてログインします。

b) HM Web ページの [ソフトウェア アップデート（Software Update）] リンクをクリックします。再び、
認証キーの入力を求めるプロンプトが出されます。パスワードを入力し、[ログイン（Login）] を再び
クリックします。
c)

[アップデートファイルのアップロード（Upload Update File）] をクリックします。

d) 次のオプションのいずれかを使用して、UBF ファイルをアップロードします。
1.

ローカル コンピュータからアップロード
• [アップデートのアップロード（Upload Update）] ウィンドウの [ローカルコンピュータから
アップロード（Upload from local computer）] ラジオ ボタンをクリックします。
• [参照（Browse）] をクリックし、ファイルまで移動して [OK] をクリックします。アップロー
ドが成功すると、[ファイル（Files）] タブの下にソフトウェアが表示されます。

2.

サーバのローカル ディスクからコピー
• [アップデートのアップロード（Upload Update）] ウィンドウの [サーバのローカルディスクか
らコピー（Copy from server's local disk）] ラジオ ボタンをクリックします。
• [選択（Select ）] をクリックして、[ローカルディスクからファイルを選択（Select file from local
disk）] ポップアップから UBF ファイルを選択し、[選択（Select ）] をクリックします。アッ
プロードが成功すると、[ファイル（Files）] タブの下にソフトウェアが表示されます。

e)

アップロードが完了したら、[ソフトウェア アップロード（Software Upload）] ページで、パッチ ファ
イルの名前、公開日と説明が正しいことを確認します。

f)

パッチ ファイルを選択し、[インストール（Install）] をクリックします。

g) 警告ポップアップで、[はい（Yes）] をクリックします。サーバが自動的に再起動します。再起動には
通常 15 ～ 20 分かかります。
h) セカンダリ サーバでのインストールが完了したら、[ソフトウェア アップデート（Software Update）]
ページの [アップデートのステータス（Status of Updates）] 表で、このパッチのステータスが [インス
トール済み（Installed）] と表示されていることを確認します。
i)

セカンダリ サーバが再起動したら、セカンダリ HM ページにログインして、HM Web ページに表示さ
れているセカンダリ サーバの状態が「セカンダリ同期中（Secondary Syncing）」であることを確認し
ます。

ステップ 6 サーバが再起動したら、以下の手順でパッチのインストールを確認します。
a)

上記のステップ 2 と同じ方法でプライマリ サーバにログインし、[ソフトウェア アップデート（Software
Update）] ページにアクセスします。[アップデートのステータス（Status of Updates）] > [アップデート
（Update）] タブの [ステータス（Status）] 列に、パッチのステータスが [インストール済み（Installed）]
と表示されている必要があります。
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b) 上記のステップ 5 と同じ方法でセカンダリ サーバの [ソフトウェア アップデート（Software Update）]
ページにアクセスします。[アップデートのステータス（Status of Updates）] > [アップデート（Updates）]
タブの [ステータス（Status）] 列に、パッチのステータスが [インストール済み（Installed）] と表示さ
れている必要があります。
詳細については、「Software patches listing for Cisco Evolved Programmable Network Manager」およびCisco
EPN Manager の停止と再起動 （972 ページ）を参照してください。

HA ステータスとイベントのモニタ
次のトピックでは、HA 環境の全体的な正常性をモニタリングする方法を説明します。
• ヘルス モニタ Web ページの使用 （1146 ページ）
• HA コンフィギュレーション モード （1165 ページ）
• HA の状態と遷移 （1166 ページ）
• HA ステータスと全体的な健全性の確認 （1148 ページ）
• HA イベントの表示とカスタマイズ （1149 ページ）
• HA エラー ロギングの使用 （1149 ページ）

ヘルス モニタ Web ページの使用
ヘルス モニタは、HA 操作を管理する主要コンポーネントの 1 つです。ヘルス モニタ インス
タンスはアプリケーション プロセスとして両方のサーバで実行され、各サーバにそれぞれの
Web ページが表示されます。LMP は、次の機能を実行します。
• HA に関連するデータベースおよびコンフィギュレーション データを同期します（Oracle
Data Guard を使用して別途同期されるデータベースは除きます）。
• プライマリ サーバとセカンダリ サーバの間で 5 秒間隔でハートビート メッセージを交換
し、サーバ間の通信が維持されていることを確認します。正常なサーバは、もう一方の冗
長サーバからのハートビートを 3 回連続して受信できなかった場合、10 秒間待機します。
その後、正常なサーバは冗長サーバで Web URL を開こうとします。この試行が失敗する
と、正常なサーバがアクティブ サーバになります。
• 両方のサーバ上で使用可能なディスク容量を定期的に確認し、ストレージ容量が不足する
とイベントを生成します。
• リンクされた HA サーバの全体的な健全性を管理、制御、モニタします。プライマリ サー
バで障害が発生すると、ヘルス モニタによってセカンダリ サーバがアクティブ化されま
す。
HA 設定が正常に完了した後は、ブラウザで以下の URL を指定することにより、プライマリ
サーバまたはセカンダリ サーバのヘルス モニタ Web ページにアクセスできます。
https://ServerIP:8082
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ServerIP はプライマリ サーバまたはセカンダリ サーバの IP アドレスかホスト名です。
次の例は、[セカンダリ同期中（Secondary Syncing）] 状態のセカンダリ サーバのヘルス モニ
タ Web ページを示しています。

1

[設定（Settings）]：ヘルス モニタの状態 2
と設定の詳細が 5 つのセクションに表示
されます。

[ステータス（Status）]：HA セットアップ
の現在の機能ステータスを示します（緑色
のチェック マークは、HA が有効化されて
いて機能していることを示します）。

3

[イベント（Events）]：現在の HA 関連イ 4
ベントが最新のイベントを先頭に時系列
順に表示されます。

[プライマリIPアドレス（Primary
IP address）]/[セカンダリIPアドレス
（Secondary IP address）]：ペアリングされ
たサーバの IP アドレスが表示されます。
このヘルス モニタ インスタンスはセカン
ダリ サーバで実行されているため、プライ
マリ サーバの IP アドレスが表示されてい
ます。

5

[ダウンロード（Download）]：ヘルス モ 6
ニタ ログ ファイルをダウンロードできま
す。

[状態（State）]：このヘルス モニタ インス
タンスが実行されているサーバ（この例で
はセカンダリ サーバ）の現在の状態が示さ
れます。

7

[メッセージレベル（Message Level）]： 8
現在のログ レベル（[エラー（Error）]、
[情報（Informational）]、および [トレー
ス（Trace）]）を示します。変更可能で
す。ログ レベルを変更するには、[保存
（Save）] をクリックする必要がありま
す。

タイトル バー：表示しているヘルス モニ
タ Web ページの対象 HA サーバと、[更新
（Refresh）] および [ログアウト（Logout）]
ボタンが表示されます。[ソフトウェアアッ
プデート（Software Updates）] はセカンダ
リ サーバに対してのみ表示されます。
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9

10 [アクション（Actions）]：実行できるアク
[フェールオーバータイプ（Failover
Type）]：設定されているフェールオー
ション（フェールオーバーやフェールバッ
バー タイプ（[手動（Manual）] または [自
クなど）を示します。使用可能なアクショ
動（Automatic）]）を示します。
ンのみがここに表示されます。

11 [フェールオーバーの準備状況の確認
（Check Failover Readiness）]：HA 設定を
有効にした後のディスク速度、ネットワー
ク インターフェイス帯域幅、および DB
同期ステータスのチェック結果が表示さ
れます。

（注）

準備状況の確認によってセカンダリへのフェールオーバー（自動または手動）がブロックされ
ることはありません。

HA ステータスと全体的な健全性の確認
Cisco EPN Manager の Web GUI または CLI を使用して、HA ステータスを確認できます。どち
らの方法でも、サーバの状態が一覧表示されます。状態については、HA の状態と遷移 （1166
ページ）で説明します。
Web GUI を使用して HA ステータスを確認するには、次のいずれかを実行します。
• Cisco EPN Manager の Web GUI で [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ハイア
ベイラビリティ（High Availability）] の順に選択し、[HAステータス（HA Status）] を選
択します。現在の HA ステータスとイベントの状態が表示されます。
• ヘルス モニタを使用します。「ヘルス モニタ Web ページの使用 （1146 ページ）」を参照
してください。
CLI を使用して HA ステータスを確認するには、CLI 管理ユーザとしていずれかのサーバにロ
グインします（Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ）を参照）。
ncs ha status コマンドは、次の例のような HA 固有の出力を提供します。
ncs ha status
[Role] Secondary [Primary Server] cisco-ha1(192.0.2.133) [State] Secondary Active [Failover
Type] Manual

ncs status コマンドを使用して、ヘルス モニタとその他のサーバ プロセスを確認します。次の
例のような出力が表示されます。
ncs status
Health Monitor Server is running. ( [Role] Primary [State] Primary Active )
Database server is running
FTP Service is disabled
TFTP Service is disabled
NMS Server is running.
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SAM Daemon is running ...
DA Daemon is running ...

HA イベントの表示とカスタマイズ
HA 関連のアラームは、[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] テーブルに一覧表示さ
れます。これらのアラームのリストについては、『Cisco Evolved Programmable Network Manager
のサポート対象アラーム』を参照してください。次の手順では、Web GUI でこれらのアラーム
を表示する方法について説明します。
必要に応じて、次の操作を行うこともできます。
• アラームの重大度を調整する
• アラームの通知を設定する
詳細については、システムの問題を示すサーバ内部 SNMP トラップの使用 （981 ページ）を参
照してください。
HA 関連アラームを表示する手順は次のとおりです。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms
and Events）] を選択し、[アラーム（Alarms）] タブをクリックします
ステップ 2 テーブルの右上にある [表示（Show）] ドロップダウンリストから [クイックフィルタ（Quick Filter）] を選
択します。
ステップ 3 [メッセージ（Message）] フィールドに、High Availability と入力します。

HA エラー ロギングの使用
ディスク容量を節約して最大限のパフォーマンスを達成するために、HA エラー ロギングはデ
フォルトで無効になっています。HA に問題がある場合は、次の手順に従ってエラー ロギング
を有効化してログ ファイルを確認します。

ステップ 1 問題のあるサーバのヘルスモニタを起動します（ヘルスモニタWebページの使用（1146ページ）を参照）。
ステップ 2 [ロギング（Logging）] 領域で、[メッセージレベル（Message Level）] ドロップダウンリストからエラー ロ
ギング レベルを選択し、[保存（Save）] をクリックします。
ステップ 3 確認するログ ファイルをダウンロードします。
1.

[ダウンロード（Download）] をクリックします。
.zip ファイルがデフォルトのダウンロード場所にコピーされます。

2.

ログ ファイルを抽出し、ASCII テキスト エディタを使用して表示します。
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フェールオーバーのトリガー
フェールオーバーでは、プライマリ サーバで検出された障害への対応として、セカンダリ サー
バがアクティブ化されます。
ヘルス モニタは、2 台の HA サーバ間で交換されるハートビート メッセージを使用して障害状
態を検出します。ハートビート メッセージが 5 秒ごとに送信され、セカンダリ サーバからの
ハートビート メッセージにプライマリ サーバが 3 回連続して応答しないと、ヘルス モニタは
プライマリ サーバに障害が発生したと見なします。ヘルス チェック中に、ヘルス モニタはア
プリケーション プロセスのステータスとデータベースの健全性もチェックします。これらの
チェックに対して適切な応答がない場合は、障害が発生したものと見なされます。
セカンダリ サーバの HA システムがプライマリ サーバのプロセス障害を検出するのに約 15 秒
かかります。ネットワークの問題によってセカンダリ サーバがプライマリ サーバに接続でき
ない場合、障害を検出してフェールオーバーを開始するまでにさらに時間がかかることがあり
ます。また、セカンダリ サーバでのアプリケーション プロセスが完全に機能するようになる
までにも時間がかかることがあります。
ヘルス モニタは障害を検出するとすぐに電子メール通知を送信します。この電子メールには、
障害ステータスに加え、セカンダリ サーバのヘルス モニタ Web ページへのリンクも記載され
ます。HA に自動フェールオーバーが設定されている場合、セカンダリ サーバは自動的にアク
ティブ化されます。
手動フェールオーバーを実行する手順は次のとおりです。
始める前に
• プライマリ サーバとセカンダリ サーバの状態を確認します。
• 2 台のサーバ間の接続を検証します。
• 仮想 IP アドレスを使用していない場合は、トラップと syslog を両方のサーバに転送する
ようにすべてのデバイスが設定されていることを確認します。

ステップ 1 電子メール通知に記載されている Web リンクを使用するか、ブラウザで次の URL を入力して、セカンダ
リ サーバのヘルス モニタ Web ページにアクセスします。
https://ServerIP:8082

ステップ 2 [フェールオーバー（Failover）] をクリックします。

フェールバックのトリガー
フェールバックとは、オンライン状態に戻ったプライマリ サーバをアクティブ化するプロセス
のことです。また、アクティブ ステータスをセカンダリ サーバからプライマリ サーバに移し
て、セカンダリ サーバでのアクティブなネットワーク モニタリング プロセスを停止します。
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フェールバックがトリガーされると、セカンダリ サーバはその現行のデータベース情報と更新
済みファイルをプライマリ サーバに複製します。セカンダリ サーバからプライマリ サーバへ
のフェールバックを完了するまでの所要時間は、複製する必要のあるデータの量と使用可能な
ネットワーク帯域幅によって異なります。
データが正常に複製されると、HAはプライマリサーバの状態を[プライマリアクティブ（Primary
Active）] に変更し、セカンダリ サーバの状態を [セカンダリ同期中（Secondary Syncing）] に
変更します。
フェールバック中のセカンダリ サーバの可用性は、フェールオーバー後に Cisco EPN Manager
がプライマリ サーバに再インストールされたかどうかによって次のように異なります。
• フェールオーバー後に Cisco EPN Manager がプライマリ サーバに再インストールされた場
合は、完全なデータベース コピーが必要になり、フェールバック プロセス中はセカンダ
リ サーバを使用できません。
• Cisco EPN Manager がプライマリ サーバに再インストールされていない場合は、プライマ
リ サーバでプロセスが開始されてセカンダリ サーバで停止されるまでの期間を除き、セ
カンダリ サーバを使用できます。両方のサーバの Health Monitor Web ページにアクセスし
て、フェールバックの進行状態をモニタすることができます。さらに、ユーザはセカンダ
リ サーバに接続して、通常のすべての機能を使用することもできます。
以下の手順で説明するように、常に手動でフェールバックをトリガーする必要があります。
（注）
• フェールバックの進行中は、設定またはプロビジョニングのアクティビティを開始しない
でください。
• フェールバックが正常に完了すると、セカンダリ サーバがダウンして、制御がプライマリ
サーバに切り替わります。このプロセス中は、しばらくの間、ユーザが Cisco EPN Manager
にアクセスできなくなります。
始める前に
• プライマリ サーバとセカンダリ サーバの状態を確認します。
• 2 台のサーバ間の接続を検証します。
• 仮想 IP アドレスを使用していない場合は、トラップと syslog を両方のサーバに転送する
ようにすべてのデバイスが設定されていることを確認します。
• プライマリ サーバに Cisco EPN Manager を再インストールしてオフライン Geo マップを使
用する場合は、フェールバックをトリガーする前に、プライマリ サーバに Geo マップ リ
ソースを再インストールする必要があります。『Cisco Evolved Programmable Network Manager
Installation Guide』を参照してください。

ステップ 1 電子メール通知に記載されているリンクを使用するか、ブラウザで次の URL を入力して、セカンダリ サー
バのヘルス モニタ Web ページにアクセスします。
https://ServerIP:8082
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ステップ 2 [フェールバック（Failback）] をクリックします。

フェールオーバーの強制実行
強制フェールオーバーは、プライマリ サーバが稼働している間に、セカンダリ サーバをアク
ティブにするプロセスです。このオプションは、たとえば、HA セットアップは完全に機能し
ているかどうかをテストする場合に使用します。
強制フェールオーバーを使用できるのは、プライマリがアクティブで、セカンダリが「セカン
ダリ同期中（Secondary Syncing）」状態であり、すべてのプロセスが両方のサーバで実行中の
場合に限られます。プライマリ サーバがダウンしている場合、強制フェールオーバーは無効に
なります。この状況では、通常のフェールオーバーのみが有効です。
強制フェールオーバーが完了すると、セカンダリ サーバがアクティブになり、プライマリ サー
バは自動的にスタンバイ状態で再起動します。通常のフェイルバックをトリガーすると、元の
通りプライマリ サーバーがアクティブになり、セカンダリ サーバーがスタンバイ状態になり
ます。

ステップ 1 「ヘルス モニタ Web ページの使用」の手順に従って、セカンダリサーバのヘルスモニタ Web ページにア
クセスします。
ステップ 2 [強制フェールオーバー（Force Failover）] ボタンをクリックして強制フェールオーバーをトリガーします。
強制フェールオーバーは 2 ～ 3 分で完了します。

その他の HA イベントに対する応答
HA 関連のすべてのイベントは、[HA ステータス（HA Status）] ページ、Health Monitor Web
ページ、および Cisco EPN Manager の [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] ページ
に表示されます。ほとんどのイベントには、オペレータの応答は不要ですが、フェールオー
バーおよびフェールバックのトリガーは例外です。次のトピックで説明するように、複雑なイ
ベントもいくつかあります。
• HA 登録が失敗した場合 （1153 ページ）
• ネットワークがダウンしている場合（自動フェールオーバー） （1153 ページ）
• ネットワークがダウンしている場合（手動フェールオーバー） （1155 ページ）
• プロセスを再開できない場合（自動フェールオーバー） （1156 ページ）
• プロセスをリスタートできない場合（手動フェールオーバー） （1158 ページ）
• 同期中にプライマリ サーバが再起動した場合（手動フェールオーバー） （1159 ページ）
• 同期中にセカンダリ サーバが再起動した場合 （1159 ページ）
• HA サーバが両方ともダウンしている場合 （1160 ページ）
• 両方の HA サーバの電源がダウンしている場合 （1160 ページ）
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• HA サーバが両方ともダウンし、セカンダリ サーバが再起動しない場合 （1161 ページ）
• プライマリ サーバの交換方法 （1162 ページ）
• スプリット ブレイン シナリオからの回復方法 （1163 ページ）
• セカンダリ サーバがダウンした場合 （1164 ページ）
• データベースの同期の問題を解決する方法 （1165 ページ）

HA 登録が失敗した場合
HA 登録が失敗すると、各サーバの HA 状態が以下のように遷移します。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[HA 初期化中（HA Initializing）] 元の状態：[HA 初期化中（HA Initializing）]
次の状態：[HA 未設定（HA not Configured）] 次の状態：[HA 未設定（HA not Configured）]
HA 登録の失敗から回復するには、次の手順に従います。

ステップ 1 ping または他のツールを使用して、2 台の Cisco EPN Manager サーバ間のネットワーク接続を確認します。
プライマリ サーバからセカンダリ サーバに接続できること、その逆も可能であることを確認します。
ステップ 2 ゲートウェイ、サブネット マスク、仮想 IP アドレス（設定されている場合）、サーバのホスト名、DNS、
NTP 設定がすべて正しいことを確認します。
ステップ 3 設定された DNS および NTP サーバにプライマリ サーバとセカンダリ サーバから接続可能であること、そ
して DNS および NTP サーバの両方が遅延や他のネットワーク固有の問題を伴うことなく応答しているこ
とを確認します。
ステップ 4 すべての Cisco EPN Manager ライセンスが正しく設定されていることを確認します。
ステップ 5 接続または設定の問題を解決したら、プライマリ サーバとセカンダリ サーバ間の HA の設定方法 （1131 ペー
ジ）の手順を再試行します。

ネットワークがダウンしている場合（自動フェールオーバー）
フェールオーバー タイプが [自動（Automatic）] に設定されている場合、2 台の Cisco EPN
Manager サーバ間のネットワーク接続が失われると、それぞれのサーバの HA 状態が以下のよ
うに遷移します。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリ アクティブ（Primary
Active）]

元の状態：[セカンダリ同期中（Secondary
Syncing）]

次の状態：[プライマリがセカンダリとの接続を 次の状態：[セカンダリがプライマリとの接
失いました（Primary Lost Secondary）]
続を失いました（Secondary Lost Primary）]
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プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

次の状態：[プライマリがセカンダリとの接続を 次の状態：[セカンダリのフェールオーバー
失いました（Primary Lost Secondary）]
（Secondary Failover）]
次の状態：[プライマリがセカンダリとの接続を 次の状態：[セカンダリ アクティブ
失いました（Primary Lost Secondary）]
（Secondary Active）]
セカンダリ サーバがアクティブであることを示す電子メール通知を受信します。

ステップ 1 2 台のサーバ間のネットワーク接続を確認し、復元します。ネットワーク接続が復旧し、セカンダリ サー
バがアクティブなことをプライマリ サーバが検出できるようになったら、プライマリ サーバ上のすべての
サービスが自動的に再開し、パッシブ状態になります。以下の状態遷移が行われます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリがセカンダリとの接続を失い
ました（Primary Lost Secondary）]

元の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

次の状態：[プライマリ フェールオーバー（Primary
Failover）]

次の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

次の状態：[プライマリ同期中（Primary Syncing）]

次の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

ステップ 2 セカンダリ サーバからプライマリ サーバへのフェールバックをトリガーします。以下の状態遷移が行われ
ます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリ同期中（Primary Syncing）] 元の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]
次の状態：[プライマリ フェールバック（Primary
Failback）]

次の状態：[セカンダリ フェールバック（Secondary
Failback）]

次の状態：[プライマリ フェールバック（Primary
Failback）]

次の状態：[セカンダリ ポスト フェールバック
（Secondary Post Failback）]

次の状態：[プライマリ アクティブ（Primary
Active）]

次の状態：[セカンダリ同期中（Secondary Syncing）]
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ネットワークがダウンしている場合（手動フェールオーバー）
フェールオーバー タイプが [手動（Manual）] に設定されている場合、2 台の Cisco EPN Manager
サーバ間のネットワーク接続が失われると、それぞれのサーバの HA 状態が以下のように遷移
します。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリ アクティブ（Primary
Active）]

元の状態：[セカンダリ同期中（Secondary
Syncing）]

次の状態：[プライマリがセカンダリとの接続 次の状態：[セカンダリがプライマリとの接続
を失いました（Primary Lost Secondary）]
を失いました（Secondary Lost Primary）]
各サーバがもう一方のサーバを失ったことを通知する電子メールを受信します。

ステップ 1 2 台のサーバ間のネットワーク接続を確認し、必要に応じて復元します。
ネットワーク接続が復元されると、次ように状態が遷移します。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリがセカンダリとの接続を失い 元の状態：[セカンダリがプライマリとの接続を失い
ました（Primary Lost Secondary）]
ました（Secondary Lost Primary）]
次の状態：[プライマリ アクティブ（Primary Active）] 次の状態：[セカンダリ同期中（Secondary Syncing）]
管理者による応答は不要です。
ステップ 2 何らかの理由でネットワーク接続を復元できない場合は、セカンダリ サーバの HM Web ページを使用し
て、プライマリ サーバからセカンダリ サーバへのフェールオーバーをトリガーします。以下の状態遷移が
行われます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリがセカンダリとの接続を失い 元の状態：[セカンダリがプライマリとの接続を失
ました（Primary Lost Secondary）]
いました（Secondary Lost Primary）]
次の状態：[プライマリがセカンダリとの接続を失い 次の状態：[セカンダリのフェールオーバー
ました（Primary Lost Secondary）]
（Secondary Failover）]
次の状態：[プライマリ フェールオーバー（Primary
Failover）]

次の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

セカンダリ サーバがアクティブになったことを通知する電子メールを受信します。
ステップ 3 2 台のサーバ間のネットワーク接続を確認し、復元します。ネットワーク接続が復旧し、セカンダリ サー
バがアクティブなことをプライマリ サーバが検出したら、プライマリ サーバ上のすべてのサービスが自動
的に再開し、パッシブ状態になります。以下の状態遷移が行われます。
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プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリがセカンダリとの接続を失い
ました（Primary Lost Secondary）]

元の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

次の状態：[プライマリ フェールオーバー（Primary
Failover）]

次の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

次の状態：[プライマリ同期中（Primary Syncing）]

次の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

ステップ 4 セカンダリ サーバからプライマリ サーバへのフェールバックをトリガーします。
以下の状態遷移が行われます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリ同期中（Primary Syncing）] 元の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]
次の状態：[プライマリ フェールバック（Primary
Failback）]

次の状態：[セカンダリ フェールバック（Secondary
Failback）]

次の状態：[プライマリ フェールバック（Primary
Failback）]

次の状態：[セカンダリ ポスト フェールバック
（Secondary Post Failback）]

次の状態：[プライマリ アクティブ（Primary
Active）]

次の状態：[セカンダリ同期中（Secondary Syncing）]

プロセスを再開できない場合（自動フェールオーバー）
Cisco EPN Manager Health Monitor プロセスは、失敗した Cisco EPN Manager サーバ プロセスの
再開を試行します。通常、そのような障害が発生した時点でのプライマリ サーバとセカンダリ
サーバの状態は、[プライマリ アクティブ（Primary Active）] および [セカンダリ同期中
（Secondary Syncing）] となっているはずです。
HM がプライマリ サーバで重要なプロセスを再開できない場合は、プライマリ サーバは障害
が発生したものとみなされます。現在設定されているフェールオーバー タイプが [自動
（automatic）] の場合、以下の状態遷移が行われます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリ アクティブ（Primary 元の状態：[セカンダリ同期中（Secondary
Active）]
Syncing）]
次の状態：[プライマリが状態を確認できませ 次の状態：[セカンダリがプライマリとの接続
ん（Primary Uncertain）]
を失いました（Secondary Lost Primary）]
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プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

次の状態：[プライマリ フェールオーバー
（Primary Failover）]

次の状態：[セカンダリのフェールオーバー
（Secondary Failover）]

次の状態：[プライマリ フェールオーバー
（Primary Failover）]

次の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

このプロセスが完了すると、セカンダリ サーバがアクティブになったことを通知する電子メー
ルでの通知を受信します。

ステップ 1 プライマリ サーバを再起動し、稼働していることを確認します。プライマリ サーバが再起動すると、その
状態は [プライマリ同期中（Primary Syncing）] になります。以下の状態遷移が行われます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリ フェールオーバー（Primary
Failover）]

元の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

次の状態：[プライマリがフェールバックの準備中
（Primary Preparing for Failback）]

次の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

次の状態：[プライマリ同期中（Primary Syncing）]

次の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

ステップ 2 セカンダリ サーバからプライマリ サーバへのフェールバックをトリガーします。以下の状態遷移が行われ
ます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリ同期中（Primary Syncing）] 元の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]
次の状態：[プライマリ フェールバック（Primary
Failback）]

次の状態：[セカンダリ フェールバック（Secondary
Failback）]

次の状態：[プライマリ フェールバック（Primary
Failback）]

次の状態：[セカンダリ ポスト フェールバック
（Secondary Post Failback）]

次の状態：[プライマリ アクティブ（Primary
Active）]

次の状態：[セカンダリ同期中（Secondary Syncing）]
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プロセスをリスタートできない場合（手動フェールオーバー）
Cisco EPN Manager Health Monitor プロセスは、失敗した Cisco EPN Manager サーバ プロセスの
再開を試行します。通常、そのような障害が発生した時点でのプライマリ サーバとセカンダリ
サーバの状態は、[プライマリ アクティブ（Primary Active）] および [セカンダリ同期中
（Secondary Syncing）] となっているはずです。HM がプライマリ サーバで重要なプロセスを
再開できない場合は、プライマリ サーバは障害が発生したものとみなされます。その場合、障
害を通知する電子メールを受信します。現在設定されているフェールオーバー タイプが [手動
（Manual）] の場合、以下の状態遷移が行われます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリ アクティブ（Primary 元の状態：[セカンダリ同期中（Secondary
Active）]
Syncing）]
次の状態：[プライマリが状態を確認できま
せん（Primary Uncertain）]

次の状態：[セカンダリがプライマリとの接続
を失いました（Secondary Lost Primary）]

ステップ 1 セカンダリ サーバで、プライマリ サーバからセカンダリ サーバへのフェールオーバーをトリガーします。
以下の状態遷移が行われます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリが状態を確認できません
（Primary Uncertain）]

元の状態：[セカンダリ同期中（Secondary Syncing）]

次の状態：[プライマリ フェールオーバー（Primary
Failover）]

次の状態：[セカンダリのフェールオーバー
（Secondary Failover）]

次の状態：[プライマリ フェールオーバー（Primary
Failover）]

次の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

ステップ 2 プライマリ サーバを再起動し、稼働していることを確認します。プライマリ サーバが再起動すると、プラ
イマリ サーバの HA 状態は [プライマリ同期中（Primary Syncing）] になります。以下の状態遷移が行われ
ます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリ フェールオーバー（Primary
Failover）]

元の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

次の状態：[プライマリがフェールバックの準備中
（Primary Preparing for Failback）]

次の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

次の状態：[プライマリ同期中（Primary Syncing）]

次の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]
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ステップ 3 セカンダリ サーバからプライマリ サーバへのフェールバックをトリガーします。以下の状態遷移が行われ
ます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリ同期中（Primary Syncing）] 元の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]
次の状態：[プライマリ フェールバック（Primary
Failback）]

次の状態：[セカンダリ フェールバック（Secondary
Failback）]

次の状態：[プライマリ フェールバック（Primary
Failback）]

次の状態：[セカンダリ ポスト フェールバック
（Secondary Post Failback）]

次の状態：[プライマリ アクティブ（Primary
Active）]

次の状態：[セカンダリ同期中（Secondary Syncing）]

同期中にプライマリ
サーバが再起動した場合（手動フェールオーバー）
セカンダリ サーバとの同期中にプライマリ Cisco EPN Manager サーバが再起動された場合は、
以下の状態遷移が行われます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリ アクティブ（Primary 元の状態：[セカンダリ同期中（Secondary
Active）]
Syncing）]
次の状態：[プライマリ単独（Primary
Alone）]

次の状態：[セカンダリがプライマリとの接続を
失いました（Secondary Lost Primary）]

次の状態：[プライマリ アクティブ（Primary 次の状態：[セカンダリ同期中（Secondary
Active）]
Syncing）]
[プライマリ単独（Primary Alone）] および [プライマリ アクティブ（Primary Active）] 状態へ
の遷移は、プライマリ サーバがオンライン状態に戻った直後に行われます。管理者による応答
は必要ありません。

同期中にセカンダリ サーバが再起動した場合
プライマリ サーバとの同期中にセカンダリ Cisco EPN Manager サーバが再起動された場合は、
以下の状態遷移が行われます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[プライマリ アクティブ（Primary
Active）]

元の状態：[セカンダリ同期中（Secondary
Syncing）]
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プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

次の状態：[プライマリがセカンダリとの接続 元の状態：[セカンダリがプライマリとの接続
を失いました（Primary Lost Secondary）]
を失いました（Secondary Lost Primary）]
次の状態：[プライマリ アクティブ（Primary
Active）]

次の状態：[セカンダリ同期中（Secondary
Syncing）]

管理者による応答は必要ありません。

HA サーバが両方ともダウンしている場合
プライマリ サーバおよびセカンダリ サーバが同時にダウンした場合、次の手順で説明するよ
うに正しい順序で稼働中の状態に戻すことで復旧できます。

ステップ 1 セカンダリ サーバと、セカンダリ サーバ上で稼働する Cisco EPN Manager インスタンスを再起動します。
何らかの理由でセカンダリ サーバを再起動できない場合は、HA サーバが両方ともダウンし、セカンダリ
サーバが再起動しない場合 （1161 ページ）を参照してください。
ステップ 2 セカンダリ サーバで Cisco EPN Manager が稼働中になったら、セカンダリ サーバの Health Monitor Web ペー
ジにアクセスします。セカンダリサーバの状態が[セカンダリがプライマリとの接続を失いました（Secondary
Lost Primary）] に遷移します。
ステップ 3 プライマリ サーバと、プライマリ サーバ上で稼働する Cisco EPN Manager インスタンスを再起動します。
Cisco EPN Manager がプライマリ サーバ上で稼働している場合、プライマリ サーバは自動的にセカンダリ
サーバと同期します。これを確認するには、プライマリ サーバの Health Monitor Web ページにアクセスし
ます。2 台のサーバで、以下の一連の HA 状態遷移が行われます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

次の状態：[プライマリがセカンダリとの接続を失い 次の状態：[セカンダリがプライマリとの接続を失い
ました（Primary Lost Secondary）]
ました（Secondary Lost Primary）]
次の状態：[プライマリ アクティブ（Primary Active）] 次の状態：[セカンダリ同期中（Secondary Syncing）]

両方の HA サーバの電源がダウンしている場合
プライマリ サーバおよびセカンダリ サーバの電源が同時にダウンした場合、次の手順で説明
するように正しい順序で稼働中の状態に戻すことで復旧できます。

ステップ 1 セカンダリ サーバと、セカンダリ サーバ上で稼働する Cisco EPN Manager インスタンスの電源をオンにし
ます。この状態ではプライマリ サーバに到達できないため、セカンダリ HA の再起動は失敗します。ただ
し、セカンダリ サーバの HM プロセスは実行され、エラーが表示されます。
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ステップ 2 セカンダリ サーバで Cisco EPN Manager が稼働中になったら、セカンダリ サーバの HM Web ページにアク
セスします（ヘルス モニタ Web ページの使用 （1146 ページ）を参照）。セカンダリ サーバが [セカンダリ
がプライマリとの接続を失いました（Secondary Lost Primary）] 状態に遷移します。
ステップ 3 プライマリ サーバと、プライマリ サーバ上で稼働する Cisco EPN Manager インスタンスの電源をオンにし
ます。
ステップ 4 Cisco EPN Manager がプライマリ サーバ上で稼働している場合、プライマリ サーバは自動的にセカンダリ
サーバとの同期を開始します。これを確認するには、プライマリ サーバの HM Web ページにアクセスしま
す。2 台のサーバで、以下の一連の HA 状態遷移が行われます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

次の状態：[プライマリがセカンダリとの接続を失い 次の状態：[セカンダリがプライマリとの接続を失い
ました（Primary Lost Secondary）]
ました（Secondary Lost Primary）]
次の状態：[プライマリ アクティブ（Primary Active）] 次の状態：[セカンダリ同期中（Secondary Syncing）]
ステップ 5 セカンダリ サーバと、セカンダリ サーバ上で稼働する Cisco EPN Manager インスタンスを再起動します。
この時点では、プロセスのすべてがセカンダリ サーバで実行されているわけではないため、この操作が必
要です。
何らかの理由でセカンダリ サーバを再起動できない場合は、HA サーバが両方ともダウンし、セカンダリ
サーバが再起動しない場合 （1161 ページ）を参照してください。
ステップ 6 Cisco EPN Manager がセカンダリ サーバでの再起動を完了したときには、すべてのプロセスが実行されて
います。これを確認するには、ncs ha status コマンドを実行します。

HA サーバが両方ともダウンし、セカンダリ サーバが再起動しない場
合
両方の HA サーバが同時にダウンし、セカンダリサーバが再起動しない場合は、セカンダリ
サーバが交換できるまで、プライマリサーバをスタンドアロン サーバとして使用するために、
プライマリサーバから HA 設定を削除する必要があります。
以下の手順では、すでにセカンダリ サーバの再起動を試み、再起動に失敗したものとしていま
す。

ステップ 1 Cisco EPN Manager のプライマリ インスタンスの再起動を試みます。プライマリ サーバの再起動が可能で
ある場合は、HA 設定の削除が必要であることを示すエラー メッセージが表示されて再起動が中断されま
す。
ステップ 2 プライマリ サーバとの CLI セッションを開きます（Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立
（967 ページ）を参照）。
ステップ 3 次のコマンドを入力して、プライマリ サーバの HA 設定を削除します。
ncs ha remove
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（注）

HA 設定を削除すると、プライマリサーバは以前のセカンダリサーバに登録できなくなるため、
セカンダリサーバを再インストールする必要があります。

ステップ 4 HA 設定を削除することを確認します。
エラー メッセージが表示されることなく Cisco EPN Manager のプライマリ インスタンスの再起動が可能に
なり、スタンドアロン サーバとして使用できるようになります。セカンダリサーバを交換できる場合は、
プライマリ サーバとセカンダリ サーバ間の HA の設定方法 （1131 ページ）の説明に従って続行します。

プライマリ サーバの交換方法
通常の状況下では、プライマリ サーバの状態は [プライマリアクティブ（Primary Active）]、
セカンダリ サーバの状態は [セカンダリ同期中（Secondary Syncing）] になります。何らかの理
由でプライマリ サーバに障害が発生した場合、セカンダリ サーバへのフェールオーバーが自
動または手動で行われます。
HA への完全なアクセスを復旧するには、新しいハードウェアを使用してプライマリ サーバを
インストールする必要があることがあります。この場合、次の手順に従うことで、データを失
うことなく新しいプライマリ サーバを起動できます。
始める前に
セカンダリ サーバで HA を設定したときに指定したパスワード（認証キー）があることを確認
します。以下の手順では、これが必要となります。

ステップ 1 セカンダリ サーバが [セカンダリアクティブ（Secondary Active）] 状態であることを確認します。プライマ
リ サーバで手動フェールオーバーが設定されている場合は、セカンダリ サーバへのフェールオーバーをト
リガーする必要があります（フェールオーバーのトリガー （1150 ページ）を参照）。
ステップ 2 交換する古いプライマリ サーバがネットワークから切断していることを確認します。
ステップ 3 新しいプライマリ サーバが使用可能な状態であることを確認します。これには、新しいサーバをネット
ワークに接続し、古いプライマリ サーバと同様に設定する（IP アドレス、サブネット マスクなど）ことが
含まれます。セカンダリ サーバに HA をインストールするときに使用した同じ認証キーを入力する必要が
あります。
ステップ 4 プライマリサーバとセカンダリサーバが同じパッチレベルであることを確認します。プライマリサーバを
置換する場合は、次の手順を実行する必要があります。
a)

セカンダリサーバの CLI で次のコマンドを実行して、プライマリサーバとセカンダリサーバが TOFU
モードになっていることを確認します。
admin# ncs certvalidation certificate-check trust-on-first-use trustzone
system

b) セカンダリサーバ管理 CLI にログインします。
c)

セカンダリサーバの CLI で次のコマンドを実行します。
admin# ncs certvalidation tofu-certs deletecert host
<primaryserver's-IP-address appended with "_8082">
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例：ncs certvalidation tofu-certs deletecert host 10.56.58.91_8082
これは、プライマリサーバとセカンダリサーバ間の通信を再確立するために必要です。
ステップ 5 次に示すように、IP テーブルのエントリを更新します。
• プライマリの場合：1522 ポートの iptables にセカンダリ IP アドレスと仮想 IP アドレスを追加します
（設定されている場合）。
• セカンダリの場合：1522 ポートの iptables にプライマリ IP アドレスと仮想 IP アドレスを追加します
（設定されている場合）。
例:
iptables -A INPUT -s IP address -p tcp --dport 1522 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s IP address -j ACCEPT

ステップ 6 セカンダリ サーバから新たにインストールしたプライマリ サーバへのフェールバックをトリガーします。
新しいプライマリ HA サーバへのフェールバック中にはデータベースのフル コピーが実行されるため、使
用可能な帯域幅とネットワーク遅延によってはこの処理の完了に時間がかかります。2 台のサーバで、以
下の一連の HA 状態遷移が行われます。
プライマリ HA の状態遷移

セカンダリ HA の状態遷移

元の状態：[HA 未設定（HA not configured）]

元の状態：[セカンダリ アクティブ（Secondary
Active）]

次の状態：[プライマリ フェールバック（Primary
Failback）]

次の状態：[セカンダリ フェールバック（Secondary
Failback）]

次の状態：[プライマリ フェールバック（Primary
Failback）]

次の状態：[セカンダリ ポスト フェールバック
（Secondary Post Failback）]

次の状態：[プライマリ アクティブ（Primary
Active）]

次の状態：[セカンダリ同期中（Secondary Syncing）]

スプリット ブレイン シナリオからの回復方法
スプリット ブレインのシナリオでは、プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方が同時に
アクティブになります。これは、ネットワークの停止または一時的にダウンしたリンクが原因
となっている可能性があります。ただし、プライマリ サーバはセカンダリ サーバを継続的に
チェックするため、接続が再確立されてセカンダリ サーバがアクティブになると、プライマリ
サーバはダウンします。
「スプリット ブレーン状況」が発生するまれな状況では、データが失われる可能性が常にあり
ます。この場合、以下の手順に従い、新しく追加されたデータをセカンダリに保存し、追加さ
れたデータをプライマリには保存しないようにすることができます。
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ステップ 1 ネットワークが起動し、セカンダリ サーバが起動すると、プライマリ サーバはスタンバイ データベース
を使用して自動的に再起動します。プライマリ サーバの HA ステータスはまず「プライマリフェールオー
バー（Primary Failover）」になり、その後「プライマリ同期中（Primary Syncing）」に遷移します。これを
確認するには、プライマリ サーバの Health Monitor Web ページにログオンします。
ステップ 2 プライマリ サーバのステータスが「プライマリ同期中（Primary Syncing）」になったら、ユーザが Web ブ
ラウザを使用してセカンダリ サーバの Cisco EPN Manager ページ（たとえば、https://server-ip-address:443）
にログインできることを確認します。確認が済むまで、手順を進めないでください。
ステップ 3 セカンダリ サーバにアクセスできることが確認できたら、セカンダリ サーバのヘルス モニタ Web ページ
から、フェールバックを開始します（フェールバックのトリガー（1150ページ）を参照）。プライマリサー
バへのスイッチオーバーが完了するまで、セカンダリ サーバでモニタリング アクティビティを続行できま
す。

セカンダリ サーバがダウンした場合
このシナリオでは、スタンバイ サーバとして機能しているセカンダリ サーバがダウンします。
セカンダリ サーバを再び稼働させる手順は次のとおりです。

ステップ 1

セカンダリ サーバの電源を入れます。

ステップ 2

セカンダリ サーバで Cisco EPN Manager を起動します。

ステップ 3

プライマリ サーバで、プライマリ サーバの HA ステータスが「プライマリがセカンダリとの接続を失い
ました（Primary Lost Secondary）」から「プライマリアクティブ（Primary Active）」に変わっているこ
とを確認します。[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ハイアベイラビリティ（High Availability）]
> [HA設定（HA Configuration）] に移動します。

ステップ 4

ブラウザに URL https://serverIP:8082 を入力して、セカンダリ サーバのヘルス モニタ ページにログイン
します。

ステップ 5

セカンダリ サーバの HA ステータスが「セカンダリがプライマリとの接続を失いました（Secondary Lost
Primary）」から「セカンダリ同期中（Secondary Syncing）」に変わっていることを確認します。
上記のステータスが表示されたら、それ以上の操作は必要ありません。ただし、HA ステータスが変わら
ない場合、セカンダリ サーバは自動的に回復できません。この場合は、次の手順に進みます。

ステップ 6

プライマリ サーバで HA 設定を削除します。[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ハイアベイ
ラビリティ（High Availability）] > [HA設定（HA Configuration）] に移動して、[削除（Remove）] をク
リックします。

ステップ 7

セカンダリ サーバをプライマリ サーバに登録します。を参照してくださいプライマリ サーバとセカンダ
リ サーバ間の HA の設定方法 （1131 ページ）。
HA 登録が成功した場合、それ以上の操作は必要ありません。ただし、HA 登録が失敗した場合は、セカ
ンダリサーバでハードウェアまたはソフトウェアの損失が発生している可能性があります。この場合は、
次の手順に進みます。

ステップ 8

プライマリ サーバで HA 設定を削除します。
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ステップ 9

プライマリ サーバと同じリリースおよびパッチ（該当する場合）を使用してセカンダリ サーバを再イン
ストールします。

ステップ 10

セカンダリ サーバをプライマリ サーバに登録します。を参照してくださいプライマリ サーバとセカンダ
リ サーバ間の HA の設定方法 （1131 ページ）。

データベースの同期の問題を解決する方法
データベースの同期の問題を解決するには、プライマリ サーバが「プライマリ アクティブ」
状態で、セカンダリ サーバが「セカンダリ同期」状態になっているときに、次の手順に従いま
す。

ステップ 1 HA を削除します（CLI での HA の削除 （1171 ページ）およびGUI での HA の削除 （1170 ページ）を参照）。
ステップ 2 プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方が「HA未設定（HA Not Configured）」状態になったら、HA
の設定を実行します。ハイ アベイラビリティのセットアップ （1128 ページ） を参照してください。

ハイ アベイラビリティの参照情報
次のトピックでは、HA の参考情報を提供します。

HA コンフィギュレーション モード
HA コンフィギュレーション モードは、完全な HA 設定の全体的なステータスを表します（サー
バ固有の HA 状態とは異なります）。
モード

説明

HA未設定（HA Not Configured） このサーバでは HA が設定されていません。
HA 初期化中（HA Initializing） プライマリ サーバとセカンダリ サーバ間の HA 設定プロセ
スが開始されました。
HA対応（HA Enabled）

プライマリ サーバとセカンダリ サーバ間で HA が有効になっ
ています。

HA単独（HA Alone）

1 台のサーバがダウンしているか、同期していないか、到達
不能であるため、サーバが単独で稼働しています。
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HA の状態と遷移
次の表に、HAの状態を示します（ユーザによる応答が不要なものも含む）。これらの状態は、
[HAステータス（HA Status）] ページ（[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ハイア
ベイラビリティ（High Availability）] > [HAステータス（HA Status）]）またはヘルス モニタ
で確認できます。HA イベントの一覧と、イベントの有効化、無効化、および調整の手順につ
いては、サーバの内部 SNMP トラップのカスタマイズおよびトラップの転送 （982 ページ）を
参照してください。
状態

[サーバ
（Server）]

説明

スタンドアロン
（Stand Alone）

両方

このサーバでは HA が設定されていません。

プライマリ単独 プライマリ
（Primary Alone） （Primary）

プライマリ サーバは、セカンダリ サーバとの接続を失っ
た後に再起動しました（この状態で実行されるのはヘル
ス モニタのみです）。

HA 初期化中
（HA
Initializing）

両方

プライマリ サーバとセカンダリ サーバ間の HA 設定プロ
セスが開始されました。

プライマリ アク
ティブ（Primary
Active）

プライマリ
（Primary）

プライマリ サーバは現在アクティブであり、セカンダリ
サーバと同期中です。

プライマリ デー プライマリ
タベースのコピー （Primary）
に失敗しました
（Primary
Database Copy
Failed）

再起動したプライマリ サーバがデータ ギャップを検出し
てアクティブなセカンダリ サーバからのデータ コピーを
トリガーし、データベースのコピーに失敗しました。プ
ライマリ サーバは再起動すると必ず、自身が 24 時間以上
ダウンしていたためにデータ ギャップが生じていないか
を確認します。このコピーが失敗することはほとんどあ
りませんが、まれに失敗した場合は、データベースコピー
が正常に終了するまで、プライマリへのフェールバック
の試行はすべてブロックされます。データベース コピー
が正常に終了するとすぐに、プライマリ サーバの状態が
[プライマリ同期中（Primary Syncing）] に設定されます。

プライマリ
プライマリ
フェールオーバー （Primary）
（Primary
Failover）

プライマリ サーバで障害が検出されました。
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プライマリ
フェールバック
（Primary
Failback）

プライマリ
（Primary）

ユーザによってトリガーされたフェールバックが進行中
です。

プライマリがセカ プライマリ
ンダリとの接続を （Primary）
失いました
（Primary Lost
Secondary）

プライマリ サーバは、セカンダリ サーバと通信できませ
ん。

プライマリが
プライマリ
フェールバックの （Primary）
準備中（Primary
Preparing for
Failback）

フェールオーバー後にプライマリ サーバがスタンバイ
モードで起動しました（セカンダリサーバがまだアクティ
ブであるため）。プライマリ サーバでフェールバックの
準備ができると、その状態が [プライマリ同期中（Primary
Syncing）] に設定されます。

プライマリ同期中 プライマリ
（Primary
（Primary）
Syncing）

プライマリ サーバは、データベースおよびコンフィギュ
レーション ファイルを、アクティブなセカンダリ サーバ
と同期しています。フェールオーバー後にプライマリ プ
ロセスが起動すると（かつセカンダリ サーバがアクティ
ブ ロールを果たしている場合）、この状態になります。

プライマリが状態 プライマリ
を確認できません （Primary）
（Primary
Uncertain）

プライマリ サーバのアプリケーション プロセスがデータ
ベースに接続できません。

セカンダリ単独
（Secondary
Alone）

セカンダリ
（Secondary）

プライマリ サーバの再起動後、セカンダリ サーバからプ
ライマリ サーバに到達できません。

セカンダリ同期中 セカンダリ
（Secondary
（Secondary）
Syncing）

セカンダリ サーバは、データベースおよびコンフィギュ
レーション ファイルをプライマリ サーバと同期していま
す。

セカンダリ アク
ティブ
（Secondary
Active）

プライマリ サーバからセカンダリ サーバへのフェール
オーバーが正常に完了しました。

セカンダリ
（Secondary）
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セカンダリがプラ セカンダリ
イマリとの接続を （Secondary）
失いました
（Secondary Lost
Primary）

セカンダリ サーバがプライマリ サーバに接続できません
（この状態は、プライマリサーバで障害が発生した場合、
またはネットワーク接続が失われた場合に発生します）。

セカンダリの
セカンダリ
フェールオーバー （Secondary）
（Secondary
Failover）

フェールオーバーがトリガーされて進行中です。

セカンダリ
フェールバック
（Secondary
Failback）

セカンダリ
（Secondary）

フェールバックがトリガーされ、データベースおよびファ
イルの複製が進行中です。

セカンダリ ポス
ト フェールバッ
ク（Secondary
Post Failback）

セカンダリ
（Secondary）

フェールバックがトリガーされ、関連するプロセスの停
止と再起動が進行中です。データベースおよびコンフィ
ギュレーション ファイルがセカンダリ サーバからプライ
マリ サーバに複製されました。プライマリ サーバのス
テータスが [プライマリアクティブ（Primary Active）] に
変わり、セカンダリ サーバの HA ステータスが [セカンダ
リ同期中（Secondary Syncing）] に変わります。

セカンダリが状態 セカンダリ
を確認できません （Secondary）
（Secondary
Uncertain）

セカンダリ サーバのアプリケーション プロセスが、サー
バのデータベースに接続できません。

自動フェールオーバーの場合、セカンダリ サーバは自動
的に [セカンダリアクティブ（Secondary Active）] 状態に
移ります。手動フェールオーバーの場合は、フェールオー
バーをトリガーしてセカンダリ サーバをアクティブにす
る必要があります（フェールオーバーのトリガー （1150
ページ）を参照）。

次の図は、プライマリ サーバの HA 状態の変化を示しています。
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次の図は、セカンダリ サーバの HA 状態の変化を示しています。

ハイ アベイラビリティ CLI コマンド リファレンス
次の表に、HA 管理に使用できる CLI コマンドをリストします。これらのコマンドを使用する
には、管理 CLI ユーザとしてログインする必要があります。出力には、使用しているサーバの
ステータスが反映されます。つまり、プライマリ サーバから ncs ha status を実行すると、Cisco
EPN Manager によってプライマリ サーバのステータスが報告されます。
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表 67 : ハイ アベイラビリティ コマンド

コマンド

説明

ncs ha ?

コマンドの使用方法に関するメッセージを表示します。

ncs ha authkey newAuthkey

認証キーを newAuthKey に更新します。

ncs ha remove

HA 設定を削除します。

ncs ha status

HA の現在のステータスを表示します。

HA 認証キーのリセット
管理者権限を持つユーザは、ha authkey コマンドを使用して HA 認証キーを変更できます。新
しい認証キーがパスワード標準を満たすようにする必要があります。

ステップ 1 Cisco EPN Manager CLI 管理ユーザとしてプライマリ サーバにログインします（Cisco EPN Manager サーバ
との SSH セッションの確立 （967 ページ）を参照）。
ステップ 2 コマンドラインに次のように入力します。
ha authkey newAuthKey

newAuthKey は新しい認証キーです。

GUI での HA の削除
既存の HA 実装を削除するには、以下の手順で説明するように、GUI を使用するのが最も簡単
な方法です。また、コマンド ラインから HA 設定を削除することもできます。
この方法を使用するには、プライマリ Cisco EPN Manager サーバの現在の状態が「プライマリ
アクティブ（Primary Active）」であることを確認する必要があります。何らかの理由でセカン
ダリ サーバが現在アクティブである場合、フェールバックが完了してセカンダリ サーバが自
動的に再起動してから、フェールバックを実行して HA 設定を削除します。

ステップ 1 管理者権限を持つユーザ ID を使用してプライマリ Cisco EPN Manager サーバにログインします。
ステップ 2 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ハイ アベイラビリティ（High Availability）] > [HA 設定（HA
Configuration）] の順に選択します。
ステップ 3 [削除（Remove）] を選択します。HA 設定の削除には 3 ～ 4 分かかります。
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削除が完了したら、ページに表示されている HA 設定モードが「HA 未設定（HA not Configured）」になっ
ていることを確認します。

CLI での HA の削除
何らかの理由でプライマリ サーバ上の Cisco EPN Manager GUI にアクセスできない場合、管理
者は以下の手順に従い、コマンド ラインから HA 設定を削除することができます。
この方法を使用するには、プライマリ Cisco EPN Manager サーバの現在の状態が「プライマリ
アクティブ（Primary Active）」であることを確認する必要があります。何らかの理由でセカン
ダリ サーバが現在アクティブである場合、フェールバックが完了してセカンダリ サーバが自
動的に再起動してから、フェールバックを実行して HA 設定を削除します。

ステップ 1 CLI を使用してプライマリ サーバに接続します。「configure terminal」モードにしないでください。
ステップ 2 コマンドラインに次のように入力します。
admin# ncs ha remove。

アップグレード中の HA の削除
HA を使用した Cisco EPN Manager 実装をアップグレードするには、以下の手順に従います。

ステップ 1 GUI を使用して、プライマリ サーバから HA 設定を削除します。「GUI での HA の削除 （1170 ページ）」
を参照してください。
ステップ 2 必要に応じてプライマリ サーバをアップグレードします。
ステップ 3 現在のイメージを使用してセカンダリ サーバを再インストールします。
セカンダリ サーバを以前のバージョンやベータ版からアップグレードすることはできません。セカンダリ
サーバは常に新規インストールでなければなりません。
ステップ 4 アップグレードが完了したら、HA 設定プロセスを再度実行します。

復元中の HA の削除
Cisco EPN Manager は、ハイ アベイラビリティ関連の構成時の設定をバックアップしません。
HA を使用した実装を復元する場合は、データをプライマリ サーバのみに復元する必要があり
ます。復元されたプライマリ サーバは、そのデータを自動的にセカンダリ サーバに複製しま
す。セカンダリ サーバで復元を実行しようとすると、Cisco EPN Manager によってエラー メッ
セージが生成されます。
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HA を使用している実装を復元する場合は、次の手順を実行してください。
1.

GUI を使用して、プライマリ サーバから HA 設定を削除します。「GUI での HA の削除 （
1170 ページ）」を参照してください。

2.

プライマリ サーバでデータを復元します。「Cisco EPN Manager データの復元 （945 ペー
ジ）」を参照してください。

3.

復元プロセスが完了したら、HA 設定プロセスを再度実行します。プライマリ サーバとセ
カンダリ サーバ間の HA の設定方法 （1131 ページ） を参照してください。

サーバの IP アドレスまたはホスト名のリセット
プライマリ サーバまたはセカンダリ サーバの IP アドレスまたはホスト名は、できるだけ変更
しないようにしてください。IP アドレスまたはホスト名を変更しなければならない場合は、変
更を行う前に、プライマリ サーバから HA 設定を削除します。変更が終わったら、HA を再登
録します。

任意の状態の TOFU エラーの解決
プライマリサーバとセカンダリサーバが通信する場合、次の TOFU エラーが発生する可能性が
あります。
続行する前に、次のエラーを修正する必要があります。「この接続には、ゼロトラスト（TOFU）
ベースの証明書が設定されています。リモートホストの現在の証明書は、以前に使用されてい
たものとは異なります。（A Trust-on-first-use (TOFU) based Certificate is configured for this
connection. The current certificate on the remote host is different than what was used earlier.）」
この問題を解決する手順は、次のとおりです。
• プライマリサーバとセカンダリサーバの両方で NCS CLI コマンドを使用して既存の証明
書をクリアします。
ncs certvalidation tofu-certs deletecert host <server-hostname>
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ベスト プラクティス：Cisco EPN Manager
のセキュリティ強化
セキュリティを強化するには、次のコンポーネントがセキュリティ メカニズムを最適化できる
ように調整する必要があります。
• Cisco EPN Manager Web サーバ
• Cisco EPN Manager サーバ
• Cisco EPN Manager ストレージ システム（ローカルまたは外部）
• Cisco EPN Manager とデバイス間の通信
• ユーザ認証システム（ローカルまたは外部）
• Network Time Protocol（NTP）を使用する時刻同期システム
この付録ではまず、管理者が知っておくべきいくつかの主要なセキュリティの概念を紹介しま
す。次に、Cisco EPN Manager のセキュリティを最適化するために実行する必要がある特定の
タスクについて説明します。
• 主要なセキュリティ概念 （1173 ページ）
• Cisco EPN Manager セキュリティ強化の概要 （1176 ページ）
• Cisco EPN Manager Web サーバの強化 （1176 ページ）
• Cisco EPN Manager サーバの強化 （1180 ページ）
• Cisco EPN Manager ストレージの強化 （1182 ページ）

主要なセキュリティ概念
Cisco EPN Manager 製品のセキュリティの最適化を目指す管理者は、次のセキュリティ概念を
よく理解しておく必要があります。
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HTTPS
Hypertext Transfer Protocol Secure（HTTPS）では、チャネルを介して送信されるデータの暗号
化に、セキュア ソケット レイヤ（SSL） またはその後続の標準規格である Transport Layer
Security（TLS）が使用されます。SSL で複数の脆弱性が見つかったため、Cisco EPN Manager
では現在 TLS のみがサポートされています。

（注）

TLS は大まかに SSL と呼ばれることが多いため、本ガイドでもこの表記に従います。
SSL は、プライバシー、認証、およびデータ整合性を組み合わせることで、クライアントと
サーバの間のデータ転送を保護します。これらのセキュリティ メカニズムを有効にするため
に、SSL は証明書、秘密キー/公開キー交換ペア、および Diffie-Hellman 鍵共有パラメータを使
用します。

SSL 証明書
SSL 証明書と秘密キー/公開キー ペアは、ユーザ認証および通信パートナーの ID 検証に使われ
るデジタル ID の一種です。VeriSign や Thawte などの認証局（CA）は、エンティティ（サー
バまたはクライアント）を識別するための証明書を発行します。クライアントまたはサーバ証
明書には、発行認証局の名前とデジタル署名、シリアル番号、証明書が発行されたクライアン
トまたはサーバの名前、公開キー、および証明書の有効期限が含まれます。CA は、1 つ以上
の署名証明書を使用して SSL 証明書を作成します。各署名証明書には、CA 署名の作成に使用
される照合秘密キーがあります。CA は署名付き証明書（公開キーが埋め込まている）を簡単
に入手できるようにしているため、誰でもその証明書を使用して、SSL 証明書が実際に特定の
CA によって署名されたことを確認できます。
一般に、ハイ アベイラビリティ（HA）と非 HA の両方の環境で証明書を設定するには、次の
手順が必要です。
1.

サーバの ID 証明書を生成する。

2.

サーバに ID 証明書をインストールする。

3.

対応するルート証明書をクライアントまたはブラウザにインストールする。

実行する必要がある具体的なタスクは、ご利用の環境によって異なります。
次の点に注意してください。
• サーバの開始/停止シーケンシングは、HA 環境で慎重に行う必要があります。
• 仮想 IP アドレスが設定されている非 HA 環境では、より複雑な証明書要求プロセスを完
了する必要があります。
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1 方向 SSL 認証
これは、クライアントが適切なサーバ（中間サーバではなく）に接続していることを保証する
必要がある場合に使用される認証方法で、オンライン バンキングの Web サイトなどのパブリッ
ク リソースに適しています。認証は、クライアントがサーバ上のリソースへのアクセスを要求
したときに開始されます。リソースが存在するサーバは、その ID を証明するために、サーバ
証明書（別名 SSL 証明書）をクライアントに送信します。クライアントは受信したサーバ証明
書を、クライアントまたはブラウザにインストールする必要がある別の信頼できるオブジェク
ト（サーバ ルート証明書）と照合して検証します。サーバの検証後、暗号化された（つまりセ
キュアな）通信チャネルが確立されます。ここで、Cisco EPN Manager サーバは HTML フォー
ムへの有効なユーザ名とパスワードの入力を求めます。SSL 接続が確立された後にユーザ クレ
デンシャルを入力すると、未認証の第三者による傍受を防ぐことができます。最終的に、ユー
ザ名とパスワードが受け入れられた後、サーバ上に存在するリソースへのアクセスが許可され
ます。

（注）

クライアントは複数のサーバとやり取りするために、複数のサーバ証明書を格納する必要があ
る場合があります。

クライアントにルート証明書をインストールする必要があるかどうかを判断するには、ブラウ
ザの URL フィールドでロック アイコンを探します。通常このアイコンが表示される場合は、
必要なルート証明書がすでにインストール済みであることを示します。多くの場合、これはよ
り大きいいずれかの認証局（CA）によって署名されたサーバ証明書に該当します。一般的な
ブラウザではこれらの CA からのルート証明書が含まれているからです。
クライアントがサーバ証明書に署名した CA を認識しない場合は、接続がセキュリティで保護
されていないことを意味します。これは必ずしも大きな問題ではなく、接続するサーバの ID
が検証されていないことを示しているだけです。1 つは必要なルート証明書をクライアントま
たはブラウザにインストールできます。ブラウザの URL フィールドにロック アイコンが表示
された場合は、証明書が正常にインストールされたことを意味します。
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Cisco EPN Manager セキュリティ強化の概要
Cisco EPN Manager のセキュリティを強化するには、次のタスクを完了する必要があります。
（インストール時）
• HTTPS の設定、スタンドアロン サーバおよび HA 環境の 1 方向 SSL 認証のセットアップ
• 非セキュア ポートと未使用ポートのシャットダウン
• ネットワーク ファイアウォールの設定
• 外部認証の設定
（インストール後）
• 変更（新しいホスト名または IP アドレスの設定など）に応じた証明書の更新
• 必要に応じた Cisco EPN Manager サーバの強化
主な情報源として、シスコの担当者が各導入環境に固有のサーバ強化ガイダンスをご提供しま
すが、以下の手順に従って Cisco EPN Manager を保護することもできます。
強化手順

強化手順の対象：

HTTPS を使用した Web サーバ接続の保護 （1177 ページ）

Cisco EPN Manager Web
サーバ

Web クライアントの証明書ベースの認証の設定 （1177 ページ）
サーバでの OCSP の設定と管理 （1179 ページ）
非セキュアなポートおよびサービスの無効化 （1181 ページ）
SNMPv3 を使用した Cisco EPN Manager とデバイス間の通信の強化
（916 ページ）

Cisco EPN Manager サー
バ

CLI を使用した外部認証の設定 （917 ページ）
日常業務に不要なアカウントの無効化 （1182 ページ）
NTP の強化 （920 ページ）
Cisco EPN Manager ストレージの強化 （1182 ページ）

Cisco EPN Manager Web サーバの強化
Cisco EPN Manager Web サーバを強化するには、以下を実行します。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1176

Cisco EPN Manager スト
レージ システム（ロー
カルまたは外部）

ベスト プラクティス：Cisco EPN Manager のセキュリティ強化
HTTPS を使用した Web サーバ接続の保護

1.

HTTPS を使用した Web サーバ接続の保護 （1177 ページ）

2.

Web クライアントの証明書ベースの認証の設定 （1177 ページ）

3.

サーバでのカスタム OCSP レスポンダの設定 （1180 ページ）

HTTPS を使用した Web サーバ接続の保護
Cisco EPN Manager Web サーバは、HTTP の代わりに HTTPS を使用するように設定されている
必要があります。これにより、Cisco EPN Manager Web サーバに接続するシステムが保護され、
いずれかのクライアントが Web サーバやその他の参加システムに間接的に侵入する可能性が
回避されます。HTTPS では、Web サーバ内の認証局（CA）証明書と、適切な SSL メカニズム
を使用することが必要です。セットアップ方法については、Web サーバの接続を保護する
HTTPS のセットアップ （954 ページ）を参照してください。

Web クライアントの証明書ベースの認証の設定
セキュリティを強化するには、Cisco EPN Manager サーバでクライアント認証に証明書ベース
の認証を使用する必要があります。この認証方式では、Cisco EPN Manager は最初にクライア
ントに関連付けられている証明書を検証してクライアントが正当であることを確認し、次に
ユーザ名とパスワードを検証します。このメカニズムにより、未承認のマシン（証明書が存在
しないマシン）は Web サーバに接続できません。Cisco EPN Manager はオンライン証明書ス
テータス プロトコル（OCSP）を使用してこの機能を実行します。

（注）

このトピックで説明する証明書は、クライアントを一意に識別します。これは、HTTPS 操作
の設定に使用された Web サーバの証明書とは異なります。この手順は、Web サーバ証明書の
CER ファイルの生成手順に似ていますが、完全に同一というわけではありません。場合によっ
ては、その他のツール（OpenSSL など）を使用する必要があります。また、CA 証明書ファイ
ルの生成方法は複数あります。サポートが必要な場合は、シスコ担当者にお問い合わせくださ
い。
証明書ベースの認証を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 CA を使用してクライアント証明書ファイルを生成します。これには、通常次の手順が含まれます。
a)

公開キーを生成します。

b) 公開キーを含む CSR ファイルを生成します。
c)

証明書ファイルを取得するため、CSR ファイルを CA に送信します。

d) 複数のファイルを受信する場合は、ファイルを連結して 1 つの CER/PEM ファイルを作成しないでくだ
さい。代わりに次のようにします。
• クライアント マシンで保持するためにクライアント証明書ファイルをアプリケーション ユーザに
配布します。
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• ルート CA 証明書とすべての中間 CA 証明書を維持します。これらの証明書は、ステップ 4 でサー
バにインポートします。
（注）

（注）

ルート CA サーバと中間 CA サーバからこれらの証明書を取得する必要があります。信頼
できないソースから受信したファイルは使用しないでください。

クライアント CA 証明書を Web サーバにインポートしないでください。このファイルは、クライ
アント マシン（挿入可能なカード、ハードウェアまたはソフトウェア トークン デバイスなど）
で維持します。クライアント ブラウザが Cisco EPN Manager Web サーバへの接続を試行すると、
Web サーバはクライアント ブラウザに対し、クライアント証明書を要求するよう指示します。
ユーザはクライアント証明書を提供し、ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。

ステップ 2 Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ）の説明に従って、コマンド ラインを
使用して、Cisco EPN Manager サーバにログインします。コンフィギュレーション モードを開始しないで
ください。
ステップ 3 ルート CA 証明書ファイルと中間 CA 証明書ファイルを、1 つずつ Cisco EPN Manager Web サーバにイン
ポートします。
a)

このコマンドでルート CA 証明書ファイルをインポートします。
ncs key importcacert aliasName rootCACertFile repository repoName

ここで、
• aliasName は CA 証明書に対して指定されている短い名前です。
• rootCACertFile はルート CA 証明書ファイル名です。
• repoName は証明書ファイルが格納されている Cisco EPN Manager リポジトリの場所です。
（注）

このコマンドは、サーバ証明書を適用するコマンドとは大きく異なることに注意してく
ださい。

b) このコマンドで中間 CA 証明書ファイルをインポートします。
ncs key importcacert aliasName intermediateCACertFile repository repoName

ここで、
• intermediateCACertFile は中間 CA 証明書ファイル名です。
ステップ 4 サーバを再起動します。展開環境がハイ アベイラビリティに対応して設定されているかどうかに応じて、
実行する手順は異なります。
ハイ アベイラビリティを使用しない展開環境では、変更を適用するため Cisco EPN Manager サーバを再起
動します。
ncs stop
ncs start

ハイ アベイラビリティを使用する展開環境では、次の手順に従い、サーバを正しい順序で再起動します。
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a)

セカンダリ サーバで Cisco EPN Manager CLI admin ユーザとしてログインし、サーバを停止します。
ncs stop

ステップ 5（e）まではセカンダリ サーバを再起動しないでください。

（注）

b) セカンダリ サーバが停止していることを確認します。
c)

プライマリ サーバで Cisco EPN Manager CLI admin ユーザとしてログインし、サーバを停止します。
ncs stop

（注）

ステップ 5（f）まではプライマリ サーバを再起動しないでください。

d) プライマリ サーバが停止していることを確認します。
e)

f)

セカンダリ サーバで、次のコマンドを実行します。
1.

ncs start コマンドを実行してサーバを再起動します。

2.

セカンダリ サーバが再起動したことを確認します。

3.

ncs status コマンドを実行して、ヘルス モニタ プロセスが実行中であることを確認します。

4.

ncs ha status コマンドを実行し、セカンダリ サーバの HA ステータスが [セカンダリがプライマリ
との接続を失いました（Secondary Lost Primary）] であることを確認します。

プライマリ サーバで、次のコマンドを実行します。
1.

ncs start コマンドを実行してサーバを再起動します。

2.

プライマリ サーバが再起動したことを確認します。

3.

ncs status コマンドを実行して、ヘルス モニタ プロセスとその他のプロセスが再開していることを
確認します。

プライマリ サーバですべてのプロセスが稼働したら、セカンダリ サーバとプライマリ サーバの間で
HA 登録が自動的にトリガーされます（また、登録されている電子メール アドレスに電子メールが送
信されます）。自動 HA 登録は通常、数分で完了します。
g) プライマリ サーバとセカンダリ サーバで ncs ha status コマンドを実行し、両方のサーバの HA ステー
タスを確認します。次が表示されます。
• プライマリ サーバの状態は [プライマリ アクティブ（Primary Active）] です。
• セカンダリ サーバの状態は [セカンダリ同期（Secondary Syncing）] です。

サーバでの OCSP の設定と管理
Online Certificate Status Protocol（OCSP）は、OCSP レスポンダを使用して Web クライアントの
証明書ベース認証を可能にします。通常、OCSP レスポンダの URL は証明書の Authority
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Information Access（AIA）から読み取られます。フェールオーバー メカニズムとして、Cisco
EPN Manager サーバで OCSP レスポンダの URL を設定します。

サーバでのカスタム OCSP レスポンダの設定
Cisco EPN Manager サーバでカスタム OCSP レスポンダの URL を設定する手順は次のとおりで
す。

ステップ 1 Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ）の説明に従って、コマンド ラインを
使用して、Cisco EPN Manager サーバにログインします。コンフィギュレーション モードを開始しないで
ください。
ステップ 2 次のコマンドを入力して、クライアント証明書認証を有効化します。
ocsp responder custom enable

ステップ 3 次のコマンドを入力して、カスタム OCSP レスポンダの URL を設定します。
ocsp responder set url responderNumber responderURL

ここで、
• responderNumber は、定義する OCSP レスポンダの番号です（1、2 など）。
• responderURL は、クライアントの CA 証明書から取得される OCSP レスポンダ の URL です。

サーバからのカスタム OCSP レスポンダの削除
Cisco EPN Manager サーバで定義されている既存のカスタム OCSP レスポンダを削除する手順
は次のとおりです。

ステップ 1 show security-status コマンドを実行して、サーバに現在設定されているカスタム OCSP レスポンダを表示
し、削除するレスポンダの番号を特定します。
ステップ 2 次のコマンドで OCSP レスポンダをサーバから削除します。
ocsp responder clear url responderNumber

Cisco EPN Manager サーバの強化
Cisco EPN Manager サーバを強化するには、次の手順に従ってください。
1.

非セキュアなポートおよびサービスの無効化 （1181 ページ）

2.

SNMPv3 を使用した Cisco EPN Manager とデバイス間の通信の強化 （916 ページ）
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3.

CLI を使用した外部認証の設定 （917 ページ）

4.

日常業務に不要なアカウントの無効化 （1182 ページ）

5.

NTP の強化 （920 ページ）

非セキュアなポートおよびサービスの無効化
一般的なポリシーとして、不要なポートや非セキュアなポートをすべて削除する必要がありま
す。まず、どのポートが有効になっているかを確認した後、ご使用の導入環境で Cisco EPN
Manager の通常の機能を妨げることなく安全に無効化できるポートを判別する必要がありま
す。これを行うには、開いているポートを一覧表示して、安全に無効化できるポートの一覧と
比較します。
安全に無効化できるポートの一覧は、『Cisco Evolved Programmable Network Manager Installation
Guide』、（Cisco EPN Manager で使用されるポートとサービスを示す）から取得できます。
有効になっているポートを確認するには、次の手順に従います。

ステップ 1 Cisco EPN Manager サーバとの SSH セッションの確立 （967 ページ）の説明に従い、コマンド ラインを使
用して Cisco EPN Manager にログインします。コンフィギュレーション モードを開始しないでください。
ステップ 2 show security-status コマンドは、現在開いている（有効化されている）サーバの TCP/UDP ポート、システ
ムで使用している他のサービスのステータス、およびその他のセキュリティ関連の設定情報を表示します。
次のような出力が表示されます。
show security-status
Open TCP Ports
Open UDP Ports
FIPS Mode
TFTP Service
FTP Service
JMS port (61617)
Root Access
Client Auth
OCSP Responder1
OCSP Responder2

22 443 1522 8082
162 514 9991
enabled
disabled
disabled
disabled
disabled
enabled
http://209.165.200.224/ocsp
http://209.165.202.128/ocsp

ステップ 3 『Cisco Evolved Programmable Network Manager Installation Guide』にある、Cisco EPN Manager で使用される
ポートの一覧表を調べて、その表にご使用のポートが示されているかどうかを確認します。この表を参考
にすると、どのサービスがポートを使用しているか、およびどのサービスが不要で、安全に無効化できる
かを判別できます。この場合の「安全」とは、製品に悪影響を及ぼさずにポートを安全に無効化できるこ
とを意味します。
（注）

ポートまたはサービスを無効化する必要があるかどうかが不明の場合は、Cisco の担当者にお問い
合わせください。

ステップ 4 Cisco EPN Manager GUI を使用して、非セキュア ポートを無効化します。
この例では、非セキュアなプロトコルとして無効化すべき FTP と TFTP を無効化します（代わりに SFTP
または SCP を使用します）。TFTP および FTP は通常、ネットワーク デバイスと Cisco EPN Manager の間
でファームウェアやソフトウェアのイメージを転送するために使用されます。
a)

管理者権限を持つユーザ ID を使用して Cisco EPN Manager にログインします。
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b) [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択し、[一般
（General）] > [サーバ（Server）] を選択します。
c)

[FTP] および [TFTP] の下で、[無効化（Disable）] を選択して [保存（Save）] をクリックします。

d) Cisco EPN Manager を再起動します。「Cisco EPN Manager の停止と再起動 （972 ページ）」を参照して
ください。
（注）

ハイアベイラビリティ設定では、ハイアベイラビリティを設定する前に、セカンダリサーバでFTP
サービスおよび TFTP サービスが無効になっていることを確認します。詳細については、サーバ
での FTP/TFTP/SFTP サービスの有効化 （969 ページ）を参照してください。

ステップ 5 ネットワークにファイアウォールがある場合は、Cisco EPN Manager の動作に必要なトラフィックのみを許
可するようにファイアウォールを設定してください。詳細については、『Cisco Evolved Programmable Network
Manager Installation Guide』を参照してください（特に、Cisco EPN Manager で使用されるポートに関する情
報と、推奨されるファイアウォール設定）。さらに支援が必要な場合は、Cisco の担当者にお問い合わせく
ださい。

日常業務に不要なアカウントの無効化
Cisco EPN Manager Web GUI のルート ユーザは、ルート権限を持つ他の Web GUI ユーザを 1
人以上作成した後に無効化する必要があります。Web GUI ルート ユーザの無効化および有効
化 （1002 ページ） を参照してください。

Cisco EPN Manager ストレージの強化
データベース、バックアップ サーバなど、Cisco EPN Manager のインストールに含めるすべて
のストレージ要素を保護することをお勧めします。
内部ストレージまたは外部ストレージの強化の詳細については、シスコの担当者にお問い合わ
せください。外部ストレージの場合は、ストレージ ベンダーにもご連絡ください。
Cisco EPN Manager をアンインストールまたは削除する場合は、センシティブ データを含む可
能性があるすべての VM 関連ファイルがデジタルで破棄（単に削除されるのではなく）されて
いることを確認してください。

NFS ベース ストレージの強化
NFS には組み込みのセキュリティがないので、NFS サーバをセキュアにするために次のセキュ
リティ対策をできる限り多く実装する必要があります。
• NFS サーバの前にファイアウォールを設定します。実質的にはこれを行うには、NFS がさ
まざまな設定ファイルで使用するポートを固定し、ファイアウォールの設定でこれらの
ポートを指定します。
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• ポート マッパーを使用します。NFS サーバで、特定の IP アドレスを含む NFS トランザク
ションのみ許可します。
• 感染した DNS 経由の攻撃を防ぐには、NFS を構成するときに（ドメイン名ではなく）IP
アドレスのみ指定します。
• フォルダのエクスポートを設定する際に、/etc/exports ファイルで [root_squash] オプション
を使用します。
• /etc/exports ファイルを設定する際に、[セキュア（secure）] オプションを使用します。
• バックアップ ステージングとストレージ フォルダを設定する際に、[nosuid] と [noexec] マ
ウント オプションを使用します。

（注）

ステージング フォルダを設定することは必須ではありません。

• ストレージ フォルダ（およびオプションのステージング フォルダ）に対して、ファイル
アクセス許可値 [755]（すべてのユーザに読み取りおよび書き込み特権を付与）を設定し、
userid [65534]（システム権限を持っていないユーザ [nobody]）を所有者として設定します。
• SSH または SSL/TLS のいずれかを介して NFS トラフィックをトンネリングします。SSH
の場合、ユーザ認証ではなく RSA キーベースの認証を使用します。
NFS ベースのストレージの安全性のためには、これらの対策の 1 つのみに頼らないでくださ
い。最善策は、状況に合わせて最適な対策の組み合わせを実装することです。また、このリス
トは網羅的なものではないことに注意してください。ストレージを強化するときは、高レベル
の信頼を達成するために、事前に Linux システム管理者およびセキュリティ専門家と状況につ
いて相談することをお勧めします。
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B

アイコンと状態の参照
• デバイスの到達可能性状態と管理状態 （1185 ページ）
• デバイス同期状態 （1187 ページ）
• ポートまたはインターフェイスの状態 （1188 ページ）
• 回線または VC の状態 （1190 ページ）
• リンクの有用性状態 （1198 ページ）
• リンクの特徴 （1198 ページ）
• 機器の動作状態（シャーシ ビュー） （1199 ページ）
• アラーム重大度アイコン （1200 ページ）
• デバイス タイプのアイコン （1200 ページ）
• 回線または VC ネットワーク トポロジ オーバーレイのアイコン （1202 ページ）

デバイスの到達可能性状態と管理状態
デバイスの到達可能性状態：Cisco EPN Manager が設定されたすべてのプロトコルを使用して
デバイスと通信できるかどうかを表します。
表 68 : デバイスの到達可能性状態

アイコ
ン

デバイスの 説明
到達可能性
状態
到達可能

トラブルシューティング

Cisco EPN Manager
—
は、SNMP を使用し
てデバイスに、また
は ICMP を使用して
NCS 2K デバイスにア
クセスすることがで
きます。
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ping 到達可 Cisco EPN Manager
は、ping を使用して
能
デバイスに到達でき
ますが、SNMP 経由
では到達できませ
ん。

ICMP ping は成功しますが、SNMP 通信が失敗
する原因すべてをチェックします。デバイス
SNMP クレデンシャルがデバイスと Cisco EPN
Manager の両方で同じであること、SNMP がデ
バイス上で有効になっているかどうか、または
トランスポート ネットワークが設定ミスなどの
理由で SNMP パケットをドロップしていないか
どうかをチェックします。基本的なデバイス プ
ロパティの変更 （384 ページ）を参照してくだ
さい。

到達不能

Cisco EPN Manager
物理デバイスが動作中でネットワークに接続さ
は、ping を使用して れていることを確認します。
デバイスに到達でき
ません。

不明

Cisco EPN Manager
デバイスをチェックします。
は、デバイスに接続
できません。

デバイスの管理状態：デバイスの設定状態を表します（たとえば、デバイスが ping によって
到達できないためにダウンしている場合や、管理者が手動でデバイスをシャットダウンした場
合などです）。
表 69 : デバイスの管理状態

アイコ
ン

デバイスの
管理状態

説明

トラブルシューティング

管理対象

Cisco EPN Manager 該当なし。
は、デバイスを積極
的にモニタしていま
す。

メンテナン
ス

Cisco EPN Manager デバイスを管理対象状態に移行するには、デバ
は、デバイスの到達 イスのメンテナンス状態の切り替え （78 ペー
可能性をチェックし ジ）を参照してください。
ていますが、トラッ
プ、syslog、または
TL1 メッセージを処
理していません。
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管理対象外

Cisco EPN Manager [ネットワーク デバイス（Network Devices）] テー
は、デバイスをモニ ブルで、デバイスを特定し、[最新のインベント
タしていません。
リ収集ステータス（Last Inventory Collection
Status）] 列でデータの横にある [i] アイコンをク
リックします。ポップアップ ウィンドウに、詳
細とトラブルシューティングのヒントが表示さ
れます。収集問題の一般的な原因は次のとおり
です。
• デバイス SNMP クレデンシャルが間違って
いる。
• Cisco EPN Manager 展開がライセンスで許可
されているデバイスの数を上回っている。
• デバイスがスイッチ パス トレース専用に
なっている。
デバイスタイプがサポートされていない場合は、
その [デバイス タイプ（Device Type）] が [不明
（Unknown）] になります。そのデバイス タイプ
のサポートが Cisco.com で提供されているかを
チェックするには、[管理（Administration）] >
[ライセンスおよびソフトウェアアップデート
（Licenses and Software Updates）] > [ソフトウェ
アアップデート（Software Update）] を選択して
から、[更新の確認（Check for Updates）] をク
リックします。

不明

Cisco EPN Manager デバイスをチェックします。
は、デバイスに接続
できません。

デバイス同期状態
[デバイスの同期状態（Device Sync State）]：デバイスで実行された同期操作のステータスを示
します。
表 70 : デバイス同期状態

アイコン

デバイス同期状態

説明

同期中

デバイスの同期を実行中です。

完了

デバイスの同期が正常に完了しました。
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エラー/警告
（Error/Warning）

以下の一覧に示すエラーまたは警告：
• 追加開始（Add Initiated）
• 収集の失敗（Collection Failure）
• 警告付き完了（Completed with Warning）
• 削除処理中（Delete In Progress）
• サービス中（In Service）
• サービスメンテナンス中（In Service
Maintenance）
• ライセンスなし
• 収集一部失敗（Partial Collection Failure）
• SNMP 接続失敗（SNMP Connectivity
Failed）
• SNMP ユーザ認証失敗（SNMP User
Authentication Failed）
• スイッチ ポート トレース（Switch Port
Trace）
• 誤った CLI クレデンシャル（Wrong CLI
Credentials）

（注）

サービス メンテナンス フィルタは、最後のインベントリ収集ステータスには使用できません。

ポートまたはインターフェイスの状態
ポートまたはインターフェイスのプライマリ状態：管理者と運用状態を組み合わせることで
ポートまたはインターフェイスの最も重要な状態情報を伝えます。[多層トレース（Multilayer
Trace）] には、ポートのプライマリ状態またはアラーム状態が表示されます。[シャーシビュー
（Chassis View）] の場合は、要素が状態変化を示す色の変化をサポートしていない場合でも、
生成されたアラームから状態変更情報を取得できます。

（注）

ポート/インターフェイスにアラームが関連付けられている場合、アラーム アイコンが表示さ
れ、ポート アイコンは表示されません。このアラームは、ポートがテスト中または管理ダウン
状態でない場合にのみ表示されます。
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ポートまたは
インターフェ
イスのプライ
マリ状態

アイコン

管理ステー
タス

動作状態

不明

不明

不明

ダウン

アップ

ダウン

テスト

テスト

—

管理上ダウン

管理上ダウ
ン

—

Up

アップ

アップ

自動アップ

アップ

自動アップ

ポートまたはインターフェイスの管理状態：ポートまたはインターフェイスの設定状態を表し
ます（たとえば、管理者が手動でポートをシャットダウンした場合など）。
ポートまたはイ アイコン 説明
ンターフェイス
の管理状態
不明

ポートまたはインターフェイスの管理状態は不明です。デバイス
からの応答（または不十分な応答）はありません。

管理上ダウン

ポートまたはインターフェイスは管理者によって手動でシャット
ダウンされました。

アップ

ポートまたはインターフェイスは管理者によって有効にされてい
ます。

テスト

ポートまたはインターフェイスは管理者によってテストされてい
ます。

ポートまたはインターフェイスの動作状態：ポートまたはインターフェイスの実行状態と、そ
れが適切に動作しているかどうかを伝えます。
ポートまたは
インターフェ
イスの動作状
態

アイコン 説明

不明

ポートまたはインターフェイスの動作状態は不明です。デバイス
からの応答（または不十分な応答）はありません。

ダウン

ポートまたはインターフェイスは正しく動作していません。
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アップ

ポートまたはインターフェイスがデータを送受信しています。

自動アップ

ポートまたはインターフェイスがデータを送受信しています（特
定のデバイスのみがこの状態をサポートしています。他のデバイ
スは [アップ（Up）] を使用します）。

回線または VC の状態
[回線/VC のプライマリ状態（Circuit or Primary States）]：サービサビリティ、検出、アラーム、
プロビジョニングの順に回線に関する最も重要な状態情報を伝達します。これは、通常、回線
または VC のテーブル内の最初の列に表示されます。
回線または アイコン
VC のプライ
マリ状態
（Circuit or
VC Primary
States）

サービサビリ 検出
ティ

欠落
（Missing）

—

—
欠落
（Missing）

—

Down

Down

—

—

—

クリティカ
ル
（Critical）

—

—

クリティカ —
ル
（Critical）

[メジャー
（Major）]

—

—

[メジャー
（Major）]

—

[マイナー
（Minor）]

—

—

[マイナー
（Minor）]

—

一部ダウン

一部

—

—

—

管理上ダウ
ン

管理上ダウン —

—

—

一部検出

—

一部

—

—

失敗しまし
た（Failed）

—

—

—

（作成、変更、または削
除）失敗

進行中

—

—

—

（作成、変更、または削
除）進行中

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1190

Alarm

プロビジョニング

アイコンと状態の参照
アイコンと状態の参照

警告

—

警告

—

Up

アップ

—

—

—

自動アップ

自動アップ

—

—

—

情報（Info）

—

—

情報
（Info）

—

クリア済み

—

—

クリア済み —

[回線/VC のサービサビリティ状態（Circuit or VC Serviceability）]：この値は、回線または VC
の管理状態と動作状態の組み合わせです。サービスの運用性に影響するため、管理状態が表示
されます。光回線の場合は、管理状態によってアクティブ化および非アクティブ化アクション
が使用可能かどうかも決定されます。動作状態は、サービスが機能しているかどうかをすばや
く特定するために表示されます。
回線または アイコン
VC のサービ
サビリティ状
態

説明

管理上ダウン

管理者が回線または VC を手動でシャットダウンします。

ダウン
（Down）

回線または VC は運用上はダウンし、管理上はアップします。

アップ
（Up）

回線または VC は、運用上も、管理上もアップします。

自動アップ
（Auto Up）

回線または VC は運用上は自動アップ、管理上はアップします。
特定のデバイスのみが自動アップの動作状態をサポートしていま
す。

取得不可

回線または VC はまだ検出されていないか、その動作ステータス
が取得できません。

一部

回線/VC の動作状態または管理状態が部分的です。
• [部分管理状態（Partial admin state）]：回線または VC に（一
部のサービス リソースをアクティブ化し、他のリソースを非
アクティブ化する）混在管理要求があるか、または管理上アッ
プしているリソースとダウンしているリソースが混在してい
るか、あるいは動作状態が取得できないリソースがあります。
• [部分動作状態（Partial operational state）]：回線または VC に
一部のリソースのアクティブ化と非アクティブ化が混在して
いるか、またはリソースの一部の動作状態が取得できません。
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Up Unprotected

保護パスで設定された回線/VC は動作していますが、重大な障害
が原因で代替パスに切り替えることはできません。
（注）

このサービスアビリティ ステータス表示は、Y 字型ケー
ブル保護および保護 ODU を使用した OCHCC WSON 回
線でサポートされます。

次の表に、さまざまなシナリオでの回線/VC の有用性状態の詳細を示します。
テクノロジー

サービス タイプ

シナリオ
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キャリアイーサネット EPL、EVPL、アクセス エンドポイント（サー アップ（Up）
EPL、およびアクセス ビス インスタンス/サ
EVPL
ブインターフェイ
ス）、クロス接続、お
よびサービスに参加し
ている疑似回線の動作
状態がアップの場合
サービスに参加してい 管理上ダウン（Admin
る送信元と宛先（サー Down）
ビス インスタンス/サ
ブインターフェイス）
の両方の管理状態がダ
ウンの場合
他のすべてのシナリオ ダウン（Down）
で、サービスに参加し
ている 1 つ以上のエン
ドポイント（サービス
インスタンス/サブイン
ターフェイス）、クロ
ス接続、または疑似回
線がダウンしている場
合
EP-LAN、EVP-LAN、 サービスに参加してい アップ（Up）
EP ツリー、および
るすべてのエンドポイ
EVP ツリー
ント（サービスインス
タンス/サブインター
フェイス）、ブリッジ
ドメイン、VFI、およ
び疑似回線がアップし
ている場合
サービスに参加してい 一部
る 2 つ以上のエンドポ
イント（サービスイン
スタンス/サブインター
フェイス）の動作状態
がアップで、残りのエ
ンドポイントがダウン
の場合
管理上ダウン（Admin
Down）

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1193

アイコンと状態の参照
アイコンと状態の参照

サービスに参加してい
るすべてのエンドポイ
ント（サービスインス
タンス/サブインター
フェイス）の管理状態
がダウンの場合
サービスに参加してい ダウン（Down）
る 1 つ以上のエンドポ
イント（サービスイン
スタンス/サブインター
フェイス）の動作状態
がアップで、残りのエ
ンドポイントがダウン
の場合
回線エミュレーション すべてのサービスタイ サービスに参加してい アップ（Up）
るエンドポイント
（Circuit Emulation） プ
（cemGroup）、基盤と
なっている TDM コン
トローラ、クロス接
続、および疑似回線の
動作状態がアップの場
合
サービスに参加してい 管理上ダウン（Admin
る送信元と宛先のエン Down）
ドポイント
（cemGroup）の両方の
管理状態がダウンの場
合
他のすべてのシナリオ ダウン（Down）
で、サービスに参加し
ているエンドポイント
（cemGroup）、基盤と
なっている TDM コン
トローラ、クロス接
続、および疑似回線の
いずれかの動作状態が
アップの場合
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MPLS

単方向 TE トンネル
（Unidirectional TE
Tunnel）

トンネルインターフェ アップ（Up）
イスの動作状態がアッ
プの場合
トンネルインターフェ 管理上ダウン（Admin
イスの管理状態がダウ Down）
ンの場合
他のすべてのシナリオ ダウン（Down）
では、トンネルの動作
状態がダウンの場合

双方向 TE トンネル
（Bidirectional TE
Tunnel）

トンネルの両端のイン アップ（Up）
ターフェイスの動作状
態がアップの場合
トンネルの両端のイン 管理上ダウン（Admin
ターフェイスの管理者 Down）
状態がダウンの場合
それ以外の場合は、ト ダウン（Down）
ンネルインターフェイ
スの動作状態がダウン
の場合
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サービスに参加してい アップ（Up）
るすべてのエンドポイ
ント（サブインター
フェイス、BDI、およ
び BVI）の動作状態が
アップの場合

レイヤ 3 VPN（Layer
3 VPN）

サービスに参加してい 一部
る少なくとも 2 つのエ
ンドポイント（サブイ
ンターフェイス、
BDI、および BVI）の
動作状態がアップで、
残りのエンドポイント
がダウンの場合
サービスに参加してい 管理上ダウン（Admin
るすべてのエンドポイ Down）
ント（サブインター
フェイス、BDI、およ
び BVI）の管理状態が
ダウンの場合
サービスに参加してい ダウン（Down）
る 1 つ以上のエンドポ
イント（サブインター
フェイス、BDI、およ
び BVI）の動作状態が
アップで、残りのエン
ドポイントがダウンの
場合
SR TE

SR ポリシー

SR ポリシーの動作状 アップ（Up）
態がアップしている場
合
SR ポリシーの管理状 管理上ダウン（Admin
態がダウンしている場 Down）
合
他のすべてのシナリオ ダウン（Down）
では、SR ポリシーの
動作状態がダウンの場
合

[回線または VC の検出状態（Circuit or VC Discovery State）]：サービスとそのコンポーネント
のネットワークから検出された最新の状態と構造を表します。検出されたバージョンがある場
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合は、アプリケーションが実際にサービス自体をモニタしている（たとえば、有意義な動作
データとパフォーマンス データを定義できる）ことを意味します。
回線または アイコン
VC の検出状
態（Circuit
or VC
Discovery
State）

説明

一部

Cisco EPN Manager によって部分的に検出された回線または VC。
その想定エンティティのすべてが検出されたわけではありません。

完全（Full）

Cisco EPN Manager によって完全に検出された回線または VC。そ
のため、Cisco EPN Manager は、サービスをモニタして、有意義な
動作データとフォーマンス データを提供できます。

欠落
（Missing）

まだ Cisco EPN Manager によって検出されていない（ただし、プ
ロビジョニング済みである可能性がある）回線または VC。

Resync

回線または VC は再同期されています。

[回線または VC のプロビジョニング状態（Circuit or VC Provisioning State）]：回線または VC
についてプロビジョニングする目的があるかどうかと、目的がある場合はそのステータスを表
します。調整レポートが生成された場合は、調整アクションの状態が反映されます。
回線または
アイコン
VC プロビ
ジョニングの
状態

説明

なし（None）

回線または VC が検出されましたが、まだプロビジョニングされ
ていません。回線/VC は変更または削除する場合にプロモートす
る必要があります。

失敗しました
（Failed）

アクションが失敗しました。

進行中（In
Progress）

アクションは開始されましたが、まだ完了していません。

計画済み

アクションは計画されましたが、まだ開始されていません。

成功

アクションは正常に完了しました。
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リンクの有用性状態
サービスアビ アイコン
リティ状態

説明

管理上ダウン

リンクは意図的に管理者によってシャットダウンされました。

ダウン

リンクがダウンしています（ただしダウンは不適切な状態）。

アップ

リンクはアップの状態で、トラフィックがリンクを通過していま
す。

自動アップ

信号が検出されたためリンクはアップ状態です（この状態は光デ
バイスでのみサポートされています）。

取得不可
（Unavailable）

リンクがまだ検出されていないか、またはそのステータスが取得
できません。

Partial

リンクの要求、リソース、またはリソース状態に不一致がありま
す。例：
• リンクが、一部のサービス リソースをアクティブ化し、他の
サービス リソースを非アクティブにする要求を処理してい
る。
• リンクにいくつかのアクティブ リソースといくつかの非アク
ティブ リソースがある。
• アップしているリンク リソースとダウンしているリンク リ
ソースがある。
• リンクのリソースのいずれかの状態が不明である。

リンクの特徴
以下の表では、Cisco EPN Manager の [トポロジマップ（Topology Map）] ビューでデバイス間
の接続を表すために使用されるさまざまなタイプのリンクについて説明します。
リンク タイプ

説明
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機器の動作状態（シャーシ ビュー）

[実線（Solid Line）]：2 つのデバイス間のリン
クなど、物理リンク、トポロジ リンク、また
はサービス リンクを示します。

[破線（Dashed Line）]：EVC、VPLS サービス
インスタンス、または VPN コンポーネントな
ど、要素間の関連性またはビジネス リンクを
示します。

機器の動作状態（シャーシ ビュー）
機器の動作状態はネットワーク要素の実行状態を表しています。
機器の動作状態

アイコン

説明

サービス中（In Service）

（なし）

機器が正常に動作しています。

事前プロビジョニング済み

（Cisco NCS 2000 および Cisco ONS デバイスの
み）機器は設定されていますが、シャーシには
物理的に存在していません。

失敗/無効/ダウン/休止中/メ
ンテナンス中のため休止中

機器は正常に動作していません。

不明

機器の動作状態は不明です。デバイスからの応
答はありません（または不十分な応答）。
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アラーム重大度アイコン

アラーム重大度アイコン
次の表に、Web GUI のさまざまな部分に表示されるアイコンのアラームの色とその重大度を示
します。
重大度ア 説明
イコン

カラー

クリティカル ア
ラーム

赤

メジャー アラーム オレンジ
マイナー アラーム 黄
警告アラーム

ライト ブルー

アラームはクリア 緑
済み。正常、OK
情報アラーム

青

不確定アラーム

暗い青色

デバイス タイプのアイコン
次の表では、Cisco EPN Manager の [トポロジ（Topology）] ビューと [マルチレイヤトレース
（Multi-layer Trace）] ビューでさまざまなデバイス タイプを表すために使用されるアイコンを
定義します。
アイコン

定義
スイッチ（Switch）

ルータ（Router）
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アイコン

定義
ルータ集約

セキュア ドメイン ルータ（SDR）が搭載された Cisco NCS 6000
デバイス。SDR の名前はデバイスのアイコン上に直接表示されま
す。
クラスタまたはユーザ定義グループに属するデバイスの
SDR ラベルが表示されない場合（自動クラスタリングが
デバイスのプロキシミティに基づいてデバイスに適用さ
れるため）などがあります。

（注）

L3VPN サービスで構成されたルータ。

スイッチ集約

アクセス ポイント（Access Point）

サービス モジュール

UCS C シリーズ

NAM ブレード

グループ
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回線または VC ネットワーク トポロジ オーバーレイのアイコン

アイコン

定義
汎用デバイス

仮想サーバ

ワイヤレス LAN コントローラ

[不明（Unknown）]

DWDM ROADM 再生/NCS 2000

回線または VC ネットワーク トポロジ オーバーレイのア
イコン
オーバーレイ アイコン

定義
送信元エンドポイント

宛先エンドポイント

ローカル スイッチングを使用した EVC または
CEM
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オーバーレイ アイコン

定義
回線の作成中にユーザによって追加されたエ
ンドポイント。
（注）

セグメント ルーティング テクノロ
ジー タイプの隣接およびノード SID
の両方に「S」が表示されます。

回線の作成中にユーザによって除外されたエ
ンドポイント。
回線の作成中に追加または除外されたポート
の一部を持つエンドポイント。このエンドポ
イントには、回線のさまざまなルートに参加
している複数のポートが含まれています。
ルートとして指定された E-TREE EVC エンド
ポイント。

アイコンの S は、サーバがデバイス上で設定
されていることを示します。

アイコンの C は、クライアントがデバイス上
で設定されていることを示します。

アイコンの S と C は、サーバとクライアント
の両方が同じデバイス上で設定されているこ
とを表します。
選択されたエンドポイント。

ハブ：ハブとルートが同じデバイスにある場
合（VPLS シナリオ）、ルート アイコンが茶
色の丸で囲まれます。
回線の作成中に追加されたリンク。

回線の作成中に除外されたリンク。
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オーバーレイ アイコン

定義
回線の作成中に追加または除外されたポート
の一部を持つエンドポイント。これは、同じ
回線のさまざまなルートに参加している複数
のポートを含む集約リンクを表します。
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付録

C

Cisco EPM Notification MIB
• CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB （1205 ページ）

CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB
この付録では、CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB について説明します。
SNMP Varbind

データ タイプ

cenAlarmVersion

SnmpAdminString .1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.2 この MIB のリリース バージョン。

cenAlarmTimestamp Timestamp

Varbind OID

SNMP Varbing の説明

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.3 アラームが発生した時刻。
（注）

cenAlarmUpdatedTimestamp Timestamp

例
1.0
1523608787

これは、UTC の 1970 年 1 月 1 日
（エポック以降）からの秒数で
す。

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.4 アラームはしばらく存続し、フィールドが 1523608788
変更されると値が自動的に更新されます。
更新時刻は時間を示します。各アラームは
一意のアラーム インスタンス ID で識別さ
れます。
たとえば cenAlarmInstanceID などです。

cenAlarmInstanceID SnmpAdminString .1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.5 一意のアラーム インスタンス ID。
cenAlarmStatus

整数（Integer）

1185098114

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.6 アラームステータスは、アラームのステー Active=2,
Cleared=3
タスを整数値で示します。
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SNMP Varbind

データ タイプ

Varbind OID

SNMP Varbing の説明

例

cenAlarmStatusDefinition SnmpAdminString .1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.7 アラームのステータスに関する簡単な説 2,
明。文字列は「,」タプルの形式で表され ACTIVE3,CLEARED
ます。
値は「cenAlarmStatus」属性が保持する値
と同じです。生成されたアラーム ステー
タスの 1 行の説明が含まれます。
cenAlarmType

整数（Integer）

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.8

• unknown(1)：この属性の値を特定でき 2
なかった場合。
• direct(2)：すべてのイベントが管理対
象オブジェクトの観測をもとに報告さ
れる一連のイベントによって生成され
たアラームを示します。
• indirect(3)：ネットワーク管理システ
ムが指定した管理対象オブジェクトの
ステータスをもとにすべてのイベント
が推定または推測される一連のイベン
トによって生成されたアラームを示し
ます。
• mixed(4)：direct または indirect の一連
のイベントによって生成されたアラー
ムを示します。

cenAlarmCategory 整数（Integer）

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.9 整数値で表される、生成されたアラームの —
カテゴリ。
（注）

この整数フィールドは、EPN
Manager では使用されません。
代わりに、文字列で表す
cenAlarmCategoryDefinition が使
用されます。
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データ タイプ

Varbind OID

SNMP Varbing の説明

例

cenAlarmCategoryDefinition SnmpAdminString .1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.10 生成されたアラームのカテゴリに関する簡 "LINK_DOWN",
"SWT_AUTH_FAIL",
単な説明。
"LINK_UP"
文字列は「,」タプルの形式で表されます。
値は「cenAlarmCategory」属性が保持する
値と同じです。生成されたアラーム カテ
ゴリの 1 行の説明が含まれます。
アラーム タイプのリストについては、次
のドキュメントの「Alarm Name」列を参
照してください。これらは 2.1（Derecho）
用です。その他のバージョンについては、
cisco.com で公開されている必要なバージョ
ンのドキュメントを使用してください。
Cisco Evolved Programmable Network
Manager Supported SNMP Traps
Cisco Evolved Programmable Network
Manager のサポート対象 Syslog
Cisco Evolved Programmable Network
Manager のサポート対象 TL1 メッセージ
Cisco Evolved Programmable Network
Manager のサポート対象アラーム
cenAlarmServerAddressType InetAddressType

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.11 サーバに到達可能なインターネット アド 0: unknown
レスの種類。
1:ipv4
サーバは、このトラップを生成している
サーバです。

cenAlarmServerAddress InetAddress

2:ipv6

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.12 管理の IP アドレスまたは DNS 名。このア 10.127.101.145
ラームの発生元サーバに通知されます。
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データ タイプ

Varbind OID

SNMP Varbing の説明

例

cenAlarmManagedObjectClass SnmpAdminString .1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.13 このアラームが生成された管理対象オブ "Optical", "Carrier
ジェクトのクラス。たとえば、ルータ、ス Ethernet"
イッチ、ゲートキーパー、音声ポートなど
です。
カテゴリのリストについては、次のドキュ
メントの「Category」列を参照してくださ
い。これらは 2.1（Derecho）用です。その
他のバージョンについては、cisco.com で
公開されている必要なバージョンのドキュ
メントを使用してください。
Cisco Evolved Programmable Network
Manager Supported SNMP Traps
Cisco Evolved Programmable Network
Manager のサポート対象 Syslog
Cisco Evolved Programmable Network
Manager のサポート対象 TL1 メッセージ
Cisco Evolved Programmable Network
Manager のサポート対象アラーム
cenAlarmManagedObjectAddressType InetAddressType

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.14 管理対象オブジェクトに到達可能なイン
ターネット アドレスの種類。

0 : unknown
1 : ipv4
2 : ipv6

cenAlarmManagedObjectAddress InetAddress

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.15 管理対象オブジェクトの IP アドレスまた 2405:200:204:138:172:30:9:121
は DNS 名。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1208

Cisco EPM Notification MIB
Cisco EPM Notification MIB

SNMP Varbind

データ タイプ

cenAlarmDescription OctetString

Varbind OID

SNMP Varbing の説明

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.16 アラームの詳細。
アラームの説明のリストについては、次の
ドキュメントの「Description/Probable
Cause」列を参照してください。これらは
2.1（Derecho）用です。その他のバージョ
ンについては、cisco.com で公開されてい
る必要なバージョンのドキュメントを使用
してください。

例
Port
'GigabitEthernet0/0/6'
(Description: ' # TO
GigabitEthernet0/0/7
#') is down on
device
2' 405:200:204:138:172:30:9:121.:'Lost
Carrier

Cisco Evolved Programmable Network
Manager Supported SNMP Traps
Cisco Evolved Programmable Network
Manager のサポート対象 Syslog
Cisco Evolved Programmable Network
Manager のサポート対象 TL1 メッセージ
Cisco Evolved Programmable Network
Manager のサポート対象アラーム
cenAlarmSeverity

整数（Integer）

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.17 アラームの重大度はそのアラームの重大度 4
を整数値で示します。
• 1：クリティカル
• 2：メジャー
• 3：マイナー
• 4：警告
• 5：クリア
• 6：情報
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SNMP Varbind

データ タイプ

Varbind OID

SNMP Varbing の説明

例

cenAlarmSeverityDefinition SnmpAdminString .1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.18 生成されたアラームの重大度に関する簡単 4.CLEARED
な説明
。文字列は「,」タプルの形式で表されま
す
。事前定義済みの
value is the same value that the
'cenAlarmSeverity '
属性が保持する値と同じです。
生成されたアラーム重大度の 1 行の説明が
含まれます。
• 1：クリティカル
• 2：メジャー
• 3：マイナー
• 4：警告
• 5：クリア
• 6：情報
cenAlarmTriageValue 整数（Integer）

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.19 アラームのトリアージ値とは、アラーム間 —
の影響、関係、またはユーザが指定したそ
の他の機能を人工的な形式で評価できるよ
うにする、階層型の重み付け値です。アプ
リケーションによって適用されますが、さ
らに重要な点はエンド ユーザによるカス
タマイズが可能なことです。値は正の数ま
たはゼロ（判別不能または計算不可能な値
を示す）です。
（注）

cenEventIDList

OctetString

EPN Manager はこのフィールド
をサポートしていません。

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.20 このアラームの生成につながった一意のイ —
ベント識別子のコンマ区切りリスト。
（注）

EPN Manager はこのフィールド
をサポートしていません。
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SNMP Varbind

データ タイプ

Varbind OID

cenUserMessage1

SnmpAdminString .1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.21 ユーザ入力メッセージ。アラームに関する —
情報。これには、アラームが根本原因ア
ラームであるか、サービスに影響するア
ラームであるかが含まれます。

SNMP Varbing の説明

例

srcObjectClassName= ProtocolEndpoint,
srcObjectDisplayName= GigabitEthernet0/1/2/3,
srcObjectBusinessKey=
172.20.127.100:GigabitEthernet0/1/2/3,
chassisId=SAT101
srcObjectDisplayName=GigabitEthernet0/3/1,
rootCauseId=0,hostName=ASR903-101.110.cisco,
chassisId=,correlationType=UNKNOWN,
srcObjectBusinessKey=82a

cenUserMessage2

SnmpAdminString .1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.22 ユーザ入力メッセージ。この値は設定可能 —
です。
（注）

cenUserMessage3

SnmpAdminString .1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.23 ユーザ入力メッセージ。この値は設定可能 —
です。
（注）

cenAlarmMode

EPN Manager はこのフィールド
をサポートしていません。

整数（Integer）

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.24

EPN Manager はこのフィールド
をサポートしていません。

• unknown(1)：この属性の値を特定でき 2
なかった場合。
• alert(2)：管理対象オブジェクトのポー
リングや SNMP 通知のリッスンを行
うことですべてのイベントが報告され
る一連のイベントによって生成された
アラームを示します。
• event(3)：管理対象オブジェクトのポー
リングや SNMP 通知のリッスンによっ
て生成されたイベントを示します。
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SNMP Varbind

データ タイプ

cenPartitionNumber 整数（Integer）

Varbind OID

SNMP Varbing の説明

.1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.24 管理アプリケーションによって生成され 0
た、複数のパーティションをサポートする
トラップでは、管理対象デバイスが存在す
る論理グループを識別するために割り当て
られた整数値が属性によって伝送されま
す。
（注）

cenPartitionName

例

EPN Manager はこのフィールド
をサポートしていません。

SnmpAdminString .1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.26 管理アプリケーションによって生成され —
た、複数のパーティションをサポートする
トラップでは、管理対象デバイスが存在す
る論理グループを識別するために割り当て
られた名前が属性によって伝送されます。

cenCustomerIdentification SnmpAdminString .1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.27 ユーザ入力メッセージ。属性には自由書式 —
のテキストが使用されます。この属性は、
高度な管理アプリケーションで障害管理
サーバからの応答を並べ替えるために使用
できます。
（注）

EPN Manager はこのフィールド
をサポートしていません。

cenCustomerRevision SnmpAdminString .1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.28 ユーザ入力メッセージ。属性には自由書式 —
のテキストが使用されます。この属性は、
高度な管理アプリケーションで障害管理
サーバからの応答を並べ替えるために使用
できます。
（注）

cenAlertID

EPN Manager はこのフィールド
をサポートしていません。

SnmpAdminString .1.3.6.1.4.9.9.311.1.1.2.1.29 イベント ベースの通知の場合、この属性 1185098114
には、生成されたイベントがロール アッ
プされたアラート ID が含まれます。ア
ラート ベースの通知では、
cenAlarmInstanceId と cenAlertID は同一に
なります。
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D

モニタリング ポリシー リファレンス
ここでは、Cisco EPN Manager で使用されるモニタリング ポリシーについて説明します。サポー
ト対象の MIB オブジェクトの詳細については、Cisco Evolved Programmable Network Manager の
サポート対象デバイス を参照してください。
• デバイスのヘルス モニタリング ポリシー （1213 ページ）
• インターフェイスのヘルス モニタリング ポリシー （1214 ページ）
• カスタム MIB ポーリング モニタリング ポリシー （1215 ページ）
• IP SLA Y.1731 モニタリング ポリシー （1215 ページ）
• 疑似回線エミュレーション（エッジ間）モニタリング ポリシー （1216 ページ）
• PTP/SyncE モニタリングポリシー （1216 ページ）
• QoS サービス モニタリング ポリシー （1217 ページ）
• IP SLA モニタリング ポリシー （1217 ページ）
• ME1200 EVC QoS モニタリング ポリシー （1218 ページ）
• MPLS リンク パフォーマンス モニタリング ポリシー （1219 ページ）
• BNG セッションおよび IP プール モニタリング ポリシー （1220 ページ）
• TDM/SONET ポート モニタリング ポリシー （1220 ページ）
• 光 SFP モニタリング ポリシー （1221 ページ）
• [オプティカル1日（Optical 1 day）]、[オプティカル15分（Optical 15 mins）]、および [オプ
ティカル30秒（Optical 30 secs）] モニタリングポリシー （1221 ページ）
• CEM モニタリング ポリシー （1222 ページ）
• デバイス センサー モニタリング ポリシー （1222 ページ）
• 光モニタリング ポリシーのパフォーマンス カウンタ （1223 ページ）

デバイスのヘルス モニタリング ポリシー
デバイスのヘルス モニタリング ポリシーは、ネットワーク内のすべてのデバイスのデバイス
CPU 使用率、メモリ プール使用率、環境温度、およびデバイス アベイラビリティをモニタし
ます。デフォルトでは、ポリシーは 5 分ごとにデバイスにこの情報をポーリングし、CPU 使用
率、メモリ プール使用率、または環境温度のしきい値を超えると、アラームが生成されます。
このモニタリング ポリシーは、インストール後にデフォルトで有効になります。
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（注）

このポリシーは、サポートされている Cisco ONS または Cisco NCS 2000 デバイスのデバイス
CPU 使用率およびメモリ プール使用率はモニタしませんが、メモリ使用率とデバイス アベイ
ラビリティをモニタします。
このポリシーの管理方法の詳細については、「基本的なデバイス ヘルス モニタリングのセッ
トアップ （271 ページ）」を参照してください。

（注）

デバイス ヘルス モニタリング ポリシーの配下には 100 台を超えるデバイスを含めないでくだ
さい。たとえば、100 台を超える cBR-8 デバイスを Cisco EPN Manager に追加する場合は、複
数のポリシーを作成してそれらのポリシー間でデバイスを分割してください。

インターフェイスのヘルス モニタリング ポリシー
インターフェイスのヘルス モニタリング ポリシーは、30 を超える属性をモニタし、インター
フェイスの動作ステータスとパフォーマンスをチェックします。デバイス インターフェイスを
5 分ごとにポーリングし、インターフェイスの廃棄、エラー、使用率、またはバイト レートの
しきい値を超えた場合にアラームを生成します。
大規模導入のパフォーマンスを保護するために、このポリシーは既定では有効化されません。

（注）

このポリシーでは、光インターフェイスがモニタされません。光インターフェイスの情報をモ
ニタするには、光ポリシーを使用します。[オプティカル1日（Optical 1 day）]、[オプティカル
15分（Optical 15 mins）]、および [オプティカル30秒（Optical 30 secs）] モニタリングポリシー
（1221 ページ）を参照してください。
このポリシーを管理する方法については、次のトピックを参照してください。
• インターフェイスのヘルス ポリシーがインターフェイスをアクティブにモニタしているか
どうかを確認する方法については、「Cisco EPN Manager によるモニタリング対象のチェッ
ク （275 ページ）」を参照してください。
• インターフェイスのモニタリングをセットアップするには、「基本的なインターフェイス
モニタリングの設定 （271 ページ）」を参照してください。
• インターフェイスのモニタリング ポリシーを調整するには、「モニタ対象を調整する （
280 ページ）」を参照してください。
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カスタム MIB ポーリング モニタリング ポリシー
カスタム MIB ポーリング モニタリング ポリシーは、サポートされていないパラメータ（既存
のモニタリング ポリシー タイプでポーリングされないパラメータ）のモニタリングに使用で
きるカスタマイズ可能なポリシーです。カスタム MIB ポーリング ポリシーを作成する場合は、
シスコおよびその他の MIB の広範なリストから選択するか、新しい MIB をポリシーにイン
ポートすることができます。カスタム MIB ポーリング ポリシーがデバイスのパフォーマンス
情報を収集する場合は、汎用ダッシュレットを作成して（[デバイス トレンド（Device Trends）]
ダッシュボードへのカスタマイズ済みダッシュレットの追加（29ページ）を参照）、[パフォー
マンス（Performance）] ダッシュボードにそのデータを表示できます。カスタム MIB ポーリン
グ モニタリング ポリシーの管理の詳細については、次のトピックを参照してください。
• カスタム MIB ポーリング ポリシーが情報のモニタリングに使用されているかどうかを確
認するには、Cisco EPN Manager によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）を参照
してください。
• 新しいカスタム MIB ポーリング ポリシーを作成するには、サポートされないパラメータ
とサードパーティ デバイスを対象としたモニタリング ポリシーの作成 （282 ページ）を参
照してください。
• 既存のカスタム MIB ポーリング ポリシーを調整するには、モニタ対象を調整する （280
ページ）を参照してください。

IP SLA Y.1731 モニタリング ポリシー
IP SLA Y.1731 モニタリング ポリシーは、Y.1731 ITU-T の推奨事項を使用して、メトロ イーサ
ネット ネットワークでの 70 以上の障害およびパフォーマンス属性をモニタします。IP SLA
Y.1731 モニタリングポリシーを作成した場合は、15 分ごとにパラメータがポーリングされ、
遅延、ジッター、フレーム損失、またはその他のしきい値を超えたときにアラームが生成され
ます。
各測定では、前方向、後方向、および双方向のデータが収集されます。ビン統計データはデ
フォルトではポーリングされません。このデータの収集を有効にするには、ポーリング頻度を
選択します。詳しくは「モニタリング ポリシーのポーリングの変更」を参照してください

（注）

このポリシーは、ME 1200、NCS 42xx、および ASR 9xx デバイスで統計データを収集します。
ME 1200 デバイスでは、MEG ID が 18 文字より長い場合、ビン統計データは収集されず、
[Y1731] ダッシュボードタブに表示されません。
IP SLA Y.1731 モニタリング ポリシーを設定および管理する方法については、次のトピックを
参照してください。
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• IP SLA Y.1731 パラメータがモニタされているかどうかを確認するには、Cisco EPN Manager
によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）を参照してください。
• 新しい IP SLA Y.1731 モニタリング ポリシーを作成するには、事前設定されたポリシー タ
イプを使用した新規モニタリング ポリシーの作成 （281 ページ）を参照してください。
• 既存の IP SLA Y.1731 モニタリング ポリシーを調整するには、モニタ対象を調整する （
280 ページ）を参照してください。

疑似回線エミュレーション（エッジ間）モニタリングポ
リシー
疑似回線エミュレーション（エッジ間）（PWE3）モニタリング ポリシーは、パケット スイッ
チド ネットワーク（PSN）を介してエッジ間サービスをエミュレートする約 20 の属性をポー
リングします。このポリシー タイプを使用するモニタリング ポリシーを作成して有効にする
と、属性はデフォルトで 15 分ごとにポーリングされます。さらに、疑似仮想回線（PW VC）
で以下の属性のしきい値を上回ると、Cisco EPN Manager はマイナー アラームを生成します。
• [HC パケットおよびバイト（HC packets and bytes）]：入力レートの合計と出力レートの合
計
• [動作ステータス（Operational status）]：[アップ（Up）]、[インバウンドおよびアウトバウ
ンドの動作ステータス（inbound and outbound operational status）]：[アップ（Up）]
PWE3 モニタリング ポリシーを設定および管理する方法の詳細については、次のトピックを参
照してください。
• PWE3 パラメータがモニタされているかどうかを確認するには、「Cisco EPN Manager に
よるモニタリング対象のチェック （275 ページ）」を参照してください。
• 新しい PWE3 モニタリング ポリシーを作成するには、「事前設定されたポリシー タイプ
を使用した新規モニタリング ポリシーの作成 （281 ページ）」を参照してください。
• 既存の PWE3 モニタリング ポリシーを調整するには、「モニタ対象を調整する （280 ペー
ジ）」を参照してください。

PTP/SyncE モニタリングポリシー
PTP/SyncE モニタリングポリシーは、PTP と SyncE のパフォーマンスを測定します。PTP/SyncE
モニタリングポリシーを作成すると、デフォルトでは 30 分ごとにパラメータがポーリングさ
れます。ポーリング頻度を、5 分、15 分、または 60 分に設定することもできます。
PTP/SyncE モニタリングポリシーを設定および管理する方法の詳細については、次のトピック
を参照してください。
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• PTP/SyncE モニタリングポリシーのモニタリング対象を確認するには、Cisco EPN Manager
によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）を参照してください。
• 新しい PTP/SyncE モニタリングポリシーを作成するには、事前設定されたポリシー タイ
プを使用した新規モニタリング ポリシーの作成 （281 ページ）を参照してください。
• 既存の PTP/SyncE モニタリング ポリシーを調整するには、モニタ対象を調整する （280
ページ）を参照してください。

QoS サービス モニタリング ポリシー
QoS モニタリング ポリシーは、60 を超えるサービス パラメータをポーリングして、ネット
ワーク デバイス上で実行されているサービスの品質を検証します。QoS モニタリング ポリシー
を作成すると、15 分ごとにパラメータがポーリングされ、一定のしきい値を超えた場合にア
ラームが生成されます。次に、アラームを発生させる可能性のあるパラメータの一部を示しま
す。
• ドロップ/廃棄されたバイトとパケットのレート
• プレポリシーのバイトとパケットのレート、使用率、設定情報レート（CIR）のパーセン
テージ、最大情報レート（PIR）
• ポストポリシー バイト レート、使用率、設定情報レート（CIR）のパーセンテージ、最大
情報レート（PIR）
TCA を引き起こす可能性があるすべての QoS パラメータを表示するには、「モニタリング ポ
リシーによりポーリングされるパラメータとカウンタの確認 （278 ページ）」を参照してくだ
さい。
QoS モニタリング ポリシーを設定および管理する方法の詳細については、次のトピックを参
照してください。
• QoS パラメータがモニタされているかどうかを確認するには、「Cisco EPN Manager によ
るモニタリング対象のチェック （275 ページ）」を参照してください。
• 新しい QoS モニタリング ポリシーを作成するには、事前設定されたポリシー タイプを使
用した新規モニタリング ポリシーの作成 （281 ページ）を参照してください。
• 既存の QoS モニタリング ポリシーを調整するには、モニタ対象を調整する （280 ページ）
を参照してください。

IP SLA モニタリング ポリシー
IP SLA モニタリング ポリシーは、約 20 のパラメータをモニタし、リアルタイムのパフォーマ
ンス情報を提供します。IP SLA モニタリング ポリシーを作成すると、15 分ごとにパラメータ
がポーリングされます。このモニタリング ポリシーはアラームを生成しません。IP SLA ベー
スのアラームを生成する場合は、IP SLA Y.1731 モニタリング ポリシーを使用します。
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IP SLA モニタリング ポリシーを設定および管理する方法については、次のトピックを参照し
てください。
• IP SLA パラメータがモニタされているかどうかを確認するには、Cisco EPN Manager によ
るモニタリング対象のチェック （275 ページ） を参照してください。
• 新しい IP SLA モニタリング ポリシーを作成するには、事前設定されたポリシー タイプを
使用した新規モニタリング ポリシーの作成 （281 ページ） を参照してください。
• 既存の IP SLA モニタリング ポリシーを調整するには、モニタ対象を調整する （280 ペー
ジ） を参照してください。

ME1200 EVC QoS モニタリング ポリシー
ME1200 QoS モニタリングポリシーは、28 個のサービスパラメータをポーリングして、ME1200
デバイス上で実行されている指定のサービスの品質を検証します。ME1200 QoS モニタリング
ポリシーを作成すると、デフォルトで 15 分ごとにパラメータがポーリングされますが、一定
のしきい値を超えてもアラームは生成されません。ポーリング頻度は、ドロップダウンリスト
から優先値を選択することで変更できます。
ME1200 QoS モニタリング ポリシーによってポーリングされるパラメータの一部を次に示しま
す。
• 送信および廃棄されたバイトとパケットのレート。
• 緑色（適合）トラフィック、黄色（超過）トラフィック、赤色（違反）トラフィック、お
よび廃棄トラフィック（インバウンドとアウトバウンドの両方）の平均ビット レートと平
均フレーム レート

（注）

正確な ME1200 QoS データが表示されるようにするには、ME1200 EVC QoS モニタリング ポ
リシーを有効にする際に、まずは ME1200 デバイスで EVC パフォーマンス モニタリング セッ
ションを無効にします。
ポーリングされるすべての ME1200 QoS パラメータを表示するには、モニタリング ポリシー
によりポーリングされるパラメータとカウンタの確認 （278 ページ）を参照してください。
ME1200 QoS モニタリング ポリシーを設定および管理する方法の詳細については、次のトピッ
クを参照してください。
• ME1200 QoS パラメータがモニタされているかどうかを確認するには、Cisco EPN Manager
によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）を参照してください。
• 新しい ME1200 QoS モニタリング ポリシーを作成するには、事前設定されたポリシー タ
イプを使用した新規モニタリング ポリシーの作成 （281 ページ）を参照してください。
• 既存の ME1200 QoS モニタリング ポリシーを調整するには、モニタ対象を調整する （280
ページ）を参照してください。
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MPLS リンク パフォーマンス モニタリング ポリシー
MPLS リンク パフォーマンス モニタリング ポリシーでは、MPLS のリンクの遅延を測定しま
す。MPLS リンク パフォーマンス モニタリング ポリシーを作成すると、デフォルトで 15 分ご
とにパラメータがポーリングされます。ポーリング間隔は、1 分、5 分、または 60 分に設定す
ることもできます。

（注）

このポリシーは、次のデバイス上のデータを収集します。
• リンク遅延の場合：
• ASR 9000 デバイスのバージョン 7.0.1 以降。
• NCS 5500 デバイスのバージョン 7.1.1 以降。
• TWAMP Light レスポンダメトリックの場合：
• ASR 9000 デバイスのバージョン 7.0.1 以降。
• NCS 540 デバイスのバージョン 7.2.1 以降。

このポリシーによってポーリングされるパラメータは次のとおりです。
• 平均遅延（Average Delay）
• 最短遅延（Min Delay）
• 最長遅延（Max Delay）
• RX packets
• TX packets
MPLS リンク パフォーマンス モニタリング ポリシーを設定および管理する方法の詳細につい
ては、次のトピックを参照してください。
• MPLS リンク パフォーマンス モニタリング ポリシーのモニタリング対象を確認するには、
Cisco EPN Manager によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）を参照してくださ
い。
• 新しい MPLS リンク パフォーマンス モニタリング ポリシーを作成するには、事前設定さ
れたポリシー タイプを使用した新規モニタリング ポリシーの作成 （281 ページ）を参照し
てください。
• 既存の MPLS リンク パフォーマンス モニタリング ポリシーを調整するには、モニタ対象
を調整する （280 ページ）を参照してください。
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BNG セッションおよび IP プール モニタリング ポリシー
このモニタリング ポリシーは 5 個を超えるパラメータをポーリングして、BNG セッション、
および IP プールからリースされた IP アドレスをモニタリングします。BNG セッションおよび
IP プール モニタリング ポリシーを作成すると、15 分ごとにパラメータがポーリングされ、一
定のしきい値を超えた場合にアラームが生成されます。次に、アラームを発生させる可能性の
あるパラメータの一部を示します。
• IP プール内の使用済み IP アドレスまたは空き IP アドレスの数。
• 認証済みサブスクライバとアップ サブスクライバのセッション数。
TCA の原因になる可能性があるすべての BNG セッションおよび IP プール パラメータを確認
するには、モニタリング ポリシーによりポーリングされるパラメータとカウンタの確認 （278
ページ）を参照してください。
BNG セッションおよび IP プール モニタリング ポリシーを設定および管理する方法の詳細につ
いては、次のトピックを参照してください。
• BNG セッションおよび IP プール パラメータがモニタリングされているかどうかを確認す
るには、Cisco EPN Manager によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）を参照して
ください。
• 新しい BNG セッションおよび IP プール モニタリング ポリシーを作成するには、事前設
定されたポリシー タイプを使用した新規モニタリング ポリシーの作成 （281 ページ）を参
照してください。
• 既存の BNG セッションおよび IP プール モニタリング ポリシーを調整するには、モニタ
対象を調整する （280 ページ）を参照してください。

TDM/SONET ポート モニタリング ポリシー
TDM/SONET ポートモニタリングポリシーを作成すると、選択したポーリング頻度に基づいて
パラメータがポーリングされます。 パラメータのいずれかのしきい値を超えた場合に生成され
るアラームを定義できます。
TDM/SONET ポート モニタリング ポリシーを設定および管理する方法の詳細については、次
のトピックを参照してください。
• TDM/SONET ポート パラメータがモニタリングされているかどうかを確認するには、Cisco
EPN Manager によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）を参照してください。
• 新しい TDM/SONET ポート モニタリング ポリシーを作成するには、事前設定されたポリ
シー タイプを使用した新規モニタリング ポリシーの作成 （281 ページ）を参照してくださ
い。
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• 既存の TDM/SONET ポート モニタリング ポリシーを調整するには、モニタ対象を調整す
る （280 ページ）を参照してください。

光 SFP モニタリング ポリシー
光 SFP モニタリング ポリシーは、光 SFP（Small Form-Factor Pluggable）インターフェイスのヘ
ルスおよびパフォーマンス情報をポーリングします。このポリシーは、温度、電圧、電流、お
よび光 TX/RX 電力をポーリングします。光 SFP モニタリング ポリシーを作成すると、1 分ご
とにパラメータがポーリングされます。
光 SFP モニタリング ポリシーを設定および管理する方法については、次のトピックを参照し
てください。
• 光 SFP パラメータがモニタされているかどうかを確認するには、Cisco EPN Manager によ
るモニタリング対象のチェック （275 ページ） を参照してください。
• 新しい光 SFP モニタリング ポリシーを作成するには、事前設定されたポリシー タイプを
使用した新規モニタリング ポリシーの作成 （281 ページ） を参照してください。
• 既存の光 SFP モニタリング ポリシーを調整するには、モニタ対象を調整する （280 ペー
ジ） を参照してください。

[オプティカル1日（Optical 1 day）]、[オプティカル15分
（Optical 15 mins）]、および [オプティカル30秒（Optical
30 secs）] モニタリングポリシー
[オプティカル1日（Optical 1 day）] および [オプティカル15分（Optical 15 mins）] モニタリン
グポリシーは、次のオプティカル インターフェイスをポーリングします。
• Cisco NCS 4000、ASR 9K、NCS 55xx、および NCS 1K デバイスの物理、OTN、イーサネッ
ト、SONET/SDH の各インターフェイス
• Cisco NCS 2000 および Cisco ONS デバイスの DWDM インターフェイス
[オプティカル30秒（Optical 30 secs）] モニタリングポリシーは、Cisco NCS 1004 デバイスの物
理、OTN、イーサネットの各パラメータをポーリングします。
これらのポリシーでポーリングされるパラメータの一覧については、光モニタリング ポリシー
のパフォーマンス カウンタ （1223 ページ）を参照してください。
[オプティカル1日（Optical 1 day）]、[オプティカル15分（Optical 15 mins）]、および [オプティ
カル30秒（Optical 30 secs）] モニタリングポリシーの設定および管理方法については、次のト
ピックを参照してください。
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• [オプティカル1日（Optical 1 day）]、[オプティカル15分（Optical 15 mins）]、および [オプ
ティカル30秒（Optical 30 secs）] のパラメータがモニタリングされているかどうかを確認
するには、Cisco EPN Manager によるモニタリング対象のチェック （275 ページ）を参照し
てください。
• [オプティカル1日（Optical 1 day）]、[オプティカル15分（Optical 15 mins）]、および [オプ
ティカル30秒（Optical 30 secs）] モニタリングポリシーを新規に作成するには、事前設定
されたポリシー タイプを使用した新規モニタリング ポリシーの作成 （281 ページ）を参照
してください。
• 既存の [オプティカル1日（Optical 1 day）]、[オプティカル15分（Optical 15 mins）]、およ
び [オプティカル30秒（Optical 30 secs）] モニタリングポリシーを調整するには、モニタ対
象を調整する （280 ページ）を参照してください。

CEM モニタリング ポリシー
CEM モニタリング ポリシーを使用して、次の CEM パラメータをポーリングします。
• ジッターバッファオーバーラン（Jitter Buffer Overruns）
• 生成したLビット（Generated Lbits）
• 受信したLビット（Received Lbits）
• 生成したRビット（Generated Rbits）
• 受信したRビット（Received Rbits）
• 生成したNビット（Generated Nbits）
• 受信したNビット（Received Nbits）
• 生成したPビット（Generated Pbits）
• 受信したPビット（Received Pbits）
ポーリングは CLI を介して行われ、現在の収集と最後の収集の差分が現在のエントリとして使
用されます。

（注）

このポーリング データはダッシュボードに表示されません。

デバイス センサー モニタリング ポリシー
デバイス センサー モニタリング ポリシーを使用して、このポリシーに追加されたデバイスに
SNMP を介してセンサー情報をポーリングします。電圧、電力、現在の温度などのセンサーの
詳細がデバイスにポーリングされます。
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（注）

デバイス センサー データに関連する計算はありません。

光モニタリング ポリシーのパフォーマンス カウンタ
次のトピックでは、光モニタリング ポリシーで使用されるパフォーマンス カウンタをリスト
します。この情報は、Web GUI から入手することができないため、ここで提供しています。
• 参考：物理インターフェイスのパフォーマンス カウンタ （1223 ページ）
• 参考：OTN-FEC インターフェイス用のパフォーマンス カウンタ （1225 ページ）
• 参考：OTN-ODU インターフェイスのパフォーマンス カウンタ （1225 ページ）
• 参考：OTN-OTU インターフェイスのパフォーマンス カウンタ （1227 ページ）
• 参考：イーサネット インターフェイス用のパフォーマンス カウンタ （1227 ページ）
• 参考：SONET インターフェイス用のパフォーマンス カウンタ （1229 ページ）
• 参考：SDH インターフェイスのパフォーマンス カウンタ （1230 ページ）
• 参考：DS1/DS3 のパフォーマンスカウンタ （1232 ページ）

参考：物理インターフェイスのパフォーマンス カウンタ
次の表は、物理インターフェイスをモニタするために、光ポリシー タイプによって使用される
パフォーマンス カウンタを示しています。
アスタリスク（*）でマークが付けられたパフォーマンス カウンタは、すべての Cisco オプティ
カル ネットワーキング サービス（ONS）および Cisco NCS 2000 シリーズ デバイスで適用可能
です。二重のアスタリスク（**）でマークが付けられたパフォーマンス カウンタは、Cisco
Network Convergence System（NCS）4000 シリーズ デバイスで適用可能です。
物理インターフェイス パ
フォーマンス カウンタ

説明

OPR-MIN

光回路によって受信された最小送出電力。

OPR-AVG

光回路によって受信された平均送出電力。

OPR-MAX

光回線によって受信された最大送出電力。

OPT-MIN

光回路から送信された最小送出電力。

OPT-AVG

光回線から送信された平均送出電力。

OPT-MAX

光回線から送信された最大送出電力。
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LBC-MIN*

光回路の最小レーザー バイアス電流。

LBCL-MIN
LBC-AVG*

光回線の平均レーザー バイアス電流。

LBCL-AVG
LBC-MAX*

光回線の最大レーザー バイアス電流。

LBCL-MAX
DGD-MIN**

光回路の最小微分群遅延。

DGD-AVG**

光回線の平均微分群遅延。

DGD-MAX**

光回線の最大微分群遅延。

SOPMD-MIN**

光回路の最小 2 次偏光モード分散。

SOPMD-AVG**

光回路の平均 2 次偏光モード分散。

SOPMD_MAX**

光回線の最大 2 次偏光モード分散。

OSNR-MIN**

光回線の最小 Optical Signal to Noise Ratio。

OSNR-AVG**

光回線の平均 Optical Signal to Noise Ratio。

OSNR-MAX**

光回線の最大 Optical Signal to Noise Ratio。

PDL-MIN**

光回線の最小偏波依存損失。

PDL-AVG**

光回線の平均偏波依存損失。

PDL-MAX**

光回線の最大偏波依存損失。

PCR-MIN**

光回路の最小偏波変化率。

PCR-AVG**

光回線の平均偏波変化率。

PCR-MAX**

光回線の最大偏波変化率。

PMD-AVG*、**

光回線の平均偏波モード分散。

PMD-MIN*、**

光回線の最小偏波モード分散。

PN-MIN**

光回線の最小位相ノイズ。

PN-AVG**

光回線の平均位相ノイズ。

PN-MAX**

光回線の最大位相ノイズ。

PREFEC-BER*

光回線の事前前方誤り訂正ビット エラー レート。
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（注）

CD-MIN**

光回線の最小波長分散。

CD-AVG**

光回線の平均波長分散。

CD-MAX**

光回線の最大波長分散。

PMD-MIN および PMD-AVG は、SVO デバイスには適用されません。

参考：OTN-FEC インターフェイス用のパフォーマンス カウンタ
次の表に、光ポリシー タイプが OTN-FEC インターフェイスをモニタするために使用するパ
フォーマンス カウンタを示します。
アスタリスク（*）でマークされたパフォーマンス カウンタは、すべてのシスコ オプティカル
ネットワーキング サービス（ONS）デバイスと Cisco Network Convergence System（NCS）2000
シリーズ デバイスに適用されます。
OTN-FEC インターフェイ 説明
ス パフォーマンス カウン
タ
BIT-EC*

修正されたビット エラーの数。

BIEC
UNC-WORDS*

修正不可能な単語の数。

UCW

参考：OTN-ODU インターフェイスのパフォーマンス カウンタ
次の表に、OTN-ODU インターフェイスをモニタするために、オプティカル ポリシー タイプ
によって使用されるパフォーマンス カウンタを示します。
OTN-ODU インターフェイスのパ 説明
フォーマンス カウンタ
BBE-PM

パス モニタリングでのバックグランド ブロック エラーの
数。

BBER-PM

パス モニタリングでのバックグランド ブロック エラーの
割合。

ES-PM

パス モニタリングでのエラー秒数。

ESR-PM

パス モニタリングでのエラー秒数の割合。
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SES-PM

パス モニタリングでの重大エラーの秒数。

SESR-PM

パス モニタリングでの重大エラーの秒数の割合。

UAS-PM

パス モニタリングで利用不可であった秒数。

FC-PM

パス モニタリングでの障害カウント（AIS/RFI が検出され
た）の数。

gfpStatsRxFrames

受信した Generic Framing Procedure（GFP）フレームの数。

gfpStatsTxFrames

送信された GFP フレームの数。

gfpStatsRxOctets

受信した GFP のバイト数。

gfpStatsTxOctets

送信された GFP のバイト数。

gfpStatsRxCRCErrors

ペイロード フレーム チェック シーケンス（FCS）エラー
で受信したパケットの数。

gfpStatsRxMBitErrors

複数ビット エラーの数。GFP コア ヘッダーの
GFP-transparent（GFP-T）レシーバでは、これらは修正で
きません。

gfpStatsRxSBitErrors

単一ビット エラーの数。GFP コア ヘッダーの GFP-T レ
シーバでは、これらは修正できません。

gfpStatsRxTypeInvalid

無効なGFPタイプで受信されたパケットの数。これには、
予期しないユーザ ペイロード識別子（UPI）タイプとコア
ヘッダー エラー チェック（CHEC）のエラーが含まれま
す。

gfpStatsRxCIDInvalid

無効 CID で受信されたパケットの数。

gfpStatsRoundTripLatencyUSec

エンドツーエンドのファイバ チャネル トランスポートの
ラウンド トリップの遅延（ミリ秒単位）。

gfpStatsTxDistanceExtBuffers

GFP-T トランスミッタ用に送信されたバッファクレジッ
トの数（距離延長が有効な場合にのみ有効）。

gfpStatsRxSblkCRCErrors

スーパーブロックの巡回冗長検査（CRC）エラーの数。

gfpStatsCSFRaised

GFP-T レシーバで検出された GFP クライアント シグナル
障害（CSF）フレームの数。

gfpStatsLFDRaised

検出された GFP フレーム損失表示（LFD）の数。

gfpRxCmfFrame

受信されたクライアント管理フレーム（CMF）の数。

gfpTxCmfFrame

送信されたクライアント管理フレーム（CMF）の数。
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gfpStatsCHecRxMBitErrors

コア ヘッダー エラー制御（cHEC）CRC 複数ビット エラー
の数。

gfpStatsTHecRxMBitErrors

タイプ ヘッダー エラー制御（tHEC）CRC 複数ビット エ
ラーの数。

参考：OTN-OTU インターフェイスのパフォーマンス カウンタ
次の表は、OTN-OTU インターフェイスをモニタするために、光ポリシー タイプによって使用
されるパフォーマンス カウンタを示しています。
OTN-OTU インター
説明
フェイスパフォーマン
ス カウンタ
BBE-SM

セクション モニタリングのバックグラウンドブロックエラーの数。

BBER-SM

モニタリング セクションのバックグラウンドブロックエラーの比率。

ES-SM

セクション モニタリングのエラーの秒数。

ESR-SM

セクション モニタリングのエラーの秒の比率。

SES-SM

セクション モニタリングの重大なエラーの秒数。

SESR-SM

セクション モニタリングの重大なエラーの秒の比率。

UAS-SM

セクション モニタリングを使用できない秒数。

FC-SM

セクション モニタリングの障害カウント（AIS/RFI が検出された）の
数。

参考：イーサネット インターフェイス用のパフォーマンス カウンタ
次の表に、光ポリシー タイプがイーサネット インターフェイスをモニタするために使用する
パフォーマンス カウンタを示します。
イーサネット インター
説明
フェイス パフォーマンス
カウンタ
ifInOctets

インターフェイス上で受信されたオクテットの総数（フレーミン
グ オクテットを含む）。

ifInErrors

エラーが原因で破棄された受信パケットの総数。

ifOutOctets

送信されたオクテットの総数（フレーミング パケットを含む）。
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ifInUcastPkts

最後にカウンタがリセットされてから受信されたユニキャスト パ
ケットの総数。

ifOutUcastPkts

上位プロトコルから送信が要求され、宛先がこのサブレイヤのマ
ルチキャストまたはブロードキャスト アドレスでなかったパケッ
トの総数（廃棄されたまたは送信されなかったパケットを含む）。

ifInMulticastPkts

最後にカウンタがリセットされてから受信されたマルチキャスト
パケットの総数。

ifOutMulticastPkts

エラーなしで送信されたマルチキャスト フレームの総数。

ifInBroadcastPkts

最後にカウンタがリセットされてから受信されたブロードキャス
ト パケットの総数。

ifOutBroadcastPkts

上位プロトコルから要求され、宛先がこのサブレイヤのブロード
キャストアドレスだったパケットの総数（送信されなかったパケッ
トを含む）。

txTotalPkts

送信パケットの総数。

rxTotalPkts

受信パケットの総数。

etherStatsOctets

ネットワーク上で受信されたデータ（不良パケット内のデータを
含む）のオクテットの総数（フレーミング ビットを除くが、FCS
オクテットは含む）。

etherStatsOversizePkts

1518 オクテットより長い（フレーミング ビットは除くが、FCS オ
クテットは含む）が、それ以外は適切な形式の受信パケットの総
数。タグ付けされたインターフェイスの場合は、この数が 1522 バ
イトになることに注意してください。

dot3StatsFCSErrors

長さが整数のオクテットであるものの、FCS チェックに合格しな
い、特定のインターフェイスで受信したフレームの数。

dot3StatsFrameTooLongs

特定のインターフェイスで受信され、最大許可フレーム サイズを
超えたフレームのカウント。

etherStatsJabbers

1518 オクテットより長く（フレーミング ビットは除くが、FCS オ
クテットは含む）、整数のオクテットを伴う不良 FCS（FCS エ
ラー）または整数でないオクテットを伴う不良 FCS（アライメン
ト エラー）のどちらかを含む受信パケットの総数。

etherStatsPkts64Octets

長さが 64 オクテット（フレーミング ビットは除くが、FCS オク
テットは含む）の受信パケットの総数（不良パケットを含む）。

etherStatsPkts65to127
Octets

長さが 65 ～ 127 オクテット（65 および 127 を含む、フレーミング
ビットは除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケットの総数
（不良パケットを含む）。
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etherStatsPkts128to255
Octets

長さが 128 ～ 255 オクテット（128 および 255 を含む、フレーミン
グ ビットは除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケットの総
数（不良パケットを含む）。

etherStatsPkts256to511
Octets

長さが 256 ～ 511 オクテット（256 および 511 を含む、フレーミン
グ ビットは除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケットの総
数（不良パケットを含む）。

etherStatsPkts512to1023Octets 長さが 512 ～ 1023 オクテット（512 および 1023 を含む、フレーミ
ング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケットの
総数（不良パケットを含む）。
etherStatsPkts1024to1518Octets 長さが 1024 ～ 1518 オクテット（1024 および 1518 を含む、フレー
ミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケット
の総数（不良パケットを含む）。
etherStatsMulticastPkts

マルチキャスト アドレス宛ての正常な受信パケットの総数。

etherStatsBroadcastPkts

ブロードキャスト アドレス宛ての正常な受信パケットの総数。

etherStatsUndersizePkts

長さが 64 オクテット未満（フレーミング ビットは除くが、FCS オ
クテットは含む）で、それ以外は適切な形式の受信パケットの総
数。

参考：SONET インターフェイス用のパフォーマンス カウンタ
次の表に、光ポリシー タイプが SONETインターフェイスをモニタするために使用するパフォー
マンス カウンタを示します。
アスタリスク（*）でマークされたパフォーマンス カウンタは、すべてのシスコ オプティカル
ネットワーキング サービス（ONS）デバイスと Cisco Network Convergence System（NCS）2000
シリーズ デバイスに適用されます。
SONET インターフェイス パ
フォーマンス カウンタ

説明

使用可能先

エラー秒数（ES）*

近端デバイスと遠端デバイス 回線*
のエラー秒数。
パス
VT パス
セクション*（近端デバイスに
のみ適用）

重大エラー秒数（SES）*

近端デバイスと遠端デバイス 回線*
の重大エラー秒数。
パス
VT パス
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SONET インターフェイス パ
フォーマンス カウンタ

説明

使用可能先
セクション*（近端デバイスに
のみ適用）

重大エラーフレーム秒数
（SEFS）*

近端デバイスの重大エラーフ セクション*（近端デバイスに
レーム秒数。
のみ適用）

コーディング違反（CV）*

近端デバイスと遠端デバイス 回線*
のコーディング違反の数。
パス
。
VT パス
セクション*（近端デバイスに
のみ適用）

使用不可秒数（UAS）*

近端デバイスと遠端デバイス 回線*
の使用不可秒数。
パス
VT パス

参考：SDH インターフェイスのパフォーマンス カウンタ
次の表に、SDH インターフェイスをモニタするために、オプティカル ポリシー タイプによっ
て使用されるパフォーマンス カウンタを示します。
SDH インター
説明
フェイスのパ
フォーマンス カ
ウンタ
MS-ES

近端と遠端のデバイスの多重化セクションごとのエラー秒数。

MS-ESR

近端と遠端のデバイスの多重化セクションごとのエラー秒数の割合。

MS-SES

近端と遠端のデバイスの多重化セクションごとの重大エラーの秒数。

MS-SESR

近端と遠端のデバイスの多重化セクションごとの重大エラーの秒数の割合。

MS-BBE

近端と遠端のデバイスの多重化セクションごとのバックグランド ブロック
エラーの数。

MS-BBER

近端と遠端のデバイスの多重化セクションごとのバックグランド ブロック
エラーの割合。

MS-UAS

近端と遠端のデバイスの多重化セクションごとの利用不可であった秒数。

MS-EB

近端と遠端のデバイスの多重化セクションごとのエラー ブロック数。
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MS-FC

近端と遠端のデバイスの多重化セクションごとの障害カウント数。

MS-PSC

多重化セクションごとの保護スイッチング カウント。PSC は、サービスが
現用カードから保護カードに切り替わり、戻った回数です。

MS-PSC-R

多重化セクションごとの保護スイッチング カウント リング。このカウント
は、リング スイッチングが使用されている場合のみ、増加します。

MS-PSC-S

多重化セクションごとの保護スイッチング カウント スパン。このカウント
は、スパン スイッチングが使用されている場合のみ、増加します。

MS-PSC-W

多重化セクションごとの保護スイッチング カウント処理。これは、トラ
フィックが、障害が発生した回線の処理キャパシティから切り替わり、障
害が解決された後にその処理キャパシティに戻った回数のカウントです。
PSC-W は、運用回線が失敗した時点で増加します。

MS-PSD

保護スイッチング時間は、サービスが別の回線で実行される時間の長さ（秒
数）に適用されます。

MS-PSD-R

保護スイッチング時間リングは、サービスを実行するために保護回線を使
用した秒数のカウントです。このカウントは、リング スイッチングが使用
されている場合のみ、増加します。

MS-PSD-S

保護スイッチング時間スパンは、サービスを実行するために保護回線を使
用した秒数のカウントです。このカウントは、スパン スイッチングが使用
されている場合のみ、増加します。

MS-PSD-W

多重化セクションごとの保護スイッチング時間処理。

RS-ES

リジェネレータ セクションごとのエラー秒数。

RS-ESR

リジェネレータ セクションごとのエラー秒数の割合。

RS-SES

リジェネレータ セクションごとの重大エラーの秒数。

RS-SESR

リジェネレータ セクションごとの重大エラーの秒数の割合。

RS-BBE

リジェネレータ セクションごとのバックグランド ブロック エラーの数。

RS-BBER

リジェネレータ セクションごとのバックグランド ブロック エラーの割合。

RS-UAS

リジェネレータ セクションごとの利用不可であった秒数。

RS-EB

リジェネレータ セクションごとのエラー ブロックの数。

RS-OFS

リジェネレータ セクションごとの枠外の秒数。
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参考：DS1/DS3 のパフォーマンスカウンタ
DS1 のパフォーマンスカウンタ
DS1 のパフォーマンスカウンタ

説明

使用不可秒数（UAS）

近端デバイスと遠端デバイスの使用不可秒数。

コード違反（CV）

近端デバイスと遠端デバイスのコード違反の
数。

制御スリップ秒数（CSS）

近端デバイスと遠端デバイスの制御されたス
リップの秒数。

エラー秒数（ES）

近端デバイスと遠端デバイスのエラー秒数。

重大エラー秒数（SES）

近端デバイスと遠端デバイスの重大エラー秒
数。

重大エラーフレーム秒数（SEFS）

近端デバイスと遠端デバイスの重大エラーフ
レーム秒数。

バーストエラー秒数（BES）

近端デバイスと遠端デバイスのバーストエラー
秒数。

低下分数（DM）

近端デバイスと遠端デバイスの低下分数。

DS3 のパフォーマンスカウンタ
DS3 のパフォーマンスカウンタ

説明

エラー秒数（ES）

近端デバイスと遠端デバイスのエラー秒数。

重大エラー秒数（SES）

近端デバイスの重大エラー秒数。

コード違反（CV）

近端デバイスと遠端デバイスのコード違反の
数。

P ビットコード違反（CVP）

近端デバイスの P ビットコード違反の数。

P ビットエラー秒数（ESP）

遠端デバイスの P ビットエラー秒数。

重大エラー秒数 P ビット（SESP）

近端デバイスと遠端デバイスの P ビット重大
エラー秒数。

重大エラーフレーム秒数（SEFS）

近端デバイスの重大エラーフレーム秒数。

使用不可秒数（UAS）

近端デバイスと遠端デバイスの使用不可秒数。

C ビットコーディング違反（CVC）

近端デバイスと遠端デバイスの C ビットコー
ディング違反の数。

C ビットエラー秒数（ESC）

近端デバイスと遠端デバイスのCビットエラー
秒数。
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DS3 のパフォーマンスカウンタ

説明

重大エラー秒数 CP ビット（SESCP）

近端デバイスと遠端デバイスの CP ビット重大
エラー秒数。
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Cisco EPN ManagerSDK
Cisco EPN Manager SDK は、Cisco EPN Manager の機能を拡張したり、データにアクセスした
り、アプリケーションから自動化操作を呼び出したりできるテクノロジーの集合です。Cisco
EPN Manager SDK には、RESTful API と Open Automation が含まれています。RESTful API で
「wget および cURL ユーティリティを使用した bash」、「Python」、「Ruby」、Java などのス
クリプト言語を使用できます。
Cisco EPN Manager SDK テクノロジーを使用して、次のことが可能です。
• プログラムによる Cisco EPN Manager へのアクセス：Cisco EPN Manager RESTful API を使
用してワークフローを呼び出し、レポートを取得できます。
• Cisco EPN Manager のカスタマイズ：カスタムワークフロータスクを作成し、スクリプト
モジュールに独自の jar ファイルおよびスクリプトライブラリを展開して、Cisco EPN
Manager をカスタマイズできます。スクリプト バンドルからカスタム タスクを使用しま
す。
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Cisco EPN Manager API
Cisco EPN Managerは、あらゆる標準規格の OSS システム ノース バウンドとの統合を可能にす
る、使いやすく包括的な API を提供します。これらの API では、最も一般的に使用される 3 つ
の標準規格である MTOSI、RESTConf、および RESTful API を使用してコア機能を拡張します。
自動化向けの迅速な開発設計を実現するためには、開発者が一貫性を持って API を開発し、わ
かりやすく使いやすい設計ガイドラインを示せるようにすることが重要です。一貫性を保つこ
とで、チームは一般的なコード、パターン、ドキュメント、および設計上の決定事項を活用で
きます。Cisco EPN Manager では、シンプルで広範な例を使用してアプリケーション内で RESTful
API を簡単に利用可能にできます。次の図は、Cisco EPN Manager において *すべて* の API 全
体で確認される一般的な動作を示した例です。
図 16 : EPNM RESTful API の一般的な動作

この章は、Cisco EPN Manager 開発キット（SDK）および関連技術の使用に関心がある、以下
の技術担当者を対象としています。次のようなユーザが対象です。
• Cisco EPN Manager を使用してリソースを自動化する機能を拡張したいと考えているシス
テム管理者および REST API 開発者。
• Cisco EPN Manager SDK または API テクノロジーを比較し、どちらがアプリケーションに
最適であるかを判断したいその他のユーザ。
Cisco EPN Managerは、MTOSI、REST、および RESTConf の 3 つのノースバウンド API イン
ターフェイス タイプを提供します。この 3 つの API によって提供される機能はかなり類似し
ていますが、すべての API が同じ機能を提供するわけではありません。
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MTOSI API は、動作の点で最も異なる API です。光イーサネットおよびキャリア イーサネッ
ト機能の基本的なプロビジョニングが可能な SOAP over HTTPS インターフェイスを提供しま
す。DWDM や OTN などの光サービスをプロビジョニングする必要がある場合に、RESTConf
API を使用できないときは、MTOSI インターフェイスを使用します。
REST API は、コンフィギュレーション ファイル、グループ管理、およびデバイス インポート
機能を処理するその他の機能に加えて、システム情報、ほとんどの統計情報、およびアシュア
ランス情報を提供します。
RESTConf API は、上記の REST API と同様に RESTful インターフェイスに準拠しています。
コア ルーティングとスイッチングだけでなく、キャリア イーサネット、L2/L3 VPN、回線エ
ミュレーション、OTN および DWDM テクノロジーに関するすべてのプロビジョニングを提供
します。
詳細については、cisco.com で入手できる個々の Cisco EPNM 統合ガイドを参照してください。

Cisco EPN Manager RESTful API の用途
Cisco EPN ManagerRESTful API は、HTTP 要求を作成可能なプログラムまたはスクリプトで使
用できる、言語に依存しないインターフェイスです。別のプログラムまたはプロセスから Cisco
EPN Manager 上の操作を呼び出す場合は、REST API を使用してください。
アプリケーションは、RESTful API を使用して以下を実行できます。
• Cisco EPN Manager ドメイン内の物理デバイスと仮想デバイス、ネットワーク、アプライ
アンス、グループとユーザ、ポリシー、およびその他のモニタ対象エンティティに関する
Cisco EPN Manager レポートを取得する。
• Cisco EPN Manager 独自の追加操作の呼び出し。

Cisco EPN Manager RESTful API の使用方法
RESTful API クライアントは標準の HTTP 要求および応答を使用して Cisco EPN Manager とや
り取りするため、RESTful API 応答はあらゆる Web ブラウザと互換性があります。多くのプロ
グラミング言語には、HTTP 要求の作成と送信、および HTTP 応答の処理に専用のライブラリ
があります。
REST API コールの大部分は、要求または応答内のデータをそれぞれ送信および返信します。
これらのデータ ペイロードは、RESTful API コールに応じて 2 つの方法のいずれかでフォー
マット化されます。JavaScript Object Notation（JSON）ペイロードを使用する RESTful API コー
ルもあれば、XML ペイロードを使用するものもあります。通常の場合、複雑と見なされるア
プリケーションには両方を使用する必要があります。
JSON ベースの RESTful API コールは、JSON ペイロードを使用した単純な HTTP 要求および応
答です。JSON は、判読可能なデータ交換のために設計された軽量テキスト ベースのオープン
スタンダードです。JSONは、単純なデータ構造と連想配列を表します。アプリケーションは、
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特殊な RESTful API ライブラリを使用することなく JSON ベースの API を直接呼び出し、アプ
リケーションに固有の方法を使用して JSON データを解析します。
Cisco EPN Manager API へのすべての要求でユーザ認証が必要です。認証の詳細については、
「Authentication and Authorization」を参照してください。
RESTful API の認証は、Cisco EPN Manager の登録済みユーザのみが API 要求を作成できること
を要求することによって実行されます。Cisco EPN Manager の場合、API へのアクセスは、NBI
読み取り、NBI 書き込み、NBI クレデンシャル（廃止）などの 3 つのユーザグループによって
制御されます。これらの各グループは、異なる API セットへのアクセスを制御します。必要に
応じて、複数のグループにユーザを割り当てることができます。API リソースのドキュメント
ページで、アクセスに必要なユーザ グループを確認できます。Cisco EPN Manager で作成およ
び登録したユーザには、一意の RESTful API アクセス キーが割り当てられます。
RESTConf トポロジ リンク取得リソースを入手するには、RESTful トポロジ リンク リソースを
使用してこれらの値を取得し、必要な関連付けを実行します。
Cisco EPN Manager RESTful API のドキュメントにアクセスするには、次の操作を行います。
• Cisco EPN Manager を起動して右上隅にある
が開きます。

をクリックすると、ウィンドウ設定メニュー

• [ヘルプ（Help）] > [APIヘルプ（API Help）] > [REST API] を選択し、システム要件、開
発環境のセットアップ方法、ライブラリのインストール方法、RESTful API の使用方法、
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すべての Cisco EPN Manager REST API 関数のリスト、REST API リソース、さまざまな使
用例、クエリなどを確認します。

RESTConf API：概要
Cisco EPN Manager での実装は、RESTConf/Yang 仕様情報モデルおよび運用 API プロトコルに
準拠しています。必要に応じて情報モデルおよび運用 API は標準的な方法で拡張され、
RESTConf/Yang インターフェイスに対するシスコのベンダー拡張をサポートします。これらの
拡張は、情報モデル拡張の一連の xml および yang スキーマ定義として追加されます。
RESTCONF：構造化データ（XML または JSON）および YANG を使用して REST ライクな API
を提供します。これによりさまざまなネットワーク デバイスにプログラムを使用してアクセス
できます。RESTCONF API は HTTPs メソッドを使用します。
YANG：モデル構成および操作機能に使用されるデータ モデリング言語。YANG は、NETCONF
および RESTCONF API によって実行できる関数の有効範囲と種類を決定します。
RESTConf API の基本的な構造を次に示します。
• HTTP ヘッダー：HTTP ヘッダーは、HTTP 要求内で送信または要求されるコンテンツの説
明に使用されます。HTTP ヘッダーには以下が含まれます。
• Content-Type：サーバ側で、着信要求にエンティティがアタッチされている場合があ
ります。タイプを特定するために、サーバは HTTP 要求ヘッダーの Content-Type を使
用します。
• Accept：同様に、クライアント側で必要な表現のタイプを特定するために、HTTP ヘッ
ダーの ACCEPT が使用されます。通常、要求に Accept ヘッダーが存在しない場合、
サーバは事前設定されたデフォルトの表現タイプを送信できます。
• HTTP メソッド：API の呼び出しには次のメソッドが使用されます。
• Get：GET メソッドは、リソースのデータとメタデータを取得するためにクライアン
トによって送信されます。
• Post：新しいエンティティの作成に使用されますが、エンティティの更新にも使用で
きます。POST メソッドは、データ リソースを作成したり、操作リソースを呼び出し
たりするためにクライアントによって送信されます。
• Put：PUT 要求はべき等です。PUT メソッドは、ターゲット データ リソースを作成ま
たは置換するためにクライアントによって送信されます。
• Delete：リソースの削除を要求します。DELETE メソッドは、ターゲット リソースを
削除するために使用されます。
• メッセージ：RESTCONF プロトコルは HTTP メッセージを使用します。1 つの HTTP メッ
セージは、1 つのプロトコル メソッドに対応します。
• メディア タイプ：XML と JSON。
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• クエリ パラメータ：
• 目次
• 奥行
• フィールド（Fields）
• フィルタ（Filter）
• Insert
• Point
• Start-time
• Stop-time
• With-defaults
標準的な使用方法：Get メソッド
「GET All RESTConf API コール」は、既存のエンドポイント スキーマ セクションを返しま
す。
GET /restconf/data/ietf-yang-library:modules-state
すべての RESTConf API エンドポイントを取得します。
スキーマ URL は、多くの列挙変数とモジュールの構造コンポーネントに関する詳細を提供し
ます。
スキーマ取得の例：
GET /restconf/schema/v1/cisco-resource-optical
モジュールの YANG スキーマをプレーン テキストとして返します。
多くの場合、RESTConf API コールでは複数の URL パラメータを使用できます。これらは、す
べてのコールで実装されるわけではありません。
• .maxCount
• .startIndex
• .depth
GET /restconf/data/v1/module:resource
The general format for a RESTConf GET call.
表 71 : クエリ パラメータ

クエリー パラメータ

説明

.depth（整数）

取得する詳細レベルの数。

.maxCount（整数）

取得される行数の制限。
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クエリー パラメータ

説明

.startIndex（整数）

取得する最初の行。

GET /restconf/data/v1/module:resource HTTP/1.1

RESTful API ユーティリティ
• 完全に識別可能な名前：このインターフェイスのインベントリ オブジェクトには、FDN
（完全識別名）を表す属性があります。これらの属性はオブジェクトの識別子として使用
されたり、オブジェクトへの参照が必要な場合にクエリ パラメータや返されるデータ内の
オブジェクト参照として使用されたりします。この FDN は、「!」で区切った
<type>=<value> ペアのシーケンスを含むタイプ/値ペアのセットで構成されるフォーマット
済みの文字列です。
• <type> は、データ モデルで定義された、階層内のインベントリ オブジェクトを表す
一定値です（例：MD、ND、EQ、PTP、FTP、CTP、TL、VC、CFS など）。
• <value> は、インベントリ オブジェクトの属性/値ペアを表す任意のテキストまたは
「;」で区切られた <attrName>=<attrValue> ペアのシーケンスで、タイプで表されるオ
ブジェクトのローカル範囲内の一意の値を構成します。
詳細については、『Cisco EPNM RESTConf ガイド』を参照してください。

RESTConf API 機能エリア
• アラーム：アラーム モジュールは、アラームとイベントを取得して確認するメカニズムを
提供します。推奨されるアラーム管理方法は、通知 API を介してリッスンすることです。
サービスは異なるタイプまたは重要度のイベントを収集し、この API 経由で処理できま
す。
• パフォーマンス テスト：サービス パフォーマンス テストは、サービス プロビジョニング
の一環としても、スタンドアロンでも実行できます。Restconf NBI は、スタンドアロンの
パフォーマンス テストの実行をサポートしています。
• Quality of Service（QoS）：QoS は、ネットワーク トラフィックの差別化サービスを配信
できるようにする一連の機能です。Cisco EPN Manager を使用して、キャリア イーサネッ
ト インターフェイスで QoS を設定できます。
• OAM：EPNM RESTConf API の OAM テストは、2 つの一般的なカテゴリに分類されます
（サービス OAM 設定とネットワーク リソース OAM 設定）。Y.1731、Y.1564、および
BERT テストでは、service-oam-config エンドポイントが使用されます。OTDR の場合は、
network-resource-oam-config エンドポイントが使用されます。EPNM RESTConf OAM コー
ルは、テストを開始するための POST コマンドを提供します。この要求によって、テスト
ID とテスト要求 ID が生成されます。通常は、このテスト ID を後続のコールで使用して
結果を取得します。ほとんどのテスト タイプには個々の URL があります。
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• サービス プロファイル：サービス プロファイルには、各回線/VC タイプのプロビジョニ
ングに使用できる事前定義済みのプロビジョニング要求（注文データ）が含まれていま
す。NBI プロビジョニング要求では、サービス プロファイル リファレンスを使用して、
プロビジョニングで使用するプロビジョニング要求データを取得できます。要求でプロビ
ジョニング データがサービス プロファイル リファレンスとともに提供されているにもか
かわらず、ユーザがデータを提供した場合、要求が送信されてプロビジョニングが実行さ
れる前に、サービス プロファイルに格納されているデータがユーザ提供データとマージさ
れて、プロファイル データがオーバーライドされます。サービス プロファイルは、EPNM
サービス プロファイル ウィザード GUI を使用して作成できます。
• 顧客向けサービス（CFS）：CFS は回線/VC の顧客向けデータを表します。CFS は検出さ
れた RFS から派生し、ネットワーク内の回線/VC のエンドポイントを表します。CFS 検出
時に、検出された RFS オブジェクトに対して CFS オブジェクトが作成されます。
• リソース向けサービス（RFS）：RFS は異なるデバイス上のリソース間の関係を表しま
す。RFS 検出時に、デバイス レベルのオブジェクトとネットワーク レベルのオブジェク
トが作成されます。デバイス レベルの RFS オブジェクトは、デバイス レベル設定の回
線/VC 設定部分を表します。ネットワーク レベルの RFS オブジェクトは、デバイスまた
はその他のネットワーク レベルのオブジェクトを集約して、ネットワーク レベルのエン
ティティを表します。

認証および承認
Cisco EPN Manager APIのすべての要求でユーザ認証が必要です。要求で認証の詳細が指定され
ていない場合、要求はログイン ページにリダイレクトされます。認証の詳細は、要求の HTTP
ヘッダーを介して渡される場合があります。詳細については、Cisco EPN Manager API ドキュ
メントの「Authentication, Authorization, and Security」のトピック（[ホーム（Home）] > [認証、
認可、セキュリティ（Authentication, Authorization, and Security）]）を参照してください。
Cisco EPN Manager の場合、API へのアクセスは、NBI 読み取り、NBI 書き込み、NBI クレデン
シャル（廃止）などのユーザグループによって制御されます。これらの各グループは、異なる
API セットへのアクセスを制御します。必要に応じて、複数のグループにユーザを割り当てる
ことができます。API リソースのドキュメント ページで、アクセスに必要なユーザ グループ
を確認できます。

（注）

実稼働環境では、JSESSIONID を使用することをお勧めします。

Cisco EPN Manager REST API スタートアップ ガイド
Cisco EPN Manager REST API を使用すると、アプリケーションはプログラムによって Cisco EPN
Manager とやり取りできます。これらの要求を通じて、Cisco EPN Manager のリソースへのア
クセス権が付与されます。API コールを使用して、Cisco EPN Manager ワークフロー、アラー
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ムとイベントのモニタリング、デバイスインベントリの収集、ネットワーククライアントと使
用状況のモニタリング、デバイスの設定、デバイスインベントリなどを実行できます。詳細に
ついては、Cisco Evolved Programmable Network Manager API ドキュメントの「Getting Started」
トピック（Home > Getting Started）を参照してください。

REST API の基本および機能エリア
Cisco EPN Managerの REST 実装では、複数のコールとフィルタを使用します。たとえば統計情
報を取得する場合、最初のコールは後続のコールの URL を提供します。これらの URL は、よ
り詳細な情報を取得するために使用できます。一般に、詳細情報が追加されるにつれて、コー
ルごとに URL パラメータが複雑になります。
REST API の基本
• HTTPS ヘッダー：次の HTTP ヘッダーを使用して、データがクライアントに返される方
法を制御します。
• 承認（Accept）
• Accept-Language
• Content-Type
• Accept-Encoding
• Content-Encoding
• クエリ パラメータ：
API は、ほぼすべての要求のクエリー パラメータをサポートしています。次の表で、一般的な
REST クエリ パラメータについて説明します。
表 72 : 一般的な REST クエリ パラメータ

クエリー パラメータ

適用性

意味

.json

/api/*

指定されている場合は、応答
を json 形式で返す必要があり
ます。

.xml

/api/*

指定されている場合は、応答
を xml 形式で返す必要があり
ます。これは、.json パラメー
タが存在しない場合のデフォ
ルトです。

_docs

/api/*

ドキュメント ページを表示し
ます。

Cisco Evolved Programmable Network Manager 4.0.0 ユーザおよび管理者ガイド
1243

Cisco Evolved Programmable Network Manager RESTful API
Cisco Evolved Programmable Network Manager RESTful API

クエリー パラメータ

適用性

意味

.full

/api/v1/data/T

「true」の場合、エンティティ
の ID だけではなくオブジェク
ト全体が返されます。

.group

api/v1/data/T

文字列値で指定されたグルー
プの内容と、適用された演算
子の結果に基づいて応答を
フィルタ処理します。

.transform

GET/POST

XML または JSON にレンダリ
ングする直前に適用される変
換の論理名を指定します。

.maxresults

GET Paged

返されたインスタンス ツリー
のヘッドに関する結果の最大
数。

.firstResult

GET Paged

インスタンス ツリーのヘッド
に関する最初の結果。

.strict

/api/v1/data/T

「true」の場合は、クエリで使
用されるプロパティ名が検証
され、必要に応じてエラーが
スローされます（デフォルト
の strict=false の場合、無効な
プロパティ名が無視されて簡
単なログ メッセージが表示さ
れます）。

.case_sensitve

/api/v1/data/T

「true」の場合は、フィルタ ク
エリで使用される文字列値の
大文字と小文字が区別されま
す(デフォルトの
.case_sensitive=false の場合は、
大文字と小文字を区別せずに
比較を行います）。

.nocount

/api/v1/data/T

「true」の場合、「count」、
「first」、および「last」属性
は応答に含まれません。これ
らの属性の値を取得するには
余分に時間がかかるため、
「true」に設定しておくとパ
フォーマンスが向上します。
デフォルトは「false」です。
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クエリー パラメータ

適用性

意味

_ctx.domain

GET

アクティブなドメインとして
クエリ パラメータ値で指定さ
れたドメインを設定します。
デフォルトは「sticky」で、1
度設定するとアクティブドメ
インが設定されたままになり
ます。「stickiness」は RESTful
ではないため、設定でオフに
することができます。

REST API 機能エリア
• 統計：統計サービスは、システムに関する概要、事前定義された統計情報を提供します。
統計のリソースの一部を以下に示します。
• GET All Border Routers
• GET All IMEs
• GET All RCs
• GET All TCAs
• GET All WANInterfaces
• レポート サービス：レポート サービスは、レポートを検出および実行する操作を行える
ようにします。API を介してアクセスする前に、レポートをシステムで定義する必要があ
ります。次の API がサポートされています。
• GET Get Available Report Templates
• （廃止）GET Get a Report
• GET Get a ZIP Report
• GET Run a ZIP Report
• CLI テンプレート コンフィギュレーション：CLI テンプレート コンフィギュレーション
サービスを使用すると、CLI コンフィギュレーション テンプレートを 1 台以上のターゲッ
ト デバイスに適用できます。また、システム内の CLI テンプレートをアップロード、削
除、取得することもできます。次の API がサポートされています。
• GET CLI Configuration Templates
• DELETE Delete Configuration Template
• DELETE Delete Configuration Template Folder
• GET Download Configuration Template
• GET List Configuration Template Folders
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• GET List Configuration Templates
• GET List Device Types
• POST Create Configuration Template Folder
• POST Upload Configuration Template
• PUT Deploy Configuration Template
• PUT Deploy Configuration Template Through Job
• PUT Modify Configuration Template Content

統計情報
EPNM から簡単な段階的プロセスで統計データを取得できます。これは、複数の REST 統計エ
ンドポイント間でかなり一貫性のある一般的な使用パターンです。一般に、概略的な最初の
コールでは、使用可能なメトリックのリストが返されます。そのコールから特定のメトリック
に関する詳細な統計の 2 番目のリストが返され、そこから実際のデータ系列が返されます。
統計の例「エンドポイント コールの継承：特定の回線の ESR PM データ」を次に示します。
GET /webacs/api/v1/op/statisticsService/circuits?circuitName=VSO5_TO_HUB2
GET
/webacs/api/v1/op/statisticsService/circuits/metrics?circuitType=ODUUNI&circuitId=161374613
GET
/webacs/api/v1/op/statisticsService/circuits/metrics/ESR_PM?maxResults=24&timeInterval=6&endpointName=ODU20/4/0/0/1&location=FEND&circuitType=ODUUNI&deviceId=124606492_10.201.1.174&circuitId=161374613

（注）

最後の 2 つのコールの URL は、前のコールの本文で提供されました。
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イベントフローコントローラでサポートさ
れているイベントおよびサポートされてい
ないイベント
• サポートされるイベント （1247 ページ）
• サポートされていないイベント （1248 ページ）

サポートされるイベント
次に、バーストおよび連続イベントフローコントローラのモニタ対象となるイベントのリスト
を示します。
表 73 : サポートされるイベント

テクノロジー

イベント

MPLS

MPLS_TE-5-LSP_Down
MPLS_TE-5-LSP_Active_StandBy
MPLS_TE-5-LSP_CLEAR
ROUTING-MPLS_TE-5-LSP_UPDOWN
ROUTING-MPLS_TE-5-S2L_SIGNALLING_STATE

疑似回線

cpwVcUp
cpwVcDown
L2-L2VPN_PW-3-UPDOWN
L2-L2VPN_PW-3-UPDOWN_Clear
XCONNECT-5-PW_STATUS
XCONNECT-5-PW_STATUS_Clear
EVPN-5-VC_STATUS
EVPN-5-VC_STATUS_Clear

LDP

mplsLdpSessionDown
mplsLdpSessionUp
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サポートされていないイベント

テクノロジー

イベント

OSPF

OSPF-5-ADJCHG
OSPF-5-ADJCHG_DOWN
OSPF-5-ADJCHG_UP
OSPFv3-5-ADJCHG
OSPFv3-5-ADJCHG_DOWN
OSPFv3-5-ADJCHG_UP
ROUTING-OSPF-5-ADJCHG
ROUTING-OSPFv3-5-ADJCHG
ROUTING-OSPFv3-5-ADJCHG_DOWN
ROUTING-OSPFv3-5-ADJCHG_UP

BGP

cbgpBackwardTransition
cbgpFsmStateChange
cbgpPrefixThresholdExceeded
cbgpPrefixThresholdClear
bgpBackwardTransition
bgpEstablished
cbgpPeer2BackwardTransition
cbgpPeer2FsmStateChange
cbgpPeer2FsmStateChangeUp
cbgpPeer2FsmStateChangeDown
cbgpPeer2PrefixThresholdClear
cbgpPeer2PrefixThresholdExceeded
BGP-5-ADJCHANGE
BGP-5-ADJCHANGE_DOWN
BGP-5-ADJCHANGE_UP
BGP-3-NOTIFICATION
ROUTING-BGP-5-ADJCHANGE
ROUTING-BGP-5-UPDATE_FILTERED

ISIS

CLNS-5-ADJCHANGE
CLNS-5-ADJCHANGE_UP
CLNS-5-ADJCHANGE_DOWN
ROUTING-ISIS-5-ADJCHANGE
ROUTING-ISIS-5-ADJCHANGE_UP
ROUTING-ISIS-5-ADJCHANGE_DOWN
ROUTING-ISIS-4-ADJCHANGE
ROUTING-ISIS-4-ADJCHANGE_UP
ROUTING-ISIS-4-ADJCHANGE_DOWN
isisAdjacencyChange
isisAdjacencyChangeDown
isisAdjacencyChangeUp
isisAdjacencyChangeInit
isisRejectedAdjacency

サポートされていないイベント
次に、バーストおよび連続イベントフローコントローラでモニタリングされないイベントのリ
ストを示します。
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表 74 : サポートされていないイベント

テクノロジー

イベント

G8032

G8032-STATE_IDLE
G8032-STATE_PENDING
G8032-STATE_PROTECTION
G8032-STATE_FORCED_SWITCH
G8032-STATE_MANUAL_SWITCH
L2-G8032-3-APS_CHANNEL_INACTIVE
L2-G8032-6-APS_CHANNEL_ACTIVE
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テクノロジー

イベント

[CEM]

SONET-4-ALARM_SLOS
SONET-4-ALARM_SLOS_Clear
SONET-4-ALARM_SLOF
SONET-4-ALARM_SLOF_Clear
SONET-4-ALARM_LAIS
SONET-4-ALARM_LAIS_Clear
SONET-4-ALARM_LRDI
SONET-4-ALARM_LRDI_Clear
SONET-4-ALARM_PAIS
SONET-4-ALARM_PAIS_Clear
SONET-4-ALARM_PLOP
SONET-4-ALARM_PLOP_Clear
SONET-4-ALARM_PUNEQ
SONET-4-ALARM_PUNEQ_Clear
SONET-4-ALARM_PPLM
SONET-4-ALARM_PPLM_Clear
SONET-4-ALARM_PRDI
SONET-4-ALARM_PRDI_Clear
SONET-4-ALARM_LOM
SONET-4-ALARM_LOM_Clear
SONET-4-ALARM_B1-TCA
SONET-4-ALARM_B1-TCA_Clear
SONET-4-ALARM_B2-TCA
SONET-4-ALARM_B2-TCA_Clear
SONET-4-ALARM_B3-TCA
SONET-4-ALARM_B3-TCA_Clear
SONET-4-ALARM_APS
SONET-4-ALARM_APS_Clear
SONET-4-UPSR_Working
SONET-4-UPSR_Working_Clear
SONET-4-UPSR_Protect
SONET-4-UPSR_Protect_Clear
CONTROLLER-5-UPDOWN_Clear
CONTROLLER-5-UPDOWN
dsx1LoopbackState
dsx1LoopbackState_CLEAR
dsx1RcvAIS
dsx1RcvAIS_CLEAR
dsx3RcvAIS
dsx3RcvAIS_CLEAR
dsx3LOS
dsx3LOS_CLEAR
dsx3LoopbackState
dsx3LoopbackState_CLEAR
dsx1LossOfSignal
dsx1LossOfSignal_CLEAR
SONET-4-ALARM_VT_TRACE_MISMATCH
SONET-4-ALARM_VT_TRACE_MISMATCH_Clear
SONET-4-ALARM_VT_PATH_LOP
SONET-4-ALARM_VT_PATH_LOP_Clear
SONET-4-ALARM_VT_UNEQUIPPED
SONET-4-ALARM_VT_UNEQUIPPED_Clear
SONET-4-ALARM_VT_PATH_RDI
SONET-4-ALARM_VT_PATH_RDI_Clear
CONTROLLER-5-UPDOWN_VT_PATHAIS
CONTROLLER-5-UPDOWN_VT_PATHAIS_Clear
CONTROLLER-5-UPDOWN_VT_PATHLOP
CONTROLLER-5-UPDOWN_VT_PATHLOP_Clear
CONTROLLER-5-UPDOWN_VT_UNEQUIPPED
CONTROLLER-5-UPDOWN_VT_UNEQUIPPED_Clear
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テクノロジー

イベント
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS1
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS3
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS3_CHANNEL
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_VT
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_CT3
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_T3
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS1_FREERUN
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS1_ACQUIRING
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS1_HOLDOVER
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS3_FREERUN
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS3_ACQUIRING
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS3_ACQUIRED
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS3_HOLDOVER
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS3_CHANNEL_FREERUN
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS3_CHANNEL_ACQUIRING
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS3_CHANNEL_ACQUIRED
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS3_CHANNEL_HOLDOVER
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_VT_FREERUN
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_VT_ACQUIRING
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_VT_ACQUIRED
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_VT_HOLDOVER
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_CT3_FREERUN
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_CT3_ACQUIRING
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_CT3_ACQUIRED
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_CT3_HOLDOVER
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_T3_FREERUN
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_T3_ACQUIRING
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_T3_ACQUIRED
CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_T3_HOLDOVER
SONET-4-UPSR
DSX-ALARM_DS1_LOS
DSX-ALARM_DS1_LINK_DOWN
DSX-ALARM_DS1_AIS
DSX-ALARM_DS1_RAI
DSX-ALARM_DS1_LOF
DSX-ALARM_DS1_RX_LOMF
DSX-ALARM_DS3_RX_RAI
DSX-ALARM_DS3_TX_RAI
DSX-ALARM_DS3_RX_AIS
DSX-ALARM_DS3_TX_AIS
DSX-ALARM_DS3_RX_LOF
DSX-ALARM_DS3_RX_LOS
DSX-ALARM_DS3_RX_IDLE
DSX-ALARM_DS3_OTHER_FAILURE
DSX-ALARM_DS3_LINK_DOWN
DSX-ALARM_DS3_ADMIN_DOWN
DSX-ALARM_DS1_OOF
SDH-ALARM_DS3_TX_AIS
SDH-ALARM_DS3_TX_AIS_Clear
SDH-ALARM_DS3_RX_LOF
SDH-ALARM_DS3_RX_LOF_Clear
SDH-ALARM_DS3_RX_LOS
SDH-ALARM_DS3_RX_LOS_Clear
SDH-ALARM_DS3_OTHER_FAILURE
SDH-ALARM_DS3_OTHER_FAILURE_Clear
SDH-ALARM_DS3_RX_IDLE
SDH-ALARM_DS3_RX_IDLE_Clear
SDH-ALARM_LO_PAIS
SDH-ALARM_LO_PAIS_Clear
SDH-ALARM_LO_PLOP
SDH-ALARM_LO_PLOP_Clear
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テクノロジー

イベント
SDH-ALARM_LO_PTIM
SDH-ALARM_LO_PTIM_Clear
SDH-ALARM_LO_PUNEQ
SDH-ALARM_LO_PUNEQ_Clear
SDH-ALARM_LO_PPLM
SDH-ALARM_LO_PPLM_Clear
SDH-ALARM_LO_PRDI
SDH-ALARM_LO_PRDI_Clear
SDH-ALARM_LO_BER_SD_B3
SDH-ALARM_LO_BER_SD_B3_Clear
SDH-ALARM_LO_BER_SF_B3
SDH-ALARM_LO_BER_SF_B3_Clear
SDH-ALARM_LO_LOM
SDH-ALARM_LO_LOM_Clear
SDH-ALARM_LO_PRFI
SDH-ALARM_LO_PRFI_Clear
SDH-ALARM_DS1_LOS
SDH-ALARM_DS1_LOS_Clear
SDH-ALARM_DS1_OOF
SDH-ALARM_DS1_OOF_Clear
SDH-ALARM_DS1_AIS
SDH-ALARM_DS1_AIS_Clear
SDH-ALARM_DS1_RAI
SDH-ALARM_DS1_RAI_Clear
SDH-ALARM_DS1_RX_LOMF
SDH-ALARM_DS1_RX_LOMF_Clear
SDH-ALARM_DS3_RX_AIS
SDH-ALARM_DS3_RX_AIS_Clear
SDH-ALARM_DS3_TX_RAI
SDH-ALARM_DS3_TX_RAI_Clear
SDH-ALARM_DS3_RX_RAI
SDH-ALARM_DS3_RX_RAI_Clear
SDH-ALARM_SONET_LINK_DOWN
SDH-ALARM_SONET_LINK_DOWN_Clear
SDH-ALARM_LRFI
SDH-ALARM_LRFI_Clear
SDH-ALARM_SONET_ADMIN_DOWN
SDH-ALARM_SONET_ADMIN_DOWN_Clear
SDH-ALARM_PRFI
SDH-ALARM_PRFI_Clear
SDH-ALARM_SLOS
SDH-ALARM_SLOS_Clear
SDH-ALARM_SLOF
SDH-ALARM_SLOF_Clear
SDH-ALARM_LAIS
SDH-ALARM_LAIS_Clear
SDH-ALARM_LRDI
SDH-ALARM_LRDI_Clear
SDH-ALARM_PAIS
SDH-ALARM_PAIS_Clear
SDH-ALARM_PLOP
SDH-ALARM_PLOP_Clear
SDH-ALARM_PUNEQ
SDH-ALARM_PUNEQ_Clear
SDH-ALARM_PPLM
SDH-ALARM_PPLM_Clear
SDH-ALARM_PRDI
SDH-ALARM_PRDI_Clear
SDH-ALARM_LOM
SDH-ALARM_LOM_Clear
SDH-ALARM_B1
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テクノロジー

イベント
SDH-ALARM_B1_Clear
SDH-ALARM_B2
SDH-ALARM_B2_Clear
SDH-ALARM_SF
SDH-ALARM_SF_Clear
SDH-ALARM_SD
SDH-ALARM_SD_Clear

SyncE

ciscoNetsyncSelectedT0Clock
ciscoNetsyncInputAlarmStatus
ciscoNetsyncInputSignalFailureStatus
NETCLK-6-SRC_ADD
NETCLK-6-SRC_UPD
NETCLK-6-SEL_CLOCK_SRC
NETCLK-6-ENTER_HOLDOVER
NETCLK-6-SRC_REM

VCOP

SSFP_VCOP-4-CONF_ADD
SSFP_VCOP-4-CONF_DEL
SSFP_VCOP-4-CONF_EXIST
SSFP_VCOP-4-DEV_REM
SSFP_VCOP-4-DEV_INS
IOSXE_OIR-6-REMSSFP
IOSXE_OIR-6-INSSSFP

セグメント ルーティング

OS-XTC-5-SR_POLICY_UPDOWN

その他（プライオリティイベ
ント）

SYS-5-RELOAD
SYS-5-RESTART
OIR-6-INSCARD
OIR-SP-6-INSCARD
SWT_CEFC_STATUS_CHANGE
cefcFRURemoved
cefcFRUInserted
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リファレンス - Apache VTL 構文
• リファレンス - Apache VTL 構文 （1255 ページ）

リファレンス - Apache VTL 構文
変数

構文

出力

通常の変数

#set($a = "ValueA")
show $a

ValueA

整数の配列

#set($a = [1..3])
show $a[2]

3

文字列の配列

#set($a = ["ValueA", $ValueB, "ValueC"])
show $a[2]

ValueC

Map

#set($a = {"ValueA" : "ValueB", "ValueC" :
"ValueD"})
show ${a.ValueA}

ValueB
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