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はじめに
Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2User Guide へようこそ。このガイドでは、Cisco
プライム ケーブル プロビジョニング に関連する概念と設定を説明しています。

（注）

製品を完全に理解するには、製品に関する資料 （xxiii ページ） に記載されているマニュアルと
ともに、このガイドを使用します。
• 対象読者 （xxiii ページ）
• 製品に関する資料 （xxiii ページ）
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート （xxiv ページ）

対象読者
システム管理者は、このガイドを使用して、ブロードバンド アクセスの大規模なプロビジョニ
ングを自動化するためのプライム ケーブル プロビジョニングを設定します。管理者は次の項
目について理解しておく必要があります。
• 基本的なネットワーキングの概念および用語
• ネットワーク管理
• ケーブル ネットワーク

製品に関する資料
（注）

初版発行後、印刷物または電子マニュアルのアップデートを行う場合があります。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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xxiii

はじめに
関連資料

プライム ケーブル プロビジョニング ガイドのリストについては Cisco プライム プロビジョニ
ング 6.1.2 マニュアル ガイド を参照してください。

関連資料
Cisco Prime Network Registrar ガイドのリストについては、『Cisco Prime Network Registrar
Documentation Overview 』を参照してください。
以前のリリースと プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 の互換性については、『Prime
Cable Provisioning Compatibility Matrix』を参照してください。
プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 と Prime Network Registrar の互換性については、『プ
ライム ケーブル プロビジョニング and Prime Network Registrar Compatibility Matrix』を参照して
ください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
ドキュメントの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の
収集の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。
新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元で直接受け取る
には、『What's New in Cisco Product Documentation』RSS フィードをご購読ください。RSS フィー
ドは無料のサービスです。
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使用する前に
• プライム ケーブル プロビジョニングの概要 （1 ページ）
• プライム ケーブル プロビジョニングのライセンス キー （13 ページ）
• プライム ケーブル プロビジョニングのコンポーネントと展開 （17 ページ）
• プライム ケーブル プロビジョニング インターフェイス （73 ページ）
• プライム ケーブル プロビジョニングはのデータベース管理Database Management in Prime
Cable Provisioning （79 ページ）
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プライム ケーブル プロビジョニングの概
要
Cisco プライム ケーブル プロビジョニング では、ブロードキャスト サービスプロバイダ ネッ
トワークの顧客宅内機器 (CPE) のプロビジョニングおよび管理タスクを自動化します。
プライム ケーブル プロビジョニング の高性能な機能を備え、大量のデバイスに対しても、仮
想的にあらゆるサイズのネットワークに適合するように製品を拡張できます。高可用性を提供
し、製品の分散アーキテクチャと一元管理が可能になります。
プライム ケーブル プロビジョニング サービス プロバイダの急激な増加を処理するように設計
されています。IP データ、音声、ビデオ、ハイブリッド フィルタ、同軸ケーブル ネットワー
クの展開を求める、幅非リサービス プロバイダ（複数のサービス オペレータを含む）および
音声サービス プロバイダをターゲットにしています。
プライム ケーブル プロビジョニング 冗長性とフェールオーバーとしてこのような重要な機能
を提供します。プロビジョニング アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）
を通して、新規または既存環境に統合可能で、プライム ケーブル プロビジョニング の動作方
法を制御できます。プロビジョニング API を使用して、プライム ケーブル プロビジョニング
にデバイスを登録し、デバイス設定を割り当て、プライム ケーブル プロビジョニング システ
ム全体を設定できます。
• サポート対象デバイスおよびテクノロジー （1 ページ）
• Supported Standards （4 ページ）
• 主な機能と利点 （6 ページ）
• 今回のリリースでの変更点 （10 ページ）

サポート対象デバイスおよびテクノロジー
プライム ケーブル プロビジョニングは、次のプロビジョニングと管理をサポートします。
• 次を含む IPv4 と IPv6 デバイス。
• ケーブル モデムおよび STB は、DOCSIS 1.0、1.1、2.0、3.0、3.1 に準拠しています。
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• 組み込まれたマルチ メディア ターミナル アダプタ（eMTAs）は、PacketCable 1.0、
1.5 および 2.0 に準拠しています。PacketCable 2.0 のみが IPv6 デバイスをサポートし
ています。
• デュアル スタック対応 CableLabs デバイス（DOCSIS 3.0、3.1 または PacketCable 2.0
準拠）
• CableHome 1.0 に準拠したデバイス
• コンピュータ
• セットトップ ボックス（STB）
• eRouter 1.0
• リモート PHY デバイス（RPD）
• CableLabs OpenCable アプリケーション プラットフォームに準拠した STB。
• 混合 IP モード PacketCable マルチ メディア ターミナル アダプタ（MTA）など、eSAFE（組
み込みサービス/アプリケーション機能エンティティ）デバイスのバリアント。混合 IP モー
ド MTA は、eCM（組み込みケーブル モデム）と eMTA で構成される eSAFE デバイスで
す。このデバイスのクラスは、パケット テレフォニー、ホームのネットワー キングやビ
デオなどのケーブル モデムを使用する追加の機能に埋め込みます。
• 単一の物理デバイスである E DVA（組み込み DVA）デバイスは、eDOCSIS 準拠の eCM
と PacketCable 2.0 eDVA（embedded Digital Voice Adaptor）で組み込まれています。
プライム ケーブル プロビジョニングは多くのテクノロジーのサポートを容易にして、ネット
ワークのサービスをプロビジョニングします。これらのテクノロジーには次のものが含まれま
す。
• DOCSIS 高速データ （2 ページ）
• PacketCable 音声サービス （3 ページ）
• CableHome （3 ページ）
• eRouter 1.0 （3 ページ）
• RPD （4 ページ）

DOCSIS 高速データ
Data Over Cable Service Interface Specification（DOCSIS）は、ケーブル テレビ システムのネッ
トワーク経由で、高速データ ディストリビューションに含まれるケーブル モデムの機能を定
義します。この機能を使用して、複数のシステム演算子（MSOs）は「常にオン」のインター
ネット接続からさまざまなサービスを提供できます。これらのサービスには、ブロードバンド
インターネット接続、テレフォニ、リアルタイムのインタラクティブ ゲーミング、ビデオ会議
が含まれます。
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プライム ケーブル プロビジョニングは、DOCSIS 1.0、1.1、2.0、3.0、3.1 をサポートします。
プライム ケーブル プロビジョニング DOCSIS 3.0、3.1 に準拠するデバイスのデュアル スタッ
ク プロビジョニングもサポートしています。

PacketCable 音声サービス
PacketCable 音声テクノロジーにより、双方向ケーブル ネットワーク経由で高度なリアルタイ
ムのマルチ メディア サービスの提供が可能になりました。PacketCable はケーブル モデムでサ
ポートされているインフラストラクチャの上に構築され、IP テレフォニー、マルチメディア会
議、インタラクティブなゲームなどの広範囲なマルチメディア サービスを有効にします。
PacketCable 音声テクノロジーを使用して、ブロードバンド ネットワーク上で基本および拡張
テレフォニー サービスなど、追加のサービスを提供できます。このため、PacketCable は効率
的かつコスト削減を可能にするオプションです。
プライム ケーブル プロビジョニングは、PacketCable の安全かつ基本のバリアントをサポート
し、基本バリアントで検出されたセキュリティの低下を除き、これらのモード両方はほぼ同じ
です。プライム ケーブル プロビジョニングは、 PacketCable 1.0、1.5、および 2.0 仕様をサポー
トしています。
欧州仕様の PacketCable サービスは、北米 PacketCable 標準と同等のヨーロッパ仕様です。2 つ
の唯一の大きな違いは、欧州仕様の PacketCable が異なる Mib を使用している点です。

CableHome
セキュリティ保護されていない CableHome 1.0 プロビジョニング（ホーム ネットワーキング
テクノロジーとも呼ばれる）は既存の DOCSIS 標準で動作し、住宅ブロード バンド接続の「プ
ラグ アンド プレイ」環境をサポートします。このホーム ネットワーキン テレフォの形式に
は、CableHome のサポートと DOCSIS ホーム アクセス デバイスが含まれます。このデバイス
は、ポータル サービスとして知られており、ホームのエントリ ポイントと見なされます。

eRouter 1.0
ERouter 1.0 デバイスは、eDOCSIS デバイスの組み込み済み DOCSIS eCM とともにネットワー
キング機能を提供します。ERouter 1.0 デバイスの主要な機能により、すべての購買者が DOCSIS
高速インターネット サービスを提供したオペレータに、複数の CPE デバイスを接続すること
ができます。DOCSIS の仕様により、すべての購買者がケーブル モデムに複数の CPE デバイ
スを直接接続できます。しかし、それにはオペレータが CPE デバイスそれぞれに IP プロビジョ
ニングを提供する必要があります。どの IP プロトコルが有効になっているかに応じて、eRouter
により、IPv4 CPE、IPv6 CPE、またはデュアル スタック（IPv4 および IPv6）CPE を同時にプ
ロビジョニングできます。

eRouter 初期化：
次の 3 つのモードのいずれかで、eRouter は動作します。
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• 有効な IPv4 プロトコル
• 有効な IPv6 プロトコル
• 有効なデュアル IP プロトコル
ERouter は、eRouter をブリッジング デバイスにオンにすると、[Disabled] モードにも設定でき
ます。ERouter は、「Disabled] モードに設定する機能とともに、操作の 3 つのモードすべてを
サポートする必要があります。デフォルトで eRouter は [Dual IP Protocol Enabled] モードになり
ます

RPD
リモート PHY 技術により、CMTS が IP ベース デジタル HFC プラントをサポートできます。
この技術では、CCAP コアおよび一連のリモート PHY デバイス（RPD）間のレイヤ 3 疑似回
線を使用します。これにより、CCAP デバイスから PHY を分離し、ノードに配置します。PHY
技術は主にアナログ信号をデジタル信号に移行し、パフォーマンスを向上させます。RPD は一
般的に、ファイバの接続点で光ノード デバイスに配置され、プラントを慎重に処理します。プ
ライム ケーブル プロビジョニングは、RPD デバイスを管理するためのサポートを提供します。

Supported Standards
プライム ケーブル プロビジョニングは、これらの該当する Requests for Comments（RFC）、プ
ロトコル、基準、Internet Engineering Task Force（IETF）ドラフトに準拠しています。
• DHCPv6：RFC 3315（DHCPv6 仕様）、3633 (IPv6 プレフィックス オプション）、3736
(IPv6 用ステートレス DHCP サービス）、4014 (Remote Authentication Dial-In User
Service–RADIUS–Attributes Suboption for the Dynamic Host Configuration Protocol–DHCP–Relay
Agent Information Option)、4580（リレー エージェント サブスクライバ ID オプション）、
4649 (リレー エージェント リモート ID オプション）、4704 DHCPv6 クライアント完全修
飾ドメイン名（FQDN）オプションに準拠しています。
• IPv6：RFC 2460（IPv6 仕様）、2461（Neighbor Discovery Protocol）、2462 （ステートレス
アドレス自動設定）、2463（Internet Control Message Protocol–ICMP）3513 （アドレッシン
グ アーキテクチャ）に準拠しています。
• IPv4 および IPv6 の相互運用性：RFC 4038（アプリケーション IPv6 遷移）および 4472（IPv6
DNS の運用上の問題と考慮事項）に準拠しています。
• TFTP および ToD サーバ：RFC 868（タイム プロトコル）、2348 および 2349（TFTP
Blocksize オプション）、1350（TFTP Revision 2 protocol）と 2347（TFTP Option Extension）
に準拠しています。
また、プライム ケーブル プロビジョニングは、これらの該当する CableLabs 標準に準拠しま
す。
• クロス プロジェクト
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• CL-SP-CANN-I14-160317
• CL-SP-CANN-DHCP-Reg-I13-160317
• DOCSIS
• eDOCSIS
• CM-SP-eDOCSIS-I28-150305
• DOCSIS 2.0
• CM-SP-RFIv 2.0-C02-090422
• CM-SP-DOCSIS 2.0-IPv6-I07-130404
• DOCSIS 3.0
• CM-SP-MULPIv 3.0-I29-151210
• CM-SP-SECv 3.0-I15-130808
• CM-SP-OSSIv 3.0-I28-151210
• DOCSIS 3.1
• CM-SP-MULPIv 3.1-I09-160602
• CM-SP-SECv 3.1-I 06-160602
• CM-SP-OSSIv 3.1-I07-160602
• DOCSIS 経由のビジネス サービス
• CM-1-I15-150528
• DOCSIS セットトップ ゲートウェイ（DSG）
• CM-SP-DSG-I24-1-30808
• EPON の DOCSIS プロビジョニング（DPoE）
• DPoE 1.0
• DPoE-MULPIv 1.0-I10-150319
• DPoE-OSSIv 1.0-I08-140807
• DPoE-SECv 1.0-I06-140807
• DPoE 2.0
• DPoE-MULPIv 2.0-I09-151210
• DPoE-OSSIv 2.0-I08-151210
• DPoE-SECv 2.0-I04-140807

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
5

使用する前に
主な機能と利点

• PacketCable
• PacketCable 1.5
• PKT-PROV 1.5-I04-090624
• PKT-SEC 1.5-I03-090624
• PacketCable 2.0
• PKT-SP-EUE-PROV-C01-140314
• PKT-SP-EUE-DATA-C01-140314
• PKT-SP-UE-PROV-C01-140314
• PKT-SP-UE-DATA-C01-140314
• PKT-SP-RST-EUE-PROV-C01-140314
• PKT-SP-RST-UE-PROV-C01-140314
• PKT-SP-RST-E-DVA-C01-140314
• OpenCable
• OC-SP-HOST2.1-CFR-I17-130418
• CableHome
• CH-SP-CH 1.0-C01-060728
• CH-SP-CH 1.1-C01-060728
• eRouter 1.0
• CM-SP-eRouter-I18-160317
• リモート PHY デバイス（RPD）
• CM-SP-R-PHY-I05-160923

主な機能と利点
次の表は、プライム ケーブル プロビジョニング の重要な機能と利点を概説します。
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表 1 : プライム ケーブル プロビジョニング機能と利点

機能
バックエンド システムとの
容易な統合

利点
• プライム ケーブル プロビジョニング Java API。これは、す
べてのプロビジョニングと管理の操作を実行するために使
用できます。これはまた、顧客の OSS、課金、またはワー
クフローと仲介ソフトウェアも簡単に統合できます。
• プライム ケーブル プロビジョニング パブリッシング拡張機
能。これは、もう 1 つのデータベースに RDU データの書き
込みの有用です。
• SNMP エージェント。プライム ケーブルのプロビジョニン
グを監視するための統合を簡素化します。
• DPE コマンドライン インターフェイス（CLI）。コピー ア
ンド ペースト コマンドを CLI を使用すると、ローカルの設
定を簡素化し、「サービス」インターフェイス経由で要件
に合わせて DPE を設定できます。
• PWS (プロビジョニング ウェブ サービス)。デバイスのプロ
ビジョニング機能の簡単な相互作用を支援します。

管理の改善

• プロビジョニング グループ機能 — 導入内でプロビジョニン
グ グループを有効にする必要があるデバイス タイプのサ
ポートを制御することができます。
• プロパティ階層 — より良い柔軟性を得るために、プライム
ケーブル プロビジョニングのプロパティ階層により、異な
るレベルでのプロパティを定義できます。

セキュリティの向上

• ユーザ設定可能な IP アドレスとポートは、マルチパス、複
数のインターフェイスのバインド、およびファイアウォー
ルの互換性を提供します。
• 拡張 CMTS MIC の構成設定の DOCSIS 3.0 は、ケーブル モ
デム設定ファイルの未承認の変更または破損を検出するた
めの高度なハッシュ技術を使用するために、プライム ケー
ブル プロビジョニングを有効化します。
• Admin UI から、RDU にアクセスするパスワード ポリシー。
Radius 認証は、Radius の標準的なプロトコルを使用して、
Radius サーバ経由でネットワーク サービスにアクセスする
ユーザを認証することによって、セキュリティの強化を提
供します。
• セキュアなアクセス、強化された HTTPS 経由の Admin UI
アクセス。
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機能
トラブルシューティングと
診断の強化

利点
• トラブルシューティングに指定されたデバイスの ID を使用
してプライム ケーブル プロビジョニング サーバとのデバイ
スのインターラクションの詳細なレコードを提供するため
のデバイスのトラブルシューティング。この機能を使用し
て、MAC アドレスまたはその DHCP 一意の識別子 (DUID)
によって識別された単一デバイスに焦点を当て、その診断
情報を使用してさらに分析を行うことができます。
• サーバに対して、特定のタイプの統計情報に絞り込んだパ
フォーマンス統計情報を収集するために診断スクリプトを
使用したサーバのトラブルシューティング。プライム ケー
ブル プロビジョニングは、エスカレーションをサポートす
るためにひつようになる場合があるサーバとシステム設定
データを収集するための多くのスクリプトを提供します。
診断データの収集に bundleState スクリプトを使用すること
ができます。

DOCSIS 3.0、3.1 と IPv6 の DOCSIS 3.0、3.1 チャネル ボンディングは、サブスクライバの
サポート
データ速度を向上させます。デュアル スタック機能とともに、
IPv4 と IPv6 のケーブル モデムと IPv4/IPv6 の混合デバイス環境
のサポート。
高可用性とディザスタ リカ 真のスケーラビリティ、フェールオーバー、高信頼性を提供し
バリを備えた分散アーキテ て、最小のサブスクライバ サービスの中断を保証する一方で、
クチャ
ますます増えるサブスクライバ ベースを管理します。追加のサ
ブスクライバと新しい市場を拡張する単純な方法を許可し、大
幅に要領のアップグレードを合理化して、メンテナンス コスト
を削減します。分散型のプロビジョニング エンジンには、ディ
ザスタ リカバリのさまざまなデータセンターにそれらを配置す
ることができます。
PacketCable 音声サービス プ PacketCable プロビジョニングのために必要なセキュリティのす
ロビジョニングと統合され べてのコンポーネントをもつ 1 つのプラットフォームを提供し
た Kerberos プロトコル サー ます。
バ (KDC)
より良い柔軟性のためのテ テンプレートのパラメータを管理し、テンプレートの展開を自
ンプレートとマクロ
動化するためのより良い柔軟性のために既存のテンプレートが
含まれ、マクロを使用します。
技術の拡張機能

この単一のプラットフォームを新しいデバイスと技術をプロビ
ジョニングするために拡張し、ネットワークとサブスクライバ
の要件の変更を満たすための簡単な手段を提供します。
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機能

利点

PacketCable 2.0 と IPv6 のサ 完全なエンド ツー エンド IP 音声サービス プロビジョニングの
ポート
PacketCable 1.0、1.1、1.5 および 2.0 仕様をサポートし、すべて
の PacketCable セキュリティ仕様を満たしています。PacketCable
2.0 では、IPv6 モードでデバイスのプロビジョニングをサポート
します。
ダイナミック ファイルの生 階層型サービス プロビジョニングと真の IP 音声要件のニーズを
成
満たすために、個々のサブスクライバのデバイスに対して一意
のファイルを構築するための手段を提供します。
安全なフェールオーバー

DPE と DHCP フェールオーバーのみならず、TFTP 冗長性を通
じた高いアップタイムとサービスの信頼性。

複雑な拡張機能と改善され 64 ビット プロセスのネイティブのサポートは、プライム ケーブ
たキャッシングのサポート ル プロビジョニングがメモリ管理を向上させ、複雑な拡張機能
の強化
の強化されたサポートを提供することを許可します。 さらに、
キャッシングが向上すると、全体的なソリューションのパフォー
マンスと信頼性が増します。
RDU 高可用性 (RDU HA)

DPE フェールオーバーに加えて、プライム ケーブル プロビジョ
ニングでは、強化された信頼性のための RHEL と CentOS RDU
HA をベースにした展開のための RDU HA をサポートします。
RDU は プライム ケーブル プロビジョニング システムのプライ
マリ サーバです。LMP は、次の機能を実行します。
• すべての構成の生成を管理します。
• 権限のあるデータベースを維持します。
• すべての API が通過しなければならない中央ポイントを表
します
• 外部クライアント、OSS、およびその他のプロビジョニング
機能をプロビジョニング API を通じてサポートします。
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機能

利点

きめ細かな RBAC

ケーブル サービス プロバイダー組織が進化するつれ、組織のよ
り多くの人が、プライム ケーブル プロビジョニング ソリュー
ションにあるサブスクライバとデバイス データに容易にアクセ
スすることが必要になります。ただし、機密データへのアクセ
スを提供する際にはセキュリティについて考慮する必要があり
ます。きめ細かなアクセス制御により、システム管理者はアク
セスの必要性が大きくなっても、セキュリティを犠牲にする必
要はなくなります。
新しい RBAC モデルでは、管理者はカスタム ロール (ユーザ グ
ループ) を作成して、カスタム ロールを運用の権限を割り当てる
ことができます。管理者は、新しいドメインと地域 (デバイス、
サービス、グループ、およびその他のプロビジョニングのクラ
ス) ごとの区画データを作成できます。
RBAC は RDU API、権利 API および DPE コマンドライン イン
ターフェイス（CLI） に対してサポートされています。

RDU API およびプロビジョ RDU API の SSL サポートは、プライム ケーブル プロビジョニ
ニング グループ通信の SSL ングソリューションと統合するアプリケーションの間で、機密
情報が暗号化され、セキュリティが保たれるように保証するの
を支援します。さらに、管理者は、RDU、DPE および Cisco Prime
Network Registrar DHCP 拡張機能の間での SSL 暗号化を有効にす
ることができます。
Simple Object Access Protocol Java API に加えて、ウェブ サービス API は プライム ケーブル
（SOAP）、Representational プロビジョニングソリューションとさまざまな OSS/BSS アプリ
State Transfer（RESTful）
ケーションを統合する柔軟性を提供します。
ベースのウェブサービス
API

今回のリリースでの変更点
このリリースでは、次の新機能をサポートします。
• DPE イベント パブリッシャ サポート
Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 は、DPE イベント パブリッシャをサポー
トし、ユーザーがプライム ケーブル プロビジョニング DPE 中に発生したイベントを表示
できます。パブリッシャ フレームワークにより、ユーザーの要件に従って DPE イベント
パブリッシングをカスタマイズできます。DPE イベントを公開するため、プロデューサ実
装にプラグインするオプションを提供し、DPE イベントで次のことが可能になります。
– プロデューサ実装に基づいて、メッセージング システムに公開します（デフォルトで
は、DPE は Kafka ベース プロデューサ実装を提供します）。
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–リモート サーバに公開します。
–必要な形式のファイルにログインします。
• テクノロジーのデフォルト権限 - RBAC 設定
プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 で、次のテクノロジーのデフォルト権限が RBAC
拡張機能の一部として追加されます。
PRIV_TECHDEF_READ – テクノロジーのデフォルトのプロパティ表示を有効にし、
PRIV_COS_READ および PRIV_DHCP_CRITERIA_READ の権限が必要になります。
PRIV_TECHDEF_UPDATE – テクノロジーのデフォルトのプロパティ更新を有効にし、
PRIV_COS_UPDATE および PRIV_DHCP_CRITERIA_UPDATE の権限が必要になります。
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プライム ケーブル プロビジョニングのラ
イセンス キー
このリリースにアクセスするには、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.0 の新しいラ
イセンスを取得する必要があります。プライム ケーブル プロビジョニングのライセンス変更
とライセンス ファイルの取得方法については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.1
クイック スタート ガイド を参照してください。
プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI は、使用可能なライセンスと使用されているラ
イセンスを示します。使用可能なライセンスと使用されているライセンス数は、API クライア
ントからも確認できます。

注意

ライセンス ファイルを編集しないでください。データに変更を加えると、ライセンス ファイ
ルが無効になります。

（注）

次のプライム ケーブル プロビジョニングのコンポーネントには、別個のライセンスが必要で
す。
• DPE
• セキュリティで保護された音声テクノロジーをサポートするネットワークを設定する場
合、KDC
Admin UI から DPE ライセンスをインストールする一方、以前のプライム ケーブル プロビジョ
ニング リリースでは引き続き別個のライセンスであり、プライム ケーブル プロビジョニング
のインストール中にライセンス取得されます。
プライムケーブルプロビジョニングにより、同時に永続的および評価ライセンスをインストー
ルできます。さらに、1個以上のライセンスをインストールすることも可能です。これにより、
永続的ライセンスを購入するまでにライセンスが不足する場合、デバイス制限を増やすことが
できます。
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次の図ではサンプルの [Manage License Keys] ページを示しており、実装のため入力されたサー
ビス ライセンスのリストを示します。
図 1 : [Manage License Keys] ページ

• ライセンスの追加 （14 ページ）
• ライセンスの削除 （15 ページ）

ライセンスの追加
Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.1 クイック スタート ガイド の説明に従い、新
しいライセンス ファイルを取得します。。ライセンス ファイルを受信した後、プライム ケー
ブル プロビジョニング Admin UI を起動するシステムに各ファイルを保存します。
永続的または評価ライセンスを追加するには：

ステップ 1 Admin UI から [Configuration] > [License Keys] を選択します。
（注）

RDU にライセンスが追加されなかった場合、いつでもホーム ページにライセンス リンクが表示
されます。

ステップ 2 [Choose File] をクリックし、ローカル システム上の永続的または評価ライセンス ファイルの場所を参照し
ます。
ステップ 3 [Add] をクリックします。
ライセンスが使用される DPE のサービスの詳細とともに、[Manage License Keys] ページが表示されます。
（注）

ライセンスが追加されたか確認するには、audit.log でアクションが記録されているかどうかを確
認します。Audit.logファイルは BPR_DATA/rdu/logs/audit.log でも使用できます。
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ライセンスの削除
[Manage License Keys] ページで表示されるライセンス（評価または永続的）を削除するように
選択できます。

（注）

そうすることにより、システムのライセンス取得済み容量がシステムでプロビジョニングされ
たデバイス数を下回る場合でも、ライセンスを削除することができません。
ライセンスを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Admin UI から [Configuration] > [License Keys] を選択します。
ステップ 2 削除する永続的または評価ライセンスに対応する [Delete] ボタンをクリックします。
ステップ 3 ライセンスの削除を確認するには、[Yes] をクリックします。
複数のキーが含まれているライセンスを削除すると、永続的なライセンスのリストが表示されます。削除
するライセンスに対応する [Delete] ボタンをクリックします。
ライセンス キーは、[Manage License Keys] ページから表示されなくなります。
（注）

ライセンスが削除されたか確認するには、audit.log でアクションが記録されているかどうかを確
認します。Audit.logファイルは BPR_DATA/rdu/logs/audit.log でも使用できます。
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3

章

プライム ケーブル プロビジョニングのコ
ンポーネントと展開
ブロード バンド サービス プロバイダー ネットワークでの Prime ケーブル プロビジョニングの
展開には、製品に関連付けられているさまざまなコンポーネントの展開が含まれます。その
後、これらのコンポーネントは、ネットワークを管理するために設定できます。
• プライム ケーブル プロビジョニングのコンポーネント （17 ページ）
• 地域の配布ユニット （19 ページ）
• Web サービスのプロビジョニング （52 ページ）
• デバイス プロビジョニング エンジン （57 ページ）
• Cisco Prime Network Registrar 拡張ポイント （64 ページ）
• Key Distribution Center（キー発行局） （64 ページ）
• プロセス ウォッチドッグ （65 ページ）
• SNMP エージェント （66 ページ）
• 管理者ユーザ インターフェイス （66 ページ）
• プロビジョニングの概念 （67 ページ）
• コンポーネント ベースのログ ファイル （69 ページ）
• プライム プロビジョニング ケーブルの導入 （70 ページ）

プライム ケーブル プロビジョニングのコンポーネント
このセクションでは、次のような基本的なプライム ケーブル プロビジョニング コンポーネン
トを説明しています。
以下を提供する地域配信ユニット（RDU）：
• プライム ケーブル プロビジョニング システムの権限を持つデータ ストア。
• アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）要求の処理をサポートしま
す。
• システムの全体的なステータスおよび状態をモニタします。
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• ユーザー管理の向上のための RBAC。
詳細については、地域の配布ユニット （19 ページ）を参照してください。
以下を提供するプロビジョニング Web サービス（PWS）：
• デバイス プロビジョニング機能の Web サービスに基づく SOAP/RESTful。
• HTTP および HTTPS の両方の接続をサポートします。
• 複数の RDU サーバとの通信をサポートします。
詳細については、Web サービスのプロビジョニング （52 ページ）を参照してください。
以下を提供するデバイス プロビジョニング エンジン（DPE）：
• 顧客宅内機器（CPE）を持つインターフェイス
• 設定キャッシュ。
• RDU およびその他の DPE から自律操作。
• PacketCable プロビジョニング サービス。
• デュアル スタック プロビジョニング
• 設定用の IOS のようなコマンドライン インターフェイス（CLI）。
詳細については、デバイス プロビジョニング エンジンの設定 （102 ページ）およびCisco プラ
イム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイドを参照してください。
トータル クライアント制御システム機能を提供するケーブル プロビジョニング API
API の詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 統合開発者ガイドを
参照してください。
次のような Cisco Prime Network Registrar サービスを利用する Cisco Prime Network Registrar
拡張ポイント
• Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）
• ドメイン ネーム システム（DNS）
詳細については、Cisco Prime Network Registrar 拡張ポイント （64 ページ）を参照してくださ
い。
以下を提供するプロビジョニング グループ：
• 冗長クラスタ内の Network Registrar サーバおよび DPE 論理グループ。
• 冗長性およびスケーラビリティ
詳細については、プロビジョニング グループ （67 ページ）を参照してください。
PacketCable マルチメディア終端アダプタ（MTA) を認証する Kerberos サーバ（KDC）。詳
細については Key Distribution Center（キー発行局） （64 ページ）、を参照してください。
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以下を提供するプライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグ：
• すべての重要なプライム ケーブル プロビジョニング処理の管理モニタ。
• 自動プロセス再起動機能。
• プライム ケーブル プロビジョニング コンポーネント プロセスを開始および停止する機
能。
詳細については、Prime Cable Provisioning Process Watchdog （443 ページ）を参照してください。
以下を提供する SNMP エージェント：
• 他社の管理システム。
• SNMP バージョン v2。
• SNMP 通知。
詳細については、SNMP エージェント （431 ページ）を参照してください。
以下をサポートする Admin UI:
• デバイスの追加、削除、変更、および検索。
• グローバル デフォルトの設定およびカスタム プロパティの定義。
• グループ設定。
• サーバとプロビジョニング グループの設定。
• RBAC の設定。
詳細については、管理者ユーザ インターフェイス （66 ページ）を参照してください。

地域の配布ユニット
RDU は、プロビジョニング システムのプライマリ サーバです。Linux オペレーティング シス
テムを実行する 64 ビット サーバで、RDU をインストールする必要があります。
RDU の機能は次のとおりです。
• デバイス設定世代の管理
• デバイス設定を生成し、キャッシュの DPE に配信します。
• デバイス設定を常に最新の状態に保つ DPE との同期
• すべての プライム ケーブル プロビジョニング 機能の API 要求の処理
• プライム ケーブル プロビジョニング システムの管理
RDU は、新しいテクノロジーと拡張性に優れたアーキテクチャを介したサービスの追加をサ
ポートしています。
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プライム ケーブル プロビジョニング インストールごとに 1 つの RDU をサポートしています。
RDU の高可用性を設定可能です。フェールオーバーのサポートを提供するため、Symantec ま
たは Oracle からクラスタ リングのソフトウェアを使用できます。また、このような設定では
共有ストレージ RAID（冗長ディスク アレイ）を使用することをお勧めします。RDU は Global
Server Load Balancing（GSLB）もサポートしており、フェールオーバーのサポートを有効に
し、プライマリ RDU サービスが失敗した場合に RDU サービスを続行するようにサポートしま
す。
次のセクションでは、RDU コンセプトについて説明します。
• RDU のハイ アベイラビリティ （20 ページ）
• RBAC 管理 （37 ページ）
• ユーザ セッションのクリア （46 ページ）
• サービス レベルの選択 （46 ページ）
• 認証のサポート （48 ページ）
• GSLB サポート （51 ページ）
• 設定再生成サービス (CRS) （43 ページ）

RDU のハイ アベイラビリティ
プライム ケーブル プロビジョニングのバックボーンとして RDU は、フォールト トレランス
であり信頼できる必要があります。RDU クラッシュでは、重大なデータ損失を引き起こし、
ケーブル プロビジョニング サーバが不規則になる可能性があります。次の理由のいずれかで
RDU がクラッシュする可能性があります。
• 停電
• ネットワークの故障によるネットワークの停止
• サーバのオーバーヒート
• オペレーティング システムのクラッシュ
• ハード ディスク障害
• RDU プロセスが応答しない
• データベースの破損
• 不完全なトランザクションによるデータベース破損
• インフラストラクチャ ソフトウェアの動作
これを回避するため、プライム ケーブル プロビジョニングが Linux オペレーティング システ
ム RHEL 7.4 および CentOS 7.4（両方 64 ビット）上で RDU 高可用性（RDU HA）を提供しま
す。高可用性（HA）は、システムの信頼性を向上させる目的を持つ、重大なコンポーネント
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の重複またはシステムの機能です。HA は、冗長ペアを作成することで確保され、停止または
サービスの破損でピアにフェールオーバーします。冗長ペアは、プライム ケーブル プロビジョ
ニングでプライマリおよびセカンダリ RDU ノードと呼ばれます。
RDU HA クラスタリングは、任意の時点で 1 個のアクティブな RDU のみが機能することを意
味する、アクティブ/パッシブ セットアップ（1:1 ノード セットアップ）です。RDU HA は次
を保証します。
• 仮想 IP（VIP）は、プライマリおよびセカンダリ RDU ノード間の切り替えに基づいてい
ます。
• プライマリおよびセカンダリ ノード間のフェールオーバー。
• ブロック レベル同期を用いて、プライマリおよびセカンダリ間のデータベース重複。
• プライマリおよびセカンダリ RDU ノード間のプライム ケーブル プロビジョニング設定
ファイルの重複。これらは、RDU 設定ファイルです。
• 手動および自動フェールバックのプロビジョニング。
• アクティブ RDU に影響を与えることなく、アクティブ RDU から破損した（影響を受け
る）ノードのリカバリ。
HA Ready を最初に作成するインストールを実行し、必要に応じて特別インストール モード
Configure HA を使用して、後で HA クラスタを設定できます。
RDU 冗長性の設定、モニタリング、トラブルシューティングの詳細については、『RDU 冗長
性を管理してトラブルシューティングするスクリプト （563 ページ）』を参照してください。
インストール、設定、展開の詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.1
クイック スタート ガイド を参照してください。
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図 2 : RDU 冗長性

直線は、ノード間の物理的ネットワーク接続を示します。点線は、2 個のノード間のロジカル
同期を示します。

1:1 アクティブ/パッシブのセットアップ
セカンダリが設定情報を含みプライマリの正確な複製の場合、ハイ パフォーマンス システム
は各プライマリの 1 個のセカンダリ専用で、1:1 フェールオーバー関係です。RDU 冗長性を確
認するには、次のアクティブ/パッシブ セットアップが確立されます。
• デフォルトでは、VIP リソースを含むプライム ケーブル プロビジョニングのリソースが
プライマリ ノードでのみアクティブです。フェールオーバーが発生した場合、使用可能な
アクティブ ノード（セカンダリノード）に移行されます。
• アクティブに設定されている HA リソースの障害は、ピア（パッシブ）ノードに対して
フェールオーバーする可能性があります。
• 自動フェールオーバーと手動フェールバックをサポートします。
• 最小化された競合状態と分散管理状況。
• 自動フェールバックの設定可能な障害スタンバイ タイムアウト。CRM リソースが失敗し
たノード上でクリーンアップを開始するとき、自動フェールバックが開始します。
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図 3 : RDU VIP セットアップ

（注）

RDU 冗長性セットアップを経由では、インテリジェント プラットフォーム管理インターフェ
イス（IPMI）コントローラが設定されていません。（STONITH が設定されていません）

VIP およびインターフェイスの冗長性
VIP およびインターフェイス冗長性機能の目的は、ノード間をフロートし、2 つのノード間で
冗長性を提供できる IP アドレスをお届けすることです。これらのインターフェイスでは、次
を実行します。
• 両方のノード間のインターフェイス アドレスにネットワーク冗長性を提供します。イン
ターフェイス アドレスは、各 RDU ノードに共通のサブネットの範囲である必要がありま
す。
• Geo 冗長性については、VIP をサブネット下にできます。
• ノード間の VIP アドレスに冗長性を提供します。VIP 冗長性は、1 個のノード サービスが
VIP を要求する場合のみアクティブまたはパッシブにすることが可能で、複数のノード
サービス VIP が要求する場合は共有可能です。
• 冗長性インターフェイスまたは VIP の IP アドレスと MAC アドレスの両方が共有されま
す。つまり、バックアップが引き継がれるとき、MAC アドレスは変更されません。
• RDU 冗長性セットアップは VIP 経由でアクセス可能で、VIP はドメイン名にマッピング
することができます。
• RDU 冗長性セットアップと通信するために、クライアント レイヤで変更を行う必要はあ
りません。フェールオーバーおよびフェールバックの動作中に、クライアントに RDU の
短い停止（1 分以内）が発生する可能性があります。これは、任意のノードでオンライン
になる RDU に必要なスタートアップ時間です。
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ネットワークの冗長性と VIP を設定する方法の詳細については、Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.1 クイック スタート ガイド を参照してください。

bprAgent および RDU プロセス
RDU プロセスは、さまざまなプライム ケーブル プロビジョニング プロセスの状態を制御する
ウォッチドッグ プロセスである bprAgent により管理されます。Admin UI および SNMPAgent
は、RDU とともに実行する 2 つの重要なプロセスです。RDU HA は、これらのプロセスに冗
長性を提供します。RDU のフェールオーバー イベントは、アクティブ ノードにこれらのプロ
セスを移行します。
RDU HA コンプライアンスは、次 3 つのリソース冗長性を、bprAgent 冗長ウォッチドッグ プ
ロセスとともに作り出します。
1.

bprAgent
1.

RDU

2.

Admin UI（tomcat サーバ）

3.

SNMPエージェント

2.

VIP

3.

ファイル システム。これらは、同期ロジカル ボリュームにある RDU 冗長性特有のファイ
ル システムです。
1.

/bprData

2.

/bprHome

3.

/bprLog

ファイル システムの複製
プライム ケーブル プロビジョニング HA コンプライアンスについては、ファイル システムの
複製はファイル ブロック上部で動作します。これは LVM（Logical Volume Manager）の論理ボ
リューム（個別論理ボリュームにある /bprData、/bprHome および /bprLog）です。これは、ピ
ア ノードのディスクに書き込まれる各データ ブロックをミラーリングします。
プライム ケーブル プロビジョニングでは非同期ミラーリングが実装されています。これは、
データがローカル ディスクに書き込まれると、書き込み要求を発行したエンティティに完了に
関する通知が行われることを意味します。つまり、長距離でミラーリングを構築するために
は、非同期ミラーリングが必要です。例：ネットワークの往復時間の相互接続は、アプリケー
ションが許容可能な書き込み遅延より大きい必要があります。

（注）

プライマリおよびセカンダリノード間のネットワーク遅延は、100 ミリ秒を超えないようにす
る必要があります。
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図 4 : データベースのミラーリング

ブロック デバイス レベルのデータをミラーリングした結果として、アクティブ ノードでのみ
ファイル システムを使用してデータにアクセスできます。これはシンクロナイザの欠点ではあ
りませんが、ほとんどのファイル システム（ext3、XFS、JFS、ext4...）の特性が原因で発生し
ます。これらのファイル システムは、1 つのコンピュータで 1 つのディスクにアクセスするよ
うに設計されているため、1 つ（実質）の共有ディスクにアクセスする 2 つのコンピュータに
対処することはできません。
プライム ケーブル プロビジョニングは同期に基づき論理ボリュームを使用し、3 個の論理ボ
リュームを作成します。これは、セカンダリで同期可能です。1 または 2 個の論理ボリューム
でも選択できます
• ノードの論理ボリューム名と容量は両方とも同じでなければなりません。推奨される設定
を次に示します。
• lv_bprHome（/bprHome にマウント、容量 5 GB）
• lv_bprData（/bprData にマウント、容量 75 GB）
• lv_bprLog（/bprLog にマウント、容量 5 GB）
• 論理ボリュームは、xfs ファイル システムで事前に作成している必要があります。ブロッ
ク サイズはデフォルトに設定されています。

ファイル システム同期プログラム
インストールまたは移行中に、データへの大きな変更があり、ノード間の同期を開始して、両
側のディスクが UpToDate 状態でなくなるまで待機する必要があります。可能性があるディス
クの状態についは、ディスクの状態 （29 ページ） に記載されています。
両方のノードで使用可能なファイル システムは、DRBD ファイル システムです。DRBD リソー
スに関する詳細は、http://drbd.linbit.com/ を参照してください。同期が停止している場合、次の
コマンドを両方のノードで数回使用して、同期を開始します。
#fs_ha_adjust.sh all
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ハートビートの設定
ハートビート マネージャは、アクティブおよびパッシブ ノード間のハートビートを管理しま
す。両方のノードには 2 つの物理インターフェイスが接続されています。ハートビートは、両
方のノードのネットワーク リンクで設定されます。
• パブリック ネットワーク インターフェイス リンク：外部のクライアントによりノードに
アクセスするために使用されます。例：API クライアントおよび PWS クライアント
• プライベート ネットワーク インターフェイス リンク：デュアル リング設定に使用されま
す
• フェールオーバー ネットワーク インターフェイス リンク：フェールオーバー ネットワー
ク インターフェイス リンク/クロス オーバーケーブルはノード間のデータ同期に使用され
ます

HA クラスタ管理
CRM またはクラスタ リソース マネージャは、次の HA クラスタリングを管理します。
• RDU プロセスがアクティブではありません。RDU が何らかの理由で起動できない場合、
事前設定のタイムアウト後に RDU プロセスはセカンダリ ノードにフェールオーバーする
必要があります。
• RDU が応答しません。RDU プロセスは次のような理由で一時的に応答しなくなる可能性
があります。サーバが過負荷また基礎となるデータベースが破損している場合など。この
ような状況で、クラスタ リソース マネージャは次の操作を設定します。
• RDU プロセスがタイムアウトする前に応答できない場合は、フェールオーバーしな
いでください。
• RDU プロセスがタイムアウトよりも長い時間応答しなままの場合、既存のプライマ
リ RDU プロセスが応答しないことを宣言し、再起動カウントがしきい値（デフォル
トで3分）を超えた後にセカンダリノードにフェールオーバーします。プライマリが
再度応答するようになると、プライマリ ノードでリソースの手動クリーンアップ後プ
ライマリにフェールバックします。

RDU クラスタ メンテナンスの設定変更
インストール後、RDU の設定プロパティを変更または追加する場合、以下で実行できます。

ステップ 1 RDU サーバへの SSH に VIP を使用します。
ステップ 2 有効なルート ユーザー名とパスワード ログインを提供します。ユーザーには管理者権限が必須です。
ステップ 3 次のコマンドを使用して、CRM からRDU リソースを停止します。
manage_ha_resource.sh stop res_bprAgent1

ステップ 4 プロパティの設定を変更し、次にコマンドを使用して RDU を起動します。
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manage_ha_resource.sh start res_bprAgent1

ステップ 5 RDU が起動していることを確認します。
/etc/init.d/bprAgent status

注目

/etc/init.d/bprAgent 停止コマンドを使用して bprAgent を停止しないでください。これを行うと、
クラスタ マネージャ ステート マシンが誤作動します。
以下は一部の重要な設定です。詳細はコマンド monitor_ha_cluster.sh を使用して表示できます。
• リソース タイプ
• ローカル冗長性の VIPための（res_IPaddr2_1）
• Geo 冗長性のための Geo VIP（res_VIPArip）
• ファイル システムのマスタ/スレーブ リソース（res_drbd_1、res_drbd_2 および res_drbd_3）
• ファイルシステムで drbd をマウントするためのファイル システム リソース
（res_Filesystem_1、res_Filesystem_2 および res_Filesystem_3）
• bprAgent リソース（res_bprAgent_1）
• 各リソースの状態
• 障害のタイムアウト値
• 障害しきい値
• リソースのコロケーション（依存関係）
• すべてのリソースの場所
例
# /bprHome/CSCObac/agent/HA/bin/monitor_ha_cluster.sh
============
Stack: corosync
Current DC: pcp-lnx-28 (version 1.1.16-12.el7_4.7-94ff4df) - partition with quorum
2 nodes configured
11 resources configured
============
Node pcp-lnx-113: online
res_bprAgent_1 (lsb:bprAgent): Started
res_VIPArip
(ocf::heartbeat:VIPArip):
Started
res_drbd_2
(ocf::linbit:drbd):
Master
res_drbd_1
(ocf::linbit:drbd):
Master
res_Filesystem_1
(ocf::heartbeat:Filesystem):
Started
res_drbd_3
(ocf::linbit:drbd):
Master
res_Filesystem_2
(ocf::heartbeat:Filesystem):
Started
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res_Filesystem_3
(ocf::heartbeat:Filesystem):
Node pcp-lnx-28: online
res_drbd_1
(ocf::linbit:drbd):
Slave
res_drbd_2
(ocf::linbit:drbd):
Slave
res_drbd_3
(ocf::linbit:drbd):
Slave

Started

No inactive resources

Migration Summary:
* Node pcp-lnx-113:
* Node pcp-lnx-28:
Synchronization status.
version: 8.4.8-1 (api:1/proto:86-101)
GIT-hash: 22b4c802192646e433d3f7399d578ec7fecc6272 build by root@pcp-lnx-82, 2018-01-09
03:29:23
0: cs:Connected ro:Primary/Secondary ds:UpToDate/UpToDate A r----ns:9873987 nr:0 dw:949317 dr:8963486 al:102 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0
1: cs:Connected ro:Primary/Secondary ds:UpToDate/UpToDate A r----ns:20976084 nr:0 dw:23862 dr:20969422 al:14 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0
2: cs:Connected ro:Primary/Secondary ds:UpToDate/UpToDate A r----ns:10135322 nr:0 dw:719688 dr:9432647 al:16 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0

クラスタのタイムアウトの設定
クラスタ コンポーネントでは、それぞれのリソース上で指数バックオフ タイムアウトがあり
ます。ここのファイル システム リソースは、bprAgent の前に機能する必要がある最も基本的
なリソースです。BprAgent リソースが準備済みの状態になり動作のみ可能になると、VIP を設
定し、サービス インフラストラクチャの残りの部分を使用できるようになります。個々 のリ
ソースのタイムアウトは、次のとおりです。
表 2 : リソースのタイムアウト値

リソース

タイムアウトの値

すべてのリソー デフォルトの障害のしきい値は 3 に設定されています。3 回施行後、依存関
ス
係を持つすべてのリソースはピア ノードにフェールオーバーします。失敗
したノードはトラブルシューティングされ、ユーティリティ スクリプトを
使用してクリーンアップされます。リソースは、フェールオーバーのタイ
ムアウトの有効期限まで引き続きセカンダリノードで有効になります。（デ
フォルトでは 30 分）フェールオーバーのタイムアウトの有効期限が来る
と、すべてのリソースのフェールバックがプライマリノード（適切な場所）
に移動します。これは、自動フェールバックが有効になっている場合にの
み発生します。
VIP アドレス リ
ソース

• start interval="0" timeout="30 sec"
• stop interval="0" timeout="20 sec"
• monitor interval="10" timeout="20 Sec" start-delay="0"
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リソース
bprAgent リソー
ス

タイムアウトの値
• start interval="0" timeout="180 sec"
• stop interval="0" timeout="180 sec"
• monitor interval="30 sec" timeout="120 sec " start-delay="15 sec"

master-slave and
file system
resource for all
three file system
resources
(/bprHome,
/bprData and
/bprLog)

• start interval="0" timeout="30 min"
• promote interval="0" timeout="30 min"
• demote interval="0" timeout="30 min"
• stop interval="0" timeout="30 min"
• monitor interval="10" timeout="20 Sec" start-delay="0"
• notify interval="0" timeout="90 Sec"

これらのリソースの詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.1 クイッ
ク スタート ガイド を参照してください。

ディスクの状態
ディスク同期は、プライマリおよびセカンダリ RDU ディスク間の論理のボリュームを同期す
ることを意味します（ファイル ブロック レベル）。論理ボリューム マネージャを使用して、
各ディスク上で 3 つの論理ボリューム ブロックを持つ論理ボリューム グループを作成するこ
とができ、これらのブロック デバイスはホーム、データ、およびデータベースのログ ディレ
クトリにマウントされます。これらの論理ボリューム ブロックは RDU ノード間で同期を有効
にするため、ファイル システム ドライバで詳細に設定されます。
スクリプト monitor_fs_sync_status.sh を使用して、同期ステータスを確認することができます。
このスクリプトは、プライマリまたはセカンダリのいずれかの RDU サーバで実行できます。
ファイルシステム シンクロナイザ リソースは <local disk status>/<remote disk status> 形式でディ
スク ステータスを表示し、これはリモート ディスクの状態によって最初にローカル ディスク
の状態が表示されることを意味します。ディスク状態によって、プライマリおよびセカンダリ
RDU ディスクの同期ステータスを判断するのに役立ちます。
RDU HA クラスタでは、ディスク状態はファイル システムの状態を表し、次のタイプである
可能性があります。
• UpToDate/UpToDate：ディスクが同期され、ファイル システム リソースが正常に機能して
いることを示します。
• UpToDate/outdated：ローカル サーバ ディスクが更新されましたが、リモート ディスクが
正しく同期されていないことを示します。この場合、ファイル システム ドライバが正常
に機能していることを確認し、同期プロセスを再初期化する必要があります。
• Attaching/Attaching：同期が進行中であり、プライマリ サーバがフェールオーバー IP を使
用したセカンダリ サーバで、ネットワークの接続性を達成しようとしていることを示しま
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す。RDU ですべてのタスクを実行する前に、同期が完了するまで待機する必要がありま
す。
• Negotiating/Negotiating：プライマリ RDU サーバ間でネットワークの接続性が確立され、
データ同期が進行中であることを示します。RDU ですべてのタスクを実行する前に、同
期が完了するまで待つ必要があります。
• Failed /<any state>：同期が失敗したことを示します。ファイル システム リソース ドライ
バの論理ボリューム ブロックが設定されていることを確認します。設定されていない場
合、ファイル システム ドライバを設定し、同期プロセスを再実行します。
• <any state>/Inconsisten：新しいリソースがローカル ディスクに追加されているか、同期が
進行中であることを示します。初期完全同期を完了する前に、新しいリソースが追加され
たことを確認します。追加されている場合、同期プロセスを再実行します。
• UpToDate/Unknown：ネットワーク接続が RDU ノード間で使用できないことを示します。
フェールオーバー IP が正確であり、適切に設定されていることを確認します。
• Consistent/Consistent：初期同期に基づいて、両方のディスクでデータが一貫していること
を示します。現在のディスク ステータスを取得するには、同期プロセスを開始して、デー
タが両方のディスクで最新であることを確認します。同期が進行中の場合、このディスク
の状態を受信する可能性があります。
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図 5 : ディスク容量

プライマリおよびセカンダリ RDU ノードのファイル システムが正常に同期されている場合、
ディスク ステータスは UpToDate/UpToDate と表示されます。

クラスタのデュアル リング サポート
デュアル リングは、RDU HA 設定のサービス冗長性を提供するために設定されます。RDU HA
設定は、次のネットワーク インターフェイスで構成されています。
• パブリック インターフェイス：VIP 経由で RDU ノードに対してパブリック アクセスを提
供するネットワーク インターフェイス
• プライベート インターフェイス：RDU ノード間のフェールオーバー接続を提供し、ファ
イル システムの同期をサポートするネットワーク インターフェイス。
RDU HA 設定のデュアル リング サポートは、冗長リング プロトコル（RRP）を使用します。
RRP については、RedHat 顧客ポータルを参照してください。
デュアル リング設定には、これらのインターフェイス上での次の 2 つのネットワーク リング
の展開が含まれます。
• 両方の RDU ノードのパブリック IP アドレスで構成されているパブリック インターフェイ
ス上のネットワーク リング。
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• 両方の RDU ノードのプライベート IP アドレスで構成されているプライベート インター
フェイス上のネットワーク リング。
次の図では、RDU HA 設定でのデュアル リング実装について説明します。
図 6 : デュアル リングのサポート

以前の RDU HA 設定では、1 つのネットワーク リングまたはトーテム リングのみが、パブリッ
ク インターフェイス経由で設定されました。したがって、ネットワーク インターフェイスの
障害発生時には、RDU HA クラスタと影響を受ける RDU ノード間で使用できる通信チャンネ
ルはありませんでした。これにより、必要なユーティリティのインスタンスが影響を受ける
RDU ノード上で終了します。ネットワーク インターフェイスの回復では、影響を受けるノー
ド自体でこれらのインスタンスを再起動し、RDU HA クラスタを再確立する必要があります。
デュアル リング サポートの可用性がある状態で、ネットワーク インターフェイスが失敗する
場合、RDU HA クラスタはプライベート インターフェイス上でネットワーク リングを使用し
て、引き続き影響を受ける RDU ノードと通信できます。RDA HA クラスタと影響を受ける
RDU ノード間の通信は、影響を受ける RDU ノードでアクティブな必須ユーティリティのイン
スタンスを保持する必要があります。
これら両方のネットワーク リングは、RDU クラスタ同期を維持するためにシステムで有効に
なっています。デュアル リング サポートについては、両方のリングにネットワーク IP アドレ
スを設定する必要があります。設定するネットワーク IP アドレスは、プライマリとセカンダ
リの両方の RDU ノードに該当する必要があります。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
32

使用する前に
スプリット ブレーン リカバリ（Split Brain Recovery）

スプリット ブレーン リカバリ（Split Brain Recovery）
スプリット ブレーンは、両方の RDU ノードのファイル システムが同じ状態でいずれかになる
ような状況です。アクティブまたはパッシブ、または RDU ノード間のデータが不一致の状態
でアクティブに 1 個存在している。スプリット ブレーンは次のいずれかの理由で発生します。
• RDU ノード間のパブリックまたはプライベート インターフェイス上のネットワーク接続
の切断。
• フェールオーバー中にプライマリおよびセカンダリ RDU 間で高ネットワーク遅延が発生。
• ファイル システム シンクロナイザ上のクラスタ決定の不整合とデータの不一致。この状
況は、プライマリ RDU ノードへのネットワーク インターフェイスが失敗し、プライマリ
RDU ノードが RDU HA クラスタから接続が切断されると通常発生します。
次の図では、ファイル システム シンクロナイザ上のクラスタ決定の不整合とデータの不
一致により発生するスプリット ブレーンの状況について説明します。
図 7 : スプリット ブレーンの発生

ファイル システム シンクロナイザでクラスタ決定の不整合とデータの不一致につながる
インスタンスの設定は次のと通りです。
1.

プライマリ RDU ノードへのネットワーク接続に失敗します。

2.

フェールオーバーが発生し、セカンダリ RDU ノードがアクティブになります。
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3.

プライマリ RDU ノードおよび RDU HA クラスタ間の通信が失われるため、クラスタ
プロセスとファイル システムのシンクロナイザ リソースは、次のステータスを要求
します。
• プライマリ ノードのクラスタ：アクティブとしてプライマリ ノードの要求
• セカンダリ ノードのクラスタ：アクティブとしてセカンダリノードの要求
• プライマリ ノードのファイル システム シンクロナイザ リソース：不安定として
プライマリ ノードの要求
• セカンダリノードのファイル システム シンクロナイザ リソース：アクティブと
してセカンダリ ノードの要求

4.

プライマリ RDU ノードが起動し、自動フェールバック（設定）の場合に発生します。

（注）

自動フェールバックが設定されている場合、ファイル システム
シンクロナイザ リソースが存在する状況になる可能性がありま
す。例：/bprLog はセカンダリ RDU ノードおよびその他の例でア
クティブとして要求します。例：/bprHome および /bprData はプラ
イマリ RDU ノードでアクティブとして要求します。

5.

ファイル システム シンクロナイザ上のクラスタ決定の不整合とデータ不一致のため、
RDU HA クラスタおよびファイル システム シンクロナイザがスプリット ブレーンを
実行します。

6.

クラスタ プロセスは、プライマリ RDU ノードで停止します。

デュアル リング設定を使用してこのスプリット ブレーン状況を回避できます。デュアル
リング設定に関する詳細は、クラスタのデュアル リング サポート （31 ページ） を参照
してください。
スプリット ブレーンが発生すると、次のスプリット ブレーン状況のいずれかが発生する可能
性があります。
• 0 プライマリ：両方の RDU ノードがセカンダリ（パッシブ）として要求されます。
• 1 プライマリ（アクティブ）：RDU ノードのどちらかがプライマリ（アクティブ）として
要求されますが、RDU ノード間のファイル システムでデータの不一致が発生します。
• 2 プライマリ：両方の RDU ノードがプライマリ（アクティブ）として要求されます。
スプリット ブレーン状況を回復するには、さまざまな自動化されたポリシーを定義できま
す。これらのポリシーでは、システムがスプリット ブレーンの対象者とスプリット ブレー
ンの対象外を決定するのに役立ち、それに従ってスプリット ブレーンの状況を解決しま
す。
次の表には、各スプリット ブレーンの状況に適用されるポリシーを説明します。
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表 3 : スプリット ブレーン状況：該当するポリシー

スプリット ブ アプリケーション ポリシー
レーン状況
0 プライマリ

• 切断：自動回復しない。スプリット ブレーン ハンドラ スクリプトを無
効にして接続を切断します
• discard- younger -primary：ネットワークが切断する前に、最後のアクティ
ブ ロールを要求した RDU ノードの変更を廃棄します。
• discard-older-primary：古いアクティブ RDU ノードを廃棄し、アクティブ
RDU ノードの変更を保持します。
• discard-least-changes：いくつかの変更を行った RDU ノードの変更を破棄
します。
• discard-zero-changes：ノードへの変更がない場合、この影響を受けない
ノードの他のノードに発生した変更を適用します。

1 プライマリ

• 切断：自動回復しない。スプリット ブレーン ハンドラ スクリプトを無
効にして接続を切断します
• Consensus：0 のプライマリ状態に定義されているポリシーを選択して適
用します。回復が失敗すると、接続解除ポリシーを適用します。
• call-pri-lost-after-sb：0 プライマリ状態に定義されているポリシーを選択
して適用します。スプリット ブレーン対象者がいる場合は、pri-lost-after-sb
ハンドラ スクリプトを無効にして、接続解除ポリシーを適用します
• discard-secondary：アクティブではない RDU ノードの変更を破棄します。

2 プライマリ

• 切断：自動回復しない。スプリット ブレーン ハンドラ スクリプトを無
効にして接続を切断します
• violently-as0p：0 プライマリ状態に定義されているポリシーを選択して適
用します

RDU HA 設定では、次のポリシーは各スプリット ブレーン状況に設定されます。
• 0 プライマリ：discard-older-primary
• 1 プライマリ：discard-secondary
• 2 プライマリ：violently-as0p
これらのポリシーは、ファイル システム シンクロナイザの最新の変更を保持するのに役立ち
ます。また、これらのポリシーによりスプリット ブレーン回復プロセス中にデータが失われる
ことがありません。
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RDU HA 通知
プライム ケーブル プロビジョニングで、受信者のメール アドレスを設定して、スプリット ブ
レインの発生でトリガされる RDU HA クラスタ通知を受信できます。複数の受信者の電子メー
ル アドレスは、カンマ区切りのリストを使用して設定します。受信者の専用グループに RDU
HA 電子メール通知をトリガする有効なメーリング リストを設定することもできます。
これにより、システム パフォーマンスを管理し、必要に応じて是正処置を取ることができま
す。RDU HA セットアップのメール通知設定については「Cisco プライム ケーブル プロビジョ
ニング 6.1.1 クイック スタート ガイド」を参照してください。

プライマリ専用および HA 対応
RDU HA インストール中に、インストールのプライマリ専用モードを選択することもできま
す。これにより、HA をインストールできるようになり、のちにセカンダリ ノードを追加し
HA クラスタを設定できます。

HA のノードの復元
HA クラスタ内の RDU ノードのいずれかが破損している場合、復元モードを使用して、影響
を受ける RDU ノードを復元できます。復元モードでは、アクティブ RDU ノードと影響を受け
る RDU ノードを同期して、破損したファイル システム データを簡単に復元できます。

RDU Geo 冗長性
RDU Geo 冗長性は、RHEL 7.4 または CentOS 7.4（64 ビット両方）でサポートされている RDU
HA の強化機能であり、RDU プライマリおよびセカンダリ ノードが異なる地域に存在可能で
あり、両方のノードが異なるサブネットに存在可能です。
• Geo で冗長モードでは、VIP は任意のサブネットに配置可能で、両方のノードに共通した
サブネットの範囲内である必要はありません。
• Geo 冗長モードでは、VIP の CIDR 値を 32 にする必要があります。
• VIP は、アクティブ サーバから RIP アドバタイズメントとしてアドバタイズされるため、
両方のノードの入力ルータではルートのインジェクションを実行する必要があります。
• Geo 冗長モードでは、リソース エージェント（res_VIPArip）を使用して、VIP がモニタさ
れます。
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図 8 : RDU Geo 冗長性

直線は、ノード間の物理的ネットワーク接続を示します。点線は、2 個のノード間のロジカル
同期を示します。

RBAC 管理
適切なユーザー管理とセキュリティのため、プライム ケーブル プロビジョニングは認証ユー
ザーにシステム機能とリソースを制限するアプローチを提供する、ロール ベース アクセス コ
ントロール（RBAC）を導入します。ロールは粒度の高い権限で構成されます。権限は適用の
ベース ユニットです。ロールは認可ポリシーのカスタマイズを有効にする論理ジョブ機能に権
限セットをグループ化します。
プライム ケーブル プロビジョニングは、利用可能なデフォルト アウト オブ ボックス（OOTB）
ロール、ユーザー、ユーザー グループ、ドメインを提供します。これらのデフォルト設定とは
別に、組織要件を満たすために独自に設定を定義することもできます。デフォルトの OOTB 設
定は編集または削除できません。
認可の適用には、保護される操作またはリソースにユーザーの ID と付与された権限を知る必
要があります。この情報は、アクセス適用チェックを実行中に使用されます。チェックには 4
つのレベルがあります。
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• URL アクセス チェック：Admin UI または Web サービスなどのコンポーネントに面する
Web によって適用されます。
• 操作/方式レベル チェック：操作へのアクセスを保護するコンポーネントによって適用さ
れます。このタイプのアクセス チェックは、主に RDU と DPE CLI で実行されます。ユー
ザーが操作の呼び出しに適切な権限を持っていることを確認する手法です。
• インスタンス レベル チェック：ユーザーによる特定のオブジェクトへのアクセスを適用
します。この適用は RDU と活用データベース機能で実行されます。
• プロパティ レベル チェック：ユーザーによる特定のプロパティへの書き込みアクセスを
適用します。この適用は RDU で実行されます。
RBAC 設定の詳細については、『Admin UI を使用した RBAC の設定』を参照してください。
このセクションでは次のトピックについて説明します。
• 認証
• 認証
• ロールの評価
• 操作レベルのアクセス制御
• インスタンス レベルのアクセス制御
• サンプル RBAC のユーザー ロール ドメイン階層
• プロパティがフィルタ リングおよびプロパティの施行

認証
認証は、ユーザーの ID を確立するためのプロセスです。このプロセスは、ローカル RDU デー
タベースまたは外部 RADIUS サーバに対するユーザー名/パスワードの資格情報を使用して実
行します。クレデンシャルが最初に Radius サーバでチェックされ、見つからない場合、確認
のためローカル サーバに送信されます。Radius 認証は、RDU デフォルトで有効になっており
設定されている場合のみ可能です。ユーザーのクレデンシャルを確認後、認証障害が発生した
場合またはユーザーが有効な場合の例外が表示され、ユーザーにはユーザーに関連付けられて
いるロール、ユーザー グループ、ドメインに基づき権限とドメインが付与されます。

認証
プライム ケーブル プロビジョニングは、ユーザー グループ経由で直接または間接的に割り当
てられたさまざまなロールに基づき認可されます。これらのロールは、より粒度の高い権限で
構成されています。プライム ケーブル プロビジョニングの主要な認証エンティティを次に示
します。
User
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ユーザーは、プライム ケーブル プロビジョニングにアクセスが許可されたユーザーまたはシ
ステム アクターにすることが可能な ID を表します。実行するロールに応じて、ユーザーは 0
個以上のロールを持つことができます。
ユーザ グループ
ユーザー グループとは、ユーザーをまとめたものです。ユーザーのように、ユーザー グルー
プは 0 以上のロールに割り当てることができます。ユーザー グループのメンバーであるユー
ザーは、ユーザー グループが割り当てられているすべての権限を継承します。それらのロール
は、グループのメンバーでもあるリソースでのみ有効になるように設定できます。ユーザー
は、0 以上のグループのメンバーになることができます。ユーザーが取得する一連の権限は、
ロールからすべて集約されています。
特権
権限は、実行可能な操作に付与された権限を示します。これは、適用の単位です。権限はユー
ザーに割り当てられているロールにグループ化されます。権限はアクションをを作成、読み取
り、更新、削除できます。
Role
ロールは、ユーザーまたはユーザー グループが実行可能な機能のセットを定義するジョブ機能
です。ロールは権限、ユーザー/ユーザー グループ、およびドメインをまとめてバインドしま
す。プライム ケーブル プロビジョニングはデフォルトのアウトオブボックスのロールの設定
を持ち、カスタム ロールを作成できます。権限のセットはカスタム ロールに割り当てること
ができます。
ドメイン
ドメインは、インスタンス レベル アクセス コントロールを目的としてグループ化されたオブ
ジェクト（デバイス、COS、DHCP 条件、ファイル、ProvGroup など）をまとめたものを示し
ます。サポートされているドメインの特性は次のとおりです。
• これらはインスタンスのセットです。ドメインはシステム全体に分割できます。ドメイン
はさまざまなオブジェクト タイプを持つことができます。適切なアクセス権限を持つ認証
されたユーザーは、そのドメインに存在するインスタンスを表示できます。
• ドメインは階層型です。親ドメインへのアクセス権を持つユーザーは、その親のすべての
子ドメイン、孫ドメインなどにアクセスできます。
• ドメインには、システム全体に固有の名前があります。
• システム定義された（組み込み）RootDomain は、特定のロールのすべてのオブジェクト
にアクセスするために使用できます。
• リソースの任意のドメインに割り当てることができます。ドメイン間でリソースを移動す
ることもできます。ドメインの割り当てがない場合、リソースは RootDomain に割り当て
られます。
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ロールの評価
ユーザーに直接ロールを割り当てるか、ユーザー グループ メンバーシップを通して間接的に
ユーザーは権限を付与できます。ユーザーに付与されたすべての機能は、すべてのロールから
直接派生したか、ユーザーに間接的に割り当てられた権限のすべてです。ロール評価の順序：
ユーザー グループからユーザー。

操作レベルのアクセス制御
プライム ケーブル プロビジョニングで実行するすべてのタスクは、アクセス制御チェックを
通過します。アクセス制御チェック中は、割り当てられた権限に対して検証され、適切な権限
を持つ場合タスクが実行されます。権限がない場合、十分な権限がないことを示すメッセージ
が表示されます。

インスタンス レベルのアクセス制御
運用レベル アクセス制御は、ユーザが実行できる操作が定義されている一方で、インスタンス
レベルのアクセス制御は、特定のインスタンスでこれらのアクションを実行できるかどうかを
決定します。これは、オペレーション アクセスのチェックを超える追加のアクセス制御を適用
します。インスタンスのレベルを試行する前に、運用アクセス制御をまず、付与する必要があ
ります。プライム ケーブルのプロビジョニングはオペレーション レベルの適用が有効になっ
ているモードをサポートしますが、インスタンス レベルのアクセスは無効になっています。
プライム ケーブルのプロビジョニングでは、ドメインがユーザがアクセス可能なインスタンス
のサブセットを定義します。ユーザとリソースの両方には、同じドメインのメンバーでなけれ
ばなりません。そうしないと、ユーザは、オペレーションを実行することが許可されません。
ユーザには 0 個以上のドメインに関連付けることができます。リソース (例: デバイス、COS、
ファイルなど) は、シングル ドメインとのみ関連付けることができます。プライム ケーブルの
プロビジョニングにリソースを追加すると、ドメインに割り当てられます。ドメインが割り当
てられていない場合、リソースは、RootDomain に自動的に追加されます。
インスタンス レベルでのアクセスは、各リソースに関連付けられている RDU API を通じて制
御されます。
Admin UI のRDU のデフォルト ページのインスタンス レベルの認証を使用して、インスタンス
レベルのアクセス制御を有効または無効にできます。このチェック ボックスをオンにの
み/adminui/enableDomainAdministration 設定されている場合表示されます adminui.properties ファ
イル内の正しい。
プライム ケーブルのプロビジョニングは、次のリソースに対するインスタンス レベルのアク
セス制御のみをサポートします。デバイス、COS、ファイル、DPE,NR、Prov グループ、DHCP
基準です。
インスタンス レベルのアクセス制御が無効の場合:
• 新しいリソースが追加されると、リソースはユーザーが特定のドメインにリソースを割り
当てる必要がなく、それぞれの API により、内部的に、また自動的に RootDomain に割り
当てられます。
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インスタンス レベルのチェックが有効の場合:
• 新しいリソースが追加されるときに、リソースが関連付けられている必要があるドメイン
名を指定することが必須です。
• ユーザはリソースが関連付けられるドメインにアクセス (つまりメンバーシップ) できなけ
ればなりません。これはドメイン メンバーシップを割り当てるか、または変更する API
によって適用されます。同じ API はまた、有効なドメインが割り当てられるように強制し
ます。
• Admin UI で、ユーザが、1 つのドメインにアクセスできる場合、リソースを追加または変
更する間に、デフォルトでそのドメインが選択されます。
• Admin UI で場合、ユーザが複数のドメインにアクセスできる場合、デフォルトの選択は
行われません。ユーザは、新しいリソースを追加する一方で、ドメインを明示的に設定す
る必要があります。
• ユーザは、設定されているドメインを読み取るために PRIV_DOMAIN_READ 権限をもっ
ていなければなりません。この権限は、すべての初期設定のロールに追加されます。
• ユーザは、自分がメンバーであるドメイン (該当する場合は、サブドメインを含む) を表示
することだけができます。
デフォルトでは、新しく追加されたプロビジョニング グループ (PG) は、RootDomain に配置さ
れます。Admin UI 経由または ChangeDomainProperties API を通じて、PG のデフォルトのメン
バーシップを変更できます。Admin UI を通じて、または API を通じて、DPE または CNR-EP
のドメインを変更できます。
新しく追加された DPE または CNR EP の場合、その PG のドメインのメンバーシップをとりま
す。DPE の場合の最初のプライマリ PG。
Admin UI を通じて PG のドメインを変更する一方で、PG のすべてのサーバに新しいドメイン
を適用するオプションが示されます。これは Admin UI を通じてのみ行うことができます。こ
の操作の API サポートはありません。

（注）

設定の生成と再生成は、インスタンス レベルでのアクセスの適用をサポートしていません。こ
のチェックは、管理操作とオブジェクト レベルでのみ適用されます。たとえば、ユーザに
ClassOfService を変更するためのアクセスが付与されている場合、その変更の結果として、設
定を再生成する可能性があるデバイスが許可されます。これらのデバイスでは、生成と再生成
中に、インスタンス レベルでのアクセス チェックは適用されません。

サンプル RBAC のユーザー ロール ドメイン階層
デバイス管理のロールには、次の権限が含まれています: 読み取り、DHCP 基準の読み取り、
COS デバイスの作成、読み取り、更新、削除します。
ファイル管理ロールは、ファイルの作成、読み取り、更新、および権限の削除を含みます。
deviceadmin と fileadmin のロールの権限が更新されます。
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ネットワーク管理者ロールは、OOS、DHCP 条件、デバイス、およびプロビジョニング グルー
プの作自制、読み取り、更新、および削除を実行できます。
次に例を示します。
ユーザ W は、ドメイン 1 を担当するデバイス管理責任者に割り当てられます。これにより、
ユーザ W が次のものをもつことを許可します。
• ドメイン 1 のすべての COS の読み取り専用アクセス。
• ドメイン 1 のすべての DHCP 基準の読み取り専用アクセス。
• ドメイン 1 のすべてのデバイスでの作成-読み取り-更新-削除 (Create-Read-Update-Delete)
アクセス。
• すべての詳細の表示を許可する読み取りアクセス。
• MAC、DUID、FQDN、所有者 ID、COS、DHCP 基準などによる検索を許可する読み取り
アクセス。
• MAC、DUID、ホスト名、所有者 ID の変更を許可する更新アクセス
• COS または DHCP 基準とデバイスの作成-更新 (create-update) できる読み取り権限。ユーザ
W はまた COS と DHCP 基準をこれらのデバイスに割り当てるか、割り当て解除すること
を許可します。
• ユーザ W でデバイスの読み取り-更新 (read-update) 権限があるが、COS の読み取り (read)
アクセスがない場合、COS を割り当てることはできませんが、割り当てられた COS の名
前も表示することができます。
• ドメイン １ のこれらのデバイスでプロパティを追加、更新、または削除するためのアク
セスを完了します。
• 作成と更新アクセスは、暗黙にユーザ W が生成と再生成操作を実行できるようにします。
読み取りアクセスのみをもつだけでは、十分ではありません。
• PRIV_DEVICE_OPERATION 権限は、ユーザ W が performOperation API 要求を呼び出すよ
うに促します。
ユーザ X がドメイン 1 のネットワーク管理者の担当に割り当てられた場合、ユーザ X はユー
ザ W が以下の操作と共に行うことができるすべての操作を実行できます。
• ドメイン 1 の COS、DHCP の条件、デバイスを作成、読み取り、更新、および削除する。
• ドメイン 1 に関連付けられているすべてのプロビジョニング グループにアクセスし、サー
バの詳細を確認し、ログにアクセスし、DPE CLI 操作を実行する。
ユーザ Y がドメインの親のネットワーク管理者の責任を割り当てられた場合、ユーザ Y は、
ユーザ X がすべてのドメインの親の子ドメインのすべてにアクセスすることもできるすべての
操作を実行できます。
ユーザ Z がユーザ X と同様の機能をもつが、ドメイン ３ では、次のようになります。
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• ユーザ Z はドメインの親またはドメイン 3 のいずれかのファイルを作成 (追加) 、読み取
り (表示またはエクスポート)、更新 (プロパティの置換または変更)、およびファイルの削
除を行うことができます。
• ユーザ Z 権限には COS をドメイン 3 での作成、更新を含むため、ユーザ Z はドメイン 3
に関連付けられた COS にファイルを割り当てて、割り当て解除することができます。

DPE CLI アクセスの施行
DPE CLI を使用して、DPE のステータスと設定を表示し、プロパティを変更できます。ローカ
ル DPE、TACACS、または Radius を経由して、DPE CLI を使用するために認証する必要があ
ります。
ローカル DPE CLI アカウントが特定のユーザー名を有し、管理し、ローカル DPE CLI 認証の
みが必要です。デフォルトでは、管理者ユーザーは認証で無効モードに入り、パスワードを再
度入力することなく、有効モードに入ることができます。DPE CLI アクセスは DPE 権限の設
定によって制御されます。DPE 権限の詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニ
ング 6.1.2 リファレンス ガイド を参照してください。
プライム ケーブル プロビジョニングでは、DPE 監査ログ ファイルが作成され、認証の詳細が
一覧表示されます。このファイルは、 BPR_DATA/dpe/logs に配置されます。

プロパティがフィルタ リングおよびプロパティの施行
デバイス レベルのプロパティの可視性をより高度に管理するため、プライム ケーブル プロビ
ジョニングが書き込むレベルのアクセス適用と連携してフィルタリング メカニズムを導入して
います。これは、以前説明したきめ細かいアクセス制御機能とは異なる高度なメカニズムで
す。プライム ケーブル プロビジョニングの公開 API は、デバイス プロパティのフィルタリン
グが可能になるように拡張されます。これは、フィルタを指定するクライアントの責任です。
プライム ケーブル プロビジョニング API の呼び出しでは、フィルタを満たすプロパティのみ
を提供します。このメカニズムは、送信されるデータ量を削減し、サーバ ベースのアプリケー
ションがアクセス制御を適用できるようにすることが目的です。
プライム ケーブル プロビジョニングは、デバイス プロパティの書き込みレベル アクセス制御
を提供します。変更可能なプロパティのリストは、ロールに関連付けられている必要がありま
す。特定のデバイス プロパティを変更するユーザーについては、ユーザーに割り当てられてい
るロールの一部として定義してください。

（注）

デバイス プロパティの書き込みチェックは、デバイス レベルのみです。ユーザーは、COS な
どのより高度なプロパティ階層でデバイス プロパティを追加または変更できます。

設定再生成サービス (CRS)
DHCP、サービス クラス、グループ プロパティ、その他の変更が発生するとき、デバイス設定
が古くなり、設定の再生成が必要になります。プライム ケーブル プロビジョニング はすべて
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の影響を受けるデバイスの設定を自動的に再生成する設定再生成サービスを提供し、設定を
DPE に送信します。これにより、手動で各設定を再生成して、エラーが発生する可能性を軽減
します。
デバイス設定は次が発生するたびに自動的に再生成されます。
• デフォルトのクラス サービスまたはテクノロジー デフォルトの DHCP 条件が変更されま
す。
• サービス クラスまたは DHCP 条件プロパティが変更されます。
• グループ プロパティが変更されます。
• CableLabsConfigTemplate、DocsisConfigTemplate、PacketCableConfigTemplate、およびスク
リプトなど、サービス クラスまたは DHCP 条件に関連するファイルが置き換えられます。
プライム ケーブル プロビジョニング では変更がデバイス設定などに影響を与えるか判断でき
ないため、一部の設定は自動的に再生成できません。
• デフォルトのサービス クラスおよびデフォルトの DHCP 条件を除き、テクノロジー デフォ
ルトが変更されます。
• システムのデフォルトが変更されます。
• 別の DOCSIS テンプレート内に含まれているファイルが変更されます。
• Groovy スクリプトで使用されている Groovy クラス ファイル、および JAR ファイルを変
更されます。
このような場合、手動で設定を再生成します。
• [デバイスの管理] ページ上の Admin UI から（デバイス設定の再生成 （310 ページ） を参
照）。
• 詳細については API IPDevice.regenConfigs() から、ビルド上の docs ディレクトリにある API
Javadoc を参照してください。

（注）

設定を再生成する方法に関係なく、デバイスを再起動するかデバイス リセットが RDU から手
動でトリガされる限り、デバイスに送信されません。
プライム ケーブル プロビジョニング RDU CRS により高度な制御、エラー処理、ロギング機能
を提供します。CRS 要求を効率的に実行する際に発生するエラーを処理し、強化 CRS ロギン
グおよびイベントを使用した CRS の操作ステータスをモニタ出来ます。Admin UI および RDU
API を使用して、RDU を再起動することなく CRS および CRS 要求を管理できます。Admin UI
を使用した CRS の設定の詳細については、CRS の設定 （227 ページ） を参照してください。
プライム ケーブル プロビジョニング CRS が有効、無効、一時停止、再開すると、イベントを
生成します。同一要求により CRS 要求が作成、削除、置換され、要求の実行が完了すると、
イベントが生成されます。これらのイベントにより、システムとして CRS をモニタできます。
RDU API を使用している外部クライアントは、CRS 関連イベントすべてに登録およびリッス
ンするために使用できます。RunEventMonitor.sh ツールは、これらのイベントをリッスンする
ために使用できます。このツールに関する詳細は、runEventMonitor.sh ツールの使用 （550 ペー
ジ） を参照してください。イベントの詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョ
ニング 6.1.2 統合開発者ガイド を参照してください。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
44

使用する前に
デバイス再生成エラーの処理

CRS イベントのロギングは、さまざまなログ ファイルに書き込まれ、CRS のデバッグとモニ
タに役立ちます。Rdu_crs.log は、簡単な方法で CRS に関連するすべてのアクティビティをキャ
プチャするために導入されます。これらの CRS 関連のロギング メッセージは、ログ レベル 6
情報が設定されている場合に、rdu.log に表示されます。すべてのコンポーネント、API、拡張
などから rdu.log はログを記録し、これにより大きなログ ファイル サイズになり、データは別
のファイルにロール オーバーされます。Rdu.log が非常に詳細なため、CRS 障害のデバッグ中
に役立ちます。CRS 要求、イベント関連情報、イベントに関連するユーザーが削除されると
き、Audit.log は CRS の有効化、無効化、一時停止、再開などすべての CRS 関連の管理詳細を
キャプチャします。ロギングの詳細については、コンポーネント ログのモニタリング （455
ページ） を参照してください。

デバイス再生成エラーの処理
プライム ケーブル プロビジョニング 5.1 より前の CRS 要求実行中に、デバイスの設定再生成
が失敗した場合、CRS はデバイスに対して無期限にデバイス設定の再生成を再試行します。こ
の問題を防ぐため、CRS は障害が発生したデバイスの設定の再生成を再試行せず、デバイスの
残りの設定の再生成に進みます。エラーが発生したデバイスと統計情報に関する再生成の詳細
は、rdu_crs.log に記録されます。エラーが発生したデバイスの再生成の詳細については、1000
デバイスすべての再生成を完了後に記録されます。データベースに存在しないデバイスは CRS
で無視され、rdu_crs.log で明示的に記録されません。rdu_crs.log の詳細については、地域の配
布ユニット ログ （459 ページ） を参照してください。
エラーが発生した設定の再生成を効率的に管理するため、2 つの新しいプロパティが導入され
ました。これらのプロパティは Admin UI の RDU Defaults （212 ページ） または
Configuration.changeRDUDefaults API を使用して設定可能です。これらのプロパティ値に加え
られた変更は、次の CRS 要求から有効になります。
• failureThresholdPercentage：エラーが発生したデバイスの最大許容可能パーセンテージ
を指定します。0.0 ～ 100.0% の範囲で任意の値を指定することができます。デフォルトで
は、この値は 0.0% に設定されています。
• pauseOnFailureThreshold：エラーが発生したデバイスのパーセンテージが
failureThresholdPercentage を超える場合、CRS が自動的に一時停止するか指定します。
設定可能な値は [True] または [False] です。デフォルトでは、 pauseOnFailureThreshold が
false に設定されます。
• pauseOnFailureThreshold が true に設定され、エラーが発生したデバイスが
failureThresholdPercentage を超えると、CRS が自動的に一時停止し、警告メッセー
ジが rdu _crs.log に記録されます。
• pauseOnFailureThreshold が true に設定され、エラーが発生したデバイスが
failureThresholdPercentage を超えると、CRS は継続してデバイスの残りに設定を再
生成し、警告メッセージのみが rdu _crs.log に記録されます。
CRS 要求の実行中に、failureThresholdPercentage および pauseOnFailureThreshold プロパティ
がすべて 1000 デバイス設定の再生成を終えた後に計算されます。
たとえば、2000 デバイスは CRS 要求に関連付けられ、 failureThresholdPercentage を 5.0% に
設定し、 pauseOnFailureThreshold を true に設定します。これまでにエラーが発生したデバイ
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スの合計数が 100 を超過した場合、CRS は自動的に一時停止します。この場合、次の修正操作
のいずれかを実行できます。
• 同じ要求を置換して、CRS を手動で再開して問題を解決します。最初から再生成を開始し
ます。
• PauseOnFailureThreshold を false に設定し、CRS を手動で再開します。これによりエラー
が発生したデバイスを無視し、 rdu_crs.log に詳細を記録します。
• FailureThresholdPercentage をより大きな値に設定します。
Rdu.logで利用可能な情報を使用して、潜在的な問題をトラブルシューティングします。

ユーザ セッションのクリア
RDU ローカル ユーザーがログインすると、ユーザー セッションが作成されます。ユーザー
は、複数のセッションを同時に処理できます。ユーザーの権限とアクセス可能なドメインは、
ユーザーの最後のアクティブ セッションが終了するか、タイムアウトするまでキャッシュされ
ます。管理者が RDU ユーザーの権限またはアクセス可能なドメインを変更する場合、新規変
更はユーザーの既存のセッションが終了するかタイムアウトするまで有効になりません。これ
は、Radius ユーザーには適用されません。プライム ケーブル プロビジョニングは、shell スク
リプト ツール、closeSession.shを提供して、特定ユーザーのすべてのセッションをクリアしま
す。このツールはロケーション BPR_HOME/rdu/bin の RDU で使用できます。
次に例を示します。
ユーザー John のセッションをクリアするには、次のコマンドを実行します。
#./closeSession.sh John

サービス レベルの選択
サービス レベル選択の拡張ポイントによって、デバイスの設定を生成中に RDU が使用する
DHCP 条件とサービス クラスを決定します。RDU はデータベースの各デバイスにこの情報を
保存します。
RDU がデバイスの設定を生成するために使用する DHCP 条件とサービス クラスは、デバイス
に付与されたアクセスのタイプに基づきます。デバイス アクセスには、3 つのタイプがありま
す。
• デフォルト：デフォルト クラスに付与されるデバイスについては、プライム ケーブル プ
ロビジョニングはデバイス タイプにデフォルトのサービス クラスと DHCP 条件を使用し
ます。
• 混合モード：混合モード アクセス権を付与されたデバイス（PacketCable MTA、コンピュー
タなど）については、プライム ケーブル プロビジョニングはケーブル モデム レコードか
らサービス クラスと DHCP 条件を取得します。
• 登録：登録済みアクセスを付与されたデバイスについては、プライム ケーブル プロビジョ
ニングは RDU データベースのデバイスに登録されたサービス クラスおよび DHCP 条件を
使用します。
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デバイス タイプごとに 1 つのデフォルト拡張機能が必要です。
Admin UI から [Configuration（設定）] > [Defaults（デフォルト）] のデフォルト ページｗ使用
して、特定のテクノロジーにサービス レベル選択拡張ポイントを入力できます。詳細について
は、コンピュータのデフォルト （206 ページ）を参照してください。デフォルトでは、これら
のプロパティはゼロまたは組み込み拡張機能のいずれでに設定されます。

注意

独自のカスタム拡張機能をインストールする場合を除き、これらの拡張機能を変更しないでく
ださい。
DHCP 条件とサービス クラスの 1 つのセットを受信するとデバイスが登録されている可能性が
ありますが、実際には 2 番目のセットを選択できます。設定生成拡張機能は、選択した DHCP
条件とサービス クラスを検索し、それらを使用します。
サービス レベル選択拡張機能はサービス レベルと DHCP 条件を、デバイスに指定する特定の
ルールに基づいて選択します。たとえば、特手うのサービス クラスおよび DHCP 条件に割り
当てるデバイスの、特定のプロビジョニング グループでデバイスを起動するように指定できま
す。
拡張機能は、特定の DHCP 基準とサービス クラスのセットがデバイスのプロビジョニングに
選択された理由についての情報を返します。[View Device Detail（デバイス詳細の表示）] ペー
ジの Admin UI からこれらの理由を確認できます。
次の表ではこれらの理由と、その場合に付与されるアクセスのタイプを説明します。
表 4 : サービス レベル選択拡張機能によって決定されたデバイス アクセスの理由

原因コード

説明

付与されたデバイス アクセスのタイプ
デフォルト

無差別

Registered

NOT_BEHIND_
デバイスが必要な ✓
REQUIRED_DEVICE ケーブル モデム
の背後にありませ
ん。
NOT_IN_REQUIRED_ デバイスが必要な ✓
PROV_GROUP
プロビジョニング
グループにありま
せん。
NOT_REGISTERED デバイスが登録さ ✓
れていません。
PROMISCUOUS_ 混合アクセスは
ACCESS_ENABLED ケーブル モデム
で有効です。

✓
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原因コード

説明

付与されたデバイス アクセスのタイプ
デフォルト

REGISTERED

デバイスが登録さ
れている。

無差別

Registered
✓

RELAY_NOT_IN_ ケーブル モデム ✓
REQUIRED_PROV_GROUP が必要なプロビ
ジョニング グ
ループにありませ
ん。
RELAY_NOT_REGISTERED ケーブル モデム ✓
が登録されていま
せん。

（注）

これらの理由のほとんどは、デフォルトのアクセスを許可されているの結果として、登録また
は混合モードのアクセスを許可するための要件の違反を示しています。

認証のサポート
認証は、ユーザが本人であることを確認するユーザのアイデンティティの確立のプロセスで
す。RDU にアクセスするユーザは、RDU で作成されたアカウントがある、RDU によってロー
カルに認証できます。さらに、リモートの Radius 認証がサポートされます。プライム ケーブ
ル プロビジョニングは、AAA の認証および認可機能のサポートを提供します。

ローカル認証
このモードはローカル RDU のローカル データベースにユーザーを認証し、常に有効です。管
理者ユーザーでは、ローカル認証のみが使用されます。詳細については、新規ユーザの追加 （
240 ページ）およびRDU Defaults （212 ページ）を参照してください。

リモート認証
このモードでは、リモート サーバでユーザを認証します。プライム ケーブルのプロビジョニ
ング、リモート認証の RADIUS と TACACS を使用します。
RADIUS 認証
RDU には、リモートの RADIUS サーバを外部認証がサポートされています。ユーザは、RDU
データベースにアカウントを持っている必要はありません。ただし、RADIUS 専用のユーザが
送信した信頼性の高いバッチは、再起動またはユーザーのログアウト時に実行することを保証
できません。これは、RDU アカウントで定義されている権限を持たないユーザーに適用しま
すが、リモートの Radius サーバによりのみ提供されています。
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RADIUS 認証のサポートは、Admin UI を使用して設定できます ([設定] > [デフォルト] > [RDU
のデフォルト])。RADIUS を活用して、プライマリ RADIUS サーバを設定する必要がありま
す。次のプロパティを指定する必要があります: プライマリ ホスト、プライマリ共有秘密、プ
ライマリ ポート (デフォルト 1812 を =)、タイムアウト (デフォルト = 1000 ms)、再試行回数
(デフォルト = 1)。指定しない場合、認証は失敗します。
セカンダリ RADIUS サーバを構成することもできます。プライマリ サーバが使用できないと
きのみ、セカンダリサーバはユーザを認証に問い合わせます。プライマリとセカンダリRADIUS
サーバは、ユーザの同じセットをサポートします。
RADIUS は、ネットワーク アクセスに対して一元化された認証、認可、アカウンティングをサ
ポートする、UDP ベースのプロトコルです。RADIUS 認証には、RFC 2865 で定義されている
RADIUS 標準的なプロトコルを使用して、RADIUS サーバ経由でネットワーク サービスにアク
セスするユーザの認証が含まれます。
RADIUS 認証には 2 つのモードが次のようにあります。
• 二要素なし:
このモードでは、ユーザ名とパスワードが、RADIUS サーバで設定する必要があります RDU
にログオンする必要があります。

（注）

RADIUS で認証されたユーザの場合、パスワードは RADIUS サーバでのみ変更できます。
• 二要素:
このモードでは、ユーザ名とパスコードが、RDU にログオンするのに必要です。ユーザ名と
ユーザへの RSA SecureID トークンの割り当ては、RSA 認証マネージャで設定する必要があり
ます。RSA SecureID は、RSA SecureID トークンでは 60 秒ごとに更新されるトークン コードを
生成します。トークン コードと RSA SecureID トークンに関連付けられている PIN の組み合わ
せは、ユーザのパスコードとして使用されます。
たとえば、PIN に関連付けられている RSA SecureID トークンが「user」であり、RSA SecureID
トークンから生成されたトークン コードが「12345」の場合、パスコードは「user12345」にな
ります。

（注）

トークンのコードと PIN を組み合わせたパスコードの順序を変更すると、認証の失敗がありま
す。RSA SecureID トークンの PIN は、RSA 認証エージェント経由で RSA 認証マネージャーで
割り当てる必要があります。
RSA SecureID トークンの PIN の作成または変更は、RSA 認証マネージャ経由で実行できます。
RADIUS 認証を有効にするには、認証モードを RDU のデフォルトのページで設定する必要が
あります。詳細については、RDU Defaults （212 ページ）を参照してください。
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RADIUS の統合
プライム ケーブル プロビジョニング 5.0 以前では、プロパティ/rdu/auth/mode はローカルまた
は RADIUS 認証のどちらのモードが有効になっていることを示す値をとることがあります。プ
ライム ケーブルのプロビジョニングでは、これが変更され、ローカル モードが常に有効になっ
ています。/rdu/auth/mode は RADIUS 認証を有効化または無効にするためにだけ使用します。
有効に設定する場合、外部の RADIUS サーバは常に認証のために使用されます。サーバがユー
ザに応答またはユーザを拒否できない場合、ローカル認証が試行されます。
RADIUS 認証済みユーザの場合、プライム ケーブル プロビジョニングは、Cisco AVPair RADIUS
VSA を介してユーザに権限、許可されるセッション、ドメインを付与することをサポートしま
す。RADIUS Access-Accept は、 0 個以上の Cisco AVPair VSA を含めることができます。サポー
トされている Cisco AVPair 形式は次のとおりです。
user-group
形式: cp:groups = < group1 >、... < groupN >
• 0 個以上のユーザ グループ名をかかります。
• ユーザ グループが割り当てられていない場合は、ユーザにはいかなる権限も付与されてい
ません。
• 最初にマッピングを確認します。外部から内部のユーザ グループ名のマッピングが見つ
かった場合、内部ユーザ グループ名に基づいて権限が与えられます。マッピングがない場
合は、このような名前を持つユーザ グループの RDU データベースが検索されます。それ
もまたない場合、権限が割り当てられていません。
• すべての権限の集約が返されます。これは、ユーザ グループがもつロールによって異なり
ます。
• RDU データベース ユーザ グループがない場合、権限が割り当てられていません。
例

cp:groups=Administrators,Regional

これは、認証されたユーザが管理者と地域の 2 つのユーザ グループのメンバーであることを指
定します。ユーザには、これら 2 つのグループに割り当てられているロールが付与されます。
権限を付与するユーザの場合、ユーザ グループが 1 つまたは複数のロールを付与されている必
要があります。
プライム ケーブル プロビジョニングはまた、外部ユーザ グループ名の内部のユーザ グループ
名へのマッピングもサポートしています。詳細については、ユーザ グループ マッピング （239
ページ）を参照してください。
セッション
形式: cp:sessions-allowed=<integer>
• ゼロよりも大きい整数値を指定します。
• 値を解析できない場合、ユーザには RDU セッションのデフォルト値が与えられ、エラー
が記録されます。
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• Access-Accept が許可されるセッションを指定しない場合、ユーザには RDU セッションの
デフォルト値が与えられます。
例cp:sessions-許可

= 3

RADIUS Access-Accept Cisco-AVPair VSA に cp:sessions-allowed=3 が含まれている場合、ユー
ザーは ３つの同時セッションが許可されます。
ドメイン
形式: cp:domains = < domain1 >、... < domainN >
• ドメイン名は、RDU のものと明示的に一致する必要があります。
• 一致するドメインだけが、ユーザに割り当てられます。
• ドメインが指定されていない場合は、そのユーザにはドメインのメンバーシップが付与さ
れません。
例cp:domains=north,south
RADIUS Access-Accept Cisco AVPair VSA に cp:domains=north,south が含まれている場合、ユー
ザは北、南へのメンバーシップが許可されます。
既存のユーザとの下位互換性
以前のリリースと異なり、プライム ケーブルのプロビジョニングの RDU と RADIUS の両方に
重複するユーザを作成する必要はありません。RDU ユーザ設定では、認証の RADIUS ユーザ
設定をオーバーライドします。これは、既存の RADIUS ユーザの後方互換性をサポートしま
す。以前のバージョンから プライム ケーブル プロビジョニングに移行した後、すべての
RADIUS ユーザが RDU にローカル ユーザとして作成されます。したがって、RADIUS ユーザ
が適切な Cisco AV ペアで設定されたら、重複するで既存すべての RADIUS ユーザを削除する
ことをお勧めします。RDU と RADIUS の両方でユーザが重複する場合（同じ名前）、ユーザ
が RADIUS サーバにより認証される場合でも、認証については、RDUの設定が優先されます。
次に例を示します。
ユーザ John が RADIUS と RDU の両方で存在する場合、John は COSAdmin 権限をもち、RDU
で、John は DeviceAdmin 権限を持つ ように設定され、RADIUS パスワードを使用してログオ
ンするときに、John は RADIUS で認証されますが、John が存在する RDU でのユーザ設定は、
認証よりも優先するため、RADIUS での特権セットは無視されます。

GSLB サポート
Global Server Load Balancing（GSLB）は、分散型インターネット環境で最高のパフォーマンス
GSLB web サイトに DNS 要求を指示します。プライム ケーブル プロビジョニングでは、フェー
ルオーバーの実装に GSLB を使用し、プライマリ RDU の障害が発生した後 RDU サービスの
継続を可能にします。プライマリ RDU が失敗すると、すべてのクライアント要求はセカンダ
リ RDU にルーティングされます。プライム ケーブル プロビジョニングでは、FQDN の IP ア
ドレスが変更されプライマリ RDU がダウンする場合、FQDN が新規 IP アドレスに対して解決
され、すべてのクライアントがセカンダリ RDU にルーティングされます。
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Web サービスのプロビジョニング
プライム ケーブル プロビジョニングのプロビジョニング Web サービス（PWS）コンポーネン
トは、プロビジョニング動作をサポートする SOAP/RESTful Web ベース Web インターフェイ
スを提供します。プロビジョニング サービスには次のような機能が含まれます。CPEの生成の
プロビジョニングと設定をサポートするために必要なオブジェクトの追加、取得、更新、削
除。ここでのオブジェクトには、デバイス、サービス クラス、DHCP 基準、グループ、および
ファイルが含まれます。
Web サービスを tomcat コンテナでホストし、RDU サーバではなく別のサーバにインストール
することを推奨します。

（注）

同じサーバに RDU と PWS の両方をインストールする場合、PWS に選択されたインストール
設定は Admin UI 設定よりも優先されます。たとえば、Admin UI にセキュリティ保護されてい
ない通信モードを選択し、PWS にセキュリティ保護されたモードを選択した場合、セキュリ
ティ保護されていないモードが Admin UI と PWS の両方に選択されます。
PWS、その API、機能、ユーザー ケースに関する詳細については、Cisco プライム ケーブル プ
ロビジョニング 6.1.2 統合開発者ガイド を参照してください。
PWS 設定関する詳細については、プロビジョニングの Web サービスの設定 （99 ページ） を
参照してください。
Webサービスは、これらのアクティビティを管理します。
• 現在の API クライアントと同様の機能を提供するプロビジョニング Webサービスを公開し
ます。
• ステートレス対話をサポートしています。
• 同期/非同期の両方の要求をサポートしています。
• 単一および複数の操作をサポートしています。
• 障害の停止と障害の虫をサポートします。
• サービス インターフェイスは、複数のオブジェクト上で動作可能な要求をサポートしま
す。
• SOAP バージョン 1.1 および 1.2 をサポートします。
• WSDL v1.1 をサポートしています。
• WS-I 基本プロファイル v1.1 をサポートしています。
• HTTP および HTTPS 両方の送信をサポートしています。
• RESTful をサポートしています。
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次のセクションでは、PWS コンセプトについて説明します。
• Web サービス API のプロビジョニング （53 ページ）
• 非同期サービス （56 ページ）
• セッション管理 （56 ページ）
• トランザクション型 （57 ページ）
• エラー処理 （57 ページ）

Web サービス API のプロビジョニング
次の表では、説明とともに PWS API を一覧にしています。API に関する詳細は、Cisco プライ
ム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 統合開発者ガイド. を参照してください。
表 5 : PWS API

API 名

説明

createSession

クライアントを認証し、PWS クライアントと
PWS 間のセッションを確立します。

closeSession

プライム ケーブル プロビジョニング コンポー
ネントとの接続を閉じることを含む、ユーザー
および Web サービス間のセッションをリリー
スします。

addDevice

新しいデバイスを追加するため、要求を送信
します。

addDevices

複数の新しいデバイスを追加する要求を送信
します。実行のオプションを使用して、各デ
バイスは独立したトランザクション（バッチ）
または 1 つのトランザクションでラップする
ことができます。

getDevice

特定のデバイスに関連付けられているデータ
を取得します。

getDevices

特定のデバイスに関連付けられているデータ
を取得します。

getDevicesBehindDevice

特定のデバイスのダウンストリーム デバイス
のリストを取得します。デバイス IDまたはデ
バイス オブジェクト全体のいずれかが返され
ます。
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API 名

説明

getDevicesBehindDevices

指定されたデバイスのダウン ストリーム デバ
イスのリストを取得します。デバイス ID また
はデバイス全体オブジェクトのいずれかが返
されます。

updateDevice

指定したデバイスのプロパティを更新します。
（注）

updateDevices

この操作では、指定したデバイス オブジェク
トに含まれるデータが、デバイス ID の点灯で
指定されたすべてのデバイスに適用されます。
この操作は、同じ更新を指定したすべてのデ
バイスに適用します。これらのプロパティを
除外：deviceIds、hostName、fqdn、
embeddedDevices。

deleteDevices

指定されたデバイスを削除します。

deleteDevices

指定されたデバイスを削除します。

unregisterDevice

デバイスを登録解除します。

unregisterDevices

複数のデバイスの登録を解除します。

getDHCPLeaseInfo

指定された IP アドレスに関するすべて既知の
DHCP リース情報を取得します。

regenConfigs

指定された検索条件に一致する一連のデバイ
ス設定の再生成要求を送信します。

rebootDevice

デバイスを再起動します。

addDeviceType

新しいデバイス タイプを追加するため、要求
を送信します。

getDeviceTypes

データベースで使用可能なすべてのデバイス
タイプを取得します。

updateDeviceTypes

指定したデバイス タイプを更新します。

deleteDeviceType

指定したデバイス タイプを削除します。
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API 名

説明

deviceOperation

指定されたすべてのデバイスに非公開コマン
ドとパラメータを送信する一般的な操作。

addClassOfService

新しいサービス クラスを追加するため、要求
を送信します。

getClassOfService

指定された CoS に関連付けられているデータ
を取得します。

updateClassOfService

指定された CoS オブジェクトのプロパティを
更新します。

deleteClassOfService

指定された CoS を削除します。

addDHCPCriteria

新しい DHCPCriteria を追加するため、要求を
送信します。

getDHCPCriteria

指定された DHCPCriteria に関連付けられてい
るデータを取得します。

updateDHCPCriteria

指定された DHCPCriteria オブジェクトのプロ
パティを更新します。

deleteDHCPCriteria

指定された DHCPCriteria を削除します。

addFile

新しいファイルを追加するため、要求を送信
します。

getFile

指定されたファイルに関連付けられているデー
タを取得します。

updateFile

指定されたファイルオブジェクトのプロパティ
またはデータを更新します。

DELETE_FILE

指定されたファイルを削除します。

addGroup

新しいグループを追加します。

getGroup

指定されたグループ名に関連付けられている
データを取得します。

updateGroup

指定されたグループのプロパティを更新しま
す。

#delete_group

指定されたグループを削除します。

pollOperationStatus

トランザクション ID で指定された RDU 非同
期要求のステータスを照会します。
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API 名

説明

検索

これは一般的な操作です。検索オブジェクト
え定義された検索条件に基づいて、デバイス、
CoS、ファイル、DHCPCriterion、またはグルー
プを取得します。

非同期サービス
プライム ケーブル プロビジョニング Web サービスは、非同期操作をサポートする非同期サー
ビスを提供します。非同期サービスは、クライアントの非ブロッキングである操作をサポート
します。例：非同期要求を送信後、クライアントの実行をすぐに続行し、異なる実行コンテキ
ストやスレッドの発生など応答は後に処理されます。バッチ ID は、信頼性の高いバッチとし
て送信された操作と同じく、非同期または未処理の操作のステータスのポーリングに使用でき
ます。
非同期サービスは、次のユース ケースが容易になります。
• 応答の待機時間が長すぎると予想される場合（たとえば、addDevices：
• 応答が予測可能ではない場合：
• クライアントにノンブロッ キング バッチの実行が必要になる場合：
効果的な非同期サービス コールを実現するために、プライム ケーブル プロビジョニングでは
次を保証します。
• 後で取得するための非同期要求バッチ結果の永続化。
• RDU、PWS、クライアント側で要求と関連付けられているプロセス間の相関関係。

セッション管理
Web サービス クライアントは、PWS との通信にセッションを作成する必要があります。PWS
でセッションを作成するには、クライアントは要求内で有効なコンテキスト オブジェクトを提
供する必要があります。有効なコンテキスト オブジェクトは、固有のセッション ID を対象と
した要求である RDU ユーザーの認証情報（ユーザー名とパスワード）、RDU の詳細（ホスト
名およびポート番号）などの情報を含むことができます。両方の情報を有することもできま
す。これらの詳細の認証時に、クライアントと PWS 間でセッションが作成され、同じセッショ
ン ID が応答で返されます。
PWS はクライアントとの通信に 2 種類のセッションを使用します。
• PWS と通信するには、クライアントが認証情報を提供し、要求対象となる RDU を特定す
る必要があります。個々 の要求には、コンテキスト オブジェクトに含まれるユーザーの
ユーザー名とパスワードおよびと RDU 情報（ホスト名およびポート詳細）を含みます。
このコンテキスト オブジェクトは、クライアントから送信されるすべての要求の認証に使
用する PWS に送信されます。
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• または、複数の要求が発生した場合、クライアントと PWS 間でセッションを作成し、す
べての要求で再利用することができます。認証が成功すると、セッション ID が作成され、
クライアントに返されます。クライアントは、同じセッションに属するすべての要求にこ
の ID を使用する必要があります。セッションは各 RDU のクライアントごとに存在し、ク
ライアントに割り当てられたロールと権限の機能にバインドされています。コンテキスト
オブジェクトはクライアントを識別し、クライアント認証トークンを含み、クライアント
が通信する RDU を特定します。すべてのクライアント要求は、コンテキストを含める必
要があります。
インタラクションを完了すると、クライアントがセッションを終了します。設定されてい
るアイドル時間を過ぎると、セッションは自動的に終了します。デフォルトのアイドル タ
イムアウトは 15 分で、WS CLI スクリプトを使用して変更できます。PWS が再起動され
るたびに、セッションも終了します。

トランザクション型
PWS 操作は、2 つのカテゴリに分類できます。
• 単一デバイス操作： 単一のデバイスに 1 つの操作。単一デバイスの操作については、操作
はすべての変更が行われるか、デバイスに変更が行われていない場合の単一のトランザク
ションです。
• 複数のデバイス操作：複数のデバイスに 1 つの操作。複数のデバイス操作については、ト
ランザクション範囲にすべてのデバイスを含むか、各デバイスにより個別のトランザク
ションの変更が行われるように設定できます。
実行オプション transactionPerItem を true に設定し、各バッチのトランザクション データを取
得できます。複数のトランザクションを使用すると、返される OperationStatus には全体動作の
ステータスおよび個々 のステータスが含まれます。

エラー処理
プライム ケーブル プロビジョニングは SOAP メッセージに SOAP 障害を使用し、RESTful メッ
セージに RESTful の例外を使用して、クライアント要求を検証、処理、実行の際に発生する問
題に関連する情報をリレーします。操作により発生するプライマリの例外は、
ProvServiceException です。例外に含まれるコードとメッセージは、障害の原因について説明し
ます。この例外は、RDU によって発生した問題のリレーに使用されます。PWS は情報ログ レ
ベルを提供します。

デバイス プロビジョニング エンジン
デバイス プロビジョニング エンジン（DPE）は、プロビジョニングおよび管理機能を実行す
る CPE と通信します。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
57

使用する前に
DPE ライセンス

RDU は DHCP 手順とデバイス設定ファイルを生成し、それらを関連する DPE サーバに配信し
ます。DPE はこれらの DHCP 手順とデバイス設定ファイルをキャッシュします。Network
Registrar 拡張機能との通信中に DHCP の手順を使用して、設定ファイルは TFTP サービスに
よってデバイスに配信されます。
プライム ケーブル プロビジョニングは、複数の DPE をサポートしています。複数の DPE を
使用して、冗長性とスケーラビリティを確認します。
DPE はデバイスの設定ファイルを提供することを含め、すべての設定要求を処理します。これ
は、各デバイスの IP アドレスの割り当てを制御する Network Registrar の DHCP サーバに統合
されています。複数の DPE は単一の DHCP サーバと通信できます。
DPE では、より優れたスケーラビリティを提供するため、全体的な DPE キャッシュ サイズを
削減する RFC 328 デルタ圧縮手法を使用して、設定が圧縮されます。
DPE はこれらのアクティビティを管理します。
• キャッシュのため最新の設定を取得する RDU と同期します。
• 最後の手順デバイス設定を生成します（たとえば、DOCSIS タイムスタンプ）。
• DHCP メッセージ交換を制御する手順とともに DHCP サーバを提供します。
• TFTP 経由で設定ファイルを提供します。
• ToD サーバ
• Network Registrar と統合します。
• 音声テクノロジー サービスをプロビジョニングします。
Telnet 経由でローカルまたはリモートにアクセス可能な CLI から、DPE を設定および管理しま
す。DPE がサポートする CLI コマンドの詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョ
ニング 6.1.2 リファレンス ガイド を参照してください。

DPE ライセンス
ライセンスでは、使用可能な DPE（ノード）の数を制御します。使用するライセンス以上の
DPE をインストールしようとすると、これらの新しい DPE を RDU に登録することはできず、
拒否されます。既存のライセンス DPE はオンライン状態のまま維持されます。

（注）

ライセンスの目的は、登録済みの DPE が 1 個のノードであると見なされます。
ライセンスを追加するか評価ライセンスを拡張するか、評価ライセンスの有効期限が切れてい
る場合、変更が直ちに有効になります。
RDU データベースから登録済みの DPE を削除すると、ライセンスが解放されます。RDU で
DPE を自動的に登録するため、ライセンスを解放する場合は DPE をオフラインにする必要が
あります。次に、Admin UI または API で RDU データベースから DPE を削除します。
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DPE を削除すると属しているすべてのプロビジョニング グループから削除され、すべての
Network Registrar 拡張に DPE が使用できないことを通知します。その結果、以前に削除された
DPE を再度登録するとき、ライセンスをもう一度取得するとみなされ、RDU から再度削除さ
れるかライセンスの有効期限が切れるまでそのまま保持されます。
RDU で許可されていない DPE は、Admin UI では表示されません。DPE および RDU ログ ファ
イルを確認して、ライセンス状態のみ判断できます（BPR_DATA/dpe/logs/dpe.log および
BPR_DATA/rdu/logs/rdu.log）。

（注）

特定のライセンス経由で有効になっている機能は、対応するライセンスがシステムから削除さ
れた場合でも継続して動作します。
ライセンスの詳細については、『プライム ケーブル プロビジョニングのライセンス キー』を
参照してください。
DPE に関連する重要な情報は、次を参照してください。
• DPE CLI 認証
• DPE-RDU 同期
• TFTP サーバ
• ToD サーバ
また、『プロビジョニングの概念』で詳細について説明します。

DPE CLI 認証
DPE CLI を使用する 2 つの認証モードがあります。
• TACACS+ 認証
• Radius Authentication
DPE CLI で TACACS+ および Radius 認証を設定する方法については、Cisco プライム ケーブル
プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイド を参照してください。

TACACS+ 認証
TACACS+ は、多数のネットワーク デバイスへの集中アクセスと DPE CLI へのユーザ認証をサ
ポートする TCP ベースのプロトコルです。
TACACS+ を通じて、DPE CLI は TACACS+ サーバで設定される各ユーザ名とパスワードをも
つ多くのユーザをサポートできます。TACACS+ は、TACACS + クライアント/サーバ プロト
コル (ASCII ログインのみ) を実装するのに使用されます。
TACACS+ の権限レベル
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TACACS+ サーバは、DPE CLI にログインしているすべてのユーザを認証するために TACACS
+ プロトコルを使用します。TACACS+ クライアントは、ユーザに設定されている特定のサー
ビス レベルを指定します。
次の表では、DPE CLI のユーザ アクセスを認可するために使用する 2 つのサービス レベルを
特定します。
表 6 : TACACS+ サービス

モード

説明

Login

router> prompt でのユーザ レベルのコマンド。

Enable

router# prompt での Eneble-level コマンド。

TACACS+ クライアント設定
DPE CLI から設定されている多くのプロパティは、TCAACS+ 認証に使用されます。TACACS+
に関連するコマンドについては、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド を参照してください。
TACACS+ を有効にすると、すべての TACACS + サーバの IP アドレスまたはその完全修飾ド
メイン名 (FQDN) をデフォルト以外の値で指定する必要があります。
該当する場合は、デフォルト値を使用してこれらの設定を指定することもできます。
• 各 TACACS+ サーバの共有秘密キー。このキーを使用して、DPE と TACACS+ サーバ間で
データを暗号化することができます。特定のTACACS+サーバの共有キーを省略する場合、
TACACS+ メッセージの暗号化は使用されません。
• TACACS+ サーバのタイムアウト。この値を使用して、TACACS+ サーバがプロトコルの
要求に応答するまでTACACS+ クライアントが待機する最大時間を指定できます。
• TACACS+ サーバ再試行の回数。この値を使用して、TACACS+ クライアントが TACACS+
サーバで有効なプロトコルの交換を試みる回数を指定することができます。

Radius Authentication
DPE CLI は、DPE CLI にログインするユーザの認証のための Radius 認証をサポートします。
Radius 認証は 2 つのモードであり、次のとおりです。
二要素なし:
このモードで、DPE CLI にログインするためにユーザ名とパスワードが必要です。
二要素:
二要素認証モードでは、ユーザはユーザ名と、DPE CLI にログオンするには、PIN とトークン
コードの組み合わせであるパスコードを提供する必要があります。RSA SecureID は、RSA
SecureID デバイスでは 60 秒ごとに更新されるトークン コードを生成します。
Radius の権限レベル
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Radius サーバは、DPE CLI にログオンするのユーザを認証します。Radius クライアント設定
は、ユーザに設定されている特定の権限レベルを指定します。
次の表では、DPE CLI のユーザを認証するために使用されるサービス レベルについて説明しま
す。
表 7 : Radius のサービス レベル

モード

説明

Login

router> prompt でのユーザ レベルのコマンド。

Enable

router# prompt での Eneble-level コマンド。

DPE-RDU 同期
DPE RDU 同期は、自動的に、RDU と一致する DPE キャッシュの自動更新のプロセスです。
DPEキャッシュには、デバイス用の設定を含む設定キャッシュと、デバイスに必要なファイル
を含むファイル キャッシュがあります。
通常の条件下で、RDU は設定の更新を含むイベントを生成し、最新の状態に維持するために、
関連するすべての DPE を送信します。DPE で接続が失われたため、一部のイベントが不足し
ている場合は、同期が必要です。このような損失は、ネットワークの問題、管理目的でDPE
サーバが停止している、または障害が原因である可能性があります。
同期では、RDU データベースのバックアップから復元するときの特殊なケースもについて説
明します。この状況では、DPE キャッシュ データベースは、RDU と一致するように、古い状
態に戻す必要があります。
RDU および DPE 同期プロセスは自動的であり、管理者が介入する必要はありません。同期プ
ロセス全体で DPE は引き続き完全に、CPE でプロビジョニングおよび管理の操作を実行でき
ます。

同期プロセス
DPE では、RDU との接続を確立するたびに同期プロセスがトリガーされます。
DPE が最初に起動すると、RDU への接続を確立し、設定の変更の更新を受信する RDU を登録
します。DPE および RDU は、ハートビート メッセージ交換を使用して接続をモニタします。
DPE が RDU への接続が失われたことを判断すると、自動的に再確立しようとします。これは
成功するまで、バックオフ再試行間隔で試行を続けます。
また、RDU は、接続が失われたことを検出し、DPE へのイベントの送信を停止します。DPE
は、接続がダウンすると、RDU から更新イベントを受け取れない場合があるため、DPE は、
RDU との接続を確立するたびに同期を実行します。
同期のプロセス中に、DPE は次の状態になります。
1.

登録中 — RDU との接続を確立し登録するプロセス中に、DPE 状態が 登録中 になります。
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2.

同期中 — DPE が、RDU から取得する必要がある設定のグループを要求します。このプロ
セス中に、DPE はストアの設定に整合性がなく（リビジョン番号が正しくない）、どれが
欠落しているか、削除されているかを判断し、必要な場合はキャッシュの設定を更新しま
す。DPE はまた、TFTP サーバの成果物のキャッシュ ファイルも同期します。RDU が設定
要求で過負荷にならないようにするには、DPE は中央管理サーバに一度に 1 つずつバッチ
をポストします。

3.

レディ — DPE が最新の状態で、RDU と完全に同期されています。この状態は DPE の一般
的な状態です。

次の表は、DPE が適時、置かれるその他の状態を説明します。
表 8 : 関連する DPE の状態

（注）

状態

説明

初期化中（Initializing）

開始中

シャットダウン中

停止プロセス中です

停止中

Network Registrar 拡張ポイントからのクエリに
応答しません

レディー過負荷

レディーと同様ですが、DPE が実行中のシス
テムでの負荷が高くなっている点が異なりま
す。

DPE が置おかれている状況にかかわらず、デバイス設定、TFTP、および ToD 要求の操作に続
きます。
DPE 状態を表示することができます。
• Admin UI から。DPE のモニタリングを参照してください。
• DPE CLI から show dpe コマンドを使用します。詳細については、Cisco プライム ケーブル
プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイド を参照してください。

TFTP サーバ
統合された TFTP サーバでは、デバイスと非デバイスのエンティティから、 DOCSIS 構成ファ
イルを含むファイルの要求を受信します。このサーバは、要求元のエンティティにファイルを
送信します。
ローカル ファイル システムにアクセスする DPE の TFTP サーバを有効にします。ローカル
ファイルは、<BPR_DATA >/dpe/tftp ディレクトリーに保存されます。すべての成果物となる
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TFTP ファイルは、DPE にプレキャッシュされます。DPE はシステムのすべてのファイルを常
に最新の状態に保ちます。

（注）

DPE の TFTP サービスは、サービスの 1 つのインスタンスを備え、それは要件に合わせて設定
できます。
デフォルトで、TFTP サーバは TFTP の読み取りのみをキャッシュで検索します。ただし、
service tftp 1..1allow-read-access コマンドを DPE コマンド ラインから実行する場合、TFTP サー
バはキャッシュを検索する前に、ローカル ファイル システムを検索します。ファイルがロー
カルファイルシステムに存在する場合は、そこから読み込まれます。それ以外の場合は、TFTP
サーバは、キャッシュを検索します。ファイルがキャッシュに存在する場合、サーバはそれを
使用します。存在しない場合には、エラーが返されます。
ローカル ファイル システムからの読み取りアクセスを有効にすることができると、ディレク
トリ構造読み取り要求はローカル ファイル システムからのみ許可されます。

（注）

大文字または小文字を使用してファイルを区別でする代わりに、すべての TFTP ファイルに一
意の名前を付けていることを確認します。DPE はファイルをそのローカル ディレクトリまた
はキャッシュで検索する間に、すべてのファイル名を小文字に変換するため、ファイル名の大
文字小文字の種別は重要です。
IPv4 または IPv6 を使用して、DPE コマンドラインから service tftp 1..1 ipv4 | ipv6 enabled true
コマンドを使って、TFTP 転送を指定できます。 service tftp 1..1 ipv4 |ipv6 blocksize コマンドを
使用して、これらの転送のブロック サイズも指定できます。ブロック サイズ オプションは、
データ オクテットの数を指定し、クライアントとサーバがそのネットワーク メディアにより
適したブロックサイズをネゴシエートすることを許可します。ブロック サイズを有効にすると
TFTP サービスは転送に対して要求されたブロック サイズが指定された下限と上限内であれ
ば、それを使用します。詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リ
ファレンス ガイド詳細を参考にしてください。
TFTP サービスは、TFTPv4 および TFTPv6 に対して処理される TFTP パケット数の統計情報を
保持します。デバイスの詳細ページでは、Admin UI からのこれらの統計情報を表示できます。
詳細については、「デバイスの詳細情報の表示」を参照してください。

ToD サーバ
Prime ケーブルのプロビジョニングで日 (ToD) サーバの統合の時間は、RFC 868 の高性能な
UDP の実装を提供します。

（注）

要件に合わせて設定できるサービスの 1 つのインスタンスの機能を搭載 ToD サービス。
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DPE コマンド ラインから IPv4 または IPv6 をサポートするように ToD サービスを有効にする
ことができます。その際には、 service tod 1..1 enabled true コマンドを使用します。ToD サー
ビスは DPE ではデフォルトで無効になっています。
DPE でこのプロトコルを設定する際に、ToD サービスがプロビジョニング用に設定したこれら
のインターフェイスのみにバインドされていることに注意してください。ToD サービスの設定
の詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイド の詳
細を参照してください。
ToD サービスは、ToDv4 および ToDv6 に対して処理される ToD パケットの数の統計情報を保
持します。Admin UI からのこれらの統計は、デバイス詳細ページでご覧になれます。詳細に
ついては、「デバイスの詳細情報の表示」を参照してください。

Cisco Prime Network Registrar 拡張ポイント
Cisco プライム ケーブル プロビジョニングは、拡張ポイントを経由して Cisco Prime Network
Registrar の DHCP および DNS 機能を活用します。Network Registrar にインストールされている
プライム ケーブル プロビジョニングのプライム Network Registrar 拡張ポイント コンポーネン
ト（CNR-EP）は、プライム Network Registrar とプライム ケーブル プロビジョニングを統合し
ます。
これらの拡張機能を使用して、プライム ケーブル プロビジョニングは DHCP 要求の内容を検
査し、デバイス タイプを検出し、設定に応じて内容を操作し、プロビジョニングするデバイス
のカスタマイズ済み設定を提供します。
CNR-EP から DPE サーバのヘルス チェック
拡張ポイント（CNR-EP）はデフォルトで 5 秒ごとに DHCP サーバから DPE ヘルス チェック
を実行し、DPE 状態のトラッキングを保持します。可用性/到達性に基づいてプライマリおよ
びセカンダリ DPE のリストを準備して、ヘルス チェックを繰り返すごとに DPE の状態に基づ
いてリストを最新状態にします。また、デバイス プロビジョニング要求に使用される「使用可
能な DPE」を継続して更新します。「最適な DPE」の選択は、CNR-EP の内部ハッシュ アル
ゴリズムを使用して行われます。
DHCP サーバから DPE サーバ ヘルス チェックは、グループ通信のプロビジョニングのため、
DPE で設定されているインターフェイス IP アドレスを使用して実行されます。
Cisco Prime Network Registrar の詳細については、『Cisco Prime Network Registrar End-User
Guides』、『Cisco Prime Network Registrar Command References』、『Cisco Prime Network Registrar
Install and Upgrade Guides』を参照してください。

Key Distribution Center（キー発行局）
キー発行局（KDC）は PacketCable MTA を認証し、MTA にサービス チケットを付与します。
その結果、MTA 証明書を確認し、MTA が KDC を認証するために独自の証明書を提供する必
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要があります。DPE（プロビジョニング サーバ）と通信し、MTA がネットワーク上でプロビ
ジョニングされていることを検証します。
KDC の認証に使用される証明書は、プライム ケーブル プロビジョニングには同梱されていま
せん。Cable Television Laboratories, Inc.（CableLabs）から必要な証明書を取得する必要があり、
これらの証明書の内容が MTA にインストールされているものと一致する必要があります。詳
細については、PKCert.sh の使用 を参照してください。

注意

証明書がインストールされていない場合、KDC は機能しません。
KDC では、ライセンスが機能している必要があります。Cisco の担当者までから KDC ライセ
ンスを取得し、適切なディレクトリにインストールします。ライセンスをインストールする方
法の詳細は、『KDC ライセンスのインストール』を参照してください。
Linux 用パス /opt/CSCObac/kdc/linux/kdc.ini にプライム ケーブル プロビジョニングのインストー
ル時に、KDC には入力されるいくつかのデフォルト プロパティがあります。このファイルを
編集して、運用要件の値を変更できます。詳細については、『キー発行局』を参照してくださ
い。
KDC は複数のレルムの管理もサポートしています。追加のレルム設定の詳細については、追
加のレルムの設定 （116 ページ） を参照してください。

（注）

KDC は PacketCable セキュア モードにのみ必要です。

プロセス ウォッチドッグ
プライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグは、すべてのプライム ケーブル
プロビジョニング プロセスのランタイム状態をモニタする管理エージェントです。このウォッ
チドッグ プロセスでは、プロセスが予期せず停止した場合に自動的に再起動します。プライム
ケーブル プロビジョニング プロセスの 1 個のインスタンスが、プライム ケーブル プロビジョ
ニングのコンポーネントを実行しているすべてのシステム上で実行されます。
コマンド ライン ツールとしてプライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグ
を使用して、モニタ対象のプロセスのステータスを開始、停止、再起動、確認が可能です。
モニタ対象のプロセスを管理する方法についての詳細は、『Prime Cable Provisioning Process
Watchdog』を参照してください。
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SNMP エージェント
プライム ケーブル プロビジョニングは、RDU の基本 SNMP v2 ベース モニタリングと DPE
サーバを提供します。プライム ケーブル プロビジョニング SNMP エージェントは、SNMP 通
知とトラップをサポートしており、まとめて通知と呼ばれます。
SNMP エージェントを設定することができます。
• RDU では、SNMP 設定コマンド ライン ツール（『SNMP を使用したサーバのモニタリン
グ』を参照してください）または API を使用しています。
• DPE では、snmp-server CLI コマンドを使用しています。詳細については、Cisco プライム
ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイド を参照してください。

管理者ユーザ インターフェイス
プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI は、プライム ケーブル プロビジョニング シス
テムを一元管理するための Web ベース アプリケーションです。このシステムを使用できます。
• グローバル デフォルトを設定します
• カスタム プロパティを定義します
• サービス クラスを追加、変更、削除します
• DHCP 条件を追加、変更、削除します
• CRS を管理します
• デバイスを追加、変更、削除します
• デバイスをグループ化します
• サーバのステータスとサーバのログを表示します
• ユーザの管理
• ユーザー グループを管理します
• ロールを管理します
• ドメインを管理します
このインターフェイスを使用する方法の特定の手順については、これらの章を参照してくださ
い。
• 第 4 章 「Admin UI へのアクセス」では、プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI
にアクセスし管理する方法を説明します。
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• 第 11 章 「Admin UI を使用した プライム ケーブル プロビジョニング の設定」は、さまざ
まなプライム ケーブル プロビジョニング コンポーネントのモニタリングを含む管理アク
ティビティを実行するため手順を説明します。
• 第 18 章 「Admin UI を使用したデバイスのプロビジョニング」では、Admin UI を使用し
たデバイスの設定を実行するタスクについて説明します。
• 第 12 章 「Admin UI を使用してグループ タイプおよびグループの設定」では、Admin UI
を使用したグループの設定を実行するタスクについて説明します。
• 第 21 章 「Admin UI を使用したサーバのモニタリング」では、Admin UI を使用したプラ
イム ケーブル プロビジョニング サーバのステータス確認を実行するタスクについて説明
します。
• 第 13 章 「Admin UI を使用した RBAC の設定」では、ユーザー グループを追加し、それ
らのマッピングを実行するタスクについて説明します。ロール管理とドメインの管理につ
いても説明します。

プロビジョニングの概念
このセクションでは、プロビジョニングするキーのコンセプトを説明し、次を含みます。
• プロビジョニング グループ （67 ページ）
• スタティックとダイナミックの比較 （68 ページ）
• プロビジョニング グループ機能 （69 ページ）

プロビジョニング グループ
プロビジョニング グループは、通常 1 つ以上の DPE と DHCP サーバのフェールオーバー ペア
で構成されるサーバのロジカル（通常は地理）グループに設計されています。特定のプロビ
ジョニング グループ キャッシュ内の各 DPE は RDU からの設定に理想的なため、冗長性とロー
ド バランシングが有効になります。デバイスの数が増大すると、追加のプロビジョニング グ
ループを展開に追加できます。

（注）

プロビジョニング グループのサーバは、地域の場所に配置する必要はありません。中央ネット
ワーク オペレーション センターで簡単に導入できます。
プロビジョニング グループは、デバイスのサブセットのみを対象とする各プロビジョニング
グループを作成することで、プライム ケーブル プロビジョニング導入のスケーラビリティを
強化します。このデバイスのパーティションは、地域のグルーピング、またはサービス プロバ
イダが定義するその他のポリシーに沿うことができます。
展開を拡張するには、サービス プロバイダは次のことが可能です。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
67

使用する前に
スタティックとダイナミックの比較

• 既存の DPE サーバ ハードウェアをアップグレードします
• プロビジョニング グループに DPE サーバを追加します
• プロビジョニング グループを追加します
冗長性とロード シェアリングをサポートするには、各プロビジョニング グループは DPE の任
意の数をサポートできます。DHCP サーバからの要求を受け取るため、プロビジョニング グ
ループの DPE 間で配信し、アフィニティがデバイスと特定 DPE の間で確立されます。プロビ
ジョニング グループ内の DPE 状態が安定している限り、このアフィニティが保持されます。

スタティックとダイナミックの比較
プライム ケーブル プロビジョニングは、テクノロジー タイプに基づく特定のデバイスのプロ
ビジョニング データである、デバイス設定を使用したネットワークでデバイスをプロビジョニ
ングします。2 つの方法でプライム ケーブル プロビジョニングを使用してデバイスをプロビ
ジョニングできます。静的プロビジョニングおよび動的プロビジョニング。
静的プロビジョニング時に、静的設定ファイルをプライム ケーブル プロビジョニングに入力
します。これらの設定ファイルは、特定のデバイスに TFTP 経由で配信されます。プライム
ケーブル プロビジョニングは、他のバイナリ ファイルと同様にこのファイル タイプを処理し
ます。
動的プロビジョニング中、DOCSIS、PacketCable、CableHome オプションを含むテキスト ファ
イルであるテンプレートまたはスクリプトを使用し、特定のサービス クラスで使用するときに
使用される動的ファイル生成を行う値を入力します。動的設定ファイルは、プロビジョニング
プロセス中に優れた柔軟性とセキュリティを提供します。
次の表では、対応するファイルを使用した静的および動的プロビジョニングの影響を説明しま
す。
表 9 : 動的プロビジョニングと静的プロビジョニング

静的ファイルを使用した静的プロビジョニン テンプレート ファイルを使用した動的プロビ
グ
ジョニング
使用可能なサービスが少ない場合に使用

使用可能なサービスが多い場合に使用

制限された柔軟性の提供

特にデバイスに固有の設定を必要とする場合
の柔軟性の提供

安全性が比較的低い

より安全

パフォーマンスの向上

デバイスに割り当てられたテンプレートまた
は goovy スクリプトを更新するたびに、テン
プレートに関連付けられているすべてのデバ
イスの設定が更新されるため、パフォーマン
スが低下します。
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静的ファイルを使用した静的プロビジョニン テンプレート ファイルを使用した動的プロビ
グ
ジョニング
さらに使いやすい

より複雑

プロビジョニング グループ機能
展開内でデバイスのサブセットをプロビジョニングするには、プロビジョニング グループがそ
れらのデバイスでもプロビジョニング可能である必要があります。たとえば、IPv4 モードで
DOCSIS 3.0 モデムをプロビジョニングするには、IPv4 - DOCSIS 3.0 機能を有効にする必要が
あります。次は、主に使用される機能のリストを示します。
* IPv4 - DOCSIS 1.0/1.1
* IPv4 - DOCSIS 2.0
* IPv4 - DOCSIS 3.0
* IPv4 - DOCSIS 3.1
* IPv4 - PacketCable
* IPv4 - CableHome
* IPv4 - ERouter 1.0
* IPv6 - DOCSIS 3.0
* IPv6 - DOCSIS 3.1
* IPv6 - PacketCable 2.0
* IPv6 - ERouter 1.0
以前の プライム ケーブル プロビジョニング リリースでは、プロビジョニング グループの各
DPE は、起動時に RDU をサポートできる機能を登録しています。サーバ登録後、プロビジョ
ニング グループはサポート可能だったデバイス タイプをサポートするため自動的に有効になっ
ていました。プライム ケーブル プロビジョニングでは、デバイス サポートまたは機能を手動
で有効にする必要があります。
• Admin UI から、[Provisioning Group Details（プロビジョニング グループの詳細）] ページ
（『プロビジョニング グループのモニタリング』を参照してください）。
• API から ProvGroupCapabilitiesKeys 定数を使用します。詳細についてはビルド上の docs
ディレクトリにある API Javadoc を参照してください。

コンポーネント ベースのログ ファイル
イベントのロギングが RDU、DPE、KDC、PWS で実行され、一部のケースでは DPE イベント
はより高い可視性を提供するため RDU で追加記録されます。ログ ファイルは、自分のログ
ディレクトリ（BPR_HOME/<component>/logs）に保存され、テキスト プロセッサを使用して
確認できます。トラブルシューティングおよび障害の解決のため、 Cisco Technical Assistance
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Center またはシステム インテグレータに簡単にメール送信できるように圧縮できます。Admin
UI から RDU および DPE ログにアクセスすることもできます。
サーバ設定とその他の診断情報を、BPR_HOME/<component>/diagnostics/bin ディレクトリの診
断ツールを使用して生成できます。詳細については、『サポートのためのサーバ状態のバンド
リング』を参照してください。
ログ レベルおよび構造と、ログ ファイルの番号付けおよびローテーションに関しては、『コ
ンポーネント ログのモニタリング』を参照してください。

プライム プロビジョニング ケーブルの導入
次の図は、プライム ケーブル プロビジョニング ネットワークの一般的な完全冗長の導入を示
しています。
図 9 : プライム ケーブル プロビジョニングを使用した展開

次の図は、プライム ケーブル プロビジョニング ネットワークの一般的なプロビジョニング グ
ループを示しています。
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図 10 : 一般的なプロビジョニング グループ

次の図は、プライム ケーブル プロビジョニング ネットワークの中央の場所を示しています。
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図 11 : プライム ケーブル プロビジョニングネットワークの OS
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第

4

章

プライム ケーブル プロビジョニング イン
ターフェイス
この章では、プライム ケーブル プロビジョニング ユーザー インターフェイスをセットアップ
してアクセスする方法について説明します。プライム ケーブル プロビジョニング、Admin UI、
DPE CLI にアクセスするには、2 つのユーザー インターフェイスがあります。一部の設定は失
敗する可能性があり、これら 2 つのインターフェイスには有効なプライム ケーブル プロビジョ
ニングが必要です。
• Admin UI へのアクセス （73 ページ）
• DPE CLI へのアクセス （77 ページ）
• SNMP エージェントへのアクセス （78 ページ）

Admin UI へのアクセス
プライム ケーブル プロビジョニング アプリケーションに対応する URL にアクセス可能なコン
ピュータから、プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI にアクセスできます。

（注）

新しい Admin UI ページを表示するには、アップグレード後にブラウザ キャッシュを手動でク
リアすることを推奨します。

ログイン
RDU または認証に使用される Radius や TACACS などのリモート サーバのいずれかにユーザー
アカウントがある場合は、プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI にログインできま
す。ユーザー アクセスおよび権限の詳細については、『セキュリティの設定』を参照してくだ
さい。
プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI にアクセスするには、この手順を実行します。
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ステップ 1 Web ブラウザを起動します。プライム ケーブル プロビジョニングが、次のブラウザで起動できます。
• Firefox 45 以上
• Google Chrome 49 以降
• Internet Explorer 11
ステップ 2 次の構文を使用して管理者の場所を入力します。
http://machine_name:port_number/または http://ip_address:port_number/
• machine_name：RDU を実行しているコンピュータを特定します。
• ip_address：RDU を実行しているコンピュータの IP アドレスを特定します。
• port_number：管理者アプリケーションのサーバ側が実行するコンピュータ ポートを特定します。デ
フォルト ポート番号は 25 です。
• HTTP の 8100
• HTTPS の 8443
（注）

デフォルトでは、プライム ケーブル プロビジョニングは HTTPS ですべての HTTP 通信をリダイ
レクトします。HTTPS リダイレクトをバイパスする場合は、adminui.properties ファイルのプロパ
ティ adminui.properties を false に設定します。このプロパティ ファイルに関する詳細については、
『adminui.properties の使用』を参照してください。

次の図では、ログイン ページが表示されます。
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図 12 : [Login] ページ

ステップ 3 デフォルトのユーザー名（admin）とデフォルト パスワード（changeme）を入力します。
初めてログインする場合、[Change Password（パスワードの変更）] 画面が表示されます。
パスワードを入力し、確認します。入力したパスワードに 8 文字以上であることを確認します。
ステップ 4 [Login] をクリックします。
次の図ははメイン メニュー ページを表示します。
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図 13 : メイン メニュー ページ

（注）

ページの上部にあるリンクを使用して、ライセンス ファイルを追加できます。詳細については、
プライム ケーブル プロビジョニングのライセンス キー （13 ページ）を参照してください。

Admin UI 操作
プライム ケーブル プロビジョニングにログインするときに、ユーザーの権限に応じてホーム
ページに表示されるポートレットは異なります。Admin UI を使用して実行できる操作は、次
で説明されています。
• Admin UI を使用した プライム ケーブル プロビジョニング の設定
• Admin UI を使用したデバイスのプロビジョニング
• Admin UI を使用した RBAC の設定
• Admin UI を使用してグループ タイプおよびグループの設定
• Admin UI を使用したサーバのモニタリング

パスワードの変更
プライム ケーブル プロビジョニングのすべてのユーザーは、自分のパスワードを変更できま
す。セキュリティを強化するため、この操作は HTTPS モードで実行されます。
パスワードを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 任意のページの右上隅にある [Change Password（パスワードの変更）] タブをクリックします。
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ステップ 2 パスワードを入力し、確認します。入力したパスワードに 8 文字以上であることを確認します。
ステップ 3 [Submit] をクリックします。
アプリケーションでホーム ページに戻ります。

ログアウト
プライム ケーブル プロビジョニングをログアウトするには。

ステップ 1 ページの右上にある [Logout（ログアウト）] をクリックします。
確認用のダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2 [OK] をクリックします。
アプリケーションからログイン ページに戻ります。

DPE CLI へのアクセス
プライム ケーブル プロビジョニング CLI は、Telnet または SSH を使用して、DPE のステータ
スを設定および表示するために使用する IOS のようなコマンドライン インターフェイス（CLI）
です。CLI は、組み込みコマンド ヘルプやコマンド オートコンプリートをサポートします。
ローカルで設定されているログインとパスワード、または TACACS + サービスのリモート ユー
ザー名とパスワードを通じて、CLI の認証を有効にすることができます。
DPE CLI にアクセスするには、ローカルまたはリモート ホストからポート 2323 に Telnet セッ
ションを開きます。

ローカル ホストから DPE CLI へのアクセス
ローカル ホストから CLI にアクセスするには、次を使用できます。
# telnet local_hostname 2323
または
# telnet 0 2323

リモート ホストから DPE CLI へのアクセス
リモート ホストから CLI にアクセスするには、次を入力してください。
# telnet remote-hostname 2323
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（注）

CLI に Telnet 接続を確立できない場合、CLI サーバが実行されていない可能性があります。
サーバ; を開始する必要があります。次を入力：# /etc/init.d/bprAgent start cli
CLI にアクセスした後、引き続き DPE パスワードを入力する必要があります。デフォルトのロ
グインおよび権限パスワードは changeme です。
DPE がサポートする CLI コマンドの特定情報については、Cisco プライム ケーブル プロビジョ
ニング 6.1.2 リファレンス ガイド を参照してください。

SNMP エージェントへのアクセス
プライム ケーブル プロビジョニングは、SNMP 経由でサーバの管理をサポートしています。
具体的には、SNMP ベース管理システムを使用して、プライム ケーブル プロビジョニング サー
バの状態、ライセンス使用情報、サーバ接続、およびサーバに固有の統計情報をモニタできま
す、
SNMP エージェントを設定することができます。
• RDU では、SNMP 設定コマンド ライン ツール（『Admin UI を使用したサーバのモニタリ
ング』を参照してください）または API を使用しています。
• DOE で snmp サーバ CLI コマンドを使用します。Cisco プライム ケーブル プロビジョニン
グ 6.1.2 リファレンス ガイドを参照してください。
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章

プライム ケーブル プロビジョニングはの
データベース管理Database Management in
Prime Cable Provisioning
この章には、RDU データベース管理およびメンテナンスの情報が含まれています。プライム
ケーブル プロビジョニング RDU には、十分なディスク容量を保証する以外に、事実上必要な
メンテナンスはありません。管理者として、データベース バックアップおよびリカバリ手順を
理解し、精通する必要があります。
• RDU データベースの障害の修復性 （79 ページ）
• RDU データベース ファイル （80 ページ）
• ディスク領域に関する要件 （82 ページ）
• バックアップと復元 （83 ページ）
• データベースの場所の変更 （87 ページ）
• RDU データベース移行 （88 ページ）

RDU データベースの障害の修復性
RDU データベースは、アプリケーションのクラッシュ、システム障害や停電などの予期しな
い問題によるデータベース破損を保護するため、write-ahead logging と呼ばれるテクニックを
使用します。
書き込み読み出しロギングには、データベース ファイルへの変更を書き込む前の、データベー
ス ログ ファイルへのデータベース変更の説明の書き込みが含まれます。このメカニズムによ
り、システム障害が発生する可能性がある不完全なデータベースの書き込みの修復を使用でき
ます。
RDU サーバは、開始されるたびに自動リカバリを実行します。このリカバリ プロセス中に、
データベース ログ ファイルは、データベース ファイルとデータの同期に使用されます。デー
タベースではなく、データベース ログに書き込まれたデータベースの変更は、この自動リカバ
リ時にデータベースに書き込まれます。
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この方法で、RDU サーバの再起動時にデータベースが自動的に修復されるため、RDU サーバ
がクラッシュした際に書き込み読み出しロギングはデータベースが破損していないことを事実
上保証します。
書き込み読み出しロギングは、次の条件が正しく機能する必要があります。
• 要求されたときに物理ストレージにデータがフラッシュされることを保証できるように、
ファイル システムおよび物理ストレージを設定する必要があります。たとえば、揮発性メ
モリ専用書き込みキャッシュを持つストレージ システムでは、システム障害時にデータが
失われることは適切ではありません。ただし、システム障害が発生しても、データの保持
を保証するバッテリ バックアップ書き込みキャッシュでディスク アレイは許容されます。
バッテリ バックアップ書き込みキャッシュがないシステムは、メモリ内のデータ キャッ
シングを実行する代わりに、要求されたときに、データ ディスクをフラッシュする必要が
あります。
• RDU データベース ブロック サイズと一致する 8192 バイトのブロック サイズで、ファイ
ル システムを設定する必要があります。

RDU データベース ファイル
RDU データベースは、ファイルが含まれているパーティションにマウントしたファイル シス
テムを使用して、バイナリ ファイルにデータを保存します。システムの失敗後に、長時間のリ
カバリ時間を許容しない方法で、ファイル システムの選択および設定のために必要です。
データベース ファイルは、RDU の操作に不可欠です。したがって、特別な対策を取って、誤っ
た削除またはその他の手動操作に対して保護します。これらの重要なファイルを保護するため
の標準的なシステム管理プラクティスに従います。たとえば、これらのファイルでは、ルート
ユーザーのアクセスのみを許可するアクセス権限が常に必要です。さらに、ルート ユーザーと
して、実稼働システムにログインしないようにすることをお勧めします。代わりに、権限の少
ないユーザーとしてログインし、sudo コマンドを使用してルート権限を必要とするタスクを実
行します。

データベース ストレージ ファイル
RDU サーバは、データベース ディレクトリ内に存在する bpr.db と呼ばれるファイルで、その
データベースを保存します。このディレクトリは BPR_DATA/rdu/db ディレクトリに存在しま
す。コンポーネントのインストール中に BPR_DATA パラメータを指定して、この場所を設定
できます。データベースの移動に関する詳細は、データベースの場所の変更 （87 ページ） を
参照してください。

（注）

データベース ファイルは、通常ランダムにアクセスします。したがって、もっとも早いかつ
ローテーションのアクセス遅延でディスクを選択し、最適なデータベースのパフォーマンスを
取得します。
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データベース トランザクション ログ ファイル
RDU サーバは、データベース トランザクション ログを 25MB ファイルで保存し、データベー
ス ログ ディレクトリに保存します。BPR_DBLOG パラメータを指定することで、インストー
ル時にこのディレクトリを設定します。ログ ディレクトリは、BPR_DBLOG/rdu/dblog ディレ
クトリに存在します。トランザクション ログの新しいディレクトリへの移動に関する詳細は、
データベースの場所の変更 （87 ページ） を参照してください。
データベース ログ ファイルは、log.00000001、log.00000002 などから始まる数字のシーケンス
で名前が付けられます。

（注）

トランザクション ログが保存されているディスクは、通常ログ ファイルに追加されるデータ
を使用して、連続的な方法でアクセスされます。データベースの最適なパフォーマンスを実現
するために、このアクセス パターンを効率的に処理できるディスクを選択します。システムの
最も高速なディスク上で、データベース トランザクション ログ ディレクトリを検索すること
をお勧めします。また、ディスク容量のうち 1 GB が使用できることを確認します。

自動ログ管理
データベース トランザクション ログ ファイルは、データがデータベースに完全に書き込まれ
るまでトランザクション データを保存するために使用されます。その後、トランザクション
ログ データは冗長になり、ファイルが自動的にシステムから削除されます。
通常の状況では、データベース トランザクション ログ ディレクトリに少数のログ ファイルの
み存在している状況である必要があります。時間が経過すると、古いトランザクション ログが
非表示になり、新しいものが作成されることに注意してください。

（注）

データベース トランザクション ログは、データベースの重要な部分です。トランザクション
ログ ファイルの手動削除または変更により、データベースが破損します。

その他のデータファイル
データベース ディレクトリには、データベース操作に不可欠な追加ファイルが含まれていま
す。Rdu.db ファイルだけではなく、これらのファイルは BPR_DATA/rdu/db ディレクトリ内に
存在し、データベースのバックアップの一部としてコピーされます。
• DB_VERSION：物理的および論理的バージョンのデータベースを識別し、RDU によって
内部的に使用されます。
• history.log：自動ログ ファイルの削除、バックアップ、動作の復元など重要なデータベー
ス管理タスクに関するアクティビティをログ記録するために使用されます。管理者にとっ
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て便利な履歴情報を提供するだけでなく、このログファイルは RDU データベース動作に
不可欠です。

ディスク容量の処理の条件
ディスク容量外で RDU サーバを実行すると、syslog 機能と RDU ログを使用してアラートを生
成します。RDU サーバは、次に自動的に再起動しようとします。再起動しようとすると、RDU
サーバには再度ディスク容量のエラーが発生し、また再起動しようとする可能性があります。
RDU サーバは、ディスク容量が使用可能になるまでの再起動を続行します。制限近くまで動
作しているディスクで一部のディスク容量が空くと、次回の RDU 起動は成功します。
データベースのサイズが現在のディスク パーティションの容量を超えた場合は、新しいディス
クまたはパーティションにデータベースを移動します。詳細については、データベースの場所
の変更 （87 ページ）を参照してください。

（注）

障害を防止するために、ディスク容量の使用率をモニタすることをお勧めします。詳細につい
ては、disk_monitor.sh の使用 （549 ページ）を参照してください。

ディスク領域に関する要件
完全に設定されているデータベースのサイズは、次の条件によって異なります。
• RDU に管理されているデバイス オブジェクト
• 各オブジェクトに保存されているカスタム プロパティ
各パーティションに必要なディスク容量のおおよその予想は次のとおりです。
• BPR_DATA、デバイス オブジェクトあたり約 2 ~ 5 KB
• BPR_DBLOG、500 MB 以上

注意

次の要件はガイドラインとしてのみ提供され、通常のシステム モ
ニタリングの必要性は排除していません。

disk_monitor.sh ツールを使用して使用可能なディスク容量をモニタし、管理者に警告すること
ができます。詳細については、disk_monitor.sh の使用 （549 ページ）を参照してください。
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バックアップと復元
RDU サーバは、サーバを停止したりアクティビティを中断したりすることなく実行可能な、
効率性の高いバックアップ プロセスをサポートしています。データベースのバックアップと復
元にはこれらの各段階が含まれます。
• バックアップ：ライブ 実サーバから RDU データベースのスナップショットを取得しま
す。
• リカバリ：再利用できるように、データベースのスナップショットを準備します。
• 復元: RDU サーバに復元するデータベースのスナップショットをコピーします。

（注）

移行が完了したら、必要に応じてデータベースの一貫性を確認できます。
これらの各手順に自動ツールが提供されます。インタラクティブ モードまたはサイレント モー
ドのいずれかでこれらのツールを使用できますが、ツールを使用するルート権限は必須です。

データベースのバックアップ
バックアップは、データベース ファイルをバックアップ ディレクトリにコピーするプロセス
です。ファイルを圧縮し、テープまたはその他のアーカイブに配置できます。
RDU データベースのバックアップは、サーバのアクティビティを中断することなくファイル
をコピーするため非常に効率的です。ただし、これには RDU データベース ディスクへのアク
セスが含まれているため、バックアップにより RDU のパフォーマンスに影響がある可能性が
あります。逆も成り立ちます。バックアップ中に発生した RDU アクティビティは、バックアッ
プ パフォーマンスに影響します。したがって、ピーク時間以外にバックアップを実行する必要
があります。
同時システム アクティビティ以外に、バックアップ パフォーマンスは基盤となるディスクと
ファイル システムのパフォーマンスによっても異なります。基本的に、バックアップはデータ
ベース ファイルが送信元から宛先にコピー可能になるとすぐに実行します。
BPR_HOME/rdu/bin ディレクトリで backupDb.sh ツールを使用して、データベースのバックアッ
プを実行します。
• このツールを使用するには、バックアップ ファイルを配置するターゲット ディレクトリ
を提供する必要があります。このディレクトリは、現在のデータベース ファイル サイズ
の 120% に相当するディスク容量を持つディスクまたはパーティション上に配置する必要
があります。
• 次の例に示すように、このツールは指定するディレクトリ下にタイムスタンプ サブディレ
クトリを自動的に作成し、バックアップを配置します。必要に応じて、サブディレクトリ
の自動作成を無効にするオプション :nosubdir フラグを使用することもできます。
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（注）

RDU の実行中にバックアップが行われる場合、データベースのク
ラッシュを避けるために、プライム ケーブル プロビジョニング
のバックアップ ツールを使用する必要があります。その他のファ
イル バックアップ ツールによって行われたデータベースのバッ
クアップは、バックアップ中に RDU がデータベースを変更する
と復元不可能になる可能性があります。

BackupDb.sh コマンドは、画面に進行状況を報告し、アクティビティを history.log に記録しま
す。
backupDb.sh ツールを使用すると、-help オプションを使用して使用情報を取得できます。
例
この例では、 /var/backup がデータベースのバックアップ ファイルの対象の場所を識別します。
# /backupDb.sh -nosubdir -throttle 500 /var/backup.
Database backup started
Back up to: /var/backup
Copying DB_VERSION. Size: 396 bytes.
DB_VERSION: 100% completed.
Copying bpr.db. Size: 434176 bytes.
bpr.db: 100% completed.
Copying log.0000000001. Size: 469268 bytes.
log.0000000001: 100% completed.
Copying history.log. Size: 574 bytes.
history.log: 100% completed.
Database backup completed

タイムスタンプ サブディレクトリの形式は、rdu-backup-yyyyMMdd-HHmmss です。この例で
は、サブディレクトリは rdu-backup-20070316-031028 になり、ディレクトリに 2007 年 3 月 16
日午前 3 時 10 分 28 秒に開始したバックアップが含まれることを示します。

（注）

移行が完了すると、データベースの整合性をチェックする verifyDb.sh ツールを実行することが
できます。検証はオプションのタスクです。VerifyDB.sh の詳細については、verifydb.sh ツール
の使用 （556 ページ） を参照してください。

データベースの復元
データベースの復元は、データベースを一貫性のある状態に復元するプロセスです。バック
アップがライブ RDU でバックアップを実行するため、コピー中にデータベースを変更するこ
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とができます。ただし、データベースのログ ファイルではデータベースを一貫性のある状態に
復元できることを確認します。
復元はデータベースのスナップショットで実行されます。つまり、このタスクはライブ RDU
サーバのデータベースへのタッチを含みません。すぐに次のバックアップを粉羽化、データ
ベースを RDU サーバに復元する前に、復元タスクを実行できます。

（注）

各バックアップ後、すぐにデータベースの復元を実行することをお勧めします。この方法で、
緊急時にバックアップ データベースをより迅速に復元できます。
データベース復元の期間は、バックアップの一部としてコピーされたデータベース ログ ファ
イルの数によって異なり、バックアップ時点での RDU アクティビティのレベルによって異な
ります。複数の同時アクティビティ RDU はバックアップ中に発生し、バックアップとしてよ
り多くのトランザクション ログ ファイルをコピーすると、復元タスクがより長くなります。
一般的に、データベースの復元はトランザクション ログ ファイルごとに 10 秒から 60 秒かか
ります。
BPR_HOME/rdu/bin ディレクトリにある recoverDb.sh ツールを使用して、データベースのスナッ
プショットの復元を行います。このツールを使用する場合、バックアップの場所を指定する必
要があります。これも復元が実行されるディレクトリです。
recoverDb.sh ツールを使用すると、-help オプションを使用してツールで使用情報を取得できま
す。
例
# recoverDb.sh /var/backup/rdu-backup-20070316-031028
**********************************************************
*
*
* Recovery process modifies the backup snapshot of
*
* the database. You should never do recovery without
*
* making a copy of the database and log files you
*
* are using for recovery.
*
*
*
**********************************************************
To start recovery please type "yes" and enter: yes

Database recovery started
Recovering in: /var/backup/rdu-backup-20070316-031028
This process may take a few minutes.
Database recovery completed

この例では、/var/backup/rdu-backup-20070316-031028 ディレクトリにあるスナップショットが
一貫性のある状態に復元されています。復元操作の進捗状況が画面に表示され、アクティビ
ティがスナップショット ディレクトリにある history.log ファイルに記録されます。
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データベースの復元
データベースの復元は、以前復元したデータベース スナップショットを、RDU サーバで使用
されるデータベースの場所にコピーするプロセスです。以前復元したデータベースのみ復元で
きます。
データベースの復元は現在 RDU データベースを置換することを意味するため、最初に古いデー
タベースを適切に削除しアーカイブ化することが非常に重要です。

注意

置換するデータベースを削除しないでください。今後のシステム診断を簡素化するため、古い
データベースのコピーが必要です。
BPR_HOME/rdu/bin ディレクトリにある restoreDb.sh ツールを使用して、現在の RDU データ
ベースを別のデータベースに置換します。このツールを使用する場合、入力のディレクトリを
指定する必要があります。このディレクトリには、RDU サーバに復元するデータベースの復
元バックアップ スナップショットを含める必要があります。

（注）

RestoreDb.sh ツールを実行する前に、/etc/init.d/bprAgent stop rdu コマンドを実行して RDU サー
バを停止する必要があります。また、データベースのバックアップを作成し、rdu/db および
rdu/dblog ディレクトリからすべてのファイルを削除してください。
restoreDb.sh ツールを使用すると、-help オプションを使用して使用情報を取得できます。
例
#

restoreDb.sh /var/backup/rdu-backup-20070316-031028

Restoring RDU database...
Restoring from: /var/backup/rdu-backup-20070316-031028
Copying bpr.db. Size: 434176 bytes.
bpr.db: 100% completed.
Copying log.0000000001. Size: 471261 bytes.
log.0000000001: 100% completed.
Copying history.log. Size: 1260 bytes.
history.log: 100% completed.
Copying DB_VERSION. Size: 396 bytes.
DB_VERSION: 100% completed.
Database was successfully restored
You can now start RDU server.

この例では、/var/backup/rdu-backup-20070316-031028 ディレクトリにあるデータベースが RDU
サーバに復元されます。
復元操作が完了した後、RDU を開始する必要があります。RDU ログファイルには正常な起動
メッセージが含まれます。
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このツールは、history.log ファイルのユーザーおよびログ アクティビティに進捗を報告しま
す。

データベースの場所の変更
同じシステムで 1 つのパーティションまたはディスクからデータベースを移動できます。管理
上の理由で実行する可能性があります。このプロセスでは、RDU サーバとプライム ケーブル
プロビジョニング プロセス ウォッチドッグの停止が必要です。
データベースの場所を変更するプロセスには、システム パラメータの変更と、新しい場所への
適切なファイルのコピーが含まれます。
次のパラメータの一方または両方を調整できます。
• BPR_DATA：このパラメータはインストール時に最初に設定され、データベースおよびロ
グ、設定ファイルなどその他の重要なファイルを保存するために使用されるディレクトリ
を指します。
このディレクトリは、他のユーザー間のプライム ケーブル プロビジョニング プロセス
ウォッチドッグ、DPE（同じシステムにインストールされている場合）、RDU、SNMP
エージェントのログ データも保存します。
• BPR_DBLOG：このパラメータはインストール時に最初に設定され、データベース トラン
ザクション ログ ファイルを保存するディレクトリを指します。
上記のパラメータ値は、BPR_HOME/ bpr_definitions.sh と呼ばれるファイルに記録されます。
このファイルを変更するには、システムで実行されているすべてのプライム ケーブル プロビ
ジョニング コンポーネントを再起動する必要があります。
データベースおよびトランザクション ログの場所を変更するには。

ステップ 1 /etc/init.d/bprAgent stop コマンドを実行して、プライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッ
グおよびすべてのプライム ケーブル プロビジョニング コンポーネントを停止します。
ステップ 2 BPR_HOME/bpr_definitions.sh ファイルのバックアップ コピーを作成します。
ステップ 3 ファイルを編集し、新しいディレクトリに BPR_DATA and BPR_DBLOG パラメータのいずれかまたは両方
を変更します。
ステップ 4 ファイルを保存します。
ステップ 5 元の BPR_DATA, BPR_DBLOG のディレクトリ構造および内容のディレクトリ（または両方）を新しい場
所にコピーし移動します。コピーを作成する場合、すべてのファイルおよびディレクトリの権限を保持し
ていることを確認します。
ステップ 6 //etc/init.d/bprAgent stop コマンドを実行して、プライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッ
グおよびすべてのプライム ケーブル プロビジョニング コンポーネントを開始します。
ステップ 7 すべてのコンポーネントが正常に開始されていることを確認する適切なログ ファイルをモニタします。
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RDU データベース移行
RDU データベースを移行する方法については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps12728/
prod_installation_guides_list.html を参照してください。
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第

II

部

プライム ケーブル プロビジョニングの設
定
• プライム ケーブル プロビジョニング コンポーネントの設定 （91 ページ）
• プライム ケーブル プロビジョニング テクノロジーの設定 （135 ページ）
• セキュア通信の設定 （175 ページ）
• IPv6 の設定 （191 ページ）
• アラートを受信するために Syslog ユーティリティを設定する （197 ページ）
• Admin UI を使用した プライム ケーブル プロビジョニング の設定 （201 ページ）
• Admin UI を使用してグループ タイプおよびグループの設定 （231 ページ）
• Admin UI を使用した RBAC の設定 （235 ページ）

第

6

章

プライム ケーブル プロビジョニング コン
ポーネントの設定
この章は、各 プライム ケーブル プロビジョニング コンポーネントを プライム ケーブル プロ
ビジョニング をサポートするテクノロジーに対して設定するため、従う必要があるワークフ
ローを説明します。プライム ケーブル プロビジョニング を設定する前にこれらの設定を実行
し、特定のテクノロジーをサポートする必要があります。
下で指定されている順番で、プライム ケーブル プロビジョニング コンポーネントを設定する
必要があります。
• 地域配信ユニットの設定 （91 ページ）
• プロビジョニングの Web サービスの設定 （99 ページ）
• デバイス プロビジョニング エンジンの設定 （102 ページ）
• Cisco Prime Network Registrar の設定 （105 ページ）
• キー発行局 （112 ページ）

地域配信ユニットの設定
このセクションでは、地域配信ユニット（RDU）コンポーネントを設定する方法について説明
します。その他のコンポーネントおよびテクノロジーを設定する前に、これらの設定タスクを
実行する必要があります。
次の表では、RDU を設定する際に準拠するワークフローを確認できます。
表 10 : RDU 設定ワークフロー

タスク
ステップ 1

参照先

プライム ケーブル プロビジョ アラートを受信するため
ニング で使用するシステム
に Syslog ユーティリティを設
syslog サービスを設定します。 定する （197 ページ）
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タスク

参照先

ステップ 2

プライム ケーブル プロビジョ 管理者ユーザ インターフェイ
ニング Admin UI にアクセスし ス （66 ページ）
ます。

ステップ 3

ログイン パスワードを変更し Admin UI へのアクセス （73
ます。
ページ）

ステップ 4

ライセンス ファイルを追加し プライム ケーブル プロビジョ
ます。
ニングのライセンス キー （13
ページ）

ステップ 5

RDU SNMP エージェントを設 Using snmpAgentCfgUtil.sh Tool
（434 ページ）
定します。

ステップ 6

デフォルトの重大度ログ レベ RDU ログ レベル ツールの使
ル、通知レベルを設定しま
用 （461 ページ）
す。

ステップ 7

IPv4 または IPv6 のプロビジョ プロビジョニング グループの
ニング グループ機能を有効に モニタリング （412 ページ）
します。

RDU 拡張機能の設定
カスタム拡張ポイントの作成が、プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI で使用される
場合に可能なプログラミング アクティビティであり、プライム ケーブル プロビジョニング 動
作を併用したり、新しいデバイスのテクノロジーへサポートを追加できます。
拡張機能の管理を十分に理解する前に、プライム ケーブル プロビジョニング が必要とする
RDU 拡張を知る必要があります。バッチに代わってデバイスを中断する場合、少なくとも 1
個の中断拡張が関連付けられたテクノロジーの中断拡張ポイントに接続されている必要があり
ます。
次の表は、プライム ケーブル プロビジョニング が拡張機能を実行するために必要な RDU 拡
張ポイントを一覧にしています。
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表 11 : 必要な RDU 拡張ポイント

拡張ポイント

説明

用途

特定のテクノロジー？

一般的な設定生成

デバイスの設定を生成 任意
するために実行しま
す。テクノロジー固有
のサービスレベル選択
拡張機能の後や、テク
ノロジー固有の設定生
成拡張機能の前に、こ
の拡張ポイントに接続
されている拡張機能が
実行されます。このリ
リースに組み込まれた
デフォルトの拡張機能
では、この拡張ポイン
トを使用しないでくだ
さい。

非対応

設定の生成

デバイスの設定を生成 必須
するために実行しま
す。

対応

デバイスの検出

デバイスの DHCP 検出 必須
要求パケットの情報に
基づき、デバイステク
ノロジーを決定するた
めに実行します。

非対応

中断

デバイスの中断を実行 必須
します。

対応

パブリッシュ

外部データストアにプ 任意
ロビジョニングデータ
を公開するために実行
します。プライムケー
ブルプロビジョニング
に組み込まれているデ
フォルトの拡張機能に
は、パブリッシングプ
ラグインを含めないで
ください。

非対応

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
93

プライム ケーブル プロビジョニングの設定
新規クラスの作成

拡張ポイント

説明

用途

特定のテクノロジー？

サービスレベルの選択 サービスレベルを選択 オプション
してデバイスに付与す
るために実行します。
この拡張ポイントに接
続されている拡張機能
は、一般的な設定生成
拡張機能やテクノロ
ジー固有の設定生成拡
張機能の前に実行され
ます。

○

認証

対応

リモート認証サーバ経 必須
由でユーザーを認証す
るために実行します。
拡張機能は、RDU の
デフォルトページに記
載されている認証モー
ドに基づき拡張ポイン
トに接続されます。
Radius 拡張機能は、プ
ライム ケーブル プロ
ビジョニングの認証拡
張機能にデフォルトで
組み込まれています。

拡張機能の管理には次が含まれています。
• 新規クラスの作成 （94 ページ）
• RDU カスタム拡張機能ポイントのインストール （96 ページ）
• RDU 拡張機能の表示 （96 ページ）
• IPDeviceKeys プロパティによって異なる RDU 拡張機能 （97 ページ）

（注）

カンマ区切りリストで拡張ポイントを指定することで、複数の拡張ポイントを指定できます。

新規クラスの作成
この手順は、カスタム拡張作成プロセス全体をより分かりやすく説明するために含まれていま
す。さまざまな種類の拡張機能を作成することができます。この手順の目的に従い、新しいパ
ブリッシング拡張ポイントが使用されます。
新規クラスを書き込むには。
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ステップ 1 カスタム パブリッシング拡張機能の Java ソース ファイルを作成し、コンパイルします。
ステップ 2 拡張クラスを含む JAR ファイルのマニフェスト ファイルを作成します。
（注）

マニフェスト ファイル作成とコマンドライン JAR ツールの使用に関する詳細は、Java のマニュア
ルを参照してください。

次に例を示します。
Name: com/cisco/support/extensions/configgeneration
Specification-Title: "DOCSIS TOD synchronization"
Specification-Version: "1.0"
Specification-Vendor: "General Cable, Inc."
Implementation-Title: "Remove the time-servers DHCP option"
Implementation-Version: "1.0"
Implementation-Vendor: "Cisco Systems, Inc."

（注）

Java JAR ファイルのマニフェストには、名前値ペアとして形式化されている属性を含み、パッケー
ジ バージョン情報を提供する属性グループをサポートします。プライム ケーブル プロビジョニ
ング はこの情報が含まれていない拡張 JAR ファイルを受け入れる際、カスタム RDU 拡張を追跡
するファイルにバージョン情報を含むマニフェストを含めることをお勧めします。
[Servers（サーバ）] > [Regional Distribution Unit（地域配信ユニット）] > [View Regional Distribution
Unit Details（地域配信ユニット詳細の表示）] ページ経由で、Admin UI からマニフェスト情報を
表示できます。デバイス統計セクションの後にインストールされている拡張 JAR ファイルとロー
ドの拡張クラス ファイルに関する詳細情報が表示されます。また、RDU ログからもマニフェスト
情報を表示できます。

ステップ 3 カスタム拡張ポイントの JAR ファイルを作成します。
次に例を示します。
C:\>jar cm0vf manifest.txt removetimeservers.jar com
added manifest
adding: com/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: com/cisco/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: com/cisco/support/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: com/cisco/support/extensions/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: com/cisco/support/extensions/configgeneration/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: com/cisco/support/extensions/configgeneration/
RemoveTimeServersExtension.class(in = 4038) (out= 4038)(stored 0%)
C:\>

（注）

JAR ファイルには任意の名前を付けることができます。名前は記述可能ですが、別の既存の JAR
ファイル名とは重複しないでください。

デバイス検出プロセス
デバイスの検出プロセスには、3 つのフェーズがあります。
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1.

初期設定フェーズでは、ロギング制御などデバイスや項目に関する基本情報を保持するさ
まざまな「house keeping」フィールドを初期化します。

2.

2 つ目のフェーズでは、検出情報の収集で構成されています。デバイス検出に関連する情
報は、DHCPv4 および DHCPv6 構成から抽出します。クラス id、リレー エージェント回線
id、リモート id 等の DHCPv4 情報、ベンダー固有の情報、そしてベンダー クラスやベン
ダー選択などの DHCPv6 情報等が収集されます。

3.

最後のフェーズは、収集されたすべての情報を確認し、デバイス タイプとこのデバイスの
前に別のデバイスがあるか判断します。決定可能な場合は、デバイス検出コンテキストで
設定されます。

RDU カスタム拡張機能ポイントのインストール
JAR ファイルが作成された後、Admin UI を使用してインストールします。

ステップ 1 新しい JAR ファイルを追加するには、ファイルの追加 （223 ページ） を参照してください。
（注）

JAR ファイル タイプを選択します。[Browse] を使用して、新規クラスの作成 （94 ページ） で説
明されている手順で作成された JAR ファイルを検索し、送信元ファイルとしてこのファイルを選
択します。[Leaving the File Name] を空白にすると、送信元とファイルの両方に同じファイル名を
割り当てます。ファイル名は、Admin UI で表示されます。

ステップ 2 [Submit] をクリックします。`
ステップ 3 RDU デフォルト ページに戻り、[Extension Point JAR File Search Order] フィールドに新しく追加された JAR
ファイルが表示されているか確認します。
ステップ 4 [Publishing Extension Point] フィールドに拡張子クラス名を入力します。
（注）

JAR ファイル内にクラス名が存在しなかった場合、RDU はエラーを返します。例えば、設定した
クラスが置換 JAR ファイルになかった場合など、JAR ファイルを置換したときに主にこのエラー
が発生します。

ステップ 5 [Submit] をクリックして、RDU データベースへの変更を確定します。
ステップ 6 RDU 拡張機能を表示して、適切な拡張機能がロードされたことを確認します。

RDU 拡張機能の表示
[View Regional Distribution Unit Details] ページから、すべての RDU 拡張機能の属性を直接表示
できます。このページでは、インストールされている拡張 JAR ファイルと、ロードされた拡
張クラス ファイルの詳細が表示されます。Monitoring RDU （410 ページ）を参照してくださ
い。
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IPDeviceKeys プロパティによって異なる RDU 拡張機能
RDU 組み込み拡張機能の動作は、プライム ケーブル プロビジョニング プロパティ階層で定義
されている IPDeviceKeys プロパティによって異なります。たとえば、PacketCable BASIC vs. セ
キュア モード プロビジョニングは、サポートされているプロビジョニング フロー モードの
DHCPv4 オプション 60 機能に基づいています。
表 12 : IPDeviceKeys プロパティによって異なる RDU 拡張機能

プロパティ

スコープ RDU 組み込み拡張機能

EXTENDED_FILENAME_SCRIPT

DHCP

ConfigGeneration

DROP_IF_MAX_IA_ADDRESSES_EXCEEDED_ENABLE

DHCP

ConfigGeneration

DHCP

ServiceLevelSelection

DHCP

ConfigGeneration

USE_VALIDATE_CONTINUE_FOR_CABLELABS_SOFTWARE_VERSION_DHCPV4 DHCP

ConfigGeneration

MAX_IA_ADDRESSES
MUST_BE_BEHIND_DEVICE
MUST_BE_IN_PROV_GROUP
MUST_BE_BEHIND_DEVICE_AUTO_ENABLE
USE_BOOT_FILE_OPTION_FOR_CONFIG_FILE
USE_FILE_OPTION_FOR_CONFIG_FILE

USE_VALIDATE_CONTINUE_FOR_CABLELABS_SOFTWARE_VERSION_DHCPV6
USE_VALIDATE_CONTINUE_FOR_CLIENT_ID
USE_VALIDATE_CONTINUE_FOR_CLIENT_ID_CREATED_FROM_MAC_ADDRESS
USE_VALIDATE_CONTINUE_FOR_DHCP_CLASS_IDENTIFIER
USE_VALIDATE_CONTINUE_FOR_DHCP_PARAMETER_REQUEST_LIST
USE_VALIDATE_CONTINUE_FOR_VENDOR_CLASS
USE_VALIDATE_PREFIX_FOR_DHCP_CLASS_IDENTIFIER
USE_VALIDATE_CONTINUE_FOR_DHCP_CL_OPTION_IP_PREF_DHCPV6
USE_VALIDATE_CONTINUE_FOR_DHCP_CL_OPTION_IP_PREF_DHCPV4
USE_VALIDATE_CONTINUE_FOR_DHCP_CL_OPTION_ORO_DHCPV6
USE_VALIDATE_CONTINUE_FOR_DHCP_CL_OPTION_ORO_DHCPV4
USE_VALIDATE_CONTINUE_FOR_RELAY_AGENT_CIRCUIT_ID
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プロパティ

スコープ RDU 組み込み拡張機能

VALIDATE_CABLELABS_SOFTWARE_VERSION_DHCPV4 DHCP

ConfigGeneration

VALIDATE_CABLELABS_SOFTWARE_VERSION_DHCPV6
VALIDATE_CLIENT_ID
VALIDATE_CLIENT_ID_CREATED_FROM_MAC_ADDRESS
VALIDATE_DHCP_CLASS_IDENTIFIER
VALIDATE_DHCP_PARAMTER_REQUEST_LIST
VALIDATE_VENDOR_CLASS
VALIDATE_DHCP_CL_OPTION_IP_PREF_DHCPV6
VALIDATE_DHCP_CL_OPTION_IP_PREF_DHCPV4
VALIDATE_DHCP_CL_OPTION_ORO_DHCPV6
VALIDATE_DHCP_CL_OPTION_ORO_DHCPV4
VALIDATE_RELAY_AGENT_CIRCUIT_ID

リモート SNMP リセットの設定
デフォルトのデバイス SNMP リセット（アクティベーション）は、中断の延長を使って RDU
によって行われます。デバイス中断の実装は、RDU からデバイスに SNMP 設定メッセージを
送信します。
プライム ケーブル プロビジョニング 6.1 は、デバイス SNMP リセット要求が RDU 以外に DPE
から送信可能な場合、リモート SNMP リセットをサポートします。リセット操作中に、RDU
は DPE にリセット要求を送信し、DPE は SNMP 設定をデバイスに送信します。
Admin UI または API を使用して、DPE 機能によりデバイス SNMP リセットを有効または無効
にできます。この機能を有効化/無効化する PG 機能は次のとおりです。
• 機能名：/provgroup/capability/dpe/remote/snmp/reset
• API 定数：ProvGroupCapabilitiesKeys.REMOTE_SNMP_RESET
リセット操作から DPE の除外
SNMP リモート リセット機能が PG に対して有効な場合、デバイス リセット操作中に、RDU
はリセット要求を PG の使用可能な DPE（MAC.DUID ベース アフィニティに基づく）のいず
れかに送信します。ただし、ユーザーは DPE の除外リストを設定できるため、RDU はそれら
の DPE にリセット要求を送信しません。
リモート リセットを送信中に PG レベルで特定の DPE を除外するプロパティは次のとおりで
す。
• 機能名：/provgroup/capability/dpe/remote/snmp/reset/exclude/dpes/csv
• API 定数：ProvGroupCapabilitiesKeys.REMOTE_RESET_EXCLUDE_DPES_CSV
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プロパティの値は、コンマ区切り値（CSV）であり、リモート SNMP リセットで除外する必要
がある DPE のホスト名で構成されます。
ケーブル モデム リセットのデフォルト SNMP バージョン
ケーブル モデム リセットは、デフォルトでは 1 の SNMP バージョンを使用して行われます。
ユーザーはケーブル モデム リセットに SNMP v2c を使用するように設定できます。

（注）

DOCSIS モデム リセットにデフォルトの SNMP バージョンを設定するには。
• API 定数：ServerProperties.RDU_DOCSIS_RESET_SNMP_VERSION
• プロパティ名：/rdu/docsis/reset/snmp/version
このプロパティは rdu.properties で設定でき、DOCSIS デバイスに SNMP デバイス リセット
メッセージを送信中に使用可能な SNMP バージョンが含まれます。このプロパティのデフォル
ト値は 0（SNMP v1）であり、該当する値は（0 = SNMP v1; 1 = SNMP v2c）です。

プロビジョニングの Web サービスの設定
Provisioning Web Services（PWS）コンポーネントは、外部統合インターフェイスとして Web
サービス インターフェイスに基づき SOAP/REST を公開します。Web サービスは RDU 上のレ
イヤであり、RDU またはリモート サーバとして同じサーバに展開可能ですが、リモート サー
バに展開することをお勧めします。
各 PWS サービスについては、内部 API 要求が作成され、RDU に送信されます。サービスは 1
個以上の RDU と通信できます。
プロビジョニング サービスは、Web サービス記述言語（WSDL）v1.1 で説明されています。
WSDL は Webサービス クライアントと RDU の間の契約であり、PWS 操作について説明しま
す。SOAP メッセージをサポートする言語に、任意のクライアント言語のバインディングを生
成するため PWS WSDL を使用することができます。
プロビジョニング サービスは、クライアントとのインタラクションのターゲットを識別するリ
ソースのセットを使用して、RESTful Webサービスで説明されています。Webサービス クライ
アントと RDU 間の契約は URI で識別し、PWS RESTful 操作について説明します。

（注）

PWS コンポーネントの共有秘密鍵はサポートされていません。
特定の PWS プロビジョニング機能は、ws cli.sh ツールを使用して実行することができます。
ツールに関する詳細は、ws-cli.sh の使用 （561 ページ） を参照してください。
次の表では、RDU を設定する際に準拠するワークフローを確認できます。
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表 13 : PWS 設定ワークフロー

タスク

参照先

ステップ 1

RDU に接続する PWS を設定
します。

PWS の RDU およびユーザー
の詳細設定 （100 ページ）

ステップ 2

クライアントとの通信には、 デバイス プロビジョニング エ
セッションを作成するか API ンジンの設定 （102 ページ）
を使用します。

PWS の RDU およびユーザーの詳細設定
クライアントで要求されるすべてのプロビジョニング サービスを容易にするためには、PWS
は RDU から情報を取得する必要があります。RDU と通信するために PWS は RDU にユーザー
アカウントが必要であり、PWS のユーザー クレデンシャルと RDU の詳細を設定する必要があ
ります。PWS をインストール中か、下に一覧になっている CLI コマンドを実行して、これら
の詳細を PWS で設定可能です。

（注）

RDU に追加されたユーザーは、ボックス Admin ロール外に必須です。
PWS で RDU の詳細を設定するには。

ステップ 1 CLI では、-ardu

<host> <port> <username> <Password>

コマンドを実行します。

次に例を示します。
./ws-cli.sh -ardu

test1-host

49187

admin

changeme

追加 RDU を追加するため同じコマンドを実行します。
ステップ 2

-sap、--saveproperty

コマンドを実行して、ws.xml に入力したプロパティを保存します。

次に例を示します。
./ws-cli.sh -sap

ステップ 3 アカウントの作成後、変更が有効になっていることを確認するため PWS を再起動します。
次に例を示します。
/etc/init.d/bprAgent restart <pws|restpws>
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Web サービスのプロビジョニングを使用して SOAP メッセージを投稿
する手順
Web サービス クライアントは、次の形式の URL にアクセスして、PWS から WSDL（Web サー
ビス契約）ファイルを取得できます。
http://<PWS-HOST>:<PWS-PORT>/cp-ws-prov/provService?wsdl

（注）

• PWS-HOST – PWS がインストールされているサーバのホスト名（または）IP アドレス
• PWS-PORT – PWS がアクセス可能な経由ポートセキュア モードの選択時、デフォルトの
PWS HTTPS ポートは 9443 です。非セキュア モードの選択については、デフォルトの PWS
HTTP ポートは 9100 です。ただし、ユーザーは PWS のインストール中にさまざまな（デ
フォルト以外の）HTTPS/HTTP ポートを設定できます。
SOAP メッセージを投稿するには、次の URL を使用する必要があり、WSDL が定義された PWS
SOAP メッセージをロードする入力として提供されます。
http://<PWS-HOST>:<PWS-PORT>/cp-ws-prov/provService

（注）

• 「http」プロトコル ID は上記で参照した URL 形式で作成されたものとして使用されます。
プロトコル識別子 https または http は、個別のセキュアまたは非セキュア通信に従って使
用する必要があります。

Web サービスのプロビジョニングを通して RESTful メッセージを投稿
する手順
Web サービス クライアントは、次の形式の URL にアクセスすることで、固有の URI にアクセ
スする必要があります。
http://<PWS-HOST>:<PWS-PORT>/cp-ws-rest-prov/<methodName >

（注）

• PWS-HOST – PWS がインストールされているサーバのホスト名（または）IP アドレス
• PWS-PORT – PWS がアクセス可能な経由ポートセキュア モードの選択時、デフォルトの
PWS HTTPS ポートは 9790 です。非セキュア モードの選択については、デフォルトの PWS
HTTP ポートは 9101 です。ただし、ユーザーは PWS のインストール中にさまざまな（デ
フォルト以外の）HTTPS/HTTP ポートを設定できます。
Restful メッセージを投稿するには、次の URL を使用する必要があり、要求本文の属性が定義
された PWS Restful メッセージをロードする入力として提供されます。
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http://<PWS-HOST>:<PWS-PORT>/cp-ws-rest-prov/<methodName >

（注）

• 「http」プロトコル識別子は、上記で参照される URL 形式で引用として使用されます。プ
ロトコル識別子 https または http は、セキュアまたは非セキュア通信モードに従って使用
される必要があります。

デバイス プロビジョニング エンジンの設定
表 10 : RDU 設定ワークフロー （91 ページ） に記載されている RDU の設定後のみ、このワー
クフローで説明されているタスクを実行します。下の表に示されるように、IPv4 および IPv6
をサポートする DPE を設定できます。

（注）

アスタリスク（*）が付いている質問には必ず回答してください。
次の表では、IPv4 の DPE を設定するときに準拠するワークフローを特定します。
表 14 : IPv4 の DPE 設定ワークフロー

タスク
ステップ 1

プライム ケーブル プロビジョ アラートを受信するため
ニングで使用するため、シス に Syslog ユーティリティを設
テム syslog サービスを設定し 定する （197 ページ）
ます。

ステップ 2

パスワードの変更

Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
password コマンド

ステップ 3

プロビジョニング インター
フェイス* の設定

Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
interface ip ip_address プロビ
ジョニング コマンド

ステップ 4

プロビジョニング FQDN の設 Cisco プライム ケーブル プロ
定
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
interface ip ip_address
provisioning fqdn コマンド
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タスク

参照先

ステップ 5

Cisco Prime Network Registrar Cisco プライム ケーブル プロ
拡張と通信するインターフェ ビジョニング 6.1.2 リファレン
イスの設定
ス ガイド で説明されている
interface ip ip_address
pg-communication コマンド

ステップ 6

プライム ケーブル プロビジョ Cisco プライム ケーブル プロ
ニング共有秘密鍵*の設定
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
dpe shared-secret コマンド

ステップ 7

RDU * に接続するため DPE の Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
設定
ス ガイド で説明されている
dpe rdu-server {host | x.x.x.x}
port secure コマンド

ステップ 8

Network Time Protocol（NTP） 設定情報に関する Linux マニュ
の設定
アル

ステップ 9

TFTP の有効化

Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
service tftp 1..1 ipv4 enabled
true コマンド

ステップ 10

ToD の有効化

Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
service tod 1..1 ipv4 enabled
true コマンド

ステップ 11

プライマリ プロビジョニング Cisco プライム ケーブル プロ
グループ*の設定
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
dpe provisioning-group primary
コマンド

ステップ 12

DPE SNMP エージェントの設 SNMP エージェント コマンド
定
Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド

（注）

DPE コマンドライン インターフェイスまたは snmpAgentCfgUtil.sh ツールのいずれ
かを使用して、SNMP エージェントを設定できます（Using snmpAgentCfgUtil.sh Tool
（434 ページ） を参照）。
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タスク

参照先

ステップ 13

RDU に接続されていることを Admin UI を使用したサーバの
確認します
モニタリング （409 ページ）

ステップ 14

DPE のリロード

Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
dpe reload コマンド

ステップ 15

IPv4 のプロビジョニング グ
ループ機能を有効にします

プロビジョニング グループの
モニタリング （412 ページ）

次の Table:15 では、IPv6 の DPE を設定するときに準拠するワークフローを特定します。ここ
で説明されているタスクは、IPv6 のみに関連します。DPE の基本設定を実行するには、上記
Table 14: DPE Configuration Workflow for IPv4 で説明されているタスクを完了し、さらにこの
Table:15 で説明されている手順を実行します。
表 15 : IPv6 の DPE 設定ワークフロー

タスク

参照先

ステップ 1

プロビジョニング インター
フェイスの設定*。

Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
interface ip ipv6_address
provisioning コマンド

ステップ 2

プロビジョニング FQDN の設 Cisco プライム ケーブル プロ
定
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
interface ip ipv6_address
provisioning FQDNs コマンド

ステップ 3

Cisco Prime Network Registrar Cisco プライム ケーブル プロ
拡張と通信するインターフェ ビジョニング 6.1.2 リファレン
イス（IPv6）の設定
ス ガイド で説明されている
interface ip ipv6_address
pg-communication コマンド

（注）

手順 3 はオプションです。この手順により、DPE との通信に IPv6 アドレスを使用
する Network Registrar 拡張機能を有効にします。この手順は、DPE との通信に IPv4
アドレスを使用した Network Registrar 拡張機能は必要ありません。
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タスク

参照先

ステップ 4

TFTP の有効化

Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
service tftp 1..1 ipv6 enabled
true コマンド

ステップ 5

ToD の有効化

Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
service tod 1..1 ipv6 enabled
true コマンド

ステップ 6

DPE のリロード

Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
dpe reload コマンド

ステップ 7

IPv6 のプロビジョニング グ
ループ機能を有効にします

プロビジョニング グループの
モニタリング （412 ページ）

Cisco Prime Network Registrar の設定
RDU と DPE を設定した後、このワークフローでのみ説明されているアクティビティを実行し
ます。

注意

プライム ケーブル プロビジョニング DHCPオプション設定は、常に Prime Network Registrar 内
の DHCP オプション値設定を置換します。
Network Registrar を設定するには。
• DHCPv4 は 表 16 : DHCPv4 の Network Registrar ワークフロー （106 ページ） を参照してく
ださい。
• DHCPv6 は 表 17 : DHCPv6 の Network Registrar ワークフロー （106 ページ） を参照してく
ださい。

（注）

アスタリスク（*）が付いている質問には必ず回答してください。
次の表では、DHCPv4 の Network Registrar 設定時に従うワークフローを特定します。
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表 16 : DHCPv4 の Network Registrar ワークフロー

タスク

参照先

ステップ 1

Network Registrar の拡張機能を Cisco プライム ケーブル プロ
検証します。
ビジョニング 6.1.1 クイック ス
タート ガイド

ステップ 2

プライム ケーブル プロビジョ アラートを受信するため
ニング で使用するシステム
に Syslog ユーティリティを設
syslog サービスを設定します。 定する （197 ページ）

ステップ 3

RDU で定義されているものと Cisco Prime Network Registrar エ
一致するクライアント クラス/ ンドユーザー ガイド
選択タグを設定します。 *。

ステップ 4

ポリシーを設定します。*。

Cisco Prime Network Registrar エ
ンドユーザー ガイド

ステップ 5

範囲を設定します。*。

Cisco Prime Network Registrar エ
ンドユーザー ガイド

ステップ 6

Network Registrar データベース Cisco プライム ネットワーク
をバックアップします。
レジスタ エンドユーザー ガイ
ド

ステップ 7

適切な RDU に接続されている Admin UI を使用したサーバの
ことを確認します。
モニタリング （409 ページ）

ステップ 8

DHCP サーバをリロードしま
す。

Cisco プライム ネットワーク
レジスタ エンドユーザー ガイ
ド

次の表では、DHCPv6 の Network Registrar 設定時に従うワークフローを特定します。DOCSIS
ケーブル モデム、コンピュータ、PacketCable MTA など、プロビジョニング済みおよび未プロ
ビジョニング でバスの各カテゴリのタスク リストに従います。
表 17 : DHCPv6 の Network Registrar ワークフロー

タスク
ステップ 1

Network Registrar の拡張機能を Cisco プライム ケーブル プロ
検証します。
ビジョニング 6.1.1 クイック ス
タート ガイド

ステップ 2

プライム ケーブル プロビジョ アラートを受信するため
ニング で使用するシステム
に Syslog ユーティリティを設
syslog サービスを設定します。 定する （197 ページ）
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タスク

参照先

ステップ 3

RDU で定義されているものと Cisco Prime Network Registrar エ
一致するクライアント クラス/ ンドユーザー ガイド
選択タグを設定します。 *。

ステップ 4

ポリシーを設定します。*。

Cisco Prime Network Registrar エ
ンドユーザー ガイド

ステップ 5

リンクを設定します。*。

Cisco Prime Network Registrar エ
ンドユーザー ガイド

ステップ 6

プレフィックスを設定しま
Cisco Prime Network Registrar エ
す。各プレフィックスについ ンドユーザー ガイド
ては、適切なポリシー、リン
ク、および選択タグを設定し
ていることを確認します。*。
（注）

ステップ 7

ケーブル モデムなど
の一部の DHCP クラ
イアントは、複数の
IPv6 アドレスを含む
オファーを拒否しま
す。プレフィックス
を定義する際に、ク
ライアントに 1 つ以
上の IPv6 アドレスを
割り当てないように
Network Registrar を
設定します。
Network Registrar が
各プレフィックスか
ら IP アドレスを 1 個
選択し、クライアン
トに 2 個の IP アドレ
スを割り当てるた
め、2 個のプレ
フィックスに同じ選
択タグを追加してい
ないことを確認しま
す。

Network Registrar データベース Cisco プライム ネットワーク
をバックアップします。
レジスタ エンドユーザー ガイ
ド
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タスク

参照先

ステップ 8

適切な RDU に接続されている Admin UI を使用したサーバの
ことを確認します。
モニタリング （409 ページ）

ステップ 9

DHCP サーバをリロードしま
す。

Cisco Prime Network Registrar エ
ンドユーザー ガイド

Prime Network Registrarの拡張機能の設定
このセクションでは、Prime Network Registrar と通信するとき、プライム ケーブル プロビジョ
ニング により使用される属性とオプションを説明します。
プライム ケーブル プロビジョニング そのデータベースにある設定に基づいて DHCP メッセー
ジを操作するために、Prime Network Registrar でインストールされている DHCP 拡張機能を使
用します。これらの拡張機能を使用して、プライム ケーブル プロビジョニング はDHCP 要求
から情報を取得し、DHCP応答で値を設定します。この方法で、プロビジョニングするデバイ
スに対してカスタマイズされた設定を提供します。
この相互対話を容易するために、Prime Network Registrar は プライム ケーブル プロビジョニン
グ 拡張機能にディクショナリのセットを公開します。プライム ケーブル プロビジョニング 拡
張機能では、これらのディクショナリを使用して、Prime Network Registrar と相互対話します。
ディクショナリのタイプは 4 つあります。
• 環境ディクショナリ: DHCP サーバが拡張との通信に使用するディクショナリに含まれる
属性を表します。
• 要求ディクショナリ: 要求パケットに対する DHCP オプションおよび属性を表します。
• 応答ディクショナリ: DHCP オプションおよび応答パケットの属性を表します。
• 通知ディクショナリ: プライム ケーブル プロビジョニング 拡張機能と RDU 間で通信する
情報を表します。
ディクショナリは、プライム ケーブル プロビジョニング と Prime Network Registrarで設定され
たさまざまな DHCP オプションと設定を表します。オプションは、DHCP メッセージのオプ
ション フィールドに保存された DHCP 設定パラメータとその他び制御情報です。DHCP クラ
イアントは、DHCP パケットで要求され、送信されるオプションを決めます。
属性は名前と値（name-value）のペアであり、次の場合があります。
• DHCPv4 オプション。例: relay-agent-info。
• DHCPv4 オプションから派生する情報のサブセット。例: relay-agent-remote-id は、DHCPv4
オプション 82 サブオプション 2 を表します。
• DHCPv4 オプションからのフィールド。例:「ファイル」は、DHCPv4 ヘッダー フィール
ドです。
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属性には次のような設定も含まれています。
• Prime Network Registrar の動作を制御するもの。例: 「drop」。パケットが廃棄されるよう
にことを示しています。
• 情報を提供するもの。
プライム ケーブル プロビジョニング は、Prime Network Registrar 9.x とともに、2 つの API バー
ジョンをサポートし、プライム ケーブル プロビジョニング拡張機能のそれぞれは、DHCPv6
または DHCPv6 を有効にするために使用されます。
• DEX API バージョン 1: この API 属性によって、Prime Network Register 拡張機能で、属性
経由で DHCPv4 パケットの詳細についてのクエリを行うことを許可します。
• DEX API バージョン 2: API は Prime Network Regstrar 拡張機能がDHCPv4 と DHCPv6 オプ
ションとサブオプションに直接クエリすることを許可します。
プライム ケーブル プロビジョニング 拡張機能が Prime Network Regstrar 拡張機能の API
バージョンが DEX API バージョン 2 であることを検出する場合、DHCPv6 に対するサポー
トを有効にします。
DHCPv6 の検出されたデータを制御するプロパティ
プライム ケーブル プロビジョニング 拡張機能が DHCPv6 を検出するデータをコントロールす
るプロパティのセットは 3 つあります。

（注）

Admin UI から、これらのプロパティの設定を 設定 > デフォルト > NR デフォルト ページで表
示することができます。
• バージョン プライム ケーブル プロビジョニング 以前の Prime Network Registrar の拡張機
能の動作を制御するプロパティについては、表 18 : DHCPv4 Cisco Prime Network Registrar
拡張機能のプロパティ （110 ページ） を参照してください。
• プライム ケーブル プロビジョニング のDHCPv4 での Prime Network Registrar 拡張機能の動
作を制御するプロパティは、表 18 : DHCPv4 Cisco Prime Network Registrar 拡張機能のプロ
パティ （110 ページ） を参照してください。
• クライアント (ケーブル モデム) とリレー エージェント (CMTS) に対する プライム ケーブ
ル プロビジョニング の DHCPv6 に対する Prime Network Registrar の拡張機能の動作を制御
するプロパティ。この違いは、DHCPv4 標準規格で、クライアントとリレー メッセージを
1 つのメッセージに組み合わせる一方で、DHCPv6 標準ではそれらを分割するために、発
生します。表 19 : DHCPv6 Cisco Prime Network Registrar 拡張機能のプロパティ （110 ペー
ジ）を参照してください。
次の表に プライム ケーブル プロビジョニング バージョンの Prime Network Registrar の拡張機
能の動作に影響するプロパティを示します。
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表 18 : DHCPv4 Cisco Prime Network Registrar 拡張機能のプロパティ

プロパティ名

説明

/cnrExtension/attributesToReadFrom EnvironmentDictionary

Prime Network Registrar 環境ディクショナリから取得する
必要がある属性のリストを特定します
API 固定値
CNRExtensionSettingKeys.CNR_ATTRIBUTES_TO_READ_FROM_ENVIRONMENT_
DICTIONARY

/cnrExtension/attributesRequiredInV4Request

Prime Network Registrar 要求ディクショナリには RDU に設
定生成のための要求を送信する拡張機能を含まなければな
らない属性のリストを特定します。
API 固定値
CNRExtensionSettingKeys.CNR_ATTRIBUTES_REQUIRED_IN_V4_REQUEST_DICTIONARY

/cnrExtension/attributesToPullFromV4RequestAsBytes

バイナリ形式で Prime Network Registrar 要求辞書から取得
される属性のリストを特定します
API 固定値
CNRExtensionSettingKeys.CNR_ATTRIBUTES_TO_READ_FROM_V4_REQUEST_DICTIONARY_
AS_BYTES

/cnrExtension/attributesToPullFromV4RequestAsStrings

文字列形式で Prime Network Registrar 要求ディクショナリ
から取得される属性のリストを特定します
API 固定値
CNRExtensionSettingKeys.CNR_ATTRIBUTES_TO_READ_FROM_V4_REQUEST_DICTIONARY_
AS_STRINGS

次の表で プライム ケーブル プロビジョニング の DHCPv6 の Prime Network Registrar の拡張機
能の動作を制御するプロパティを説明します。
表 19 : DHCPv6 Cisco Prime Network Registrar 拡張機能のプロパティ

プロパティ名

説明

クライアント メッセージ
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プロパティ名

説明

/cnrExtension/attributesRequiredInV6Request

Prime Network Registrar DHCPv6 要求ディクショナリには、
RDU に設定生成の要求を送信するための拡張機能を含ま
なければならない属性のリストを特定します
API 固定値
CNRExtensionSettingKeys.CNR_ATTRIBUTES_REQUIRED_IN_V6_REQUEST_DICTIONARY

/cnrExtension/attributesToPullFromV6RequestAsBytes

バイナリ形式で Prime Network Registrar DHCPv6 要求ディ
クショナリから取得される属性のリストを特定します
API 固定値
CNRExtensionSettingKeys.CNR_ATTRIBUTES_TO_READ_FROM_V6_REQUEST_DICTIONARY_
AS_BYTES

/cnrExtension/optionsRequiredInV6Request

Prime Network Registrar DHCPv6 要求ディクショナリが、
RDU に設定の生成を要求を送信する拡張機能を含まなけ
ればならない DHCP オプションのリストを特定します
API 固定値
CNRExtensionSettingKeys.CNR_OPTIONS_REQUIRED_IN_V6_REQUEST_DICTIONARY

/cnrExtension/optionsToPullFrom V6Request AsBytes

バイナリ形式で Prime Network Registrar DHCPv6 要求ディ
クショナリから取得される DHCP オプションのリストを特
定します
API 固定値
CNRExtensionSettingKeys.CNR_OPTIONS_TO_READ_FROM_V6_REQUEST_DICTIONARY_AS_
BYTES

リレー メッセージ
/cnrExtension/attributesRequiredInV6Relay

Prime Network Registrar DHCPv6 リレー転送要求ディクショ
ナリには、RDU に設定生成の要求を送信するための拡張
機能を含まなければならない属性のリストを特定します
API 固定値
CNRExtensionSettingKeys.CNR_ATTRIBUTES_REQUIRED_IN_V6_RELAY_DICTIONARY
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プロパティ名

説明

/cnrExtension/attributesToPullFromV6RelayAsBytes

バイナリ形式で Prime Network Registrar DHCPv6 リレー転
送要求のリレーディクショナリから取得される属性のリス
トを特定します
API 固定値
CNRExtensionSettingKeys.CNR_ATTRIBUTES_TO_READ_FROM_V6_RELAY_DICTIONARY_AS_
BYTES

/cnrExtension/optionsRequiredInV6Relay

Prime Network Registrar DHCPv6 リレー転送要求ディクショ
ナリが、RDU に設定の生成を要求を送信する拡張機能を
含まなければならない DHCP オプションのリストを特定し
ます
API 固定値
CNRExtensionSettingKeys.CNR_OPTIONS_REQUIRED_IN_V6_RELAY_DICTIONARY

/cnrExtension/optionsToPullFromV6RelayAsBytes

バイナリ形式で Prime Network Registrar DHCPv6 リレー転
送要求のリレーディクショナリから取得される DHCP オプ
ションのリストを特定します
API 固定値
CNRExtensionSettingKeys.CNR_OPTIONS_TO_READ_FROM_V6_RELAY_DICTIONARY_AS_BYTES

キー発行局
PacketCable Secure は Kerberos インフラストラクチャに依存して、MTA およびプロビジョニン
グ システムを相互に認証します。プライム ケーブル プロビジョニング では、KDC は Kerberos
サーバとして機能します。KDC コンポーネントの概要については Key Distribution Center（キー
発行局） （64 ページ） を参照してください。

デフォルト KDC プロパティ
KDC には、プライム ケーブル プロビジョニング のインストール中に BPR_HOME/kdc/linux/kdc.ini
プロパティ ファイルに入力されるいくつかのデフォルト プロパティがあります。このファイ
ルを編集して、運用要件の値を変更できます。

Note

運用の要件が指示されている場合、Kdc.ini ファイルの編集に注意してください。間違った値は
KDC を動作しないようにレンダリングできます。変更する場合は、KDC を再起動します。
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デフォルトのプロパティは次のとおりです。
• interface address：KDC により受信 Kerberos メッセージをモニタするローカル イーサネッ
ト インターフェイスの IP アドレスを指定します。
次に例を示します。
interface address = 10.10.10.1

• FQDN：KDC がインストールされる完全修飾ドメイン名（FQDN）を特定します。
次に例を示します。
FQDN = kdc.example.com

Note

インストール中に、KDC レルム名画面からインターフェイス ア
ドレスおよび FQDN 値を入力する必要があります。詳細について
は、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.1 クイック ス
タート ガイド を参照してください。

• maximum log file size：KDC によって生成されるログファイルが到達可能な最大サイズを
指定します（キロバイト）。KDC は現在のファイルがこの最大サイズに達したときにの
み、新しいログファイルを作成します。
次に例を示します。
maximum log file size = 1000

• n saved log files：KDC が保存する古いログ ファイルの数を定義します。デフォルト値は 7
です。必要な数を指定できます。
次に例を示します。
n saved log files = 10

• log debug level：ログ ファイルのロギング レベルを指定します。
log debug level = 5

次の表では、KDC ログ ファイルの使用可能なログ レベルについて説明します。
Table 20: KDC ロギング レベル

ログ レベル

説明

0

エラー状態です。すべてのエラー メッセー
ジとより深刻な性質のものを保存するロギ
ング機能を設定します。
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ログ レベル

説明

1

警告状態です。すべての警告メッセージと
より深刻な性質のものを保存するロギング
機能を設定します。

2

情報メッセージです。使用可能なすべての
ロギング メッセージを保存するロギング機
能を設定します。

{3-7}

デバッグ メッセージ。レベル 3 からレベル 7
まで、さまざまなレベルのすべてのデバッ
グ メッセージを保存するロギング機能を設
定します。

• minimum (maximum) ps backoff：KDC が FQDN 要求に応答する プライム ケーブル プロビ
ジョニング を待機する最小（最大）時間を秒単位で指定します。
次に例を示します。
minimum ps backoff = 150

上記サンプルの値を使用して、サンプル INI ファイルは次の例に示すようなデータを含む可能
性があります。
サンプル kdc.ini 設定ファイル
interface address = 10.10.10.1
FQDN = kdc.example.com
maximum log file size = 1000
n saved log files = 10
log debug level = 5
minimum ps backoff = 150
maximum ps backoff = 300

最少および最大チケット期間の時間を設定し、展開中に発生する可能性があるチケット要求の
超過数を効果的にスムーズにできます。この設定は従来の稼働時間中に発生するほとんどの展
開にお勧めで、常に過剰なローディングがパフォーマンスに悪影響を与える可能性がありま
す。

Note

チケット時間を短縮することで、MTA が KDC に対してより頻繁に認証するように強制しま
す。テレフォニー エンドポイントの認証でより高度な制御が可能になる一方、KDC および向
上したネットワーク トラフィックでより負荷の高いメッセージ ロードになる可能性がありま
す。ほとんどの状況で、デフォルト設定が適切であり変更できません。
• チケットの最大期間：KDC によって生成されたチケットの最大時間を定義します。デフォ
ルト単位は 1 時間です。m または d を追加して、個別に分または日に単位を変更できま
す。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
114

プライム ケーブル プロビジョニングの設定
KDC 証明書

デフォルト値は 168、または 7 日間です。この値は PacketCable セキュリティ仕様に準拠す
るために必要な時間の長さなため、この値は変更することをお勧めします。
次に例を示します。
maximum ticket duration = 168

• 最小チケット期間：KDC によって生成されたチケットの最小期間を定義します。デフォ
ルト単位は 1 時間です。m または d を追加して、個別に分または日に単位を変更できま
す。
デフォルト値は 144、または 6 日間です。この値を変更することは推奨しません。
次に例を示します。
minimum ticket duration = 144

KDC 証明書
KDC の認証に使用される証明書が プライム ケーブル プロビジョニング に同梱されていませ
ん。Cable Television Laboratories, Inc.（CableLabs）から必要な証明書を取得する必要があり、
これらの証明書の内容が MTA にインストールされている証明書の内容と一致する必要があり
ます。

Note

証明書は KDC 関数に必要です。
PKCert ツールを使用して、運用に必要な KDC の証明書をインストールおよび管理できます。
PKCert ツールは、証明書ファイルとして CableLabs サービス プロバイダの証明書をインストー
ルします。このツールを実行する方法については、PKCert.sh の使用, on page 537 を参照してく
ださい。
PKCert ツールは、KDC コンポーネントをインストールしている場合にのみ使用できます。

KDC ライセンスのインストール
Cisco の担当者までから KDC ライセンスを取得し、適切なディレクトリにインストールしま
す。
KDC ライセンス ファイルをインストールするには：

ステップ 1 Cisco 担当者でから、ライセンス ファイルを取得します。
ステップ 2 ルートとしてプライム ケーブル プロビジョニング ホストにログインします。
ステップ 3 BPR_HOME/kdc ディレクトリにライセンス ファイルをコピーします。
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注意

ASCII ファイルとしてファイルをコピーしないように注意してください。ファイルには、ASCII
転送中に必要のない変更が行われやすいバイナリ データが含まれています。
転送プロセスがファイルに損害を与える可能性があるため、オペレーティング システム間で KDC
ライセンス ファイルをコピーできません。

ステップ 4 KDC サーバを再起動し、変更を有効にするには、 /etc/init.d ディレクトリから bprAgent restart kdc コマンド
を実行します。

追加のレルムの設定
プライム ケーブル プロビジョニング KDC は複数のレルム管理をサポートし、それに対して有
効な PacketCable X.509 証明書および KDC 秘密キーの完全なセットが存在する必要がありま
す。これらの証明書は、 BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificates ディレクトリ内に存在す
る必要があります。
プライム ケーブル プロビジョニング は BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificates ディレクト
リのサブディレクトリをインストールして追加のレルムをサポートします。各サブディレクト
リは特定のレルムの後に名前が付けられます。
次の表では、BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificates ディレクトリに存在する対応するファ
イル名とともに、異なる証明書を一覧にしています。
表 21 : PacketCable 証明書

証明書

Certificate Filename

MTA ルート

MTA_Root.cer

サービス プロバイダ ルート

CableLabs_Service_Provider_Root.cer

サービス プロバイダ CA

Service_Provider.cer

ローカル システム オペレータ CA

Local_System.cer

KDC

KDC

プライマリ レルムは KDC コンポーネントのインストール時に設定されています。プライマリ
のレルムについては、KDC 証明書（KDC.cer）が BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificates
ディレクトリに存在します。その秘密キー（KDC_private_key.pkcs8）は BPR_HOME/kdc/linux/
ディレクトリに存在します。
追加のレルムを設定するには、次で詳細を説明している手順に従います。

ステップ 1 KDC 証明書が含まれているディレクトリに移動します。
ステップ 2 KDC 証明書が保存されているディレクトリで、サブディレクトリを作成します。
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（注）

特定のレルム名とサブディレクトリ名を一致させます。サブディレクトリに名前を付けるときは
大文字のみを使用します。

ステップ 3 作成したサブディレクトリのレルムに KDC 証明書とレルムの秘密キーを配置します。
ステップ 4 新しいレルムが KDC 証明書と同じサービス プロバイダにチェーン接続されていない場合に、証明書ディ
レクトリとは異なるすべての高レベル追加証明書が含まれます。
（注）

すべてのレルムが同じ証明書チェーンにルートされるため、KDC インストールでは任意の時点で
1 個のロケールのみサポートします（北米 PacketCable または欧州 PacketCable）。

次の表は、2 個のセカンダリ レルム（例：CISCO1.COM および CISCO2.COM）とともに、プライマリ レ
ルム（例：CISCO.COM）のディレクトリ構造とファイルを説明します。構造では、高レベル証明書がプラ
イマリ レルムおよびそのセカンダリ レルムと同様であると仮定します。
表 22 : 複数のレルムのディレクトリ構造

ディレクトリ

ディレクトリ内のファイル内容

BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificates

プライマリ レルム CISCO.COM：
• MTA_Root.cer
• CableLabs_Service_Provider_Root.cer
• Service_Provider.cer
• Local_System.cer
• KDC
Directory /CISCO1.COM
Directory /CISCO2.COM

BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/証明書/CISCO1

セカンダリ レルム CISCO1.COM：
• KDC
• KDC 秘密キー

BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificates/CISCO2.COM セカンダリ レルム CISCO2.COM：
• KDC
• KDC 秘密キー

複数のレルムの KDC 設定
このセクションでは、複数のレルムの KDC を設定するワークフローについて説明します。続
行する前に、RDU、DPE、および Network Registrar 拡張機能のインストールを実行します。イ
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ンストールの手順については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.1 クイック ス
タート ガイド を参照してください。
次のワークフローでは、複数のレルムの KDC を設定する方法を説明するために、サンプルの
レルムとディレクトリを使用します。ここで使用されるプライマリ レルムは CISCO.COM であ
り、そのセカンダリ レルムは CISCO1.COM および CISCO2.COM です。
次のワークフローで説明されているセットアップは、3 つの MTA をプロビジョニングします。
Motorola SBV 5120 MTA、Linksys CM2P2 MTA、SA WebStar DPX 2203 MTA。各 MTA が 1 つ
のレルムにプロビジョニングされます。CISCO.COM レルムの Motorola、CISCO1.COM レルム
に Linksys MTA、CISCO2.COM レルムの SA MTA。

（注）

次の手順に示す出力例は、デモ用にトリミングされています。
複数のレルムに KDC を設定するには。

ステップ 1

DPE で次の設定を検証します。
a)

Show run コマンドを使用して、PacketCable サービスが有効であることを確認します。
PacketCable サービスを有効にするには、service packetcable 1..1 enable コマンドを使用します。
次に例を示します。
dpe# show run
aaa authentication radius
dpe port 49186
dpe provisioning-group primary default
service packetcable 1 enable
snmp-server location equipmentrack5D
snmp-server udp-port 8001
tacacs-server retries 2
tacacs-server timeout 5

コマンドの詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイド
を参照してください。
b) Show run コマンドを使用して、KDC と DPE 間の通信に使用するセキュリティ設定を確認します。
セキュリティを生成し設定するには、service packetcable 1..1 registration kdc-service-key コマンドを
使用します。
次に例を示します。
dpe# show run
aaa authentication radius
debug dpe events
dpe port 49186
service packetcable 1 enable
service packetcable 1 registration kdc-service-key <value is set>
snmp-server contact AceDuffy-ext1234
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コマンドの詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイド
を参照してください。
c)

PacketCable SNMPv3 クローニングに DPE と RDU 間のセキュア通信を許可するセキュリティ キーが
設定されていることを確認します。再度、show run コマンドを使用します。セキュリティを生成し
設定するには、service packetcable 1..1 snmp key-material コマンドを使用します。
次に例を示します。
dpe# show run
aaa authentication radius
debug dpe events
dpe port 49186
service packetcable 1 enable
service packetcable 1 registration kdc-service-key <value is set>
service packetcable 1 snmp key-material <value is set>

コマンドの詳細と、これらのコマンドを実行する特定のセキュリティ権限については、Cisco プライ
ム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイド を参照してください。
（注）

ステップ 2

DPE で PacketCable を設定するときに、変更を有効にするため dpe reload コマンドを実行し
ます。

Network Registrar 拡張ポイント（cnr_ep.properties）の設定ファイルで、/ccc/kerb/realm パラメータがプラ
イマリ レルムに設定されていることを確認します。この例では、CISCO.COM です。実行するには、
BPR_HOME/cnr_ep/conf ディレクトリから more cnr_ep.properties コマンドを実行します。
次に例を示します。
/opt/CSCObac/cnr_ep/conf# more cnr_ep.properties
#DO NOT MODIFY THIS FILE.
#Tue Aug 13 23:24:00 PDT 2013
/ccc/tgt=01
/cccv6/dssid/primary=ff\:ff\:ff\:ff
/secure/keystore/file=/opt/CSCObac/lib/security/.keystore
/ccc/dhcp/primary=10.81.90.90
/secure/keystore/password=f2c2060fdbca0e60ae1864adb73155b9
/lib/cpcp/ssllib=/opt/nwreg2/local/lib/libssl.so.1.0.1
/rdu/fqdn=bactst-lnx-4
/server/rdu/secure/enabled=true
/rdu/port=49188
/cnr/sharedSecret=fgL7egT9zcYHs
/ccc/kerb/realm=CISCO.COM
/provgroup/capability/both/packetcable/ipv6=enabled
/provgroup/capability/both/packetcable/ipv4=enabled
/lib/cpcp/cryptolib=/opt/nwreg2/local/lib/libcrypto.so.1.0.1
/ccc/dns/primary=10.81.90.90
/cccv6/dssid/secondary=ff\:ff\:ff\:ff
/cnr/sharedSecret/digest=a3\:1f\:32\:6e\:57\:ed\:83\:b7\:68\:42\:f3\:31\:2b\:47\:d3\:36\:eb\:85\:93\:98
/cache/provGroupList=default
[root@bactst-lnx-7 ~]#

ステップ 3

静的ルートを適切に有効にして、CMTS の背後にあるデバイスと プライム ケーブル プロビジョニング
を接続します。
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ステップ 4

Cnr_ep.properties ファイルに記載されている DNS サーバの DNS レルムのゾーンを作成します。[DNS] >
[Forward Zones （前方ゾーン）] > [リスト/追加ゾーン（List/Add Zones）] ページで Network Registrar
Admin UI を使用して、ゾーンを追加できます。
追加するゾーンに KDC サーバの SRV レコードと DNS「A」レコードが含まれ、各ゾーンの
（例：CISCO.COM、CISCO1.COM、CISCO2.COM）SRV レコードを 1 個の KDC にポイントし
ます。

（注）

Admin UI からのゾーン設定の詳細については、『Cisco Prime Network Registrar End-User Guides』を参照
してください。
ステップ 5

PKCert.sh ツールを使用して証明書を設定します。
a)

BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificatesの下にセカンダリ レルムのディレクトリを作成します
（例：CISCO1.COM および CISCO2.COM）
次に例を示します。
/opt/CSCObac/kdc/linux/packetcable/certificates# mkdir CISCO1.COM
/opt/CSCObac/kdc/linux/packetcable/certificates# mkdir CISCO2.COM

ディレクトリの作成に関する詳細は、Linux のマニュアルを参照してください。
b)

次の証明書をコピー可能なディレクトリを作成します。
• CableLabs_Service_Provider_Root.cer
• Service_Provider.cer
• Local_System.cer
• MTA_Root.cer
• Local_System.der
次に例を示します。
# cd /var
# mkdir certsInput

（注）

/var ディレクトリの下に作成した /certsInput ディレクトリは例のみです。その他のディレ
クトリでディレクトリを作成するように選択できます。ディレクトリの作成に関する詳細
は、特定のオペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

c)

前の手順で記載した証明書を作成したディレクトリにコピーします。

d)

次の証明書を BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificates ディレクトリにコピーします。
• CableLabs_Service_Provider_Root.cer
• Service_Provider.cer
• Local_System.cer
• MTA_Root.cer
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ファイルのコピーに関する詳細は、cp コマンドで Linux マニュアルを参照してください。
e)

プライマリ レルムの KDC 証明書と関連付けられている秘密キーを作成します。
次に例を示します。
# ./opt/CSCObac/kdc/PKCert.sh -c "-s /var/certsInput -d /var/certsOutput
-k /var/certsInput/Local_System.der -c /var/certsInput/Local_System.cer
-r CISCO.COM -n 100 -a bactest.cisco.com -o"
Pkcert Version 1.0
Logging to pkcert.log
Source Directory: /var/certsInput
Destination Directory: /var/certsOutput
Private Key File: /var/certsInput/Local_System.der
Certificate File: /var/certsInput/Local_System.cer
Realm: CISCO.COM
Serial Number: 100
DNS Name of KDC: bactest.cisco.com
WARNING - Certificate File will be overwritten
SP Cert subject name: C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs
Local System CA
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key.pkcs8
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key_proprietary.
File written: /var/certsOutput/KDC_PublicKey.der
File written: /var/certsOutput/KDC.cer
KDC Certificate Successfully Created at /var/certsOutput/KDC.cer
Copy KDC.cer to the KDC certificate directory (i.e. /opt/CSCObac/kdc/linux/
packetcable/certificates)
Copy KDC_private_key.pkcs8 to the KDC platform directory (i.e. /opt/CSCObac/
kdc/linux)
Copy KDC_private_key_proprietary. to the KDC platform directory (i.e. /opt/CSCObac/
kdc/linux)

ツールのに関する詳細については、PKCert.sh の使用 （537 ページ） を参照してください。
f)

KDC 証明書のディレクトリに KDC.cer ファイルをコピーします（BPR_HOME/kdc/linux/
packetcable/certificates）。ファイルのコピーに関する詳細は、cp コマンドで Linux マニュアルを参
照してください。

g)

秘密キー KDC_private_key.pkcs8 を KDC プラットフォーム ディレクトリ（BPR_HOME/kdc/linux）
にコピーします。ファイルのコピーに関する詳細は、cp コマンドで Linux マニュアルを参照して
ください。

h)

秘密キー KDC_private_key を KDC プラットフォーム ディレクトリ（BPR_HOME/kdc/linux）にコ
ピーします。ファイルのコピーに関する詳細は、cp コマンドで Linux マニュアルを参照してくだ
さい。

i)

セカンダリ レルムの KDC 証明書と関連付けられている秘密キーを作成します。この場合、
CISCO1.COM です。
次に例を示します。
# ./opt/CSCObac/kdc/PKCert.sh -c "-s /var/certsInput -d /var/certsOutput
-k /var/certsInput/Local_System.der -c /var/certsInput/Local_System.cer
-r CISCO1.COM -n 100 -a bactest.cisco.com -o"
Pkcert Version 1.0
Logging to pkcert.log
Source Directory: /var/certsInput
Destination Directory: /var/certsOutput
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Private Key File: /var/certsInput/Local_System.der
Certificate File: /var/certsInput/Local_System.cer
Realm: CISCO.COM
Serial Number: 100
DNS Name of KDC: bactest.cisco.com
WARNING - Certificate File will be overwritten
SP Cert subject name: C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs
Local System CA
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key.pkcs8
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key_proprietary.
File written: /var/certsOutput/KDC_PublicKey.der
File written: /var/certsOutput/KDC.cer
KDC Certificate Successfully Created at /var/certsOutput/KDC.cer
Copy KDC.cer to the KDC certificate directory (i.e. /opt/CSCObac/kdc/linux/
packetcable/certificates)
Copy KDC_private_key.pkcs8 to the KDC platform directory (i.e. /opt/CSCObac/
kdc/linux)
Copy KDC_private_key_proprietary. to the KDC platform directory (i.e. /opt/CSCObac/
kdc/linux)

ツールのに関する詳細については、PKCert.sh の使用 （537 ページ） を参照してください。
j)

KDC.cer をセカンダリ レルム ディレクトリにコピーします。たとえば、
BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificates の下の /CISCO1.COM ディレクトリです。ファイルのコ
ピーに関する詳細は、cp コマンドで Linux マニュアルを参照してください。

k)

秘密キー KDC_private_key.pkcs8 をセカンダリ レルム ディレクトリにコピーします。たとえば、
BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificates の下の /CISCO1.COM ディレクトリです。ファイルのコ
ピーに関する詳細は、cp コマンドで Linux マニュアルを参照してください。

l)

秘密キー KDC_private_key_proprietary をセカンダリ レルム ディレクトリにコピーします。たとえ
ば、BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificates の下の /CISCO1.COM ディレクトリです。ファイル
のコピーに関する詳細は、cp コマンドで Linux マニュアルを参照してください。

m)

セカンダリ CISCO2.COM レルムの KDC 証明書と関連付けられている秘密キーを作成します。
次に例を示します。
# ./opt/CSCObac/kdc/PKCert.sh -c "-s /var/certsInput -d /var/certsOutput
-k /var/certsInput/Local_System.der -c /var/certsInput/Local_System.cer
-r CISCO2.COM -n 100 -a bactest.cisco.com -o"
Pkcert Version 1.0
Logging to pkcert.log
Source Directory: /var/certsInput
Destination Directory: /var/certsOutput
Private Key File: /var/certsInput/Local_System.der
Certificate File: /var/certsInput/Local_System.cer
Realm: CISCO.COM
Serial Number: 100
DNS Name of KDC: bactest.cisco.com
WARNING - Certificate File will be overwritten
SP Cert subject name: C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs
Local System CA
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key.pkcs8
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key_proprietary.
File written: /var/certsOutput/KDC_PublicKey.der
File written: /var/certsOutput/KDC.cer
KDC Certificate Successfully Created at /var/certsOutput/KDC.cer
Copy KDC.cer to the KDC certificate directory (i.e. /opt/CSCObac/kdc/linux/
packetcable/certificates)
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Copy KDC_private_key.pkcs8 to the KDC platform directory (i.e. /opt/CSCObac/
kdc/linux)
Copy KDC_private_key_proprietary. to the KDC platform directory (i.e. /opt/CSCObac/
kdc/linux)

ツールのに関する詳細については、PKCert.sh の使用 （537 ページ） を参照してください。

ステップ 6

n)

KDC.cer をセカンダリ レルム ディレクトリにコピーします。たとえば、
BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificates の下の /CISCO2.COM ディレクトリです。ファイルのコ
ピーに関する詳細は、cp コマンドで Linux マニュアルを参照してください。

o)

秘密キー KDC_private_key.pkcs8 をセカンダリ レルム ディレクトリにコピーします。たとえば、
BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificates の下の /CISCO2.COM ディレクトリです。ファイルのコ
ピーに関する詳細は、cp コマンドで Linux マニュアルを参照してください。

p)

秘密キー KDC_private_key_proprietary をセカンダリ レルム ディレクトリにコピーします。たとえ
ば、BPR_HOME/kdc/linux/packetcable/certificates の下の /CISCO2.COM ディレクトリです。ファイル
のコピーに関する詳細は、cp コマンドで Linux マニュアルを参照してください。

KeyGen ツールを使用して、PacketCable サービス キーを生成します。
（注）

サービス キーを生成するために使用するパスワードが、packetcable registration kdc service-key
コマンドを使用して DPE で設定したパスワードと一致していることを確認します。
次に例を示します。
# /opt/CSCObac/kdc/keygen bactest.cisco.com CISCO.COM changeme
# /opt/CSCObac/kdc/keygen bactest.cisco.com CISCO1.COM changeme
# /opt/CSCObac/kdc/keygen bactest.cisco.com CISCO2.COM changeme

詳細については、PKCert.sh の使用 （537 ページ）を参照してください。
ステップ 7

手順 6 で生成したサービス キーが BPR_HOME/kdc/linux/keys directory に存在することを確認します。
次に例を示します。
/opt/CSCObac/kdc/linux/keys# ls
total 18
-rw-r--r-1 root
other 2
-rw-r--r-1 root
other 2
-rw-r--r-1 root
other 2
-rw-r--r-1 root
other 2
-rw-r--r-1 root
other 2
-rw-r--r-1 root
other 2
-rw-r--r-1 root
other 2
-rw-r--r-1 root
other 2
-rw-r--r-1 root
other 2

-l
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov

4
4
4
4
4
4
4
4
4

09:44
09:44
09:44
09:44
09:44
09:44
09:44
09:44
09:44

krbtgt,CISCO1.COM@CISCO1.COM
krbtgt,CISCO2.COM@CISCO2.COM
krbtgt,CISCO.COM@CISCO.COM
mtafqdnmap,bactest.cisco.com@CISCO1.COM
mtafqdnmap,bactest.cisco.com@CISCO2.COM
mtafqdnmap,bactest.cisco.com@CISCO.COM
mtaprovsrvr,bactest.cisco.com@CISCO1.COM
mtaprovsrvr,bactest.cisco.com@CISCO2.COM
mtaprovsrvr,bactest.cisco.com@CISCO.COM

詳細については、Linux マニュアルを参照してください。
ステップ 8

さまざまな証明書およびサービス キーが BPR_HOME/kdc ディレクトリが存在することを確認します。
次に例を示します。
/opt/CSCObac/kdc# ls
PKCert.sh internal keygen lib pkcert.log

linux

bacckdc.license
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/opt/CSCObac/kdc# cd /internal/bin
/internal/bin# ls
kdc runKDC.sh shutdownKDC.sh
# cd /opt/CSCObac/kdc/lib
# ls
libgcc_s.so.1
libstdc++.so.5

libstlport_gcc.so

# cd /opt/CSCObac/linux/logs
# ls
kdc.log
kdc.log.1
# cd /opt/CSCObac/linux
# ls
logs kdc.ini packetcable KDC_private_key_proprietary.
# cd keys
# ls
krbtgt,CISCO1.COM@CISCO1.COM
krbtgt,CISCO2.COM@CISCO2.COM
krbtgt,CISCO.COM@CISCO.COM
mtafqdnmap,bactest.cisco.com@CISCO1.COM
mtafqdnmap,bactest.cisco.com@CISCO2.COM
mtafqdnmap,bactest.cisco.com@CISCO.COM
mtaprovsrvr,bactest.cisco.com@CISCO1.COM
mtaprovsrvr,bactest.cisco.com@CISCO2.COM
mtaprovsrvr,bactest.cisco.com@CISCO.COM
# cd ./linux/packetcable/certificates
# ls
KDC.cer
Local_System.cer
CableLabs_Service_Provider_Root.cer MTA_Root.cer
CISCO1.COM
Service_Provider.cer
CISCO2.COM
# cd ./linux/packetcable/certificates/CISCO1.COM
# ls
KDC.cer
KDC_private_key_proprietary.
# cd ./linux/packetcable/certificates/CISCO2.COM:
# ls
KDC.cer
KDC_private_key_proprietary.

詳細については、Linux マニュアルを参照してください。
ステップ 9

KDC を再起動します。
次に例を示します。
# /etc/init.d/bprAgent restart kdc
詳細については、CLI からプライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグを使用する （
444 ページ）を参照してください。

ステップ 10

複数のレルムのプライム ケーブル プロビジョニング Admin UI を設定します。
a)

セカンダリ レルムの DHCP の条件を追加します。この例では、CISCO1.COM。
次に例を示します。
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1.

[Configuration（設定）] > [DHCP Criteria（DHCP 条件）] > [Manage DHCP Criteria（DHCP 条
件の管理）] から、[Add（追加）] ボタンをクリックします。

2.

[Add DHCP Criteria（DHCP 条件の追加）] ページが表示されます。

3.

[DHCP Name（DHCP 名）] フィールドには、 cisco1 と入力してください。

4.

[Submit] をクリックします。`

5.

[Manage DHCP Criteria（DHCP 条件の管理）] ページに戻り、cisco1 DHCP 条件をクリックしま
す。[Modify DHCP Criteria（DHCP 条件の変更）] ページが表示されます。

6.

プロパティ名の下の /ccc/kerb/realm を選択し、CISCO1.COM をプロパティ値のフィールドに入力
します。

7.

[Add（追加）] および [Submit（送信）] をクリックします。

詳細については、DHCP 条件の設定 （219 ページ）を参照してください。
b) セカンダリ レルムの DHCP の条件を追加します。この例では、CISCO2.COM。
次に例を示します。
1.

[Configuration（設定）] > [DHCP Criteria（DHCP 条件）] > [Manage DHCP Criteria（DHCP 条
件の管理）] から、[Add（追加）] ボタンをクリックします。

2.

[Add DHCP Criteria（DHCP 条件の追加）] ページが表示されます。

3.

[DHCP Name（DHCP 名）] フィールドには、 cisco2 と入力してください。

4.

[Submit] をクリックします。`

5.

[Manage DHCP Criteria（DHCP 条件の管理）] ページに戻り、cisco2 DHCP 条件をクリックしま
す。[Modify DHCP Criteria（DHCP 条件の変更）] ページが表示されます。

6.

プロパティ名の下の /ccc/kerb/realm を選択し、cisco2.COM をプロパティ値のフィールドに入力し
ます。

7.

[Add（追加）] および [Submit（送信）] をクリックします。

詳細については、DHCP 条件の設定 （219 ページ）を参照してください。
c)

プロビジョニングされる各デバイスのプロビジョニング ケーブル プロビジョニングにファイルとし
てテンプレートを追加します。この手順では、Motorola MTA です。
次に例を示します。
1.

[Configuration（設定）] > [Files（ファイル）] を選択します。[Manage Files（ファイルの管理）]
ページが表示されます。

2.

[Add（追加）]] をクリックすると、[Add Files（ファイルの追加）] ページが表示されます。

3.

[File Type（ファイル タイプ）] ドロップダウンリストから CableLabs 設定テンプレートを選択し
ます。
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4.

Mot mta.tmpl ファイルを追加します。このファイルは、Motorola MTA のプロビジョニングに使用
されるテンプレートです。テンプレートの構文については、例 Template Used to Provision a
Motorola MTA を参照してください。

5.

[送信（Submit）] をクリックします。

詳細については、ファイルの管理 （221 ページ）を参照してください。
d) プロビジョニングされる各デバイスのプロビジョニング ケーブル プロビジョニングにファイルとし
てテンプレートを追加します。この手順では、Linksys MTA です。
次に例を示します。
1.

[Configuration] > [Files] を選択します。[Manage Files（ファイルの管理）] ページが表示されま
す。

2.

[Add（追加）]] をクリックすると、[Add Files（ファイルの追加）] ページが表示されます。

3.

[File Type（ファイル タイプ）] ドロップダウンリストから CableLabs 設定テンプレートを選択し
ます。

4.

Linksys mta.tmpl ファイルを追加します。このファイルは、Linksys MTA のプロビジョニングに使
用されるテンプレートです。テンプレートの構文については、例 Template Used to Provision a
Linksys MTA を参照してください。

5.

[送信（Submit）] をクリックします。

詳細については、ファイルの管理 （221 ページ）を参照してください。
e)

プロビジョニングされる各デバイスのプロビジョニング ケーブル プロビジョニングにファイルとし
てテンプレートを追加します。この手順では、 SA MTA です。
次に例を示します。
1.

[Configuration] > [Files] を選択します。[Manage Files（ファイルの管理）] ページが表示されま
す。

2.

[Add（追加）]] をクリックすると、[Add Files（ファイルの追加）] ページが表示されます。

3.

[File Type（ファイル タイプ）] ドロップダウンリストから CableLabs 設定テンプレートを選択し
ます。

4.

Sa mta.tmpl ファイルを追加します。このファイルは、SA MTA のプロビジョニングに使用される
テンプレートです。テンプレートの構文については、例 Template Used to Provision a SA MTA を
参照してください。

5.

[送信（Submit）] をクリックします。

詳細については、ファイルの管理 （221 ページ）を参照してください。
f)

プライマリ レルムのサービス クラスを追加します。この例では、CISCO.COM。
次に例を示します。
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1.

[Configuration（設定）] > [Class of Service（サービス クラス）] の順に選択します。

2.

[Add] をクリックします。[サービス クラスの追加（Add Class of Service）] ページが表示されま
す。

3.

Mot mta として CISCO.COM レルムの新しいサービス クラスの名前を入力します。

4.

PacketCableMTA としてサービス クラス タイプを選択します。

5.

プロパティ名ドロップダウンリストから/cos/packetCableMTA/fileを選択し、(プライマリ CISCO.COM
レルムに Motorola MTA のプロビジョニングに使用) する mot mta.tmpl テンプレート ファイルを
関連付けます。

6.

[Add（追加）] および [Submit（送信）] をクリックします。

詳細については、サービス クラスの設定 （201 ページ）を参照してください。
g) セカンダリ レルムのサービス クラスを追加します。この例では、CISCO1.COM。
次に例を示します。
1.

[Configuration（設定）] > [Class of Service（サービス クラス）] の順に選択します。

2.

[Add] をクリックします。[サービス クラスの追加（Add Class of Service）] ページが表示されま
す。

3.

linksys-mta として CISCO1.COM レルムの新しいサービス クラスの名前を入力します。

4.

PacketCableMTA としてサービス クラス タイプを選択します。

5.

プロパティ名ドロップダウンリストから/cos/packetCableMTA/fileを選択し、(セカンダリ
CISCO1.COM レルムに Linksys MTA のプロビジョニングに使用) する linksys-mta.tmpl テンプレー
ト ファイルを関連付けます。

6.

[Add（追加）] および [Submit（送信）] をクリックします。

詳細については、サービス クラスの設定 （201 ページ）を参照してください。
h) セカンダリ レルムのサービス クラスを追加します。この例では、CISCO2.COM。
次に例を示します。
1.

[Configuration（設定）] > [Class of Service（サービス クラス）] の順に選択します。

2.

[Add] をクリックします。[サービス クラスの追加（Add Class of Service）] ページが表示されま
す。

3.

sa-mta として CISCO1.COM レルムの新しいサービス クラスの名前を入力します。

4.

PacketCableMTA としてサービス クラス タイプを選択します。

5.

プロパティ名ドロップダウンリストから/cos/packetCableMTA/fileを選択し、(セカンダリ
CISCO2.COM レルムに SA MTA のプロビジョニングに使用) する sa-mta.tmpl テンプレート ファ
イルを関連付けます。
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6.

[Add（追加）] および [Submit（送信）] をクリックします。

詳細については、サービス クラスの設定 （201 ページ）を参照してください。
ステップ 11

デバイスをオンラインして、それらをプロビジョニングします。プロビジョニング プロセスを説明する
次の例を参照してください。
例1
次の例では、Motorola SBV5120 をプロビジョニングする方法について説明します。
sample-bronze-docsis サービス クラスを使用するように設定して、デバイスのケーブル モデムの一部
をプロビジョニングします。

a)

b) MTA 部分をプロビジョニングするため、[Devices（デバイス）] > [Manage Devices（デバイスの管
理）] ページに移動します。プロビジョニングする PacketCable デバイスを検索し、選択します。
[Modify Device（デバイスの変更）] ページが表示されます。
ドメイン名を設定します。例では bacclab.cisco.com を使用します。

c)

d) 登録済みサービス クラスに対応するドロップダウン リストから、mot mta を選択します。これは、
手順 10-f で追加したサービス クラスです。
e)

登録されている DHCP 条件に対応するドロップダウンリストから default オプションを選択します。

f)

[Submit] をクリックします。`

例2
次の例は、Linksys CM2P2 をプロビジョニングする方法を示しています。
sample-bronze-docsis サービス クラスを使用するように設定して、設定してデバイスのケーブル モデ
ム部分をプロビジョニングします。

a)

b) MTA 部分をプロビジョニングするため、[Devices（デバイス）] > [Manage Devices（デバイスの管
理）] ページに移動します。プロビジョニングする PacketCable デバイスを検索し、選択します。
[Modify Device（デバイスの変更）] ページが表示されます。
ドメイン名を設定します。例では bacclab.cisco.com を使用します。

c)

d) 登録済みのサービス クラスに対応するドロップダウン リストから、llinksys-mta を選択します。こ
れは、手順 10-g で追加したサービス クラスです。
e)

登録されている DHCP 条件に対応するドロップダウンリストから cisco1 オプションを選択します。
これは、手順 10-a でセカンダリ CISCO1.COM レルムに追加した DHCP 条件に一致します。

f)

[Submit] をクリックします。`

例3
次の例は、SA WebStar DPX 2203 をプロビジョニングする方法を示しています。
a)

sample-bronze-docsis サービス クラスを使用するように設定して、設定してデバイスのケーブル モデ
ム部分をプロビジョニングします。

b) MTA 部分をプロビジョニングするため、[Devices（デバイス）] > [Manage Devices（デバイスの管
理）] ページに移動します。プロビジョニングする PacketCable デバイスを検索し、選択します。
[Modify Device（デバイスの変更）] ページが表示されます。
c)

ドメイン名を設定します。例では bacclab.cisco.com を使用します。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
128

プライム ケーブル プロビジョニングの設定
複数のレルムの KDC 設定

d) 登録済みのサービス クラスに対応するドロップダウン リストから、sa-mta を選択します。これは、
手順 10-h で追加したサービス クラスです。

ステップ 12

e)

登録されている DHCP 条件に対応するドロップダウンリストから cisco2 オプションを選択します。
これは、手順 10-b でセカンダリ CISCO2.COM レルムに追加した DHCP 条件に一致します。

f)

[Submit] をクリックします。`

Ethereal トレースを使用して、複数のレルム サポートが動作しているか確認します。この手順で使用さ
れているサンプル設定から、次のとおり KDC および DPE ログ ファイルの出力例を参照してください。
例1
次の例では、プライマリ CISCO.COM レルムでプロビジョニングされた Motorola SBV 5120 MTA の、KDC
と DPE ログ ファイルから例外を説明します。
KDC ログ サンプル出力 – Motorola MTA
INFO [Thread-4] 2007-02-07 07:56:21,133 (DHHelper.java:114) - Time to create DH key pair(ms): 48
INFO [Thread-4] 2007-02-07 07:56:21,229 (DHHelper.java:114) - Time to create DH key pair(ms): 49
INFO [Thread-4] 2007-02-07 07:56:21,287 (DHHelper.java:150) - Time to create shared secret: 57
ms.
INFO [Thread-4] 2007-02-07 07:56:21,289 (PKAsReqMsg.java:104) - ##MTA-9a Unconfirmed AS Request:
1133717956 Received from /10.10.1.2
INFO [Thread-4] 2007-02-07 07:56:21,298 (KRBProperties.java:612) - Replacing property: 'minimum
ps backoff' Old Value:'150' New Value: '150'
INFO [Thread-4] 2007-02-07 07:56:21,324 (KDCMessageHandler.java:257) - AS-REQ contains PKINIT QA Tag.
INFO [Thread-4] 2007-02-07 07:56:21,325 (KDCMessageHandler.java:279) - PK Request from MTA
received. Client is MTA - QA Tag
INFO [Thread-4] 2007-02-07 07:56:21,365 (KDCMessageHandler.java:208) - ##MTA-9b KDC Reply
AS-REP
Sent to /10.10.1.2:1039 Time(ms): 290
WARN [main] 2005-11-07 07:56:23,193 (KDC.java:113) - Statistics Report
ASREP's: 1
INFO [main] 2005-11-07 07:56:23,195 (KDC.java:121) - /pktcbl/mtaAsRepSent: 10
INFO [main] 2005-11-07 07:56:23,195 (KDC.java:121) - /pktcbl/DHKeygenTotalTime: 1043
INFO [main] 2005-11-07 07:56:23,196 (KDC.java:121) - /pktcbl/mtaAsReqRecvd: 10
INFO [main] 2005-11-07 07:56:23,197 (KDC.java:121) - /pktcbl/DHKeygenNumOps: 20
INFO [main] 2005-11-07 07:56:23,197 (KDC.java:121) - /pktcbl/total: 60

DPE ログ サンプル出力 – Motorola MTA
dpe.cisco.com: 2007 02 07 07:56:24 EST: %BAC-DPE-6-4178: Adding Replay Packet: []
dpe.cisco.com: 2007 02 07 07:56:24 EST: %BAC-PKTSNMP-6-0764: [System Description for MTA: <<HW_REV:
1.0, VENDOR: Motorola Corporation, BOOTR: 8.1, SW_REV: SBV5120-2.9.0.1-SCM21-SHPC, MODEL: SBV5120>>]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 07:56:24 EST: %BAC-PKTSNMP-6-0764: [##MTA-15 SNMPv3 INFORM Received From
10.10.1.2.]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 07:56:24 EST: %BAC-DPE-6-0688: Received key material update for device
[1,6,01:11:82:61:5e:30]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 07:56:24 EST: %BAC-PKTSNMP-6-0764: [##MTA-19 SNMPv3 SET Sent to 10.10.1.2]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 07:56:24 EST: %BAC-TFTP-6-0310: Finished handling [read] request from
[10.10.1.2:1190] for [bpr0106001182615e300001]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 07:56:25 EST: %BAC-PKTSNMP-6-0764: [##MTA-25 SNMP Provisioning State
INFORM Received from 10.10.1.2. Value: 1]

例2
次の例では、セカンダリ CISCO1.COM レルムでプロビジョニングされた Linksys CM2P2 MTA の、KDC
と DPE ログ ファイルから例外を説明します。
KDC ログ サンプル出力 – Linksys MTA
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INFO [Thread-8] 2007-02-07 08:00:10,664 (DHHelper.java:114) - Time to create DH key pair(ms): 49
INFO [Thread-8] 2007-02-07 08:00:10,759 (DHHelper.java:114) - Time to create DH key pair(ms): 49
INFO [Thread-8] 2007-02-07 08:00:10,817 (DHHelper.java:150) - Time to create shared secret: 57
ms.
INFO [Thread-8] 2007-02-07 08:00:10,819 (PKAsReqMsg.java:104) - ##MTA-9a Unconfirmed AS Request:
1391094112 Received from /10.10.1.5
INFO [Thread-8] 2007-02-07 08:00:10,828 (KRBProperties.java:612) - Replacing property: 'minimum
ps backoff' Old Value:'150' New Value: '150'
INFO [Thread-8] 2007-02-07 08:00:10,860 (KDCMessageHandler.java:257) - AS-REQ contains PKINIT QA Tag.
INFO [Thread-8] 2007-02-07 08:00:10,862 (KDCMessageHandler.java:279) - PK Request from MTA
received. Client is MTA - QA Tag
INFO [Thread-8] 2007-02-07 08:00:10,901 (KDCMessageHandler.java:208) - ##MTA-9b KDC Reply
AS-REP
Sent to /10.10.1.5:3679 Time(ms): 296
WARN [main] 2007-02-07 08:00:13,383 (KDC.java:113) - Statistics Report
ASREP's: 1
INFO [main] 2007-02-07 08:00:13,384 (KDC.java:121) - /pktcbl/mtaAsRepSent: 11
INFO [main] 2007-02-07 08:00:13,384 (KDC.java:121) - /pktcbl/DHKeygenTotalTime: 1141

DPE ログ サンプル出力 – Linksys MTA
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:00:10 EST: %BAC-DPE-6-4112: Adding Replay Packet: []
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:00:12 EST: %BAC-DPE-6-4178: Adding Replay Packet: []
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:00:12 EST: %BAC-PKTSNMP-6-0764: [System Description for MTA: Linksys
Cable Modem with 2 Phone Ports (CM2P2) <<HW_REV: 2.0, VENDOR: Linksys, BOOTR: 2.1.6V, SW_REV:
2.0.3.3.11-1102, MODEL: CM2P2>>]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:00:12 EST: %BAC-PKTSNMP-6-0764: [##MTA-15 SNMPv3 INFORM Received From
10.10.1.5.]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:00:12 EST: %BAC-DPE-6-0688: Received key material update for device
[1,6,00:0f:68:f9:42:f6]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:00:12 EST: %BAC-PKTSNMP-6-0764: [##MTA-19 SNMPv3 SET Sent to 10.10.1.5]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:00:18 EST: %BAC-TFTP-6-0310: Finished handling [read] request from
[10.10.1.5:1032] for [bpr0106000f68f942f60001]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:00:18 EST: %BAC-PKTSNMP-6-0764: [##MTA-25 SNMP Provisioning State
INFORM Received from 10.10.1.5. Value: 1]

例3
次の例では、セカンダリ CISCO2.COM レルムでプロビジョニングされた SA WebStar DPX 2203 MTA の、
KDC と DPE ログ ファイルから例外を説明します。
KDC ログ サンプル出力: SA MTA
INFO [Thread-6] 2007-02-07 08:01:31,556 (DHHelper.java:114) - Time to create DH key pair(ms): 49
INFO [Thread-6] 2007-02-07 08:01:31,652 (DHHelper.java:114) - Time to create DH key pair(ms): 50
INFO [Thread-6] 2007-02-07 08:01:31,711 (DHHelper.java:150) - Time to create shared secret: 57
ms.
INFO [Thread-6] 2007-02-07 08:01:31,715 (PKAsReqMsg.java:104) - ##MTA-9a Unconfirmed AS Request:
575634000 Received from /10.10.1.50
INFO [Thread-6] 2007-02-07 08:01:31,727 (KRBProperties.java:612) - Replacing property: 'minimum
ps backoff' Old Value:'150' New Value: '150'
INFO [Thread-6] 2007-02-07 08:01:31,752 (KDCMessageHandler.java:257) - AS-REQ contains PKINIT QA Tag.
INFO [Thread-6] 2007-02-07 08:01:31,753 (KDCMessageHandler.java:279) - PK Request from MTA
received. Client is MTA - QA Tag
INFO [Thread-6] 2007-02-07 08:01:31,792 (KDCMessageHandler.java:208) - ##MTA-9b KDC Reply
AS-REP
Sent to /10.10.1.50:3679 Time(ms): 292
WARN [main] 2007-02-07 08:01:33,423 (KDC.java:113) - Statistics Report
ASREP's: 1
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INFO
INFO
INFO
INFO
INFO

[main]
[main]
[main]
[main]
[main]

2007-02-07
2007-02-07
2007-02-07
2007-02-07
2007-02-07

08:01:33,424
08:01:33,425
08:01:33,425
08:01:33,426
08:01:33,426

(KDC.java:121)
(KDC.java:121)
(KDC.java:121)
(KDC.java:121)
(KDC.java:121)

-

/pktcbl/mtaAsRepSent: 12
/pktcbl/DHKeygenTotalTime: 1240
/pktcbl/mtaAsReqRecvd: 12
/pktcbl/DHKeygenNumOps: 24
/pktcbl/total: 72

DPE ログ サンプル出力: SA MTA
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:01:31 EST: %BAC-DPE-6-4112: Adding Replay Packet: []
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:01:33 EST: %BAC-DPE-6-4178: Adding Replay Packet: []
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:01:33 EST: %BAC-PKTSNMP-6-0764: [System Description for MTA: S-A
WebSTAR DPX2200 Series DOCSIS E-MTA Ethernet+USB (2)Lines VOIP <<HW_REV: 2.0, VENDOR: S-A, BOOTR:
2.1.6b, SW_REV: v1.0.1r1133-0324, MODEL: DPX2203>>]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:01:33 EST: %BAC-PKTSNMP-6-0764: [##MTA-15 SNMPv3 INFORM Received From
10.10.1.50.]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:01:33 EST: %BAC-DPE-6-0688: Received key material update for device
[1,6,00:0f:24:d8:6e:f5]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:01:33 EST: %BAC-PKTSNMP-6-0764: [##MTA-19 SNMPv3 SET Sent to 10.10.1.50]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:01:38 EST: %BAC-TFTP-6-0310: Finished handling [read] request from
[10.10.1.50:1037] for [bpr0106000f24d86ef50001]
dpe.cisco.com: 2007 02 07 08:01:39 EST: %BAC-PKTSNMP-6-0764: [##MTA-25 SNMP Provisioning State
INFORM Received from 10.10.1.50. Value: 1]

複数のレルムでデバイスをプロビジョニングするためのテンプレートの作成
ここで説明されているテンプレート構文を使用して、特定のレルムでデバイスをプロビジョニ
ングできます。ここに示す例では、Motorola SBV5120 MTA、Linksys CM2P2 MTA、SA WebStar
DPX2203 MTA 特定のものです。プロビジョニングに使用されるそれぞれのテンプレートを次
に示します。

（注）

ネットワークで MTA の仕様に合わせてこれらのテンプレートを変更する必要があります。
Motorola MTA のプロビジョニングに使用するテンプレート
#
# Example PacketCable MTA template: mot-mta.tmpl
#
# Note that this template is specific to the TI 401 MTA.
# This template must be modified to the specifics of your MTA.
#
# First, the start marker.
#
option 254 1
#
# Enable MTA
#
option 11 .pktcMtaDevEnabled.0,INTEGER,true
#
# Set CMS FQDN for each endpoint on the MTA.
# NOTE: the indexes (9 and 10 here) will differ per manufacturer.
#
option 11
.pktcNcsEndPntConfigTable.pktcNcsEndPntConfigEntry.pktcNcsEndPntConfigCallAgentId.9,STRING,CMS.CISCO.COM
option 11
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.pktcNcsEndPntConfigTable.pktcNcsEndPntConfigEntry.pktcNcsEndPntConfigCallAgentId.10,STRING,CMS.CISCO.COM
#
# Set the realm org name. This MUST match that contained in the cert chain used by the
device.
#
# "CableLabs, Inc."
option 11
.pktcMtaDevRealmTable.pktcMtaDevRealmEntry.pktcMtaDevRealmOrgName.'CISCO.COM',STRING,"CableLabs,
Inc."
#
# Set the realm name and IPSec control for the CMS.
#
option 11
.pktcMtaDevCmsTable.pktcMtaDevCmsEntry.pktcMtaDevCmsIpsecCtrl.'CMS.CISCO.COM',INTEGER,true
option 11
pktcMtaDevCmsTable.pktcMtaDevCmsEntry.pktcMtaDevCmsKerbRealmName.'CMS.CISCO.COM',STRING,CISCO.COM
#
# Finally, the end marker.
#
option 254 255

Linksys MTA のプロビジョニングに使用するテンプレート
このテンプレートでは、レルムが CISCO1.COM に設定されていることに注意してください。
#
# Example PacketCable MTA template: linksys-mta.tmpl
#
# Note that this template is specific to the TI 401 MTA.
# This template must be modified to the specifics of your MTA.
#
# First, the start marker.
#
option 254 1
#
# Enable MTA
#
option 11 .pktcMtaDevEnabled.0,INTEGER,true
#
# Set CMS FQDN for each endpoint on the MTA.
# NOTE: the indexes (9 and 10 here) will differ per manufacturer.
#
option 11
.pktcNcsEndPntConfigTable.pktcNcsEndPntConfigEntry.pktcNcsEndPntConfigCallAgentId.9,STRING,CMS.CISCO.COM
option 11
.pktcNcsEndPntConfigTable.pktcNcsEndPntConfigEntry.pktcNcsEndPntConfigCallAgentId.10,STRING,CMS.CISCO.COM
#
# Set the realm org name. This MUST match that contained in the cert chain used by the
device.
#
# "CableLabs, Inc."
option 11
.pktcMtaDevRealmTable.pktcMtaDevRealmEntry.pktcMtaDevRealmOrgName.'CISCO1.COM',STRING,"CableLabs,
Inc."
#
# Set the realm name and IPSec control for the CMS.
#
option 11
.pktcMtaDevCmsTable.pktcMtaDevCmsEntry.pktcMtaDevCmsIpsecCtrl.'CMS.CISCO.COM',INTEGER,true
option 11
pktcMtaDevCmsTable.pktcMtaDevCmsEntry.pktcMtaDevCmsKerbRealmName.'CMS.CISCO.COM',STRING,CISCO1.COM
#
# Finally, the end marker.
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#
option 254 255

SA MTA のプロビジョニングに使用するテンプレート
テンプレートでは、レルムが CISCO2.COM に設定されていることに注意してください。
#
# Example PacketCable MTA template: sa-mta.tmpl
#
# Note that this template is specific to the TI 401 MTA.
# This template must be modified to the specifics of your MTA.
#
# First, the start marker.
#
option 254 1
#
# Enable MTA
#
option 11 .pktcMtaDevEnabled.0,INTEGER,true
#
# Set CMS FQDN for each endpoint on the MTA.
# NOTE: the indexes (9 and 10 here) will differ per manufacturer.
#
option 11
.pktcNcsEndPntConfigTable.pktcNcsEndPntConfigEntry.pktcNcsEndPntConfigCallAgentId.9,STRING,CMS.CISCO.COM
option 11
.pktcNcsEndPntConfigTable.pktcNcsEndPntConfigEntry.pktcNcsEndPntConfigCallAgentId.10,STRING,CMS.CISCO.COM
#
# Set the realm org name. This MUST match that contained in the cert chain used by the
device.
#
# "CableLabs, Inc."
option 11
.pktcMtaDevRealmTable.pktcMtaDevRealmEntry.pktcMtaDevRealmOrgName.'CISCO2.COM',STRING,"CableLabs,
Inc."
#
# Set the realm name and IPSec control for the CMS.
#
option 11
.pktcMtaDevCmsTable.pktcMtaDevCmsEntry.pktcMtaDevCmsIpsecCtrl.'CMS.CISCO.COM',INTEGER,true
option 11
pktcMtaDevCmsTable.pktcMtaDevCmsEntry.pktcMtaDevCmsKerbRealmName.'CMS.CISCO.COM',STRING,CISCO2.COM
#
# Finally, the end marker.
#
option 254 255
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第
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章

プライム ケーブル プロビジョニング テク
ノロジーの設定
この章では、特定のテクノロジーをサポートするプライム ケーブル プロビジョニングを設定
するとき、実行する必要があるタスクを説明しています。
• DOCSIS の設定 （135 ページ）
• PacketCable の設定 （139 ページ）
• DPoE の設定 （168 ページ）
• CableHome の設定 （170 ページ）

DOCSIS の設定
このセクションでは、DOCSIS テクノロジーをサポートするプライム ケーブル プロビジョニ
ングを設定するとき、実行する必要があるタスクを説明しています。

（注）

プライム ケーブル プロビジョニング リリースでサポートされている DOCSIS オプションの詳
細については、テクノロジー オプション サポート （583 ページ） を参照してください。

DOCSIS Workflow
プライム ケーブル プロビジョニングは、これらの DOCSIS 仕様のバージョンをサポートして
います：1.0、1.1、2.0、3.0、3.1 および。
DOCSIS 操作のためプライム ケーブル プロビジョニングを適切に設定するには、 このセクショ
ンで説明されている事項に加えて、プライム ケーブル プロビジョニング コンポーネントの設
定 （91 ページ） で説明されているようにコンポーネントを設定する必要があります。
次の表では、DOCSIS をサポートするプライム ケーブル プロビジョニングを設定するときに、
準拠するワークフローを特定します。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
135

プライム ケーブル プロビジョニングの設定
DOCSIS 共有秘密鍵

表 23 : DOCSIS ワークフロー

タスク
ステップ 1

参照先

RDU の設定
a. プロビジョニングされたす DHCP 条件の設定 （219 ペー
べての DHCP 条件を設定しま ジ）
す。
b. プロビジョニングされた
サービス クラスを設定しま
す。

サービス クラスの設定 （201
ページ）

c.操作の無差別モードを設定し システムのデフォルト （215
ます。
ページ）
ステップ 2

DPE の設定
a. TFTP サービスを有効にしま service tftp 1..1 ipv4 | ipv6
enabled true コマンドは Cisco
す。
プライム ケーブル プロビジョ
ニング 6.1.2 リファレンス ガイ
ド で説明されています。
b. 必要に応じて ToD サービス service tod 1..1 ipv4 | ipv6
enabled true コマンドは Cisco
を有効にします。
プライム ケーブル プロビジョ
ニング 6.1.2 リファレンス ガイ
ド で説明されています。

ステップ 3

Cisco プライム ネットワーク レジスタの設定
Cisco プライム ネットワーク
プロビジョニングされた
DOCSIS モデム DHCP 条件に レジスタ エンドユーザー ガイ
追加されたものと一致するク ド
ライアント クラス/選択タグを
設定します。

DOCSIS 共有秘密鍵
プライム ケーブル プロビジョニングにより、各ケーブル モデム終端システム（CMTS）に異
なる DOCSIS 共有秘密鍵（DSS）を定義します。この方法で、侵害された共有秘密鍵は展開の
あらゆる CMTS の代わりに、CMTS の制限数のみに影響を与えます。
各 DPE の DSS を設定できますが、プロビジョニング グループ単位で設定する必要がありま
す。また、そのプロビジョニング グループで CMTS に設定されているものと一致することを
確認します。
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注意

一部の状況でプロビジョニング グループ内の複数の DSS を設定することで、CMTS パフォー
マンスの低下につながります。ただし、この要素はプライム ケーブル プロビジョニングにほ
とんど影響しません。
クリア テキスト文字列または IOS で暗号化された文字列として共有秘密鍵を入力できます。
クリア テキストで入力すると、IOS バージョン 12.2BC に合わせて DSS が暗号化されます。
Admin UI または API を使用して、RDU から DSS も設定できます。この状況では、DSS が入力
され、RDU に保存され、クリア テキストですべての DPEに送信されます。したがって、この
方法で DSS を入力する前に DPE で保存され、暗号化されます。
CLI から dpe docsis shared-secret コマンドを使用して DPE で直接 DSS を設定する場合、この
DSS は RDU からの手順を踏襲します。
DOCSIS 共有秘密鍵のリセット
DSS のセキュリティが侵害される場合 DSS をリセットするか、管理目的で共有秘密鍵を簡単
に変更できます。
DSS をリセットするには、CMTS CLI から show running-config コマンドを実行し、DPE 設定
に表示される設定から DOCSIS 共有秘密鍵をコピーして貼り付けます。この方法では、Cisco
CMTS に入力した設定を DPE CLI にコピーすることができます。

（注）

説明のように共有秘密鍵を変更するには、CMTS はバージョン 12.2BC 以外のソフトウェア
バージョンを実行する必要があります。

（注）

上記のコマンドの詳細と、これらのコマンドを実行する特定のセキュリティ権限については、
Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイド を参照してください。
DSS を変更するには。

ステップ 1 DOCSIS 共有秘密鍵をリセットする必要があるプロビジョニング グループを識別します。
ステップ 2 DPE およびプロビジョニング グループに関連付けられている CMTS のリストを調べます。
ステップ 3 CMTS でプライマリ DSS を変更します。
ステップ 4 CMTS で侵害された DSS をセカンダリ DSS に変更します。この変更は、新しい DSS を使用する DOCSIS
設定ファイルのすべてが正常に変更されるまで、ケーブル モデムが引き続き登録可能である必要がありま
す。
ステップ 5 どの DPE が影響を受けたか判断し、それに従ってそれぞれで DSS を変更します。
ステップ 6 DOCSIS 設定ファイルが新しい DSS を使用していることを確認し、CMTS 設定から侵害されたセカンダリ
共有秘密鍵を削除します。
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拡張 CMTS MIC 共有秘密鍵
プライム ケーブル プロビジョニングにより、EMIC 計算の各ケーブル モデム終端システム
（CMTS）に対して、異なる拡張 CMTS MIC（EMIC）共有秘密鍵を定義します。
CMTS では、事前 3.0 DOCSIS CMTS MIC 計算の共有秘密鍵とは異なる EMIC 計算の共有秘密
鍵の設定をサポートする必要があります。このような設定がない場合は、CMTS は事前 3.0
DOCSIS CMTS MIC ダイジェスト計算として、拡張 CMTS MIC ダイジェスト計算に同じ共有
秘密鍵を使用します。
この方法で、侵害された共有秘密鍵は展開のあらゆる CMTS の代わりに、CMTS の制限数のみ
に影響を与えます。
DSS と同様に、EMIC DOCSIS 共有秘密鍵を各 DPE に設定可能で、プロビジョニング グルー
プ単位で設定する必要があります。また、そのプロビジョニング グループで CMTS に設定さ
れているものと一致することを確認します。

注意

一部の状況でプロビジョニング グループ内の複数の EMIC DOCSIS 共有秘密鍵を設定すること
で、CMTS パフォーマンスの低下につながります。ただし、この要素はプライム ケーブル プ
ロビジョニングにほとんど影響しません。
クリア テキスト文字列または IOS で暗号化された文字列として共有秘密鍵を入力できます。
クリア テキストで入力すると、IOS バージョン 12.2BC に合わせて EMIC 共有秘密鍵が暗号化
されます。
Admin UI または API を使用して、RDU から EMIC 共有秘密鍵も設定できます。この状況で
は、EMIC 共有秘密鍵が入力され、RDU に保存され、クリア テキストですべての DPEに送信
されます。したがって、この方法で拡張 MIC 共有秘密鍵を入力する前に DPE で保存され、暗
号化されます。
CLI から dpe docsis emic shared-secret コマンドを使用して DPE で直接 MIC 共有秘密鍵を設定
する場合、この拡張 MIC 秘密鍵は RDU からの手順を踏襲します。
共有秘密鍵のリセット
EMIC 共有秘密鍵のセキュリティが侵害される場合 拡張 MIC 共有秘密鍵をリセットするか、
管理目的で共有秘密鍵を簡単に変更できます。
DSS をリセットするには、CMTS CLI から show running-config コマンドを実行し、DPE 設定
に表示される設定から EMIC 共有秘密鍵をコピーして貼り付けます。この方法では、Cisco
CMTS に入力した設定を DPE CLI にコピーすることができます。

（注）

説明のように共有秘密鍵を変更するには、CMTS はバージョン 12.2(11)CX 以外のソフトウェ
ア バージョンを実行する必要があります。
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（注）

上記のコマンドの詳細と、これらのコマンドを実行する特定のセキュリティ権限については、
Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイド を参照してください。
拡張 MIC 共有秘密を変更するには。

ステップ 1 EMIC 共有秘密鍵をリセットする必要があるプロビジョニング グループを識別します。
ステップ 2 DPE およびプロビジョニング グループに関連付けられている CMTS のリストを調べます。
ステップ 3 CMTS でプライマリ EMIC 共有秘密を変更します。
ステップ 4 CMTS の侵害された EMIC 共有秘密鍵をセカンダリ EMIC 共有秘密に変更します。この変更は、新しい DSS
を使用する DOCSIS 設定ファイルのすべてが正常に変更されるまで、ケーブル モデムが引き続き登録可能
である必要があります。
ステップ 5 どの DPE が影響を受けたか判断し、それに従ってそれぞれで EMIC 共有秘密鍵を変更します。
ステップ 6 DOCSIS 設定ファイルが新しい EMIC 共有秘密鍵を使用していることを確認し、CMTS 設定から侵害され
たセカンダリ共有秘密鍵を削除します。

PacketCable の設定
このセクションでは、プライム ケーブル プロビジョニングの設定を説明し、Packetcable テク
ノロジをサポートし、サービスに PacketCable 音声を導入します。
PacketCable 2.0 では、音声、ビデオ、データ、およびモビリティ テクノロジーのコンバージェ
ンスをサポートしています。Session Initiation Protocol（SIP）および IP マルチ メディア システ
ム（IM）に基づき、Non-Embedded User Equipment（UE）および Embedded User Equipment
（E-UE）の管理をサポートしています。
プライム ケーブル プロビジョニング DOCSIS ケーブル モデムに埋め込まれ、E UE または組み
込みデジタル音声アダプタ（E DVA）と呼ばれる UE のみをサポートしています。E DVA は
RST （住宅 SIP テレフォニーをサポートします。
プライム ケーブル プロビジョニング PacketCable Basic およびセキュア モードの両方の IPv4
モードで E-DVA プロビジョニングをサポートし、PacketCable Basic モードでのみ IPv6 モード
の E-DVA プロビジョニングをサポートします。
このセクションには、PacketCable のこれらのバリエーションに関する情報が含まれています。
• PacketCable 基本の設定 （143 ページ）
• PacketCable Secure の設定 （148 ページ）
PacketCable 音声テクノロジ導入の問題を解決するのに役立つ情報については、Troubleshooting
PacketCable Provisioning （485 ページ） を参照してください。
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この章では、PacketCable マルチ メディア ターミナル アダプタ（MTA）デバイス プロビジョ
ニング仕様、PKT-SP-PROV1.5-I03-070412 の内容に精通していることを前提としています。詳
細については、PacketCable web サイトを参照してください。

PacketCable ワークフロー
プライム ケーブル プロビジョニングは、これらの PacketCable 仕様のバージョンをサポートし
ています：1.0、1.5 および 2.0。
プライム ケーブル プロビジョニングは、PacketCable 音声サービスの 2 つのバリアントをサポー
トしています。デフォルトのセキュア モードと非セキュアの基本的なモードです。PacketCable
Basic は、非セキュア バリアントで検出されたセキュリティの脆弱性を除き、標準的な
PacketCable と同じです。
このセクションでは、バリアントごとに実行する必要があるタスクを示します。
• PacketCable 基本 （140 ページ）
• PacketCable セキュリティ保護 （145 ページ）

（注）

このセクションのワークフローでは、適切な PacketCable 設定ファ
イルと正しい MIB がロードされていることを前提としています。

PacketCable 基本
プライム ケーブル プロビジョニング コンポーネントの設定 （91 ページ） で説明されている
手順を完了した後にのみ、このセクションに記載されている PacketCable に関連するタスクを
実行します。
次の表では、プライム ケーブル プロビジョニングで PacketCable Basic を設定するときに、準
拠するワークフローを特定します。

（注）

アスタリスク（*）が付いている質問には必ず回答してください。
表 24 : PacketCable Basic ワークフロー

タスク
ステップ 1

DPE の設定
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参照先
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タスク

参照先

a. KDC サービス キー.* を設定 Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
します。
ス ガイド で説明されている
service packetcable 1..1
registration kdc-service-key コ
マンド。
b. PacketCable が有効にしま
す。*。

ステップ 2

Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
service packetcable 1..1 enable
コマンド。

DHCP を設定します
a. MTA 範囲の動的 DNS を設
定します。

Cisco プライム ネットワーク
レジスタ エンドユーザー ガイ
ド

b. プロビジョニングされた
Cisco プライム ネットワーク
PacketCable MTA DHCP 条件の レジスタ エンドユーザー ガイ
追加と一致するクライアント ド
クラス/範囲選択タグを設定し
ます。*。
ステップ 3

DNS の設定
動的 DNS を各 DHCP サーバに Cisco プライム ネットワーク
レジスタ エンドユーザー ガイ
設定します。
ド

ステップ 4

サービス クラスを設定し、次のプロパティを含むようにしま
す。
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タスク

参照先

サービス クラスの設定 （201
このプロパティは、MTA を使 ページ）
用する特定のフローをコマン
ドします。このプロパティを
いずれかに設定します。
a. /pktcbl/prov/flow/mode

• BASIC.1—BASIC.1 フロー
を実行します。
• BASIC.2—BASIC.2 フロー
を実行します。
（注）

デバイス プロパティ
階層でこのプロパ
ティをどこでも設定
できます。
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タスク

参照先

b. /cos/packetCableMTA/file

サービス クラスの設定 （201
このプロパティには、MTA に ページ）
表示される設定ファイルの名
前が含まれています。設定
ファイルは、プライム ケーブ
ル プロビジョニングのファイ
ルとして保存されます。
Basic MTA に対して提示され
る設定ファイルには、Basic 整
合性ハッシュを含める必要が
あります。動的設定テンプ
レートを使用する場合、テン
プレートの処理中に、ハッ
シュが透過的に挿入されま
す。Secure および Basic モード
の両方でプロビジョニングす
るため、動的テンプレートを
使用できます。
ただし、ファイルが Secure ス
タティック設定ファイルの場
合は、Secure および Basic スタ
ティック設定ファイルが相互
運用可能ではないため、Basic
スタティック設定ファイルに
このファイルを変換する必要
があります。この変換を実行
する方法の詳細については、
PacketCable Basic フローのアク
ティブ化 （328 ページ） を参
照してください。
PacketCable 基本の設定
プライム ケーブル プロビジョニングは PacketCable Basic もサポートしており、シンプルかつ
DOCSIS のような非セキュア プロビジョニング フローを提供します。次の表に、図 14 : 組み
込み MTA セキュア電源オン プロビジョニング フロー （150 ページ） のプロビジョニング ワー
クフローを使用して、BASIC.1 フローを説明します。
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表 25 : PacketCable Basic eMTA プロビジョニング

ステップ

ワークフロー

説明

MTA-1

DHCP ブロードキャスト検出

セキュア フローとして実行し
ます。

MTA-2

DHCP Offer

プロビジョニング システムが
BASIC.1 モードで MTA をプロ
ビジョニングするように設定
されている場合、特別な予約
済みレルム名「」BASIC.1を含
むプロビジョニング システム
はオプション 122 サブオプ
ション 6 を含む DHCP オ
ファーを返します。この予約
済みレルム名は、MTA に
BASIC.1 プロビジョニング フ
ローを使用するようにコマン
ドします。このオファーには
オプション 122.3 のプロビジョ
ニング システム IP アドレスも
含まれており、ファイルと
siaddr フィールドには MTA の
設定ファイル場所が入力され
ています。

MTA-3

DHCP REQUEST

MTA-4

DHCP Ack

MTA DHCP 交換のリマインダ
が実行されます（要求と交換
された Ack）。

MTA-22

テレフォニー設定ファイルの MTA は手順 MTA-22 に直接ス
キップします。ファイルと
要求
siaddr 情報を使用して、MTA
テレフォニー設定ファイル
は TFTP 経由でプロビジョニ
ング システムからその設定
ファイルをコピーします。プ
ライム ケーブル プロビジョニ
ングが DPE コンポーネントに
TFTP サーバを統合することに
注意してください。

MTA-23

（注）

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
144

MTA/プロビジョニ
ング サーバまたは暗
号化の認証は行われ
ません。

プライム ケーブル プロビジョニングの設定
PacketCable セキュリティ保護

BASIC.2 フローは、次の例外を除いて BASIC.1 と同じです。
• 「BASIC.2」が MTA の DHCP オプション 122 サブオプション 6 に入力されます。
• MTA はフローの一番最後の MTA-25 のプロビジョニング ステータス SNMP2c INFORM を
発行します（DHCP オプション 122 サブオプション 3 はインフォーム ターゲットを指定し
ます）。
PacketCable Basic フローは、DOCSIS フローと同様ですが次の違いがあります。
• MTA およびプロビジョニング システム間で ToD 交換はありません。
• MTA 設定ファイルには、整合性ハッシュが含まれています。具体的には、設定ファイル
のコンテンツ全体の [SHA1] ハッシュは、pktcMtadevConfigFileHash SNMP VarBind に入力
され、ファイル TLV の終了直前に TLV 11 内に配置します。
• BASIC.2 フローは、MTA が設定ファイルを受信し処理した後に、プロビジョニング ステー
タスを SNMPv2c 通知を発行します。MTA のプロビジョニングが正常に完了した場合に、
このインフォームはプライム ケーブル プロビジョニングを通知します。問題がある場合、
エラーが生成され、イベントが DPE から RDU に送信され、プライム ケーブル プロビジョ
ニング クライアントに配置されます。このインフォームは、設定ファイル問題のデバッグ
中に便利です。
DOCSIS フローに関する詳細については、DOCSIS の設定 （135 ページ） を参照してください。

（注）

PacketCable Basic プロビジョニング フローを使用する前に、PacketCable Basic 対応 eMTA を使
用していることを確認します。eMTA は、DHCP 検出オプション 60、TLV 5.18（サポートされ
るフロー）で Basic 対応であることを報告する必要があります。
PacketCable TLV 38 および MIB サポート
プライム ケーブル プロビジョニング は、PacketCable 1.5 MIB の完全なセットをサポートして
います。
プライム ケーブル プロビジョニングは、PacketCable 設定テンプレートで TLV 38 をサポート
しています。この TLV では、複数の SNMP 通知ターゲットを設定することができます。この
TLV の設定は、すべての通知が TLV 38 で設定されているターゲットにも発行されたことを意
味します。
SNMP 通知
プライム ケーブル プロビジョニングは、PacketCable MTA から SNMP v2C TRAP および INFORM
通知の両方をサポートしています。

PacketCable セキュリティ保護
プライム ケーブル プロビジョニングは、PacketCable Secure の 2 つのバリアントをサポートし
ます。
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• 北米仕様 PacketCable
• 欧州仕様 PacketCable
欧州仕様の PacketCable サービスは、北米 PacketCable 標準と同等のヨーロッパ仕様です。2 つ
の仕様の中で唯一の大きな違いは、欧州仕様の PacketCable では異なる MIB を使用しているこ
とです。詳細については、欧州仕様 PacketCable （167 ページ）を参照してください。
プライム ケーブル プロビジョニング コンポーネントの設定 （91 ページ） で説明されている
コンポーネントの設定を完了した後にのみ、このセクションに記載されている PacketCable に
関連するタスクを実行します。

（注）

PacketCable に準拠した操作については、MTA、KDC、および DPE 間の最大許容クロック ス
キューは 300 秒（5 分）です。この値は、デフォルト設定です。
次の表では、PacketCable Secure をサポートするプライム ケーブル プロビジョニングを設定す
るときに、準拠するワークフローを特定します。

（注）

アスタリスク（*）が付いている質問には必ず回答してください。
表 26 : PacketCable Secure ワークフロー

タスク
ステップ 1

参照先

RDU の設定
a. マルチメディア ターミナル 自動 FQDN 生成 （281 ページ）
アダプタ（MTA）FQDN の自
動生成を有効にします。
b. すべてのプロビジョニング DHCP 条件の設定 （219 ペー
された DHCP 条件を設定しま ジ）
す。
c. すべてプロビジョニングさ サービス クラスの設定 （201
れたサービス クラスを設定し ページ）
ます。
d. SNMPv3 クローニング キー PacketCable MTA との通信のた
めの セキュリティ保護用 RDU
を設定します。*。
および DPE のSNMPv3 クロー
二ング設定 （166 ページ）
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タスク

参照先

e. 欧州仕様 PacketCable を使用 欧州仕様 PacketCable （167 ペー
している場合は、欧州仕様
ジ）
PacketCable MIB を使用する
RDU を設定します。
ステップ 2

DPE の設定
a. KDC サービス キーを設定し Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ます。*。
ス ガイド で説明されている
service packetcable 1..1
registration kdc-service-key コ
マンド。
b. プライバシー ポリシーを設 Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
定します。*。
ス ガイド で説明されている
service packetcable 1..1
registration policy-privacy コマ
ンド。
c. SNMPv3 クローニング キー Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
を設定します。*。
ス ガイド で説明されている
service packetcable 1..1 snmp
key-material コマンド。
d. PacketCable を有効にしま
す。*。

Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
service packetcable 1..1 enable
コマンド。

e. 必要に応じて MTA ファイル Cisco プライム ケーブル プロ
暗号化を設定します。
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
service packetcable 1..1
registration encryption enable
コマンド。
ステップ 3

KDC を設定します
a. Cisco 担当者からライセンス KDC 証明書 （505 ページ）
ファイルを取得します。
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タスク

参照先

b. PKCert.sh ツールを使用して PKCert.sh の使用 （537 ペー
証明書チェーンを設定しま
ジ）
す。欧州仕様 PacketCable につ
いては、-e オプションを使用
します。
c. 各 DPE のプロビジョニング KeyGen ツールの使用 （543
FQDN のサービス キー ペアを ページ）
設定します。
d. ticket-granting-ticket（TGT） KeyGen ツールの使用 （543
のサービスのキーを設定しま ページ）
す。
e. NTP 同期を設定します。

ステップ 4

NTP の設定に関する Linux の
マニュアル

DHCP を設定します
a. すべての必要な PacketCable changeNRProperties.sh の使用
（546 ページ）
プロパティを設定します。
b. MTA 範囲の動的 DNS を設
定します。

http://www.cisco.com/en/us/
products/ps11808/products_user_
guide_list.html

http://www.cisco.com/en/us/
c. プロビジョニングされた
PacketCable MTA DHCP 条件の products/ps11808/products_user_
追加と一致するクライアント guide_list.html
クラス/範囲選択タグを設定し
ます。*。
ステップ 5

DNS の設定
a. 各 DHCP サーバの動的 DNS http://www.cisco.com/en/us/
products/ps11808/products_user_
を設定します。
guide_list.html
b. KDC レルムのゾーンを設定 http://www.cisco.com/en/us/
products/ps11808/products_user_
します。
guide_list.html

PacketCable Secure の設定
このセクションでは、セキュリティ保護された PacketCable 音声プロビジョニングについて特
に詳細に説明しています。PacketCable Secure はテレフォニ サービスの盗難、サービスの悪意
のある中断などの可能性を最小限にするように設計されています。PacketCable Secure は Kerberos
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インフラストラクチャに依存して、MTA およびプロビジョニング システムを相互に認証しま
す。プライム ケーブル プロビジョニングでは、キー発行局 (KDC) は Kerberos サーバとして機
能します。SNMPv3 は MTA およびプロビジョニング システム間の通信をセキュリティ保護す
るために使用されます。

（注）

IPv6 のデバイスでは、PacketCable セキュリティ保護されたプロビジョニングはサポートされ
ていません。

プライム ケーブル プロビジョニング PacketCable セキュリティ保護プロビジョニング フロー
すべての PacketCable プロビジョニング フローは、一連の手順として定義されます。
次の図は、PacketCable eMTA のセキュア プロビジョニング フローを説明しています。
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図 14 : 組み込み MTA セキュア電源オン プロビジョニング フロー

（注）

障害が発生している手順を正確に理解するため、データ パケットをキャプチャする機能を持
つ、プロトコル アナライザ（プロトコル スニファ）を使用することを強く推奨します。
さらに、KDC ログファイルの内容は、KDC の障害の根本的な原因を理解する上で重要です。
組み込みマルチメディア終端アダプタ（eMTA）のプロビジョニングで問題を診断するとき、
次の表のフロー説明が PacketCable プロビジョニング フローのどの手順に障害が発生している
か特定するのに役立ちます。
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表 27 : PacketCable Secure eMTA プロビジョニング

ステップ

ワークフロー

CM-1

DHCP ブロードキャスト検出

CM-2
CM-3
CM-4
CM-5

説明

これは、DHCP オプションが
追加されている DHCPv4 また
DHCP Offer
は DHCPv6 の DOCISI ケーブ
ルモデム（CM）起動フローと
DHCP REQUEST
同様で、DHCP のオファーを
DHCP Ack
承認可能な MTA から
PacketCable DHCP サーバのリ
DOCSIS 1.1 CM 設定ファイル
ストとともに MTA を提供しま
要求
す。

CM-6

DOCSIS 1.1 設定ファイル

CM-7

ToD 要求

CM-8

ToD 応答

CM-9

CMTS（ケーブル モデム終端
システム）による CM 登録

CM-10

CMTS 登録 Ack
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ステップ

ワークフロー

MTA-1

DHCP ブロードキャスト検出

MTA-2

DHCP Offer

MTA-3

DHCP REQUEST

MTA-4

DHCP Ack
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ステップ

ワークフロー

説明
DHCP を使用して、MTA は
PacketCable MTA として公開
し、サポートする機能とプロ
ビジョニング フローで情報を
提供します（Secure、Basic な
ど）。また、MTA はアドレッ
シング情報と DHCP オプショ
ン 122 を取得します。DHCP
オプション 122 には、
PacketCable プロビジョニング
サーバ アドレスおよびセキュ
リティ レルム名が含まれてい
ます。この情報は、MTA が
KDC とプロビジョニング サー
バに接続できるようにするた
め使用されます。
いくつかの重要なトラブル
シューティングのヒントは次
のとおりです。
• 適切な設定について
CMTS の DHCP リレー
エージェントをチェック
します。CMTS が適切な
DHCP サーバをポイント
していることを確認しま
す。
• MTA、CMTS、DHCP サー
バ、DPE 間で正しいルー
ティングが行われている
ことを確認します。
• CMTS でセカンダリのサ
ブネットが正しく設定さ
れていることを確認しま
す。
• Prime Network
RegistrarDHCP 設定を確認
します。範囲が設定さ
れ、IP アドレスが使用可
能であり、すべてのセカ
ンダリ サブネットが設定
されていることを確認し
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ステップ

ワークフロー

説明
ます。
• プライム ケーブル プロビ
ジョニング設定を確認し
ます。Cnr_ep.properties
ファイルを確認し、必要
な PacketCable Network
Registrar 拡張プロパティ
が設定されていることを
確認します。詳細につい
ては、PacketCable DHCP
オプションをプライム
ケーブル プロビジョニン
グ プロパティにマッピン
グする（633ページ）を参
照してください。
パケット トレースにより
MTA-1 および MTA-2 間
でサイクルされているこ
とが明らかになった場
合、DHCP オプション 122
（レルム名またはプロビ
ジョニング サーバ FDQN
サブオプション）、DHCP
オプション 12（ホスト
名）、または DHCP オプ
ション 15（ドメイン名）
に問題がある可能性があ
ります。
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ステップ

ワークフロー

説明

MTA-5

DNS 要求

MTA-6

DNS SRV

MTA-7

DNS リクエスト

MTA-8

DNS レスポンス（DNS
Response）

MTA はセキュリティ レルム名
（DHCP オプション 122 内で
配信）を使用し、KDC サービ
ス DNS SRV 検索を実行し、
KDC IP アドレスを解決しま
す。
いくつかの重要なトラブル
シューティングのヒントは次
のとおりです。
• Network Registrar DNS に
送信された誤った宛先ま
たは不正な形式の DNS パ
ケットを視聴するには、
パケット スニファを使用
します。
• Network Registrar DNS ロ
グ レベルを詳細なパケッ
ト トレーシングに設定
し、到着内容を確認しま
す。
• DNS 設定のチェック：
cnr_ep.properties で指定さ
れた DNS サーバには、
KDC のレルム ゾーン、
SRV レコード、DNS
「A」レコードを含める必
要があります。
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ステップ

ワークフロー

説明

MTA-9

AS 要求

AS-REQ 要求メッセージは、
KDC で MTA の認証に使用さ
れます。
いくつかの重要なトラブル
シューティングのヒントは次
のとおりです。
• AS-REQが到着しており、
エラーまたは警告が存在
するか KDC ログファイル
を確認します。
• KDC が正しい MTA_Root
証明書に設定されている
ことを確認します。
AS^REQ メッセージ内で
MTA から送信された製造
元とデバイスの証明書
を、KDC にインストール
されている MTA_Root 証
明書をチェーンにする必
要があります。
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ステップ

ワークフロー

説明

MTA-9a

MTA FQDN 要求

MTA 9b

MTA FQDN 応答

KDC は MTA 証明書から MTA
MAC アドレスを抽出し、検証
のためプロビジョニング サー
バに送信します。プロビジョ
ニング サーバがその MAC ア
ドレスの FQDN を有する場
合、KDC に返されます。KDC
は MTA からの FQDN を、
FQDN REP 応答メッセージで
受信した FQDN-REP 返信メッ
セージと比較します。
いくつかの重要なトラブル
シューティングのヒントは次
のとおりです。
• 誤った宛先または不正な
形式の DNS パケットを視
聴するには、パケット ス
ニファを使用します。
MTA は AS-REP メッセー
ジ内のプロビジョニング
サーバ FQDN（DHCP オ
プション 122 で受信した
MTA）を KDC に送信しま
す。KDC はこの FQDN を
使用して、プロビジョニ
ング サーバの IP アドレス
を解決します。
• KDC キー ファイルのファ
イル名と内容を確認しま
す。DPE の KDC サービス
キーは、KDC のサービス
キーと一致する必要があ
ります。KDC のサービス
キー ファイル名は重要で
す。
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ステップ

ワークフロー

説明

MTA-10

AS 応答（AS REP）

KDC は MTA にプロビジョニ
ング サービス チケットを付与
し、MTA にサービス プロバイ
ダ、ローカル システム プロバ
イダ（オプション）、KDC 証
明書を送信します。MTA は、
証明書が KDC チェーンにより
MTA に保存されているサービ
ス プロバイダのルート証明書
に送信されているか確認しま
す。これらの証明書チェーン
設定されていない場合、MTA
はプロビジョニングのフロー
の手順 MTA-1 にループ バック
します。KDC.cer ファイルの
詳細については、PKCert.sh の
使用 （537 ページ） を参照し
てください。
重要なトラブルシューティン
グのヒント：KDC ログ ファイ
ルにより、AS-REP メッセージ
がデバイスに送信されたこと
を示しているか確認します。
パケット トレースにより手順
MTA-1 と MTA-10 間で MTA
がサイクルしていることが明
らかになった場合、サービス
プロバイダ証明書チェーンに
問題があります。

MTA-11

TGS 要求

手順 MTA-10 に従い、MTA が
サービス チケットまたは
ticket-granting-ticket（TGT）の
いずれかを受信します。MTA
が手順 MTA-10 のサービス チ
ケットではなく TGT を取得し
た場合、ticket-granting-server
（KDC）に接続してサービス
チケットを取得します。

MTA-12

TGS 応答

KDC は MTA に TGS 返信の
サービス チケットを送信しま
す。
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ステップ

ワークフロー

説明

MTA-13

AS 要求（AP-REQ）

MTA は、DHCP オプション
122 で指定されたプロビジョニ
ング サーバにチケット（手順
MTA-10 で受信）を提示しま
す。

MTA-14

AP 返信（AP-REP）

プロビジョニング サーバは
KDC 共有秘密鍵を使用して
AP-REQ を復号化して、MTA
によって提示されたプロビ
ジョニング サーバ チケットを
検証し、SNMPv3 キーを使用
して AP-REP を送信します。
SNMPv3 はここで認証され、
（オプション）暗号化されま
す。

MTA-15

snmp 情報

プロビジョニング情報を受信
可能なプロビジョニング サー
バに MTA 信号を送信します。

MTA-16

SNMP Get 要求

SNMPv3：プロビジョニング
サーバ（DPE）が追加のデバ
イス機能を要求する場合、
MTA 機能で必要な情報を取得
するため、MTA は 1 個以上の
SNMPv3 GEt 要求を送信しま
す。プロビジョニング サーバ
（DPE）は GetBulk 要求を使用
して、単一メッセージの一括
情報を要求できます。

MTA-17

SNMP Get 応答

SNMPv3：MTA はプロビジョ
ニング サーバ（DPE）に、手
順 MTA-16 で要求された MTA
機能の情報を含む各 GetRequest
の応答を送信します。

MTA-18

MTA 設定ファイル

手順 MTA-16 および MTA-17
で使用可能な情報により、プ
ロビジョニング サーバ
（DPE）は MTA 設定データ
ファイルの内容を決定しま
す。
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ステップ

ワークフロー

説明

MTA-19

SNMP Set

SNMPv3：プロビジョニング
サーバは、MTA 設定ファイ
ル、ファイルの暗号化キー、
ファイル ハッシュ値を含む
MTA に、SNMPv3 を実行しま
す。

MTA-20

TFTP サーバ FQDN の解決

DNS 要求：IPv4 アドレスの代
わりに URL エンコード アクセ
ス方法が FQDN を含む場合、
MTA はサービス プロバイダ
ネットワークの DNS サーバを
使用して、FQDN を TFTP サー
バまたは HTTP サーバの IPv4
アドレスに解決します。

MTA-21

TFTP Server IP Address

DNS 応答：手順 MTA-20 の手
順で要求されたように、DNS
サーバはサービス プロバイダ
ネットワークの IPv4 IP アドレ
スを返します。

MTA-22

MTA-23

テレフォニー設定ファイルの MTA は指定された TFTP サー
要求
バから VoIP 設定ファイルのダ
ウンロードを続行します。プ
テレフォニー設定ファイル
ライム ケーブル プロビジョニ
ングが DPE コンポーネントに
TFTP サーバを統合することに
注意してください。

MTA-24

MTA の送信

MTA-25

テレフォニー プロビジョニン 新しい設定が許容可能な場
グの完了通知
合、プロビジョニング サーバ
へ MTA 信号を送信します。

SEC-1 ～ SEC-10

次の手順は post-MTA プロビジョニング セキュリティ フロー
であり、プライム ケーブル プロビジョニングのプロビジョニ
ングには適用されません。このフローには、MTA が通信する
各 CMS に関連付けられた、Kerberos チケットの取得が含まれ
ます。詳細については、PacketCable セキュリティ仕様を参照
してください。
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MTA オプションで syslog 通知
を、プロビジョニングが完了
したサービス プロバイダに送
信します。
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プライム ネットワーク レジスタ DNS サーバの SRV レコードの設定
KDC で動作するように、Prime Network Registrar の DNS サーバを設定する必要があります。こ
の設定を行うには、Prime Network Registrar のマニュアルと次の手順を参照してください。

（注）

適切なレルム名と一致するゾーン名を作成して、この特別ゾーンの DNS レコードのみ（DNS
サーバにより必要とされるレコード以外）をレルムの SRV レコードにすることをお勧めしま
す。この例では、目的の Kerberos レルムが voice.example.com であり、その他すべての KDC、
Network Registrar、および DPE 設定が実行されていると仮定します。KDC の FQDN は、
kdc.example.com と見なされます。

ステップ 1 nrcmd コマンド ライン ツールを開始します（デフォルトで /opt/nwreg2/local/usrbin ディレクトリに存在し
ています）。
ステップ 2 ユーザ名とパスワードを入力します。
ステップ 3 Kerberos レルムのゾーンを作成するには、次のコマンドを入力します。
nrcmd> zone voice.example.com create primary address_of_nameserver hostmaster

name-server がネーム サーバの IP アドレスを指定します。
ステップ 4 新しいゾーンに SRV レコードを追加するには、次を入力してください。
nrcmd> zone voice.example.com. addRR _kerberos._udp. srv 0 0 88 KDC_FQDN

KDC_FQDN が KDC の FQDN を指定します。
ステップ 5 DNS サーバを保存しリロードするには、次のコマンドを入力します。
nrcmd> save
nrcmd> dns reload

DHCPv6 サーバ選択の設定
プライム ケーブル プロビジョニング PacketCable 2.0 デバイスのプロビジョニングのため、RFC
3925 で指定されたオプション 125 のサブオプション 123 と、RDC 3315 で指定されたオプショ
ン 17 のサブオプション 2171 をサポートします。DHCPv6 でサーバ ID を提供するため、プラ
イム ケーブル プロビジョニング は CableLabs 固有の DHCP サーバの選択 ID を使用します。
DHCPv4 オプション CL_V4OPTION_CCCV6（123）または DHCPv6 オプション
CL_OPTION_CCCV6（2171）内で、eCM はサブオプション 1 および 2 を経由してプライマリ
およびセカンダリ DHCP サーバ選択 ID とともに提供されます。
DHCP サーバ選択 ID の設定値では、デバイスがプロビジョニング可能か定義します。パケッ
ト ケーブルが無効の場合、デフォルトでこの値は ff:ff:ff:ff に設定されます。CPNR-EP コンポー
ネントまたは changeNRProperties.sh の使用 （546 ページ） のインストール時に、この値を設定
できます。
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IP 設定オプションの設定

たとえば、eCM CL_V4OPTION_CCCV6 または CL_OPTION_CCCV6 のサブ オプション 1 の値
ff:ff:ff:ffを取得した場合、ためを有効な DHCPv6 アドバタイズのサーバの DHCP サーバの選択
識別子に関係なく、すべてのサーバからを受け入れるには無料であります。同様に、00:00:00:00
の値は eUE をプロビジョニングしないことを示します。
オプション 17.2171 および 125.123 の詳細については、オプション 17.2171 または 125.123 と プ
ライム ケーブル プロビジョニングプロパティの比較 （637 ページ） を参照してください。
DSS_ID および IP 優先順位の DHCP オプションは、プロビジョニング グループ IPv6 PacketCable 2.0 が有効になっている場合にのみ、応答に追加されます。
（ProvGroupCapabilitiesKeys. PACKET_CABLE_V6).
PG 機能 IPv6 - PacketCable 2.0 が無効になっているときに DHCP 手順を生成する場合、下のオ
プションは無視されます。
• CL_V4OPTION_CCCV6 (123)
• CL_V4OPTION_IP_PREF (124)
• CL_OPTION_CCCV6 (2171)
• CL_OPTION_IP_PREF(39)

（注）

上記のオプションは、 IPv6 - PacketCable 2.0 機能が有効になっているときに DHCP 手順に追
加できます。ただし、これらのオプションの含有/無視は、次のプロパティで制御されます。
1.

/pktcbl/ipPreference

2.

/pktcbl/dssid/processing/enable

プロパティ /pktcbl/dssid/processing/enable (PacketCableDefaultKeys。
PKTCBL_OPTION_DSS_ID_PROCESSING_ENABLE）は、DHCP 手順を生成中に DSS_ID オプ
ションの含有を制御できます。このブール値プロパティが無効になっている場合、DHCP手順
の生成中に下のオプションは無視（またはフィルタ）されます。
• CL_V4OPTION_CCCV6 (123)
• CL_OPTION_CCCV6(2171)
Admin UI で DSS_ID 処理オプションは、プロパティ /pktcbl/dssid/processing/enable を使用して
RDU でデバイス、サービス クラス、DOCSIS デフォルト、PacketCable デフォルト、DHCP 条
件レベルで設定できます。デフォルトでは、DSS_ID 処理オプションは無効になります。

IP 設定オプションの設定
プライムケーブルプロビジョニングは、DHCP IP 設定オプション CL_V4OPTION_IP_PREF
（125.124）および CL_OPTION_IP_PREF（17.39）をサポートします。ネットワークでプロビ
ジョニングされるときに、IP 設定オプションが DOCSIS モデム（eCM:EDVA）によって必要で
す。これらのオプションは、ほとんどの操作に対して、単一のスタック モードまたはデュアル
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モードで eUE を操作する必要があるか示します（たとえば、メディア、SIP シグナリング）。
RDU は、単一のスタックまたはデュアル スタック機能に基づいて、PacketCable デバイスに IP
設定値を割り当てます。これらの DHCP IP 設定オプションでは、IPv4 または IPv6 アドレスが
eUE プロビジョニングに使用される場合示します。
Admin UI で、プロパティ/pcktcbl/ipPreferenceを使用して RDU の IP 設定を、デバイス、サービ
ス クラス、DOCSIS デフォルト、DHCP 条件レベルに設定できます。これは、デバイス、プロ
ビジョニング グループ、サービス クラス、DHCP 条件、テクノロジー デフォルトなど、プロ
パティ階層の承認可能な時点で、RDU API から設定できます。デフォルトでは、RDU の IP 設
定値は 0 に設定されます。
次の表では、RDU および対応するプロビジョニング フローで設定可能な IP 設定値をすべて説
明します。
表 28 : 設定可能な RDU の IP 設定値

IP 設定値

Description

0

null として解釈されますeUE はデフォルト プロビジョニング フロー IP モード
に基づきプロビジョニングされます（IPv4 または IPv6）。

1

eUE は IPv4アドレスのみを取得し、IPv4 アドレスはプロビジョニング フロー
を含む操作すべてに使用されます。

2

eUE は IPv6アドレスのみを取得し、IPv6 アドレスはプロビジョニング フロー
を含む操作すべてに使用されます。

5

eUE は操作のために IPv4 および IPv6 アドレス両方を取得しますが、IPv4 ア
ドレスのみがプロビジョニング フローに使用されます。

6

eUE は操作のために IPv4 および IPv6 アドレス両方を取得しますが、IPv6 ア
ドレスのみがプロビジョニング フローに使用されます。

次の表では、デバイスから送信される IP 設定値すべてと、対応する値の RDU の解釈を説明し
ます。
表 29 : デバイスからの IP 設定値

IP 設定値

Description

null

デバイスがデュアル スタックではないことを示します。

7(b' 111)

デバイスがデュアル スタック モードでプロビジョニング可能であることを示
します。

デバイスがデュアル スタック モードをサポートしておらず、RDU の IP 設定値がデュアル ス
タック モード値（5 または 6）である場合、応答 DHCP パケットの IP 設定値はデバイス機能
に調整されます。
たとえば、デバイスが IP 設定の値を送信せず、RDU の IP 設定値が 5 または 6 である場合、
DHCP ack で送信された IP 設定値と返信パケットは、対応する単一スタック モード値に個別に
設定されます（例：1 または 2）。
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IP 設定は RDU で設定されておらず、デバイスが IP 設定値を送信していない場合、RDU は eUE
の IP 設定 DHCP オプションの生成を無視します。
次の表は、RDU で設定されたデバイスおよび値から送信される IP 設定値に基づき、DHCP ack
または返信パケットで送信された IP 設定値を説明します。
表 30 : IP 設定決定マトリクス

Packetcable DQOS 有効

PacketCable デュアル スタック無効

Decision
Decision
IP 設定の RDU プロ
IP 設定の RDU プロ
デバイス
パティ値
デバイス パティ値
eCM の
eCM の
eCM の
eCM の
信号
信号
DHCP 検 DHCP 検
DHCP 検 DHCP 検
出 IPv4 フ 出 IPv6 フ
出 IPv4 フ 出 IPv6 フ
ロー
ロー
ロー
ロー
IPv4 および IPv6 モー
ドそれぞれのオプショ
ン 125.124 および 17.39
の DHCP 指示生成を無
視します。

null

0

IPv4 および IPv6 モー
ドそれぞれのオプショ
ン 125.124 および 17.39
の DHCP 指示生成を無
視します。

null

0

null

1

1

null

1

1

null

2

2

null

2

2

null

5

5

null

5

1

null

6

6

null

6

2

7

1

1

1

7

1

1

1

7

2

2

2

7

2

2

2

7

5

5

5

7

5

1

1

7

6

6

6

7

6

2

2

7

[0]

5

6

7

0

1

2

PacketCable 2.0 Groovy ダイヤル プランの追加
ダイヤル プランは UE でプロビジョニングされ、ダイヤルした番号の解釈方法について UE に
通知します。ダイヤル プランは、正規表現に一致する場合に UE によって実行されるアクショ
ンを示す、一部の特別トークンと組み合わせた正規表現の番号付きのセットです。
ダイヤル プランは、一連のルールに編成されます。UE は順番にダイヤル プランのルールを適
用する必要があり、タイマーを含むパターンに一致する場合に、UE は指定されたアクション
またはアクション実行する必要があります。
ダイヤル プランを作成するには、EFC 4234 で定義された Augmented Backus-Naur Form（ABNF）
の表記と内容を熟知する必要があります。次0はを参照用として使用できるサンプル ダイヤル
プランです。
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（注）

デバイス機能を決定する際に問題が発生した場合、プライム ケーブル プロビジョニングは
[Secure（セキュア）] モードにデフォルトになります。ダイヤル プランを追加するときに、
groovy スクリプトまたはバイナリ ファイルのいずれかを使用できますが、テンプレートは使
用しません。

ダイヤル プランを作成するサンプルの groovy ファイル
def dialPlan = '''
TIMER S=4.000000
TIMER Z=2.000000
domain = "@ims.packetcable.com"
dialString = ";user=dialstring"
dialPhone = ";user=phone"
homeEmergencyNumber = "911"
localEmergencyNumber = "911"
MAP MainTable =
"0S" : MAKE-CALL
"0#" : MAKE-CALL
"00" : MAKE-CALL
"(=Emergency)" : EMERGENCY-CALL("sip:" "911" =domain =dialPhone)
"(=N11)" : MAKE-CALL("sip:" #1v =domain =dialString)
"(=SpeedDial)" : MAKE-CALL("sip:" #1v =domain =dialString)
"(=PhoneNumber)" : MAKE-CALL("sip:" #1v =domain =dialPhone)
"(=ImmediateVSCs)" : RETURN
"(=DelayedVSCs)" : RETURN
"(x{1-20})S" : MAKE-CALL("sip:" #1 =domain =dialPhone)
"(x{1-20})#" : MAKE-CALL("sip:" #1 =domain =dialPhone)
'''
* PKTC-IETF-MTA-MIB pktcMtaDevEnabled (1.3.6.1.2.1.140.1.1.6.0)
*/
configFile.add(TLV_SNMP("1.3.6.1.2.1.140.1.1.6.0", "Integer", "1"))
/*
* Device Level Configuration (Secure flow only):
* Include required Secure-flow realm TLVs
*/
if (isSecureProvFlowMode)
{
// PKTC-IETF-MTA-MIB pktcMtaDevRealmName.1 (1.3.6.1.2.1.140.1.3.6.1.2.1)
configFile.add(
TLV_SNMP("1.3.6.1.2.1.140.1.3.6.1.2.1", "STRING", realmName))
// PKTC-IETF-MTA-MIB pktcMtaDevRealmOrgName.1 (1.3.6.1.2.1.140.1.3.6.1.5.1)
configFile.add(
TLV_SNMP("1.3.6.1.2.1.140.1.3.6.1.5.1", "STRING", realmOrgName))
}
configFile.add(option.createOptionValue(OptionSyntax.SNMP,"64",[".pktcEUERSTDMValue.1","STRING",dialPlan]));
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（注）

サンプル PacketCable 2.0 groovy スクリプト（example_edva.groovy）は、PacketCable Secure モー
ド SNMP TLVs の数字 OID を使用します（pktcMtaDevRealmName、pktcMtaDevRealmOrgName）。
オプション 64 の TLV 長が 4500 を超える場合、/opt/CSCObac/api/conf/api.properties and in
/opt/CSCObac/rdu/conf/rdu.properties のプロパティ/default/asnParser/bufferLength=20000 に更新す
る必要があります。

PacketCable MTA との通信のための セキュリティ保護用 RDU および
DPE のSNMPv3 クロー二ング設定
プライム ケーブル プロビジョニングにより、MTA デバイスへの SNMPv3 アクセスに対して、
外部ネットワーク マネージャを有効にすることができます。さらに、RDU は特定の MTA で
SNMPv3 操作を実行できます。
この機能を有効にするには、DPE および RDU セキュリティ キー素材を設定します。キー素材
を設定すると、複製された SNMPv3 エントリを作成するために使用されるプライム ケーブル
プロビジョニング アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）コールが有効
になります。

（注）

この機能を有効にすると、プロビジョニングのパフォーマンスに影響します。

キー素材の作成とキーの生成
キー素材の作成には 2 段階あります。

（注）

1.

RDU でスクリプト コマンドを実行します。

2.

DPE で CLI コマンドを実行します。

この共有秘密鍵は、CMTS またはプライム ケーブル プロビジョニングと同じ共有秘密鍵では
ありません。
キー素材を作成するには。

ステップ 1 BPR_HOME/rdu/bin ディレクトリから、RDU でこのスクリプトを実行します。
# generateSharedSecret.sh password

password は、6 ～ 20 文字で作成した任意のパスワードです。このパスワードは、46 バイト キーを生成す
るために使用されます。このキーは keymaterial.txt と呼ばれるファイルに保存され、BPR_HOME/rdu/conf
ディレクトリに存在します。
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ステップ 2 service packetcable 1..1 snmp key-material DPE CLI コマンドを手順 1 で使用された password で実行し、こ
の音声テクノロジーが有効になっているすべての DPE でキーを生成します。 このコマンドは、DPE で同
じ 46 バイト キーを生成し、RDU および DPE が同期され、MTA と安全に通信できることを保証します。
コマンドの詳細と、これらのコマンドを実行する特定のセキュリティ権限については、Cisco プライム ケー
ブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイド を参照してください。

欧州仕様 PacketCable
欧州 PacketCable サービスは、基本的に北米 PacketCable サービスと同等のヨーロッパ仕様であ
り、次の違いがあります。
• 欧州 PacketCable は、さまざまな MIB を使用します。
• 欧州 PacketCable は、異なるデバイス証明書（MTA_Root.cer）とサービス プロバイダ証明
書（サービス プロバイダ ルート）の異なる設定を使用します。
欧州 PacketCable 証明書については、 kdc.ini ファイルの euro-packetcable プロパティを true
に設定する必要があります。KDC は欧州 PacketCable（tComLabs）証明書チェーンをサポー
トしています。サンプルの欧州 PacketCable 対応 KDC 設定ファイルを次に示します。
[general]
interface address = 10.10.10.1
FQDN = servername.cisco.com
maximum log file size = 10000
n saved log files = 100
log debug level = 5 minimum
ps backoff = 150 maximum
ps backoff = 300
euro-packetcable = true

欧州 PacketCable を使用する場合、PacketCable プロパティ /pktcbl/prov/locale の値が EURO
に設定されていることを確認します。デフォルトでは、NA（北米）です。設定ファイル
ユーティリティのロケールを指定できます。詳細については、テンプレートの設定ファイ
ルユーティリティの使用 （359 ページ）を参照してください。
欧州 PacketCable MIB
欧州 PacketCable MIB は、本質的な draft-IETF MIB のスナップショットです。MTA 設定ファイ
ルは、MIB を参照する SNMP VarBinds で構成されています。北米 PacketCable と欧州 PacketCable
MIB には重要な違いがあります。したがって、北米 PacketCable および欧州 PacketCable 設定
ファイルには互換性がありません。インストール中に、北米 PacketCable（cw29_config.tmpl）
および欧州 PacketCable（ecw15_mta_config.tmpl）のサンプル ファイルが BPR_HOME/rdu/サン
プル ディレクトリにコピーされます。
次の欧州 PacketCable MIB がプライム ケーブル プロビジョニングに同梱しています。
• DOCS-IETF-BPI2
• INTEGRATED-SERVICES-MIB

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
167

プライム ケーブル プロビジョニングの設定
DPoE の設定

• DIFFSERV-DSCP-TC
• DIFFSERV-MIB
• TCOMLABS-MIB
• PKTC TCOMLABS MTA MIB
• PKTC-TCOMLABS-SIG-MIB
欧州 PacketCable MIB の設定
欧州 PacketCable MIB を使用するプライム ケーブル プロビジョニングを設定するには、ロード
する MIB を指定するプライム ケーブル プロビジョニング RDU プロパティを変更する必要が
あります。デフォルトでは、このプロパティには PacketCable MIB を含みます。
次のいずれかの方法でプロパティを変更できます。
• Rdu.properties を変更し、RDU を再起動します。
• Admin UI で [Configuration（設定）] > [Defaults（デフォルト）] > [System Defaults（シス
テム デフォルト）] に移動し、次に示されるリストに MIB を置換します。RDU を再起動
する必要はありません。
• Prov API changeSystemDefaults() コールを使用します。RDU を再起動する必要はありませ
ん。
プロパティ名は /snmp/mibs/mibList（プロパティ ファイル）または SNMPPropertyKeys.MIB_LIST
（prov API 定数名）です。プロパティ値は、次に示すように必要な MIB 名で構成されるカン
マ区切り値（CSV）です。
/snmp/mibs/mibList=SNMPv2-SMI,SNMPv2-TC,INET-ADDRESS-MIB,CISCO-SMI,CISCO-TC,SNMPv2-MIB、
RFC1213 MIB、
IANAifType-MIB,IF-MIB,DOCS-IF-MIB,DOCS-IF-EXT-MIB,DOCS-BPI-MIB,CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB,CISCO-DOCS-EXT-MIB,SNMP-FRAMEWORK-MIB、
ドキュメント
-CABLE-DEVICE-MIB,DOCS-QOS-MIB,CISCO-CABLE-MODEM-MIB,DOCS-IETF-BPI2-MIB,INTEGRATED-SERVICES-MIB,DIFFSERV-DSCP-TC,DIFFSERV
- MIB、TCOMLABS MIB、PKTC-TCOMLABS-MTA-MIB,PKTC TCOMLABS-SIG-MIB

DPoE の設定
Ethernet Passive Optical Network（DPoE）1.0 の DOCSIS プロビジョニングは、既存の DOCSIS
プロビジョニング フローを使用して EPON アクセス テクノロジーをプロビジョニングするた
めの標準です。DPoE ネットワークは、DPoE ネットワークが DOCSIS CMTS のように動作す
る場合、DOCSIS ネットワークと同様の IP 高速データ サービスを提供します。DPoE システム
と DPoE 光ネットワーク ユニットは、仮想 CM（vCM）とも呼ばれる DOCSIS CM 同様に動作
するように表示されます。プライム ケーブル プロビジョニングは、DPoE vCM デバイスの既
存の DOCSIS デバイス タイプを使用します。DPoE 設定ファイルには、DOCSIS と DPoE 固有
TLV の両方が含まれています。
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5.3 リリースから、プライム ケーブル プロビジョニングは DPoE 2.0 もサポートします。DPoE
2.0 仕様では、追加のサービス機能と対応するプロビジョニングおよびネットワーク管理機能
の要件を提供する DPoE 1.0 仕様を強化ています。これは、複雑なネットワーク全体のサービ
スのプロビジョニングを簡素します。
DPoE vCM を特定するために、[Device Details（デバイスの詳細）] ページの表示される要求
ディクショナリでキャプチャされた DHCP 検出データを参照します。次の例のような詳細が表
示され、ページに太字のテキストが表示されたら、 DPoE vCM です。
例：
v-i-vendor-opts = enterprise-id 4491, (oro 1 2)
chaddr = 00:00:00:00:0d:12
relay-agent-info = (circuit-id 1 80:01:03:ef), (remote-id 2 00:00:00:00:0d:12), (v-i-vendor
-opts 9 enterprise-id 4491, (cmts-capabilities 1 (docsis-version 1 03:00
), (dpoe-system-version 1 01:00), (dpoe-system-pbb 4 10248294639d, 1a9eb
ee4971b, 26d07cd85ab2, 33800cf1abbb, 3b87c25dffbb, 47bd40a08f95, 4fc50b5
3a070, 5768bd554059, 591cf857aea1, 638c2d178f8f, 6d932a665ec9, 74efc6fc0
60b, 7a602d489587)))
relay-agent-circuit-id = 01:04:80:01:03:ef
client-id-created-from-mac-address = 0
dhcp-class-identifier = AIC Echo,docsis3.0:
hlen = 06
giaddr = 4.0.0.1
vendor-encapsulated-options = (device-serial-number 4 000000000d12),
(hardware-version-number 5 v3.2.1
), (software-version-number 6 v1.0.2), (boot-rom-version 7 BOOT1.0), (ve
ndor-oui 8 000000), (vendor-name 10 XEROX CORPORATION), (dpoe-embedded-c
omponents-list 55 ECM)
dhcp-parameter-request-list = {1,3,6,7,12,15,51,54,4,2,67,66}
client-id = ff:00:00:00:00:00:03:00:01:00:00:00:00:0d:12

サンプル DPoE 設定ファイル
サンプル DPoE 設定ファイルは、次の場所にインストールされたパッケージで使用できます。
• スタティック ファイル：dpoe_vcm.cm--/opt/CSCObac/rdu/samples/docsis
• Groovy ファイル：example_dpoe_vcm.groovy--/opt/CSCObac/rdu/samples/groovy
• テンプレート ファイル：dpoe_vcm.tmpl--/opt/CSCObac/rdu/templates

（注）

プライム ケーブル プロビジョニングは、IPv4 と IPv6 モードで
DPoE vCMs のプロビジョニングをサポートします。また、DPoE
vCMs からコンピュータ デバイスのダウン ストリームのみがサ
ポートされます。

DPoE TLVs については、DPoE オプション サポートOption Suppor （626 ページ） を参照してく
ださい。
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DPoE と DOCSIS プロビジョニングの違い
DPoE vCM のプロビジョニングは、DOCSIS CM のプロビジョニングとほぼ同じです。これに
より、既存の DOCSIS ベース バックオフィス システム（プロビジョニング サーバなど）で、
変更を最小限に抑えながら DPoE vCM プロビジョニングをサポートします。ただし、DPoE
vCM と DOCSIS CM プロビジョニングには少し違いがあります。
• DPoE 仕様は、PacketCable 音声サービスをサポートしていません。IP（HSD）および MEF
サービスのみがサポートされます。
• DPoE システム（CMTS）には、追加のリレー エージェント DHCP オプションが用意され
ています。DHCPv4 リレー エージェント CMTS 機能オプションには、追加のサブオプショ
ンが含まれます（サブオプション 2：DPoEシステムバージョンおよびサブオプション 4：
DHCPv4 PBB サービス オプション）。
• DPoE vCM は ToD を要求しません。DPoE システム（CMTS）は、vCM に直接時間の参照
を提供します。
• DPoE vCM は、DOCSIS 3.0 CM（例：docsis3.0）として同じ DHCPv4 オプション 60 を使用
します。単独では、DHCPv4 オプション 60 値は DPoE vCM としてデバイスを識別するた
めに十分ではありません。
• DPoE vCM は、eCM の背後にある eSAFE デバイスのリストを指定するために、新しい
eSAFE DHCP オプション 43 サブオプション 55 を使用します。
• DPoE vCM は、DOCSIS 3.0 MULPI によりサポートされていない新しい設定ファイル TLVs
をサポートしています（例：TLVs [22/23].14、[22/23].14.1、[22/23].14.2、[22/23].14.5、
[22/23].14.6、[22/23].15、[22/23].15.1、[22/23].15.2）。
• DPoE vCM は、DOCSIS 3.0 MULPI で必要なすべての設定ファイル TLVs をサポートする
必要はありません。DPoE システムはサポートされていない TLV を検出すると、DPoE シ
ステムは TLV を無視し、DPoE ONU を正常に登録できます。
DPoE ワークフロー
DPoE ワークフローは、DOCSIS ワークフローと同じです。詳細については、『DOCSIS
Workflow』を参照してください。

CableHome の設定
このセクションでは、十分な CableHome 展開を実行する必要があるアクティビティについて
説明します。CableHome テクノロジーには 2 つのバージョンがあります・セキュア（SNMP）
と非セキュア（DHCP）です。このセクションでは、非セキュアバージョンのみを取り扱いま
す。
このセクションでは、CableHome Specification CH-SP-CH1.0-I05-030801 の内容に精通している
ことを前提としています。
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CableHome Workflow
非セキュア CableHome テクノロジーを使用するプロビジョニングに、プライム ケーブル プロ
ビジョニングを正常に設定するには、この セクションでの説明事項に加えて、プライム ケー
ブル プロビジョニング コンポーネントの設定 （91 ページ） に説明されているタスクを実行
する必要があります。
次の表では、CableHome をサポートするためにプライム ケーブル プロビジョニングで実行す
る必要があるタスクを説明します。
表 31 : CableHome ワークフロー

タスク
ステップ 1

参照先

RDU の設定
a. プロビジョニングされた
DHCP 条件を設定します。

DHCP 条件の設定 （219 ペー
ジ）

プロビジョニングする非セ
キュア CableHome デバイスで
使用される、すべての DHCP
条件を追加します。
b. プロビジョニングされた
サービス クラスを設定しま
す。

サービス クラスの設定 （201
ページ）

非セキュア CableHome デバイ
スをプロビジョニングするこ
とで、使用可能なサービス ク
ラスを追加します。
c.操作の無差別モードを設定し システムのデフォルト （215
ます。
ページ）
ステップ 2

DPE の設定

ステップ 3

Network Registrar の設定
クライアント クラス/範囲選択 Cisco プライム ネットワーク
タグを設定して、プロビジョ レジスタ エンドユーザー ガイ
ド
ニングされた非セキュア
CableHome DHCP 条件に追加
されたものと一致させます。
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Prime Network Registrar の設定
このセクションでは、Prime Network Registrar、ケーブル モデムの設定システム（CMTS）を設
定する方法について説明します。

ステップ 1 プロビジョニング済みおよび未プロビジョニング WAN MAN およびプロビジョニング済み WAN データの
選択タグを作成します。
『Cisco Prime Network Registrar End-User Guides』で指定されている新規およびプロビジョニング済みクラ
イアント クラスと、ケーブル モデムの範囲を設定します。
ステップ 2 未プロビジョニングおよびプロビジョニング済みクライアント クラスと WAN MAN の範囲を設定します。
ステップ 3 プロビジョニング済みクライアント クラスと WAN データの範囲を設定します。
ステップ 4 すべてのサブネットへのルートを追加します。

RDU の設定
RDU で CableHome サポートを設定するには、次の設定を実行します。
CableHome WAN MAN の設定
1.

プロビジョニングされた WAN MAN の DHCP 条件を作成します。これを行うには、クラ
イアント クラスを Network Registrar CableHome WAN-MAN で設定されているクライアン
ト クラス名に設定します。

2.

プロビジョニングされた WAN MAN のサービス クラスを作成します。
• サービス クラスに適切な CableHome 設定ファイルに /cos/chWanMan/file を設定しま
す。
• 適切なファイアウォール設定ファイルに /chWanMan/firewall/file を設定します。

CableHome WAN データの設定
ポータルのサービスにより WAN データの IP アドレスを取得する場合、これらの WAN データ
パラメータを設定します。
1.

WAN データの DHCP 条件を作成します。

2.

WAN データのサービス クラスを作成します。

DPE の設定
CableHome テクノロジーをサポートする DPE を設定するには？
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ステップ 1 CableHome デバイス プロビジョニング WAN MAN 設定ファイルを開き、DHCP オプション 60 が CableHome1.0
または CableHome1.1 のいずれかに設定されていることを確認します。一部の製造元は純粋なケーブル モ
デム、非 CableHome ルータ、CableHome ルータとして動作するように、デバイスを指示する独自の MIB
オブジェクトを使用します。デバイス DHCP パケットに DHCP オプション 60 の CableHome1.0 または
CableHome1.1 を含まない場合、デバイスはコンピュータとして表示されます。
ステップ 2 ポータル サービスにより WAN データの IP アドレスを取得する場合：
• WAN MAN 設定ファイルには、0 よりも大きい値に cabhCdpWanDataIpAddrCount を設定する TLV 28
が含まれていることを確認します。
• ケーブル モデムの設定ファイルでは、WAN データ IP アドレスの番号を含むデバイスの最大数を設定
します。
ステップ 3 CableHome デバイスを起動する場合自己プロビジョニングを有効にするには？
• Unprov wan man.cfg ポータル サービスでは、パススルー モードでポータル サービスを設定します。
• ケーブル モデム設定ファイルでは、デバイスの最大数を最低でも 2 に設定し、WAN-MAN およびコン
ピュータのプロビジョニングを許可します。コンピュータは、自己プロビジョニングするサインアッ
プの web ページに直接アクセスできます。
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セキュア通信の設定
プライム ケーブル プロビジョニングでは、セキュア ソケット レイヤ（SSL）プロトコルを使
用してすべての TCP ベース インタラクションをを保護します。SSL は、セキュア通信を有効
にする標準ベース プロトコルです。プライム ケーブル プロビジョニングは、デフォルトで
TLS 1.1 をサポートします。
SSL は以下の相互通信を保護します。
• クライアントはプライム ケーブル プロビジョニング API を使用して、RDU と相互通信し
ます。
• DPE および RDU の相互通信。
• CPNR-EP および RDU の相互通信。
• 新規 Web サービス インターフェイスによるクライアント相互通信および RDU 相互通信。
特定の SSL プロパティの設定は、changeSSLProperties.sh ツールを使用して実行できます。詳細
については、このツールは、changeSSLProperties.sh の使用 （557 ページ） を参照してくださ
い。
• キーおよび証明書の管理 （175 ページ）

キーおよび証明書の管理
RDU は、キーストアでの認証に SSL プロトコルが必要とする証明書を保存します。このキー
ストアは、暗号キーと証明書を保存するファイルです。キーストアは、キーツールと呼ばれる
JRE で使用可能なツールのヘルプとともに生成されます。SSL ソケットを確立する前に SSL 通
信に生成された証明書が検証されます。キーストア ファイルは、デフォルトで
BPR_HOME/lib/security のフォルダに保存されます。キーストアの場所は、プライム ケーブル
プロビジョニングで設定可能です。デフォルトのキーストアの場所を変更した後、bprAgent を
再起動する必要があります。
プライム ケーブル プロビジョニングを使用し、キーツールを使用してサーバ証明書キースト
アおよび cacerts キーストアを設定できます。キーツールは、RDU サーバおよびクライアント
で証明書を管理するために使用する、キーと証明書管理のユーティリティです。Keytool ユー
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ティリティは、BPR_HOME/jre/bin/keytool のプライム ケーブル プロビジョニング デフォルト
インストール ディレクトリに存在します。

（注）

キーストア ファイル形式はキーツール リリース間で異なるため、このプライム ケーブル プロ
ビジョニング バージョンでバンドルされるキーツール ユーティリティを実行する必要があり
ます。
RDU サーバには 2 つのキーストアがあります。キーストアは cacerts キーストアとサーバ証明
書キーストアです。
• Cacerts キーストアには、サーバ証明書を認証するため、コンポーネントが信頼する公開
キー証明書が含まれています。
• サーバ証明書キーストアには、クライアントの認証に使用される、サーバ側証明書の秘密
鍵と関連付けられている証明書チェーンが含まれています。
すべてのコンポーネント SSL サービスは、単一の cacerts キーストアを共有します。このキー
ストアには、認証局の任意の署名数を含めることができます。Cacerts キーストアの名前は固定
であり、常に BPR_HOME/jre/lib/security ディレクトリに存在する必要があります。プライム
ケーブル プロビジョニングはデフォルトの cacerts キーストアが同梱され、認証局の署名を追
加したり削除したりして操作できます。

SSL インストール後の設定
プライム ケーブル プロビジョニングをインストール中に、SSL を設定することを求められま
す（セキュア モード通信）。[yes（はい）] を選択する場合、SSL モードが有効になり、RDU
証明書の詳細を入力するように求められます。何らかの理由で [No（いいえ）] を選択した場
合、SSL は有効にならず、RDU 証明書が作成されます。
このセクションでは、インストール時に完了していない場合に、SSL を設定する方法について
説明します。

RDU での SSL の設定
RDU で SSL を有効または無効にする -ssl オプションを使用できます。
RDU サーバで SSL を有効にするには。

ステップ 1 BPR_Home/bin にあるキーツール ユーティリティ changeSSLProperties.sh を使用して、RDU にキーストアを
生成します。これはサーバ証明書キーストアを作成し、秘密キーと関連付けられているクライアント公開
キー証明書を含みます。
./changeSSLProperties.sh -gk

ステップ 2 次のコマンドが生成され、自己署名証明書をファイルにエクスポートし、RDU 証明書キーストアにエクス
ポートします。
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./changeSSLProperties.sh -exp

ステップ 3 次のコマンドを実行して、RDU の秘密キー パスワードを設定します。
./changeSSLProperties.sh -cpkp rdu

ステップ 4 RDU を停止します。
/etc/init.d/bprAgent stop rdu

ステップ 5 次のコマンドを実行して、RDU で SSL を有効にします。
./changeSSLProperties.sh -ssl rdu enable

ステップ 6 RDU を開始します。
/etc/init.d/bprAgent start rdu

ステップ 7 RDU から新しいサーバ証明書キーストアを使用するようにクライアントを設定します。
ステップ 8 キーストアに加えた変更を有効にするには、ウォッチドッグ エージェント コマンド ラインからクライア
ントを再起動する必要があります（CLI コマンドのリストについては CLI からプライム ケーブル プロビ
ジョニング プロセス ウォッチドッグを使用する （444 ページ） を参照してください）。

DPE での SSL の設定
このセクションでは、DPE サービスで SSL を設定する方法について説明します。
DPE CLI から DPE セキュリティ オプションを設定することができます。詳細については、
Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイドを参照してください。
DPE で SSL を有効にするには。

ステップ 1 Cacerts 信頼ストアに rootCA.crt ファイルをインポートするには、BPR_HOME/jre/lib/security/cacerts に移動
し、次のコマンドを実行します。
./changeSSLProperties.sh -imp /tmp/rootCA.crt rducert

ステップ 2 保護のため値を true に設定する必要がある場合、コマンド dpe rdu-server <host name> <port number> <secure>
を実行します。
次に例を示します。
dpe rdu-server bac-rhel5-vm80 49188 true

上記のコマンドでは、RDU がリッスンする正しいセキュリティで保護されたポート番号を入力する必要が
あります。デフォルトでは、RDU は 49188 ポートをリッスンします。
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ステップ 3 dpe reload コマンドを使用してDPE を再起動し、変更が有効になっていることを確認します。

API クライアントでの SSL の設定
任意の API クライアントで SSL を設定するには、api.properties ファイルを使用します。
API クライアントで SSL を有効にするには。

ステップ 1 API クライアントの JRE に署名済み rootCA 証明書をインポートします。
ステップ 2 Api.properties ファイルでは、property /server/rdu/secure/enabled 用に値を true に設定します。
次に例を示します。
/server/rdu/secure/enabled=true

ステップ 3 プロパティ/rdu/secure/servers を使用してセキュリティで保護された RDU サーバの詳細を提供します。プロ
パティの値は、次に示すようにホストとポート番号のカンマ区切りリストです。
次に例を示します。
/rdu/secure/servers=<hostname:port, hostname2:portnum2>
/rdu/secure/servers=bac-rhel5-vm80:49188,64.103.255.6:49188

ステップ 4 変更が有効になるように、API クライアントを再起動します。

Prime Network Registrar 拡張ポイントでの SSL の設定
ChangeNRProperties.sh ツールを使用して、Prime Network Registrar 拡張ポイントでセキュア通信
を設定できます。
CPNR-EP で SSL を有効にするには：

ステップ 1 BPR_HOME/lib/security フォルダに rootCA.pem ファイルをコピーします。
ステップ 2 次のコマンドを実行します。
./changeNRProperties.sh -ssl enable

ステップ 3 セキュア ポートを設定します。
./changeNRProperties.sh -p 49188

ステップ 4 DHCP サーバを再起動します。
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オーバーライド ペース接続を使用して設定 api.properties
プライム ケーブル プロビジョニングにより、既存の Java ソースを再コンパイルする必要な
く、API クライアントの既存の PACE 接続署名を上書きできます。これは、api.properties に追
加プロパティを定義することで実行します。ポート情報やセキュアおよび非セキュア接続間の
切り替えなどプロパティは、api.properties によって制御できます。
API クライアントとその RDU 間でセキュア通信を有効にするには。

ステップ 1 /Server/rdu/secure/enabled プロパティを true に設定します。セキュア通信を有効にする前に、証明書を適切
に設定したことを確認します。
次に例を示します。
/server/rdu/secure/enabled=true

ステップ 2 RDU のホスト名とセキュア ポートの詳細とともに、プロパティ/rdu/secure/servers を定義します。API クラ
イアントが複数の RDU に通信する場合、すべてのセキュア ホスト名とポートの詳細をカンマ区切りのリ
ストで定義します。
次に例を示します。
/rdu/secure/servers=<hostname1:port1>,<hostname2:port2>,<hostname3:port3>

RDU でデフォルトの非セキュア ポート番号（49187）を変更する場合、変更を有効にするため
に、適切なポート情報でプロパティ/rdu/unsecure/servers を設定する必要があります。Java ソー
スを変更する必要がありません。
次に例を示します。
/rdu/unsecure/servers=<hostname1:port1>,<hostname2:port2>,<hostname3:port3>, with your
RDU hostnames and ports

任意の時点で、API クライアントはセキュアまたは非セキュア モード（両方ではない）のどち
らかで RDU と通信できます。既存のユーザーとは別のモードで RDU と通信しようとすると、
例外が発生します。その他のモードで接続を作成するには、既存モードのすべてライブ PACE
接続をリリースする必要があります。ただし、同じ API クライアントはさまざまなモードで他
の RDU と通信できます。

（注）

セキュアおよび非セキュア通信の両方に同じホスト名を定義した場合、セキュア通信は非セ
キュア通信よりも優先されます。
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証明書の署名
プライム ケーブル プロビジョニングのインストール中に、証明書を自己署名して、外部認証
局から署名を取得できます。自己署名証明書が発生した場合、証明書は通信を暗号化します。
自己署名証明書が認証局によって署名されていないため、webブラウザは証明書を潜在的な危
険としてフラグ化します。この問題を回避するには、交換用として署名証明書をインポートす
る必要があります。

外部認証局を通して証明書に署名する
このセクションでは、外部認証局を通して署名された証明書を取得する方法について説明しま
す。

（注）

サーバ認証用のクライアント証明書の使用を有効にするには、サーバ証明書の認証局の公的証
明書が cacerts キーストアにロードされたことを確認します。Cacerts キーストアに署名認証局
の証明書をインポートする （187 ページ）で説明する手順に従います。
サーバ証明書に署名するには。

ステップ 1 RDU サーバのインストール中に作成していない場合、キーツールを使用して RDU の新しい秘密キーを生
成します。新規 RDU 証明書の秘密キーの生成 （184 ページ）を参照してください。
ステップ 2 証明書署名要求（CSR）を生成します。証明書署名要求の生成 （186 ページ）を参照してください。
ステップ 3 CSR を使用した認証局から公開証明書を要求します。
ステップ 4 Cacerts キーストアに認証局の公開キーをロードします。Cacerts キーストアに署名認証局の証明書をイン
ポートする （187 ページ）を参照してください。
ステップ 5 サーバ キーストアに署名サーバ証明書をロードします。署名済み証明書をサーバ証明書キーストアにイン
ポートする （188 ページ）を参照してください。
ステップ 6 ウォッチドッグ コマンド ラインから command /etc/init.d/bprAgent restart rdu を使用して RDU を再起動し
ます（CLI からプライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグを使用する （444 ページ）
を参照してください）。

証明書への自己署名
自己署名証明書を作成するには、changeSSLProperties.sh ツールを使用します。ツールの正確な
使用方法については、changeSSLProperties.sh の使用 （557 ページ） を参照してください。
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RDU で
ステップ 1 -Gk オプションを使用して RDU キー ペアを作成します。Rducert エイリアスの証明書パスワードのメモを
保持します。
ステップ 2 -exp オプションを使用して、自己署名証明書をエクスポートします。
ステップ 3 -Cpkp オプションを使用して RDU の秘密キーのパスワードを設定します。-gk オプションを使用して証明
書を作成する際に、使用されている証明書のパスワードを使用します。
ステップ 4 /Etc/init.d/bprAgent stop rdu を実行することによって、RDU を停止します。
ステップ 5 -ssl rdu 有効化オプションを使用して、RDU サーバの SSL モードを有効にします。
ステップ 6 /etc/init.d/bprAgent start rdu を実行して RDU を開始します。

DPE で
ステップ 1 前の手順で生成され BPR_HOME/lib/security ディレクトリに配置した RDU rootCA.crt ファイルを、DPE サー
バの目的の場所にコピーします。
ステップ 2 -imp オプションを使用して、信頼ストアに証明書をインポートします。
ステップ 3 コマンド dpe rdu-server <hostname><port> true を実行して、DPE で RDU SSL 通信を有効にします。
ステップ 4 変更を有効にするには、DPE または PWS サーバをリロードします。

PWS で
ステップ 1 前の手順で生成され BPR_HOME/lib/security ディレクトリに配置した RDU rootCA.crt ファイルを、PWS サー
バの目的の場所にコピーします。
ステップ 2 -imp オプションを使用して、信頼ストアに証明書をインポートするには、imp オプション。
ステップ 3 changeSSLproperties.sh csp api を実行して、セキュア ホストの詳細を追加します。ホストとポートの詳細が
表示されます。
ステップ 4 正しいホスト名とポート詳細を含むリストを追加または変更します。
ステップ 5 変更を有効にするには、PWS サーバをリロードします。

CNR-EP で
ステップ 1 CNR-EP サーバの BPR_HOME/lib/security ディレクトリに配置した RDU rootCA.pem ファイルを、PWS サー
バの目的の場所にコピーします。
ステップ 2 changeNRProperties.sh -ssl enable コマンドを実行して、CNR-EP で RDU SSL 通信を有効にします。
ステップ 3 changeNRProperties.sh -p 49188 を実行することで、セキュア ポートを設定します。
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ステップ 4 変更を有効にするには、コマンド CNR_HOME/local/usrbin/nrcmd dhcp reload を実行して DHCP サーバをリ
ロードします。

既存のサーバ証明書のインポート
署名サーバ証明書がすでにありキーストアにロードする場合は、証明書に関連付けられている
秘密キーを知る必要があります。その場合、上記の手順に従うのではなく、このセクションで
説明されている手順に従います。秘密キーと署名済み証明書の両方を結合する PCKS #12 ファ
イル形式を使用します。キーストアにこのファイルをロードするため、キーストア インポート
pkcs12 コマンドを使用できます。
既存の署名済みサーバ証明書とサーバの証明書を設定するには。

ステップ 1 keystore import-pkcs12 コマンドを使用して、RDU を SSL クライアントに認証するために使用される RDU
互換ファイルに、既存の秘密キーと証明書をロードします。
このコマンドを使用する場合、構文は次の通りです。
# ./keystore import-pkcs12 keystore-filename pkcs12-filename keystore-password key-password
export-password export-key-password

• keystore-filename：作成するキーストアファイルを特定します。ファイルが存在する場合、上書きされ
ます。
（注）

キーストアファイルのフル パスを指定してください。

• pkcs12-filename：キーと証明書をインポートする PKCS #12 ファイルを特定します。
• keystore-password：キーストア ファイルを作成した時に使用した秘密キー パスワードとキーストア パ
スワードを特定します。パスワードは 6 ～ 30 文字である必要があります。
• key-password：RDU キーストア内のキーへのアクセスに使用されたパスワードを特定します。パスワー
ドは 6 ～ 30 文字である必要があります。
• export-password：PKCS #12 ファイル内のキーの復号化に使用するパスワードを特定します。エクス
ポート パスワードは 6 ～ 30 文字である必要があります。
• export-key-password：PKCS#12 キーストア内のキーへのアクセスに使用されたパスワードを特定しま
す。パスワードは 6 ～ 30 文字である必要があります。
次に例を示します。
# ./keystore import-pkcs12 example.keystore example.pkcs12 changeme changeme changeme changeme
% Reading alias [1]
% Reading alias [1]: key with format [PKCS8] algorithm [RSA]
% Reading alias [1]: cert type [X.509]
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% Created JKS keystore: example.keystore
% OK

ステップ 2 新しいキーストアファイルを RDU BPR_HOME/dpe/conf ディレクトリにコピーします。
ステップ 3 CLI では、新しいキーストアを使用するため RDU サービスのいずれかを設定します。詳細については、
『SSL インストール後の設定』を参照してください。
ステップ 4 ウォッチドッグ エージェント コマンド ラインから /etc/init.d/bprAgent restart rdu コマンドを使用して RDU
を再起動します（CLI からプライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグを使用する （444
ページ） を参照してください）。

keytool コマンドの使用
keytool ユーティリティは、キーストアを設定するためにコマンド引数を使用します。次の表
に、keytool コマンドとその説明を示します。
表 32 : keytool コマンド

keytool コマンド

Description

-alias alias

証明書チェーンと秘密キーを保存する Keystore
エントリに割り当てらてた ID を特定します。
後続の keytool コマンドは、エンティティを参
照するため同じエイリアスを使用する必要が
あります。

-dname dname

件名や発行者の名前など、エンティティを識
別するために使用される X.500 識別名を特定
します。

-file csr_file

エクスポートする CSR ファイルを特定しま
す。

-file cert_file

証明書の読み取り元のファイルを特定します。

-keyalgkeyalg

キー ペアの作成に使用するアルゴリズムを特
定します。値は DSA（デフォルト）と RSA で
す。

-keysize keysize

64 ビットの倍数で値をキーサイズを指定しま
す。

-keypasskeypass

キー ペアに割り当てられているパスワードを
特定します。

-keystore keystore

名前と keystore の場所をカスタマイズします。
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（注）

keytool コマンド

Description

-noprompt

インポート操作中に発行することを求めるプ
ロンプトが発生しないように指定します。

-provider provider_class_name

サービス プロバイダがセキュリティ プロパ
ティ ファイルに記載されていない場合、サー
ビス プロバイダのマスタ クラス ファイルの名
前を特定します。

-rfc

印刷可能なエンコード形式で表示される証明
書の MD5 フィンガープリントの出力を指定し
ます。

-storepassstorepass

Keystore に割り当てられているパスワードを
特定します。

-sigalgsigalg

証明書の署名に使用されるアルゴリズムを指
定します。

-storetypestoretype

Keystore に割り当てられたタイプと Keystore
へのエントリを特定します。

-trustcacerts

追加の証明書が信頼のチェーンのと見なされ
るように指定します。

-v

証明書の MD5 フィンガー プリントの出力が
人が読める形式で印刷されるように指定しま
す。

-validity valDays

有効期間を特定します。デフォルトは、90 日
です。

Keytool および証明書の一般的な管理の概念の詳細については、Oracle のマニュアルを参照し
てください。

新規 RDU 証明書の秘密キーの生成
Keytool genkeyコマンドにより、キー ペア（公開キーおよび関連付けられた秘密キー）を生成
し、単一要素の証明書チェーンとして保管される X.509 自己署名証明書に公開キーをまとめま
す。証明書チェーンと公開キーは、エイリアスで識別される新しいキーストア エントリに保管
されます。
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（注）

複数のキー ペアがある場合、エイリアス の目的はキーストア内のキー ペアを固有に識別する
ことです。プライム ケーブル プロビジョニングのコンテキストで、RDU キーに使用される エ
イリアス が重要です。プライム ケーブル プロビジョニングは、デフォルトの エイリアス とし
て rducert を使用します。エイリアス を変更した場合は、rdu.properties ファイルの新しい エイ
リアス で /secure/rdu/certificateAlias プロパティを追加または更新します。

（注）

RDU キー ペアを生成するキーツールを直接使用する場合は、changeSSLProperties.sh -cpkp コマ
ンドを使用して、rdu.properties ファイルにキーペアを作成しているときに提供される公開キー
パスワードを更新する必要があります。
次の例では、キーストア ファイルの名前として .keystore を使用します。
# ./keytool -genkey -alias rducert -storetype JCEKS -validity 730 -keyalg RSA -keystore
/opt/CSCObac/lib/security/.keystore
Enter keystore password: changeit
Re-enter new password: changeit
What is your first and last name?
[Unknown]: BAC Testing
What is the name of your organizational unit?
[Unknown]: NMTG
What is the name of your organization?
[Unknown]: Cisco Systems Inc.
What is the name of your City or Locality?
[Unknown]: Bangalore
What is the name of your State or Province?
[Unknown]: KAR
What is the two-letter country code for this unit?
[Unknown]: IN
Is CN=BAC Testing, OU=NMTG, O=Cisco Systems Inc., L=Bangalore, ST=KAR, C=IN correct?
[no]: yes
Enter key password for <rducert>
(RETURN if same as keystore password):

自己署名証明書の表示
keytool -list 引数では、エイリアスによって識別される Keystore エントリの内容が表示されま
す。エイリアスを指定しない場合は、Keystore のコンテンツ全体が表示されます。
-list と -v を組み合わせる場合、エイリアスに関連付けられている証明書チェーンが表示されま
す。次の keytool -list サンプル出力には、単一の自己署名証明書を含む Keystore が表示されま
す。
# ./keytool -list -v -storetype JCEKS -keystore /opt/CSCObac/lib/security/.keystore
Enter keystore password: changeit
Keystore type: JCEKS
Keystore provider: SunJCE
Your keystore contains 1 entry
Alias name: rducert
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Creation date: Aug 21, 2012
Entry type: PrivateKeyEntry
Certificate chain length: 1
Certificate[1]:
Owner: CN=BAC Testing, OU=NMTG, O=Cisco Systems Inc., L=Bangalore, ST=KAR, C=IN
Issuer: CN=BAC Testing, OU=NMTG, O=Cisco Systems Inc., L=Bangalore, ST=KAR, C=IN
Serial number: 50331e4f
Valid from: Tue Aug 21 11:06:15 IST 2012 until: Mon Nov 19 11:06:15 IST 2012
Certificate fingerprints:
MD5: 8F:03:43:33:51:9B:DB:C5:0E:27:B5:B4:A1:FE:97:83
SHA1: A1:FB:63:CD:58:44:A0:CA:1A:A2:41:9B:09:C1:CC:5E:EB:66:B9:96
Signature algorithm name: SHA1withRSA
Version: 3

証明書署名要求の生成
手順内のこの時点で、キーストアには秘密キーおよび X.509 自己署名証明書を含みます。RDU
がクライアントの初期ハンドシェイクに対してこの証明書を使用して応答する場合、クライア
ントは TLS アラートの不正 CA を使用している証明書を拒絶し、クライアントが信頼している
認証局が証明書に署名しなかったことを示します。したがって、クライアントが信頼する認証
局が証明書に署名する必要があります。

（注）

SSL をサポートするため、クライアントには、信頼する署名認証局の事前設定パブリック証明
書のリストが必要です。
Keytool certreq コマンド パラメータは、証明書署名要求（CSR）を生成します。このコマンド
は、業界標準 PKCS #10 形式で、CSR を生成します。
次の例では、alias rducert の下で既存の自己署名証明書によるキーストアを使用して、証明書
署名要求を生成し、train-1.csr ファイルに要求を出力します。
# ./keytool -alias rducert -certreq -file /opt/CSCObac/lib/security/rducert.csr -storetype
JCEKS -keystore /opt/CSCObac/lib/security/.keystore
Enter keystore password: changeit

次の手順では、署名認証局に CSR ファイルを送信します。署名認証局の秘密キーを所持する
署名認証局または管理者は、この要求に基づいて署名認証局を生成します。管理者から、署名
認証局の公開証明書を取得する必要があります。
署名済み証明書の確認
署名済み証明書を受信した後は、keytool printcert コマンドを使用して、自己署名証明書が正
しいファイル形式であり、正しい所有者と発行者のフィールドを使用していることを確認しま
す。コマンドは -file cert_file パラメータから証明書を読み取り、人が読み取り可能な形式で内
容を印刷します。
この例の rootCA.crt ファイルは、管理者が提供する署名済み証明書を特定します。
# ./keytool -printcert -file rootCA.crt
Owner: CN=BAC Testing, OU=NMTG, O=Cisco Systems Inc., L=Bangalore, ST=KAR, C=IN
Issuer: CN=BAC Testing, OU=NMTG, O=Cisco Systems Inc., L=Bangalore, ST=KAR, C=IN
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Serial number: 50331e4f
Valid from: Tue Aug 21 11:06:15 IST 2012 until: Mon Nov 19 11:06:15 IST 2012
Certificate fingerprints:
MD5: 8F:03:43:33:51:9B:DB:C5:0E:27:B5:B4:A1:FE:97:83
SHA1: A1:FB:63:CD:58:44:A0:CA:1A:A2:41:9B:09:C1:CC:5E:EB:66:B9:96
Signature algorithm name: SHA1withRSA
Version: 3

（注）

キーツールは、X.509 v1、v2、および v3 証明書、およびそのタイプの証明書を構成する PKCS
#7 フォーマットの証明書チェーンを印刷できます。印刷するデータはバイナリエンコード形式
か、印刷可能なエンコーディング形式（Base64 エンコードとも呼ばれる）で提供される必要が
あります。

Cacerts キーストアに署名認証局の証明書をインポートする
サーバ証明書キーストアに証明書をインポートする前に、cacerts キーストアに署名認証局の公
開証明書をインポートする必要がアリアス。証明書がキーストアにインポートされるとき、
キーツールは信頼のチェーンが証明書と署名認証局の間で確立可能か確認します。信頼のチェー
ンを確立できない場合、エラーメッセージが表示されます。

（注）

Cacerts ファイルは、いくつかルート証明書の共通サードパーティの署名認証局に付属している
プライム ケーブル プロビジョニングと一緒にまとめられています。キーツール ユーティリティ
を使用して、cacerts キーストアを管理できます。デフォルトの cacerts キーストア パスワード
は changeit です。Cacerts データベース ファイルは、 BPR_HOME/jre/lib/security ディレクトリ
に存在します。
Cacerts キーストアは、どこかにコピーする必要はありません。再起動されるとすぐに、クライ
アントは新しいキーストアを使用します。

# ./keytool -import -alias rducert-file rootCA.crt -keystore
/opt/CSCObpr/jre/lib/security/cacerts
Enter keystore password: changeit
Owner: CN=BAC Testing, OU=NMTG, O=Cisco Systems Inc., L=Bangalore, ST=KAR, C=IN
Issuer: CN=BAC Testing, OU=NMTG, O=Cisco Systems Inc., L=Bangalore, ST=KAR, C=IN
Serial number: 50331e4f
Valid from: Tue Aug 21 11:06:15 IST 2012 until: Mon Nov 19 11:06:15 IST 2012
Certificate fingerprints:
MD5: 8F:03:43:33:51:9B:DB:C5:0E:27:B5:B4:A1:FE:97:83
SHA1: A1:FB:63:CD:58:44:A0:CA:1A:A2:41:9B:09:C1:CC:5E:EB:66:B9:96
Trust this certificate? [no]: yes
Certificate was added to keystore
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（注）

キーツールは、X.509 v1、v2、および v3 証明書、およびそのタイプの証明書を構成する PKCS
#7 フォーマットの証明書チェーンをインポートできます。インポートするデータはバイナリエ
ンコード形式か、印刷可能なエンコーディング形式（Base64 エンコードとも呼ばれる）で提供
される必要があります。

署名済み証明書をサーバ証明書キーストアにインポートする
Cacerts キーストアに署名認証局のパブリック証明書をインポートすると、RDU サーバ証明書
キーストアに署名済みサーバ証明書をインポートする必要があります。秘密キーと対応する自
己自己署名証明書（公開キー）キーストアはすでに有しています。
証明書の応答（署名証明書）をインポートすることで、キーストアはサーバ証明書キーストア
の既存の秘密キーに署名証明書を関連付けるように変更されます。
キーストアに証明書の応答をインポートするとき、- trustcacertsフラグを -import コマンドと
ともに cacerts ファイル内の証明書に使用して、サブジェクトのキーストアの証明書応答で信
頼のチェインを確立するために使用される必要があります。
Keytool-import（署名済みサーバ証明書）
# ./keytool -import -trustcacerts -file rducert.crt -keystore
/opt/CSCObac/lib/security/.keystore -alias rducert -storetype JCEKS
Enter key password: changeme
Enter keystore password: changeme
Certificate reply was installed in keystore
Certificate was added to keystore

RDU サーバ証明書キーストアに署名済みサーバ証明書をインポートした後、keytool - printcert
コマンドを使用して、署名済み証明書の確認 （186 ページ） で説明されているキーストア コン
セプトを検証します。-Printcert 出力では、署名の証明機関の発行元と、ルート信頼済み証明
書を持つ署名機関を使用して確立された信頼のチェーンを示す必要があります。

トラブルシューティング SSL
プライム ケーブル プロビジョニングは、RDU、DPE、CPNR 拡張機能および API クライアン
トの SSL ロギングをサポートします。これは、SSL 通信中に接続の問題処理に役立ちます。
SSL 通信ログは、次のログ ファイルに更新されます。
• rdu.log：rdu.log に表示される SSL ログ上で、セキュリティ保護されたメッセージのデバッ
グ ロギングを有効にする必要があります。
• dpe.log：DPE CLI で安全なメッセージングを有効にして、DPE SSL ロギングを有効にする
必要があります。
• name_dhcp_1_log：DHCP SSL の問題をデバッグするため、DHCP プロセスのトレース レ
ベル 4 を有効にする必要があります。
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クライアント API ログを設定し、設定に基づく任意の名前を設定できます。
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IPv6 の設定
プライム ケーブル プロビジョニング CableLabs DOCSIS 標準規格をサポートしています。
DOCSIS 3.0、3.1。DOCSIS 3.0 および 3.1 標準は、以前の DOCSIS 標準上に構築キーの新機能
が導入されています。その機能は次のとおりです。
• 次に挙げる IPv6 デバイスのプロビジョニング：
• DOCSIS に準拠したケーブル モデムと CMTS
• PacketCable 2.0
• コンピュータ
• CableLabs OpenCable アプリケーション プラットフォームに準拠した STB
• eRouter 1.0
• E CM または E DVA など eSAFE（組み込みサービス/アプリケーション機能エンティ
ティ）デバイスのバリアントです。
プライム ケーブル プロビジョニング TFTP および ToD サービスの IPv6 サポートなど、
IPv6 デバイスのプロビジョニングに必要なサービスを提供します。また、IPv6 デバイス
の設定ファイルを処理します。
• 拡張されたアドレッシング機能
IPv6 の主な利点は、その拡張されたアドレッシング機能です。IPv6 アドレスによりアド
レス空間が 32 ビットから 128 ビットに広がるため、利用可能なネットワークやシステム
の数に仮想的に制限がなくなります。
• IPv6 プロビジョニングおよびケーブル モデムの管理。このプロビジョニングのフローに
は次が含まれます。
• サポートされている IP モード：IPv4、IPv6、およびデュアル スタック モードでの
DOCSIS ケーブル モデムを提供します（CableHome WAN-MAN を除く）。デュアル
スタックの詳細については、『デュアルスタックのサポート』を参照してください。
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（注）

ケーブル モデムは、IP プロビジョニング モードに関係なく、IPv4
と IPv6 のトラフィックを転送できます。

• DHCPv6：DOCSIS プロビジョニング フローは、DHCPv6 と呼ばれる IPv6 の DHCP の
使用を指定します。DOCSIS の DHCPv6 プロビジョニング フローに関する詳細は、
DOCSIS DHCPv6 ワークフロー （259 ページ） を参照してください。
• IPv6 の有効化 （192 ページ）
• IPv6 アドレス指定 （193 ページ）
• デュアルスタックのサポート （193 ページ）
• デュアル スタックと単一スタック （195 ページ）
• IPv6 用 DHCP オプション （195 ページ）
• IPv6 用設定ワークフロー （195 ページ）

IPv6 の有効化
IPv6 でプロビジョニング デバイスを有効にする前に、システムで IPv6 が有効になっているこ
とを確認します。IPv6 のサポートのためマシンを有効にするには：

Linux の場合：
ステップ 1 root としてログインします。
ステップ 2 カーネル モジュール ローダー、 /etc/modules.confまたは /etc/conf.modules の設定ファイルを変更して、次の
文を含みます。
alias net-pf-10 ipv6 # automatically load IPv6 module on demand

ステップ 3 次のコマンドを使用して IPv6 設定をテストします。
# ifconfig

inet6 addr: 2001:e30:1400:1:208:c7ff:fecf:9d0a/64 Scope:Global 文字列が結果に表示される場合、IPv6 が正常に
有効になっています。

プライム ケーブル プロビジョニング で IPv6 プロビジョニング グループ機能を有効にして、
IPv6 デバイスをプロビジョニングする必要があります。プロビジョニング グループ機能を有
効にするには、DPE で対応する IPv6 インターフェイスおよびサービスを有効にする必要があ
ります。詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイ
ド の次のセクションを参照してください。
• IPv6 インターフェイスを設定するインターフェイス ip プロビジョニング
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• DPE で IPv6 TFTP サービスを有効にするサービス tftp
• DPE で IPv6 TOD サービスを有効にするサービス tod
IPv6 に関連するその他の概念:
• IPv6 アドレス指定 （193 ページ）
• デュアル スタックと単一スタック （195 ページ）
• IPv6 用 DHCP オプション （195 ページ）
• IPv6 用設定ワークフロー （195 ページ）

IPv6 アドレス指定
IPv6 アドレスは 128 ビットの長さで、コロンで区切られた 16 ビットの 16 進フィールドを 8 つ
並べて表現されます（:）。16 進数の A、B、C、D、E、および F は大文字と小文字を区別しま
せん。次に例を示します。
2031:0000:130f:0000:0000:09c0:876a:130b

このアドレッシングに対するいくつかのショートカットは次のとおりです。
• フィールドの最初の 0 はオプションでのため、09c0 は 9c0、0000 は 0 と記述できます。
• 0 の継次フィールド（任意の数）は :: と示されていますが、アドレスでは 1 回のみ使用で
きます（複数回使用すると、アドレス パーサーが 0 の各ブロックのサイズを識別する方法
がなくなるためです）。したがって、以前のアドレスを記述できます。
2031:0:130f::09c0:876a:130b

二重コロンの省略を使用すると、多くのアドレスが非常に小さくなります。たとえば、
ff01:0:0:0:0:0:1 は ff01::1 になります。
リンク ローカル アドレスには、リンクに対して制限範囲があり、プレフィックス fe 80::/10 を
使用します。ループバック アドレスにはアドレス ::1 があります。マルチキャスト アドレス
は、プレフィックス ff00::/8 で識別されます（IPv6 にはブロードキャスト アドレスがありませ
ん）。
IPv6 の IPv4 互換アドレスは、:: が付く IPv4 10 進数クワッド アドレスです。たとえ
ば、::c0a8:1e01 として解釈される IPv4アドレスは ::192.168.30.1 として記述できます。

デュアルスタックのサポート
プライム ケーブル プロビジョニング デュアル スタック モードで CableLabs デバイスのプロビ
ジョニングをサポートします。デフォルトでは、デュアル スタック モードが無効になり、そ
のような場合、DPE キャッシュが MAC アドレス（IPv4 モード CM）または DUID アドレス
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（IPv6 モード CM）のいずれかを使用してこれらの設定を保存します。CM は 1 個のモードを
別の IP モードに移行するとき、以前の IP モード設定は DPE キャッシュから削除され、RDU
から生成された新しい IP モード設定に変換します。したがって、IPv4 から IPv6 モードに CM
が移行する場合、IPv4 設定キャッシュは DPE から削除され、IPv6 設定の詳細情報に交換され
ます。
デュアル スタックが有効になると、DPE は IPv4 および IPv6 の両方の設定の詳細情報をキャッ
シュします。MAC アドレスを使用して IPv4 設定が保存され、IPv6 がその DUID を使用して保
存され、いずれの設定詳細も削除されません。show device-config コマンドを使用して、両方
の設定の詳細情報を表示することができます。
Admin UI または RDU を再起動しない API を使用して、デュアル スタック プロビジョニング
を有効または無効にできます。デュアル スタック プロビジョニングは、任意の時点で許容プ
ロパティ階層で指定できます。これを行うため、デバイス、プロビジョニング グループ、サー
ビス クラス、DHCP 基準、およびテクノロジーのデフォルト プロパティを使用できます。
CoS、DHCP 基準、およびデバイス レベルで Admin UI からデュアル スタックを有効にするに
は、true に /dualStack/provisioning/mode/enable プロパティを設定します。API 定数は
PolicyKeys.DUAL_STACK_PROVISIONING_MODE_ENABLE です。
デュアル スタック デバイスの中断動作

（注）

プライム ケーブル プロビジョニングは、CableLabs DOCSIS、PacketCable および eRouter デバ
イスのみが中断可能です。
単一スタック モードで、デバイスの中断が発生すると、プライム ケーブル プロビジョニング
は IPv4 または IPv6 アドレスを使用して、デバイスに保存されている検出データに基づいてd
ベアイスを中断します（つまり、DHCPv4 または DHCPv6）。
デュアル スタック モードが有効になると、デバイス中断動作はプロパティ
dualStack/disruption/pref/mode の設定値によって異なります。このプロパティは次の値にするこ
とが可能です。
• Dual-stack：これはこのプロパティのデフォルト値設定です。この状況では、プライムケー
ブルプロビジョニングはデバイスを中断するようにデバイス中断要求を 2 個送信します。
それぞれ IPv4 および IPv6 アドレスに対して送信します。
• IPv4：この場合、IPv4 アドレスはデバイスを中断するために使用し、IPv6 アドレスのみを
持つデバイスはすべて無視されます。
• IPv6：この場合、IPv6 アドレスはデバイスを中断するために使用し、IPv4アドレスのみを
持つデバイスはすべて無視されます。
このプロパティの API 定数は、PolicyKeys.DUAL_STACK_DISRUPTION_PREF_MODE です。このプロ
パティはプロパティ階層の許容ポイントで指定できます。
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デュアル スタックと単一スタック
RFC 4213 は、ホストおよびルータで IPv4 および IPv6 両方のインターネット プロトコルに完
全なサポートを提供するための手法として、デュアル スタックを定義します。IPv4 および IPv6
の両方をサポートする任意のネットワーク スタックはデュアル スタックと呼ばれ、デュアル
スタックを実装するホストはデュアル スタック ホストと呼ばれます。
プライム ケーブル プロビジョニング 次の IP モードでケーブル モデムをプロビジョニングし
ます。
• IPv4 のみ：このモードでは、ケーブル モデムが IPv4アドレスと関連する操作パラメータ
の DHCPv4 サーバを要求します。
• IPv6 のみ：このモードでケーブル モデムは、IPv6 アドレスと関連する操作パラメータは
DHCPv6 サーバを要求します。モデムでは、IPv6 アドレスを使用して、現在の時刻と設定
ファイルを取得します。
• デュアル スタック：このモードでは、DHCPv6 および DHCPv4 を通してケーブル モデム
がほとんど同時に IPv6 および IPv4 アドレスとパラメータを取得します。これは、時刻と
設定ファイルを取得するために、IPv6 アドレスの使用を優先順位付けします。
IPv4 および IPv6 モードでのプロビジョニング時に、ケーブル モデムは任意の時点で 1 個の IP
アドレス タイプ（v4 または v6）のみを使用して動作します。このため、プロビジョニングの
IPv4 および IPv6 モードは単一スタック モードと呼ばれます。単一スタック モードでは、プラ
イム ケーブル プロビジョニング はケーブル モデムがプロビジョニングされる最新の IP モー
ドにのみ検出データを保存します。デュアル スタック デバイスが IPv4 で起動する場合、IPv6
モードでは IPv6 データのみが検出され保存されます。
デュアル スタック モードでは、IPv4 および IPv6 アドレスを介してケーブル モデムを同時に
管理できます。このモードでは、モデムは動作後に 2 番目の IP アドレスを取得します。この
機能を使用して、DOCSIS ネットワークで IPv4 から IPv6 へのスムーズな移行を提供できます。

IPv6 用 DHCP オプション
標準の DOCSIS 3.0 は、DHCPv4 と DHCPv6 にいくつかの新規オプションを定義します。DHCPv6
オプションは DHCPv4 オプションに使用しないでください。これらは固有に独立しています。
プライム ケーブル プロビジョニングをサポートする DHCPv6 オプションのリストについては、
『Cisco Prime Network Registrar End-User Guides』を参照してください。

IPv6 用設定ワークフロー
IPv6 をサポートする プライム ケーブル プロビジョニング の設定には、2 つの異なるワークフ
ローが含まれます。
• プロビジョニング グループで DPE を設定します。
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• ネットワーク内の Cisco Prime Network Registrar サーバを設定します。
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アラートを受信するためにSyslogユーティ
リティを設定する
この章では、syslog デーモンを設定する方法について説明します。ローカル データ サーバの
場合、プライム ケーブル プロビジョニング コンポーネント サーバで syslog ユーティリティを
設定し、システムから通知を受信できます。すべてのプライム ケーブル プロビジョニング コ
ンポーネントから一元化サーバの Syslog を受信すると、RDU、PWS、DPE、CPNR、KDC など
のプライム ケーブル プロビジョニング コンポーネントまたは別のサーバのどちらかで、syslog
デーモンを設定できます。これらのコンポーネント サーバは、この章でプライム ケーブル プ
ロビジョニング サーバと呼ばれます。

（注）

syslog ファイルの設定はオプションのタスクです。
Syslog は、UNIX の情報のログを管理するクライアント/サーバ プロトコルです。プライム ケー
ブル プロビジョニングにより、Syslog サービスを使用してアラートが生成されます。プライム
ケーブル プロビジョニング syslog アラートは、ロギング サービスではありません。問題が存
在する通知を提供しますが、問題の特定の原因を定義する必要はありません。
問題に関連する情報は、適切なプライム ケーブル プロビジョニング ログ ファイル、rdu.log、
dpe.log 内に存在します。Syslog ファイルの設定を選択すると、syslog アラートは個別のログ
ファイルに送られます。
BAC API クライアントであるホストで sysylog にメッセージを送信するため、java クライアン
ト ライブラリは libnative.so と呼ばれる java 以外のネイティブ ライブラリを利用します。この
ネイティブ ライブラリが存在しない場合、クライアント ライブラリにより ThreadDeath エラー
を返し、クライアント アプリケーションを再起動させます。したがって、RDU インストール
（$BPR_HOME/lib ディレクトリ）にある libnative.so ファイルを、API クライアントのアプリ
ケーション クラス パスのディレクトリにコピーします。
• ローカル サーバでの Syslog 設定 （198 ページ）
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ローカル サーバでの Syslog 設定
ローカル プライム ケーブル プロビジョニング サーバ（Linux）で syslog ユーティリティを設
定するには。

ステップ 1 サーバに root としてログインします。
ステップ 2 コマンド ラインでログ ファイルを作成します。
次に例を示します。
# touch /var/log/bac.log

ステップ 3 テキスト エディタで /etc/rsyslog.conf ファイルを開きます（vi など）。
ステップ 4 次の行を /etc/rsyslog.conf に追加します。
local6.alert
local6.info

（注）

/var/log/bac.log
/var/log/bac.log

Local6:info と /var/log/bac.log 情報間で 1 個以上のタブを挿入する必要があります。

ステップ 5 /etc/rsyslog.conf ファイルを保存して閉じます。
ステップ 6 プロセスを再起動するには、サービス rsyslog を再起動します。

Syslog を受信するための一元的な Linux サーバ設定
デフォルトでは、一元化されたサーバの syslog デーモンでは、プライム ケーブル プロビジョ
ニング サーバからメッセージを受信する必要がありません。これらのメッセージのリッスンを
開始する syslog デーモンに、一元化されたサーバを設定する必要があります。
Syslog デーモンは、ログ ファイルの予想される名前と作成場所を決定する /etc/syslog.conf ファ
イルをチェックします。動作するさまざまなモードを決定する /etc/sysconfig/syslog ファイルも
チェックします。Syslog デーモンは、このファイルの SYSLOGD_OPTIONS 変数に以下に示す
ような - r が含まれない限り、サーバ メッセージを受信しません。
# Options to syslogd
# -m 0 disables 'MARK' messages.
# -r enables logging from RDU/DPE server machines
# -x disables DNS lookups on messages received with -r
# See syslogd(8) for more details
SYSLOGD_OPTIONS="-m 0 -r"
# Options to klogd
# -2 prints all kernel oops messages twice; once for klogd to decode, and
#
once for processing with 'ksymoops'
# -x disables all klogd processing of oops messages entirely
# See klogd(8) for more details
KLOGD_OPTIONS="-2"
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変更内容を反映するために、syslog デーモンを再起動します。サーバは UDP ポート 514 をリッ
スンし、次の netstat コマンド バリエーションのいずれかを使用したことを確認できます。
• # netstat -a | grep syslog
udp 0 0 *:syslog *:*
• # netstat -an | grep 514
udp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:*

Linux での中央のサーバに Syslog を送信するサーバの設定
一元化サーバで Syslog デーモンを設定後、プライム ケーブル プロビジョニングを設定してメッ
セージを送信する必要があります。実行するには、サーバ上の /etc/hosts ファイルを編集しま
す。

ステップ 1 サーバ ロギング ホストの IP アドレスおよび完全修飾ホスト名を特定します。
ステップ 2 サーバに root としてログインします。
ステップ 3 サーバ ロギング ホスト名を有効にするには、/etc/hosts ファイルに次のエントリを追加します。
次に例を示します。
IP-address

fully-qualified-domain-name

hostname

"loghost"

例では、/etc/hosts ファイルにサーバのニックネーム loghost があります。
ステップ 4 サーバに syslog メッセージを送信する /etc/syslog.conf ファイルを編集します。
次に例を示します。
local6.info
local6.info

@loghost
/var/log/messages

ステップ 5 プライム ケーブル プロビジョニング サーバ ロギングを開始する syslog デーモンを再起動します。
Syslog サーバがメッセージを受信しているかテストするには、RDU サーバを停止します。DPE および CPNR
のサーバは、接続障害を示すメッセージを送信します。
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第
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章

Admin UI を使用した プライム ケーブル プ
ロビジョニング の設定
この章では、設定メニューのオプションを選択して実行する プライム ケーブル プロビジョニ
ング 設定タスクを説明します。
• サービス クラスの設定 （201 ページ）
• カスタム プロパティの設定 （204 ページ）
• デフォルトの設定 （204 ページ）
• DHCP 条件の設定 （219 ページ）
• ファイルの管理 （221 ページ）
• プロビジョニング データの発行 （225 ページ）
• プロパティの暗号化 （226 ページ）
• CRS の設定 （227 ページ）

サービス クラスの設定
プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI を使用して、顧客に提供するサービス クラス
を設定することができます。たとえば、異なる DOCSIS サービス クラスと DOCSIS オプショ
ンを関連付けることができます。プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI を使用して、
選択されたサービス クラスを追加、変更、または削除します。
サービス クラスを設定するには、[Configuration（設定）] > [Class of Service（サービス クラ
ス）] をクリックします。

サービス クラスの追加
サービス クラスを追加するには。

ステップ 1 [Manage Class of Service（サービス クラスの管理）] ページから [Class of Service（サービス クラス）] ドロッ
プダウンリストからデバイス タイプを選択します。
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ステップ 2 [Add] をクリックします。
ステップ 3 新しいサービス クラスの名前を入力します。
ステップ 4 サービス クラスを変更する場合は、[Type（タイプ）] ドロップダウン リストからを選択します。たとえ
ば、DOCSIS モデムに Gold-Classic と呼ばれる新しいサービス クラスを作成すると仮定します。サービス
クラス名として Gold-Classic を入力し、サービス タイプ ドロップダウン リストから DOCSISModem を選択
できます。
ステップ 5 [Assign Domain（ドメインの割り当て）] をクリックし、属するプロパティにドメインを選択します。[Apply]
をクリックして、変更内容を保存します。
（注）

ドメイン管理およびドメイン割り当てに関連するオプションは、デフォルトでは入力されていま
せん。詳細については、ドメインの追加 （236 ページ）を参照してください。

ステップ 6 [Add Propert（プロパティの追加）] をクリックし、プロパティを選択して、[プロパティ値（Property
Value）] フィールドに対応する値を入力します。たとえば、プロパティ名 /cos/docsis/file を選択する場合、
[Property Value（プロパティ値）] フィールドに Gold-Classic.cm を入力し、この手順の残り部分を続行しま
す。
（注）

DOCSIS モデム サービス クラスを追加するときに、以前追加されたファイル名の値を持つ
/cos/docsis/file プロパティを指定する必要があります。このファイルは、このサービス クラスを持
つ DOCSIS デバイスのプロビジョニング時に使用されます。プライム ケーブル プロビジョニング
は、モデムと互換性がもっともある DOCSIS バージョンを有効にするケーブル モデム設定ファイ
ルの自動選択を提供します。この機能を有効にするには、各 DOCSIS レベルの 1 つ、複数の設定
ファイルでサービス クラスを設定する必要があります。次のプロパティを使用して、DOCSIS バー
ジョンに固有の設定ファイルを選択できます。
• /cos/docsis/file/1.0：DOCSIS 1.0 に固有の設定ファイルを選択します。
• /cos/docsis/file/1.1：DOCSIS 1.1 に固有の設定ファイルを選択します。
• /cos/docsis/file/2.0：DOCSIS 2.0 に固有の設定ファイルを選択します。
• /cos/docsis/file/3.0：DOCSIS 3.0 に固有の設定ファイルを選択します。
• /cos/docsis/file/3.1：DOCSIS 3.1 に固有の設定ファイルを選択します。
• /cos/docsis/file/3.1/ipv4：IPv4 モードで DOCSIS 3.1 に固有の設定ファイルを選択します。
• /cos/docsis/file/3.1/ipv6：IPv6 モードで DOCSIS 3.1 に固有の設定ファイルを選択します。
PacketCable サービス クラスを追加するときに、以前に追加されたファイルの名前になる値を持つ
/cos/packetCableMTA/file プロパティを指定する必要があります。このファイルは、このサービス
クラスを持つ PacketCable デバイスのプロビジョニング時に使用されます。
CableHome WAN-MAN サービス クラスを追加するときに、以前に追加されたファイルの名前にな
る値を持つ /cos/cableHomeWanMan/file プロパティを指定する必要があります。このファイルは、
このサービス クラスを持つ CableHome WAN-MAN デバイスのプロビジョニング時に使用されま
す。

ステップ 7 サービス クラスにプロパティを追加するには、[Save（保存）] をクリックします。
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ステップ 8 もう一度 [Submit（送信）] をクリックしてプロセスを終了します。
サービス クラスを送信後、[Manage Class of Service（サービス クラスの管理）] ページを表示して、特定の
デバイス タイプに新しく追加されたサービス クラスを示します。

サービス クラスの変更
さまざまなプロパティを選択し、適切なプロパティ値を割り当てることで、サービス クラスを
変更します。最初にサービス クラスを作成するとき、すべての必要なプロパティを選択し、値
を割り当て丸必要があります。間違えた場合や、特定のサービス クラスの変更にビジネス要件
がある場合、以前の変更を送信する前にプロパティ値を変更したり、プロパティ名：値ペアを
一緒に削除したりできます。

（注）

サービス クラス オブジェクトへの変更により Configuration Regeneration Service（CRS）をトリ
ガし、すべての影響するデバイスの設定を再生成し、DPE に設定を送信します。CRS は、バッ
クグラウンド ジョブとしてこのタスクを実行します。
[View RDU Details（RDU の詳細の表示）] ページから CRS のステータスを表示できます。
サービス クラスのプロパティを変更するには、特定のデバイス タイプのサービス クラスを選
択します。必要な変更を行い、[Submit（送信）] をクリックします。

サービス クラスに追加された各プロパティは、[Submit（送信）] をクリックすると表示されます。その
後、確認ページが表示され、選択したサービス クラスを持つデバイスの設定を再生成します。

サービス クラスの削除
既存のサービス クラスを削除できますが、その前にデバイスがサービス クラスに関連付けら
れていないことを確認します。サービス クラスを削除するには、削除する特定のデバイス タ
イプのサービス クラスを選択し、[Delete（削除）] をクリックします。

ヒント

削除する必要があるサービス クラスに多数のデバイスが関連付けられている場合、プライム
ケーブル プロビジョニング アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）を使
用して、これらのデバイスを通して反復するプログラムを書き込み、別のサービス クラスをデ
バイスに再度割り当てます。
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（注）

デフォルトのサービス クラスとして設計されている場合や、デバイスが関連付けらている場
合、サービス クラスを削除できません。したがって、unprovisioned-docsis サービス クラス オ
ブジェクトを削除することはできません。

カスタム プロパティの設定
カスタム プロパティにより、RDU データベースに保存する追加のカスタマイズ可能なデバイ
ス情報を指定することができます。カスタム プロパティを設定するには、[Configuration（設
定）] > [Custom Property（カスタム プロパティ）] をクリックします。[Manage Custom Properties
（カスタム プロパティの管理）] ページが表示され、このページを使用してカスタム プロパ
ティを追加または削除します。

注意

現在使用しているカスタム プロパティを削除できますが、それにより予期しない動作が発生す
る可能性があります。
カスタム プロパティを追加するには、[Add（追加）] をクリックします。プロパティの名前と
タイプを指定することに加えて、プロパティを暗号化する必要があるか指定できます（[Encrypt
Property（暗号化プロパティ）] のチェック ボックスをチェック)。これにより、プロパティが
[Property Encryption（プロパティ暗号化）] ページにも表示されます（プロパティの暗号化 （
226 ページ） を参照）。
カスタム プロパティを定義した後は、プロパティ階層で使用できます。Property Hierarchy （
397 ページ）を参照してください。

デフォルトの設定
地域配信ユニット（RDU）、Prime Network Registration拡張、すべてのサポートされているテ
クノロジーを含む、システム全体のデフォルト設定にアクセスできます。デフォルト設定を設
定または表示するには、[Configuration（設定）] > [Defaults（デフォルト）] をクリックしま
す。[Configure Defaults（デフォルトの設定）] ページが表示されます。
特定のデフォルト ページにアクセスするには、画面の左側にあるデフォルト リンクから特定
のリンクをクリックします。
この章の内容は次のとおりです。
• CableHome WAN のデフォルト （205 ページ）
• コンピュータのデフォルト （206 ページ）
• DOCSIS のデフォルト （207 ページ）
• Network Registrar Defaults （209 ページ）
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• PacketCable デフォルト （211 ページ）
• RDU Defaults （212 ページ）
• システムのデフォルト （215 ページ）
• STB デフォルト （218 ページ）
• c_eRouter_Defaults.xml
• RPD Defaults （219 ページ）

CableHome WAN のデフォルト
2 つの異なる CableHome WAN デフォルト画面：1 個は WAN データ デバイス用、もう 1 個は
WAN-MAN デバイス用です。どちらの場合も、左ペインのリストから目的のデフォルトを選
択します。
• CH WAN データ デフォルト リンクを選択すると、[WAN-Data Defaults（WAN データ デ
フォルト）] ページが表示されます。WAN データ デバイスを設定するには、このページ
を使用します。
• CH WAN-MAN デフォルト リンクを選択すると、[WAN-Data Defaults（WAN-MAN デフォ
ルト）] ページが表示されます。WAN-MAN デバイス タイプを設定するには、このページ
を使用します。
各 WAN デフォルト ページには、次の表の説明と同じフィールドがが含まれています。
表 33 : デフォルトの設定：CH WAN-Data/CH WAN-MAN デフォルト ページ

フィールドまたはボタン

説明

CableHome WAN データ デフォルト/CableHome WAN-MAN デフォルト
拡張ポイント

WAN デバイスの設定を生成するときに、実行
する拡張ポイントを識別します。

中断拡張ポイント

WAN デバイスの中断を実行する拡張ポイント
を識別します。

サービス レベル選択拡張ポイント

デバイスに必要な DHCP 条件とサービス クラ
スを判断するために使用する拡張機能を特定
します。

デフォルトのサービス クラス

WAN データの現在のデフォルト サービス ク
ラスを識別します。新規の認識されていない
WAN デバイスは、このサービス クラスに割
り当てられます。ドロップダウン リストを使
用して、新しいデフォルト値を選択します。
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フィールドまたはボタン

説明

デフォルトの DHCP 条件

特定のデバイス テクノロジーの現在のデフォ
ルト DHCP 条件を特定します。新規の認識さ
れていない WAN デバイスには、このデフォ
ルト DHCP 条件が割り当てられます。ドロッ
プダウン リストを使用して、新しいデフォル
ト値を選択します。

自動 FQDN 生成

デバイスのホストとドメイン名を自動的に生
成します。2 つの選択可能なオプションがあり
ます。
• 有効：FQDN の自動生成が有効になって
います。
• 無効：FQDN の自動生成が無効になって
います。
（注）

CableLabs 設定ファイル名スクリプト

詳細については、自動 FQDN 生
成 （281 ページ） を参照してく
ださい。

動的 TFTP ファイル名を生成するために使用
する Groovy スクリプトを識別します。
（注）

このフィールドは、CableHome WAN
MAN デフォルト リンクを選択する
場合にのみ表示されます。

コンピュータのデフォルト
[Computer Defaults（コンピュータ デフォルト）] リンクを選択するとき、プライム ケーブル
プロビジョニング でサポートされているコンピュータに現在適用されているデフォルト値のリ
ストが表示されます。このページに表示されるフィールドの説明については、『表 33 : デフォ
ルトの設定：CH WAN-Data/CH WAN-MAN デフォルト ページ （205 ページ）』を参照してく
ださい。

（注）

デフォルト サービス クラスまたはデフォルト DHCP 条件を変更することで、再生成が発生し
ます。このページに加えられたその他の変更は、既存のデバイスに影響しません。
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DOCSIS のデフォルト
[DOCSIS Defaults（DOCSIS デフォルト）] リンクを選択するとき、プライム ケーブル プロビ
ジョニングでサポートされているケーブル モデムに現在適用されているデフォルト値のリスト
が表示されます。このページのフィールドは、表 33 : デフォルトの設定：CH WAN-Data/CH
WAN-MAN デフォルト ページ （205 ページ） で説明されているフィールドと同じです。これ
らは、このページに表示される追加のフィールドであり、次の表で説明されています。
表 34 : デフォルトの設定：DOCSIS デフォルト ページ

フィールドまたはボタン

説明

TFTP モデム アドレス オプ TFTP モデム アドレス オプションが有効になっているか特定しま
ション
す。
TFTP タイムスタンプ オプ TFTP サーバがタイムスタンプを発行するか特定します。
ション
（注）

このページで TFTP オプションの一方または両方を有効にすると、DOCSIS ケーブ
ル モデムに送信される前に、TFTP ファイルに適切な TFTP 情報が含まれます。

CMTS 共有秘密鍵

プライム ケーブル プロビジョニングを設定ファイルの CMTS MIC
の計算に使用する文字列を識別します。CMTS では、認証のため
CMTS にケーブル モデムが送信する設定ファイルの認証にこれを
使用します。

CMTS デフォルト DOCSIS すべての CMTS で使用されるデフォルトの DOCSIS バージョンを
バージョン
指定します。このフィールドに DOCSIS バージョンを入力しない
場合、バージョン 1.0 がデフォルトになります。
CMTS バージョン マッピ CMTS で使用されているマッピング ファイルを識別します。この
ング ファイルへのリレー ファイルは、CMTS が使用する DOCSIS バージョンを指定しま
エージェント IP アドレス す。
拡張 CMTS MIC オプショ 拡張 CMTS MIC（EMIC）オプションが有効になっているか特定
ン
します。
（注）

このフィールドが有効になっている場合にのみ、このセ
クションで後続のフィールドが表示されます。
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フィールドまたはボタン

説明

拡張 CMTS MIC HMAC タ EMIC 計算のためデフォルトのハッシュ ベース メッセージ認証
イプ
コード（HMAC）タイプを識別します。
次の HMAC タイプのいずれかを選択します。
• MD5
• MMH16
（注）

デフォルトでは、MMH16 は EMIC 計算に使用され
ます。

拡張 CMTS MIC ダイジェ 拡張 CMTS MIC ダイジェスト明示ダイジェスト オプションが有
スト明示オプション
効になっているか特定します。
デフォルトでは、拡張 CMTS MIC 明示ダイジェストは EMIC 計算
に使用されます。
拡張 CMTS MIC 共有秘密 プライム ケーブル プロビジョニングを設定ファイルの拡張 CMTS
鍵
MIC の計算に使用する文字列を識別します。CMTS では、認証の
ため CMTS にケーブル モデムが送信する設定ファイルの認証に
これを使用します。
デュアル スタック モード すべての DOCSIS デバイスにデュアル スタック モードを有効ま
たは無効にします。
デュアル スタック中断設 デバイス中断に使用される IP アドレスの設定を特定します。この
定モード
プロパティは、デュアル スタック モードが有効になっている場
合のみ該当します。デフォルトで、デュアル スタック デバイス
中断設定モードは [Dual-stack（デュアル スタック）] に設定され
ています。.
次のデバイス中断設定モードのいずれかを選択します。
• IPv4：IPv4 アドレスを使用してデバイスをリセットします。
• IPv6：IPv6 アドレスを使用してデバイスをリセットします。
• デュアル スタック：IPv4 および IPv6 アドレスの両方を使用
してデバイスをリセットします。
IP 優先順位モードの制御

（注）

RDU で設定可能な IP 優先順位値を識別します。この値は IP アド
レス（IPv4 または IPv6）を制御します。これは eUE により取得
され、プロビジョニング フローに使用されます。詳細について
は、IP設定オプションの設定（162ページ）を参照してください。

デフォルト サービス クラスまたはデフォルト DHCP 条件を変更することで、再生成が発生し
ます。TFTP オプションへの変更は、次の TFTP 転送から開始できます。
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Network Registrar Defaults
プライム ケーブル プロビジョニング は Prime Network Registrar（NR）拡張ポイントを提供し、
これにより プライム ケーブル プロビジョニング が受信 DHCP パケットから情報をプルしてデ
バイスのテクノロジーを検出します。拡張ポイントでは、プライム ケーブル プロビジョニン
グ が DPE に保存されている設定に対応するオプションで、デバイス DHCP 要求に応答できま
す。
[RPD Defaults（RPD デフォルト）] リンクを選択するとき、Prime Network Registrar 拡張に現在
適用されているデフォルト値のリストが表示されます。次の表では、このページに表示される
フィールドを説明します。
表 35 : デフォルトの設定：Network Registrar デフォルト ページ

フィールドまたはボタン

説明

NR 拡張ポイントの設定（Cisco BAC 4.0 以降）
DHCPv4 要求ディクショナリに必要な属性

Network Registrar DHCPv4 要求ディクショナリ
が Network Registrar 拡張に含める必要がある
属性のカンマ区切りリストを特定し、RDU に
要求を送信してデバイス設定を生成します。
このフィールドのデフォルト値は、リレーエー
ジェント リモート ID オプションです。この
フィールドに relay-agent-remote-id 値を設定
しない場合、Network Registrar 拡張機能は設定
の生成要求のトリガからデバイスを拒否しま
す。

バイトとして DHCPv4 要求ディクショナリか RDU に要求を送信してデバイス設定を生成す
らの属性
るときに、Network Registrar DHCPv4 要求ディ
クショナリがバイトとしてプルする属性のカ
ンマ区切りリストを特定します。
文字列として DHCPv4 要求ディクショナリか RDU に要求を送信してデバイス設定を生成す
らの属性
るときに、Network Registrar DHCPv4 要求ディ
クショナリが文字列としてプルする属性のカ
ンマ区切りリストを特定します。
DHCPv6 要求ディクショナリに必要な属性

Network Registrar DHCPv6 要求ディクショナリ
が Network Registrar 拡張に含める必要がある
属性のカンマ区切りリストを特定し、RDU に
要求を送信してデバイス設定を生成します。
このフィールドのデフォルト値は [none（な
し）] です。
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フィールドまたはボタン

説明

DHCPv6要求ディクショナリに必要なオプショ Network Registrar DHCPv6 要求ディクショナリ
ン
が Network Registrar 拡張に含める必要がある
DHCP オプションのカンマ区切りリストを指
定し、RDU に要求を送信してデバイス設定を
生成します。
バイトとして DHCPv6 要求ディクショナリか RDU に要求を送信してデバイス設定を生成す
らの属性
るときに、Network Registrar DHCPv6 要求ディ
クショナリがバイトとしてプルする属性のカ
ンマ区切りリストを特定します。
バイトとして DHCPv6 要求ディクショナリか RDU に要求を送信してデバイス設定を生成す
らのオプション
るときに、Network Registrar DHCPv6 要求ディ
クショナリがバイトとしてプルする DHCP オ
プションのカンマ区切りリストを指定します。
DHCPv6 リレー ディクショナリに必要な属性 Network Registrar DHCPv6 リレー ディクショ
ナリが Network Registrar 拡張に含める必要が
ある属性のカンマ区切りリストを特定し、RDU
に要求を送信してデバイス設定を生成します。
このフィールドのデフォルト値は、
peer-addressです。
DHCPv6 リレー ディクショナリに必要なオプ Network Registrar DHCPv6 リレー ディクショ
ション
ナリが Network Registrar 拡張に含める必要が
ある DHCP オプションのカンマ区切りリスト
を特定し、RDU に要求を送信してデバイス設
定を生成します。
バイトとして DHCPv6 リレー ディクショナリ Network Registrar DHCPv6 リレー ディクショ
からの属性
ナリが Network Registrar 拡張にバイトとして
プルする属性のカンマ区切りリストを特定し、
RDU に要求を送信してデバイス設定を生成し
ます。
バイトとして DHCPv6 リレー ディクショナリ Network Registrar DHCPv6 リレー ディクショ
からのオプション
ナリが Network Registrar 拡張にバイトとして
プルする DHCP オプションのカンマ区切りリ
ストを特定し、RDU に要求を送信してデバイ
ス設定を生成します。
NR 拡張ポイント環境の設定
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（注）

フィールドまたはボタン

説明

環境ディクショナリからの属性

RDU に要求を送信してデバイス設定を生成す
るときに、Network Registrar 環境ディクショナ
リが文字列としてプルする属性のカンマ区切
りリストを特定します。

このページへの変更は、Prime Network Registrar 拡張がリロードされるまで有効になりません。

PacketCable デフォルト
[PacketCable Defaults（PacketCable デフォルト）] ページでは、PacketCable 音声テクノロジーを
サポートするために必要なデフォルトを特定します。PacketCable のデフォルトのリンクを選択
すると、現在 PacketCable デバイスに適用されているデフォルト値のリストが表示されます。
このページのフィールドは、表 33 : デフォルトの設定：CH WAN-Data/CH WAN-MAN デフォ
ルト ページ （205 ページ） で説明されているフィールドと同じです。これらは、このページに
表示される追加のフィールドであり、次の表で説明されています。
表 36 : デフォルト：PacketCable のデフォルト ページ設定

フィールドまたはボタン

説明

SNMP タイムアウト

秒単位で SNMP 設定タイムアウトを特定しま
す。

MTA プロビジョニング通知

MTA イベントが発生していることを通知しま
す。選択された選択肢に基づいて、MTA がプ
ロビジョニング完了情報を送信する際にイベ
ントが発生します。利用可能なオプションは
下記の通りです。
• On Failure
• On Success
• プロビジョニング時
• Always
• Never

デュアル スタック モード

すべての PacketCable デバイスにデュアル ス
タック モードを有効または無効にします。
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フィールドまたはボタン

説明

デュアル スタック中断設定モード

デバイス中断に使用される IP アドレスの設定
を特定します。このプロパティは、デュアル
スタック モードが有効になっている場合のみ
該当します。デフォルトで、デュアル スタッ
ク デバイス中断設定モードは [Dual-stack（デュ
アル スタック）] に設定されています。.
次のデバイス中断設定モードのいずれかを選
択します。
• IPv4：IPv4 アドレスを使用してデバイス
をリセットします。
• IPv6：IPv6 アドレスを使用してデバイス
をリセットします。
• デュアル スタック：IPv4 および IPv6 アド
レスの両方を使用してデバイスをリセッ
トします。

RDU Defaults
RDU のデフォルトのリンクを選択すると、RDU が設定されているデフォルトの設定が表示さ
れます。ここの設定は、Prime Network Registrar と通信するための RDU 設定に応じて変更可能
です。詳細については、『Cisco Prime Network Registrar End-User Guides』を参照してください。
次の表で、RDU デフォルト ページに表示されるフィールドを説明します。
表 37 : デフォルトの設定：RDU デフォルト ページ

フィールドまたはボタン

説明

設定拡張ポイント

その他のテクノロジー拡張ポイントが実行さ
れる前に実行される一般的な拡張ポイントを
特定します。

デバイス検出拡張ポイント

デバイス DHCP 検出デバイス要求から抽出さ
れた情報に基づいて、デバイス タイプ（例：
DOCSIS またはコンピュータ）を決定するた
めに使用される拡張ポイントを識別します。

パブリッシング拡張ポイント

RDU パブリッシング プラグインに使用する拡
張ポイントを識別します。この情報は、もう
1 つのデータベースに RDU データを公開する
必要がある場合に役立ちます。
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フィールドまたはボタン

説明

拡張ポイント JAR ファイル検索の順序

上記の 4 つのフィールドに一覧になっている
JAR ファイルで、クラスを検索する順序を指
定します。

再生成障害のしきい値のパーセンテージ

障害が発生したデバイスの許容可能な最大割
合を識別します。許容値は 0.0 ～ 100.0% で
す。デフォルトでは、この値は 0.0% に設定さ
れています。

障害のしきい値を超える時点で一時停止

再生成障害のしきい値のパーセンテージが超
過するとき、設定再生成サービス（CRS）が
一時停止しているか特定します。次の 2 つの
オプションがあります。
• 有効化：障害しきい値のパーセンテージ
を超過すると、CRS を自動的に一時停止
します。
• 無効化：CRS はデバイスの残りの設定を
引き続き再生成します。
デフォルトでは、障害のしきい値を超える時
点での一時停止が有効になります。

スクリプトの再コンパイル

デフォルトでは、スクリプト コンパイル モー
ドが有効になっていると、ファイル追加中に
スクリプトがコンパイルしキャッシュされま
す。

ユーザー 1 人あたりのセッション数

ユーザーに許可される最大セッション数を指
定します。1 ~ 100 の任意の値を指定すること
ができます。このプロパティのデフォルト値
は 100 です。このプロパティの値がユーザー
に割り当てられていない場合、RDU デフォル
トで使用可能な値と見なされます。

RADIUS 認証の有効化

使用される認証モードを識別します。次のオ
プションがあります。
• 有効化：Radiusサーバを使用してユーザー
を認証します。
• 無効化：ローカル RDU データベースに
ユーザーを認証します。
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radius 認証の設定詳細
次の表に、Radius 認証の設定に必要なフィールドを示します。
表 38 : デフォルトの設定：RDU のデフォルト ページ：サーバ認証モード プロパティの詳細：RADIUS モード

（注）

フィールドまたはボタン

説明

プライマリ ホスト

RADIUS サーバのプライマリ IP アドレスを特
定します。

プライマリ SharedSecret

RADIUS サーバ ユーザーを認証する際に使用
される共有秘密鍵を特定します。

プライマリ ポート

Radius サーバのプライマリ認証ポート番号を
特定します。デフォルトのポート番号は 1812
です。

セカンダリ ホスト：

オプションで Radius サーバのセカンダリ IP ア
ドレスを特定します。

セカンダリ SharedSecret

オプションで RADIUS サーバ ユーザーを認証
する際に使用されるセカンダリ共有秘密鍵を
特定します。

セカンダリ ポート

オプションで Radius サーバのセカンダリ認証
ポート番号を特定します。

タイムアウト

RDU サーバに接続する際に RDU が応答を待
機する最大時間長を指定します。値はミリ秒
単位で指定され、デフォルト値は 1000 ミリ秒
です。値は 1000 ~ 5000 ミリ秒で指定できま
す。

リトライ

RDU が Radius サーバへの接続を試行する最大
回数を指定します。デフォルト値は 1 で、1-5
に変更できます。

Radius のタイムアウトが 10000 ミリ秒を超える場合、プライム ケーブル プロビジョニング 認
証は失敗します。Radius のタイムアウトと再試行回数は、10000 ミリ秒を超えないように設定
する必要があります。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
214

プライム ケーブル プロビジョニングの設定
システムのデフォルト

システムのデフォルト
システム デフォルト リンクを選択すると、[System Defaults（システム デフォルト）] ページが
表示されます。次の表で、このページに表示されるフィールドを説明します。

（注）

ユーザーは プライム ケーブル プロビジョニング API を使用してデフォルト値を設定できま
す。
表 39 : システムのデフォルト ページを設定します

フィールドまたはボタン

説明

システムのデフォルト
SNMP Write Community String

SNMP 情報を必要とするデバイスのデフォル
ト書き込みコミュニティ文字列を識別します。
デフォルトの書き込みコミュニティ文字列は
private です。

SNMP Read Community String

SNMP MIB を読み取りまたはアクセス可能な
デバイスのデフォルト読み取りコミュニティ
文字列を特定します。デフォルトのコミュニ
ティ文字列は public です。
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フィールドまたはボタン

説明

デバイス検出のデフォルト デバイス タイプ

RDU に登録されていないデバイスのデフォル
トのデバイス タイプを識別します。オプショ
ンは次のとおりです。
• DOCSIS
• コンピュータ
• PacketCableMTA
• STB
• CableHomeWanMan
• CableHomeWanData
• eRouter
• RPD
（注）

最大診断デバイス数

任意の時点で、トラブルシューティング可能
な MAC アドレス（デバイス）の最大数を示し
ます。

MIB の一覧

RDU を再起動する必要がない RDU で使用さ
れている MIB のリストを識別します。

補足 MIB リスト

RDU で使用されている MIB の拡張リストを識
別します。

除外 MIB トークン

MIB で再定義不可能なこれらのキーワードま
たはトークンを定義します。

除外補足 MIB トークン

MIB で再定義不可能であり、除外 MIB トーク
ンリストに表示されないこれらのキーワード
またはトークンを定義します。

混合モード ポリシー設定
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デバイス検出拡張機能によりデバイ
ス タイプを特定できない場合、「デ
フォルト タイプ」（たとえば、コン
ピュータ）は、デバイス タイプを指
定します。[None（なし）] にデフォ
ルトのデバイス タイプを設定する
と、デバイスのレコードは RDU に
追加されません。
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システムのデフォルト

フィールドまたはボタン

説明

CableHome WanData 混合モード

混合モードの CableHome WAN データのデバ
イスを有効または無効にします。

CableHome WanMan 混合モード

混合モードで CableHome WAN-MAN デバイス
を有効または無効にします。

コンピュータ混合モード

混合モードでコンピュータを有効または無効
にします。

PacketCable 混合モード

混合モードで PacketCable デバイスを有効また
は無効にします。

STB 混合モード

混合モードで STB を有効または無効にしま
す。

CableHome WanData 混合モード DHCP 条件

混合モードで WAN データ デバイスのプロビ
ジョニングに使用される DHCP 条件を特定し
ます。

CableHome WanMan 混合モード DHCP 条件

混合モードで WAN-MAN デバイスのプロビ
ジョニングに使用される DHCP 条件を特定し
ます。

コンピュータ混合 DHCP 条件

混合モードでコンピュータをプロビジョニン
グするための DHCP 条件を特定します。

Packetcable 混合 DHCP 条件

混合モードで PacketCable デバイスのプロビ
ジョニングに使用される DHCP 条件を特定し
ます。

STB 混合 DHCP 条件

混合モードで STB をプロビジョニングするた
めの DHCP 条件を特定します。

CableHome WanData 混合サービス クラス

混合モードで WAN データ デバイスのプロビ
ジョニングに使用されるサービス クラスを特
定します。

CableHome WanMan 混合サービス クラス

混合モードで WAN-MAN デバイスのプロビ
ジョニングに使用されるサービス クラスを特
定します。

コンピュータ混合サービス クラス

混合モードでコンピュータのプロビジョニン
グに使用されるサービスクラスを特定します。

Packetcable 混合サービス クラス

混合モードで PacketCable デバイスのプロビ
ジョニングに使用されるサービス クラスを特
定します。
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フィールドまたはボタン

説明

STB 混合サービス クラス

混合モードで STB のプロビジョニングに使用
されるサービス クラスを特定します。

CableLabs 設定ファイル名スクリプト

動的 TFTP ファイル名を生成するために使用
する Groovy スクリプトを識別します。

eRouter 混合モード

混合モードで eRouter を有効または無効にしま
す。

eRouter 混合モード DHCP 条件

混合モードで eRouter をプロビジョニングする
ための DHCP 条件を特定します。

eRouter 混合サービス クラス

混合モードで eRouter のプロビジョニングに使
用されるサービス クラスを特定します。

STB デフォルト
STB のデフォルト ページでは、CableLabs OpenCable Application Platform に準拠する STB をサ
ポートするために必要な、これらのデフォルトを特定します。このページには、表 33 : デフォ
ルトの設定：CH WAN-Data/CH WAN-MAN デフォルト ページ （205 ページ） で説明されてい
るのと同じフィールドを含みます。これらは、このページに表示される追加のフィールドであ
り、次の表で説明されています。
表 40 : デフォルトの設定：STB デフォルト ページ

フィールドまたはボタ 説明
ン
デュアル スタック モー すべての STB デバイスにデュアル スタック モードを有効または無効
ド
にします。

（注）

後続のデバイス設定には実行した変更が含まれます。ただし、すべての既存の設定は変更され
ません。既存の設定に変更するには、API を使用して設定を再生成する必要があります。

eRouter Defaults
表 41 : デフォルトの設定：eRouter デフォルト ページ

フィールドまたはボタ 説明
ン
デュアル スタック モー デフォルトでは、無効に設定されています。
ド：有効/無効
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フィールドまたはボタ 説明
ン
デュアル スタック中断 デバイス中断に使用される IP アドレスの設定を特定します。このプ
優先モード：IPv4/IPv6/ ロパティは、デュアル スタック モードが DOCSIS デフォルトおよび
デュアル スタック
eRouter デフォルトで有効になっている場合のみ該当します。デフォ
ルトで、デュアル スタック デバイス中断設定モードは [Dual-stack
（デュアル スタック）] に設定されています。.
次のデバイス中断設定モードのいずれかを選択します。
• • IPv4：デバイス背後で IPv4 アドレスを使用してデバイスをリ
セットします。
• • IPv6：デバイス背後で IPv6 アドレスを使用してデバイスをリ
セットします。
• • デュアル スタック：デバイス背後で IPv4 および IPv6 アドレス
の両方を使用してデバイスをリセットします。

RPD Defaults
[RPD Defaults（RPD デフォルト）] リンクを選択するとき、プライム ケーブル プロビジョニン
グ でサポートされている RPD に現在適用されているデフォルト値のリストが表示されます。
このページに表示されるフィールドの説明については、『表 33 : デフォルトの設定：CH
WAN-Data/CH WAN-MAN デフォルト ページ （205 ページ）』を参照してください。

（注）

デフォルト サービス クラスまたはデフォルト DHCP 条件を変更することで、再生成が発生し
ます。このページに加えられたその他の変更は、既存のデバイスに影響しません。

DHCP 条件の設定
プライム ケーブル プロビジョニング では、プライム ネットワーク レジスタの範囲を選択する
ときに、DHCP 条件はデバイスの特定の条件を説明します。たとえば、provisioned-docsis と呼
ばれる DHCP 条件には、tagProvisioned と呼ばれる包含的な選択項目タグがあります。DHCP
の条件は、DOCSIS モデムに関連付けられています。このモデムがプライム ネットワーク レ
ジスタから IP アドレスを要求するとき、プライム ネットワーク レジスタは範囲選択タグ
tagProvisioned に関連付けられている範囲を検索します。
DHCP 条件のページにアクセスするには、[Configuration] > [DHCP Criteria] を選択します。
[Manage DHCP Criteria] ページが表示されたら、追加したテクノロジー DHCP 条件を特定する
DHCP 条件の一覧を表示します。
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DHCP 条件の追加
DHCP の条件を追加するには：

ステップ 1 [Manage DHCP Criteria] ページで、[追加] をクリックします。
ステップ 2 作成する DHCP 条件の名前を入力します。
ステップ 3 DHCP 条件クライアント クラス名を入力します。
ステップ 4 包括および除外選択タグを入力します。
（注）

新しい DHCP 条件を作成する場合、入力するクライアント クラスと包括および除外選択タグ名
は、Network Registrar 内から正確な名前である必要があります。クライアント クラスと選択タグ
の詳細については、/docs ディレクトリの『Cisco Prime Network Registrar End-User Guides』および
CLIFrame.html を参照してください。新しい DHCP 条件を作成する場合、クライアント クラス、
包括および除外選択タグ名のどちらかを指定する必要があります。

[Assign Domain] をクリックし、属するプロパティにドメインを選択します。[Apply] をクリックして、変
更内容を保存します。
（注）

ドメイン管理およびドメイン割り当てに関連するオプションは、デフォルトでは入力されていま
せん。詳細については、ドメインの追加 （236 ページ）を参照してください。

ステップ 5 選択した DHCP 条件に新しいプロパティを追加するには、[Add Property] をクリックします。ドロップダウ
ン リストからプロパティを選択し、値を入力します。[Save] をクリックします。
ステップ 6 [Add] をクリックします。
ステップ 7 [Submit] をクリックします。
RDU データベースに DHCP 条件が正常に追加されると、[Manage DHCP Criteria] ページに表示されます。

DHCP 条件の変更
（注）

DHCPの条件を変更すると、後続のデバイス設定には実行した変更が含まれます。再起動する
まで、ネットワーク上のデバイスに新しい設定は取得されず、すべての既存の設定を再生成し
ます。
既存の DHCP 条件を変更するには、変更する DHCP 条件リンクをクリックします。クライア
ント クラス、包括および除外選択タグ、およびプロパティ値の設定に必要な変更を行います。
[Submit] をクリックします。
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DHCP 条件の削除
管理者アプリケーションを使用して DHCP 条件を削除しても、DHCP サーバから実際の DHCP
サーバ設定は削除されません。DHCP サーバ設定を手動で削除する必要があります。
既存の条件を削除するには、削除する DHCP 条件を選択し、[Delete] をクリックします。

（注）

条件に関連付けられているデバイスがなく、デフォルトの DHCP 基準として指定されていない
場合にのみ DHCP 条件を削除できます。DHCP の条件に関連付けられたデバイスがある場合、
条件を削除する前にさまざまな DHCP 条件を関連付ける必要があります。

ファイルの管理
プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI を使用して、DOCSIS、PacketCable MTAs、
WAN-MAN ファイルの動的生成、またはデバイスのソフトウェア イメージに、TFTP サーバ
ファイルまたはテンプレート ファイルを管理できます。このページを使用して、次を含むファ
イル タイプを追加、削除、置換、またはエクスポートします。
• Template files：特定のサービス クラスで使用され、動的ファイル生成を提供するとき、
DOCSIS、PacketCable、または CableHome オプションと値を含むテキスト ファイルです。

（注）

テンプレート ファイルはテキスト エディタで作成可能ですが、
tmpl ファイル タイプが必須です。テンプレート情報の詳細につい
ては、テンプレート （334 ページ） を参照してください。

• Static configuration files：これらのファイルは、デバイスの設定ファイルとして使用されま
す。たとえば、 gold.cm と呼ばれるスタティック設定ファイルは、ゴールド DOCSIS サー
ビス クラスを識別します。プライム ケーブル プロビジョニング その他のバイナリ ファイ
ルと同様に、このファイル タイプを扱います。
• Firmware images：デバイス ファームウェアのイメージであり、デバイスにダウンロード
し、機能をアップグレードできます。プライム ケーブル プロビジョニング は、他のバイ
ナリ ファイルと同様にこのファイル タイプを扱います。これらのファームウェア イメー
ジは、Cisco デバイスの IOS イメージを含めることができます。
次の表で、[View Files] ページに表示されるフィールドを説明します。
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表 42 : View Files Page

フィールドまたはボタン

説明

検索タイプ

プライム ケーブル プロビジョニング Admin
UI を使用して、ファイルに実行可能な検索タ
イプを特定します。オプションは次のとおり
です。
• Search by File Name：指定したファイル名
のパターンを使用してファイルを検索し
ます。
• Search by File Type：指定したファイル タ
イプを使用してファイルを検索します。
オプションは次のとおりです。
• Firmware File：ファームウェア イメー
ジ ファイルを指定します。
• CableLabs Configuration File：
CableLabs のスタティック設定ファイ
ルを指定します。
• CableLabs Configuration Script：
CableLabs の設定スクリプト ファイル
を指定します。
• CableLabs Configuration Template：
CableLabs の設定テンプレート ファイ
ルを指定します。
• CableLabs Configuration Filename
Script：CableLabs のスクリプトで設
定ファイル名を指定します。
• Generic File：一般的なファイルを指
定します。
• JAR File：JAR ファイルを指定しま
す。
• MIB File：MIB ファイルを指定しま
す。
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フィールドまたはボタン

説明

検索基準

ファイル名またはファイル タイプを識別しま
す。ワイルドカード文字としてアスタリスク
（*）を使用して、部分的なファイル名を検索
します。たとえば、 *.cm を入力して、*.cm 拡
張子で終わるすべてのファイルを一覧表示で
きます。無効なワイルドカードの例は bronze*
です。

ファイル

検索条件に一致するファイルの一覧が表示さ
れます。
（注）

項目を削除する前に、このリストで
選択した項目の左にあるチェック
ボックスをオンにする必要がありま
す。

View

選択したファイルの詳細を表示します。

ファイル タイプ

ファイルのタイプを識別します。

Export

クライアントのコンピュータに選択したファ
イルをエクスポートします。

ファイルの追加
既存のファイルを追加するには。

ステップ 1 [View Files] ページから [Add] をクリックします。
ステップ 2 ドロップダウン リストから、[File Type] を選択します。
ステップ 3 送信元ファイルへのパスを入力します。
送信元ファイルの正確な名前がわからない場合は、[Browse] をクリックして目的のディレクトリに移動し、
ファイルを選択します。
ステップ 4 ファイルの名前を入力します。
CableLabs 設定ファイルまたはファームウェア ファイルを追加する場合は、これらの手順を実行するか、
手順 6 に進む必要があります。
a)

CableLabs 設定ファイルまたはファームウェア ファイルを追加するときに、DPE に RDU に追加する
ファイルを提供できます。これを行うには、[Is Deliverable] フィールドに対応する [Enabled] ラジオ ボ
タンをクリックします。
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中にプライム ケーブル プロビジョニングセットの各ファイルの成果物のステータス タイプ、CableLabs
設定ファイルまたはファームウェア ファイルのみのデフォルト設定を変更することができます。次の
リストでは、各ファイル タイプのデフォルトの提供ステータスを示します。
• ファームウェア ファイル：Enabled
• CableLabs 設定ファイル：Disabled
• CableLabs 設定テンプレート：Disabled
• 一般的なファイル：Disabled
• JAR ファイル：Disabled
• MIB ファイル：Disabled
• CableLabs 設定スクリプト：Disabled
• CableLabs 設定ファイル名スクリプト：Disabled
b) ファームウェア ファイルの場合、さらにファイル バージョンとそのバージョンの適切な説明を入力し
ます。
ステップ 5 [Assign Domain] をクリックし、ファイルが所属する必要があるドメインを選択します。[Apply] をクリッ
クして、変更内容を保存します。
ステップ 6 [Submit] をクリックします。`
（注）

ファイル サイズは 4 MB までサポートされます。追加するファイルのサイズが 4 MB 以上の場合
は、エラーが表示されます。

ファイルが追加されたことを示す [View Files] ページが表示されます。

ファイルの削除
既存ファイルを削除するには、検索オプションを使用して削除するファイルを探します。適切
なファイルを選択して、[Delete] をクリックします。

注意

サービス クラスに直接リンクされていないが、サービス クラスにリンクされている別のテン
プレート/groovy ファイルで参照されているテンプレート ファイルを削除すると、設定の再生
成サービスが失敗します。

（注）

関連付けられたサービス クラスを持つファイルは削除することはできません。続行する前に、
サービス クラスの関連付けを削除する必要があります。詳細については、サービス クラスの
設定 （201 ページ）を参照してください。
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プロビジョニング データの発行
プライム ケーブル プロビジョニング リアルタイムで外部のデータストアを追跡するプロビジョ
ニング データを発行する機能があります。これを行うには、目的のデータストアにデータを書
き込むようにプラグインの発行を開発する必要があります。[Manage Publishing] ページでは、
プラグイン名、現在のステータス（有効/無効）、スイッチなどの情報を識別し、有効または
無効にします。
実装に必要なだけのプラグインを有効にできますが、プラグインの発行の使用によりシステム
パフォーマンスが低下する可能性があることに注意してください。

（注）

プライム ケーブル プロビジョニング 発行プラグインは付属していません。独自のプラグイン
を作成し、JAR ファイルと同じ方法で プライム ケーブル プロビジョニング にロードする必要
があります（ファイルの管理 （221 ページ） を参照）。次に、[Manage Publishing] ページから
プラグインを管理します。

データストアの変更の発行
プラグイン発行を有効化または無効化するには：

ステップ 1 [Primary Navigation] バーの [Configuration] > [Publishing] を選択します。
ステップ 2 必要なプラグインを有効または無効にするには、適切なステータス インジケータをクリックします。
ステータスをクリックすると、2 つの状態をトグルすることに注意してください。

発行プラグイン設定の変更
これらの設定は、個別データストアに RDU のプラグイン設定を保管する際に、プラグイン作
成者にとって便利な方法です。発行プラグイン設定を変更するには：

ステップ 1 [Primary Navigation] バーの [Configuration] > [Publishing] を選択します。
ステップ 2 変更するプラグインに対応するリンクをクリックします。[Modify Publishing Plug-Ins] ページが表示されま
す。
次の表では、[Modify Publishing Plug-Ins] ページに表示されるフィールドを識別します。
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表 43 : [Modify Publishing Plug-Ins] ページ

フィールド

説明

プラグイン

発行プラグイン名を識別します。

Server

データストアが存在するサーバ名を識別します。

ポート

データストアが存在するポート番号を識別します。

IP アドレス

データストアが存在するサーバの IP アドレスを特定
します。このアドレスは通常、サーバ名に使用され
ていないときに指定されます。

User

保存されているデータへのアクセス権を持つユー
ザーを識別します。

[Password]

保存されているデータにアクセスできるユーザーの
パスワードを識別します。

Confirm Password

上記で入力したパスワードを確認します。

ステップ 3 [Server]、[Port]、[IP Address]、[User]、[Password]、[Confirm Password] フィールドに必要な値を入力します。
これらはすべて必須フィールドであり、続行する前にこの情報を指定する必要があります。
ステップ 4 選択されたプラグインに変更を行う場合は、[Submit] をクリックします。

プロパティの暗号化
デフォルトでは、CoS、DHCP 条件、デバイスなどさまざまなエンティティ レベルで、カスタ
ム プロパティとデバイス プロパティに割り当てられた値は、文字列、整数、RDU のブール値
などプレーン オブジェクトとして保存されています。データは繊細と考えられるため、プライ
ム ケーブル プロビジョニング ではこれらのプロパティを暗号化することができます。これら
のプロパティ値が復号化され、API コールを使用して取得する際に実際のプレーン オブジェク
トとして返されます。
プロパティの暗号化を有効にするには：

ステップ 1 [Primary Navigation] バーで [Configuration] > [Property Encryption] を選択します。
[Property Encryption] ページには、暗号化されたカスタム プロパティを含む暗号化されたすべてのプロパ
ティを一覧表示します。カスタム プロパティの暗号化の詳細については、カスタム プロパティの設定 （
204 ページ） を参照してください。
ステップ 2 [Property Encryption] ページから暗号化用に新しいプロパティを追加することもできます。[Add Property]
をクリックします。
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ステップ 3 暗号化するプロパティを選択し、[Save] をクリックします。
デバイス プロパティは、[Property Encryption] ページ経由でのみ暗号化のため追加可能です。
（注）

暗号化を無効にするには、[Property Encryption] リストからプロパティを選択し、[Delete] をクリッ
クします。

CRS の設定
プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI を使用して、CRS 要求をより効率的に管理する
ことができます。プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI を使用して、CRS を有効化、
無効化、一時停止、再開します。CRS によってキューされた要求を表示、フィルタ、削除でき
ます。これらのタスクを管理するには、適切な権限が付与される必要があります。これらの管
理機能もは RDU API 経由で利用できます。
[Manage Configuration Regeneration Service（設定の再生成サービスの管理）] ページは
[Configuration（設定）] メニュー（[Configuration（設定）] > [CRS Management（CRS 管
理）]）からキューの CRS 要求を管理する詳細とオプションを表示します。
適切なステータス インジケータをクリックして、CRS を有効化、無効化、一時停止、再開し
ます。ステータスをクリックすると、有効化と無効化、実行中と一時停止の状態が切り替わり
ます。CRS 状態のいずれかを変更後、RDU を再起動する必要はありません。デフォルトでは、
CRS が有効になっています。
• CRS が[Enabled（有効）] 状態になっているとき、CRS の一時停止および再開、キューか
らの CRS の表示、フィルタ、削除、CRS 統計情報のモニタなど、その他の CRS 要求管理
機能を実行できます。
• CRS が[Disabled（無効）]状態になっているとき、CRS サービス全体がが停止し、キュー
内の既存の要求が自動的にクリアされます。新しい再生成要求は、CRS リクエスト キュー
に転記されません。
• CRS が [Running（実行中）] 状態になっているとき、CRS 要求は CRS キューの上部から
実行され、新規要求がキューに転記されます。
• CRS が[Paused（一時停止）] 状態になっているとき、CRS 要求の実行は一時停止されま
す。バッチの実行中に CRS が一時停止している場合、CRS は最初に現在のバッチの実行
を完了し、一時停止状態に移動します。ユーザーがキューの CRS 要求と同じ CRS 要求を
作成する場合、新しい CRS 要求に置換されます。一時停止の状態では、すべての新しい
要求は既存の CRS キューに表示されます。
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要求ポリシーとステータスの表示
次の表では、CRS に設定されたポリシーを示します。
表 44 : CRS ポリシーとステータス

フィールド

説明

障害が発生したし CRS ごとに障害が発生したデバイスの許容可能な最大割合を識別します。
きい値パーセン
テージ
障害のしきい値を 障害のしきい値が超過したときに、CRS が一時停止に設定されているか特
超える時点で一時 定します。
停止
Pending Requests

実行する保留中の CRS 要求数を特定します。

要求統計情報の表示
現在実行している CRS 要求および以前の要求の統計情報が、[Manage Configuration Regeneration
Service（設定の再生成サービスの管理）] ページに表示されます。要求の実行が完了した場合
のみ、関連する統計情報が [Previous Request（以前の要求）] タブに表示されます。要求が同様
の要求に置換されていたり、実行中に削除されている場合、以前の要求とはみなされません。
次の表では、統計情報について説明します。
表 45 : CRS 統計情報

フィールド

説明

State

設定の再生成サービスの動作状態を特定します。重要な CRS 状態の一部
は以下のとおりです。
• 再生成：CRS が現在デバイス設定を再生成していることを示します。
• 一時停止：CRS が一時停止していることを示します。
• 無効：CRS が無効になっていることを示します。

要求 ID

現在実行中の要求の CRS 要求 ID を特定します。

バッチ ID

CRS 要求に関連付けられている 1 個以上のバッチ ID を特定します。

検索タイプ

CRS 要求をトリガするタイプ動作を特定します。
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フィールド

説明

デバイスが正常に 現在実行中の要求に、正常に再生成されたデバイス設定数を特定します。
再生成されました
（注） 次のような状況で一部のデバイスが 2 回再生されているため、
再生成されたデバイス設定数は影響を受ける実際のデバイス数
よりも多く表示される場合があります。
• CRS 要求の実行中に CRS が一時停止され、再開します。
• CRS が一時停止し、キュー内の一時停止要求は同じ CRS 要
求に置換されます。

再生成を試行する 現在実行中の要求に、再生成を試行するデバイス設定数を特定します。
デバイス
Elapsed Time

現在実行中の要求の経過時間を特定し、これには要求が一時停止した時間
は含みません。

再生成

1 秒あたりに再生成されたデバイス設定数を特定します。

再生成に失敗した CRS 要求の再生成に失敗したデバイス数を特定します。1000 個のデバイ
デバイス
ス要求の設定再生成が完了するごとに値が更新されます。
失敗したインター デバイスの CRS 要求の設定再生成が 1000 個完了した時点で、失敗したデ
フェイスのパーセ バイスの実行中パーセンテージを特定します。ステータス インジケータ
ンテージ
は、CRS 要求のデバイスの障害しきい値レベルを示します。

（注）

RDU が再起動し CRS が無効になってから有効になると、CRS 統計情報がリセットされます。
CRS 要求の表示
CRS 要求は、[Manage Configuration Regeneration Service（設定の再生成サービスの管理）] ペー
ジで作成された順にキューされます。最大 1000 個の CRS の要求を一度に Admin UI に表示で
きます。削除する要求を選択し、[Delete（削除）] をクリックすると、CRS 要求の一部または
すべてを削除できます。クイック フィルタおよび詳細フィルタ オプションを使用して、キュー
から特定の要求を検索します。これらのフィルタ オプションは、検索タイプとユーザー名に基
づき、キュー内で CRS 要求を検索します。

（注）

すべての外部ユーザー名は、[External（外部）] として Admin UI に表示され、 [nul]l としてロ
グに表示されます。外部ユーザーは、ユーザー名に基づき外部ユーザーによって投稿された
CRS 要求を検索できません。
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CRS 操作に必要な権限
[Manage Configuration Regeneration（設定の再生成の管理）] ページを表示し Admin UI から CRS
動作を管理するには、適切な権限が付与される必要があります。
タスク

必要な権限

CRS を有効にするには

PRIV_CRS_UPDATE および PRIV_PROP_UPDATE

CRS を無効にするには

PRIV_CRS_DELETE および PRIV_PROP_UPDATE

CRS ステータスおよび統計情報を表 PRIV_CRS_READ、PRIV_PROPERTY_READ、および
PRIV_RDU_READ
示するには
CRS 設定障害しきい値のパーセン
テージと、RDU デフォルト ページ
から障害しきい値の超過により一時
停止を変更するには

PRIV_PROPERTY_READ、PRIV_SYSDEF_READ、
PRIV_SYSDEF_UPDATE、PRIV_USER_SECURITY、
PRIV_CRS_UPDATE、PRIV_CRS_READ、
PRIV_RDU_READ、PRIV_PROPERTY_UPDATE、
PRIV_USER_UPDATE

API から CRS 動作を管理するには、適切な権限が付与される必要があります。
タスク

必要な権限

コマンド IPDevice.regenConfigs() を
実行するには

PRIV_CRS_CREATE

プロパティ failureThresholdPercentage PRIV_CRS_UPDATE および PRIV_PROP_UPDATE
および pauseOnFailureThreshold を設
定するには
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Admin UI を使用してグループ タイプおよ
びグループの設定
グループ管理により、グループ タイプとグループを作成、変更、削除できます。プライム ケー
ブル プロビジョニング のコンテキスト内で、グループでグループ タイプを作成している場合
でもグループ タイプは一連のグループとしてみなされます。
• グループ タイプの管理 （231 ページ）
• グループの管理 （232 ページ）

グループ タイプの管理
[Main Menu（メイン メニュー）] からグループを選択して、[Manage Groups（グループ管理）]
ページにアクセスします。グループ タイプは、このページが表示されたらデフォルト設定で
す。

グループ タイプの追加
[Main Menu（メイン メニュー）] からグループを選択して、[Manage Groups（グループ管理）]
ページにアクセスします。グループ タイプは、このページが表示されたらデフォルト設定で
す。
新しいグループ タイプを追加するには。

ステップ 1 [Manage Groups（グループの追加）] ページで、[Add（追加）] をクリックします。
ステップ 2 新しいグループ タイプの名前を入力します。
（注）

カスタム プロパティを以前に追加している場合、ドロップダウン リストから適切なプロパティ名
を選択し、必要なプロパティ値を入力できます。該当するプロパティ名/プロパティ値のペア数を
増やすには、[Add（追加）] をクリックします。

ステップ 3 新しいグループ タイプの優先度の値を入力します。
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値の範囲は 1 ~ 100 です。値 1 が最も優先順位が高く、100 が最小です。たとえば、2 つのメンバー グルー
プの優先順位値が 5 と 20 場合、優先順位値 5 のグループは優先順位値 20 のグループよりも優先順位が高
くなります。
デフォルトでは、グループ タイプの優先順位値は 50 に設定されます。2 つのメンバー グループで同じ優
先順位値が設定されている場合、グループ タイプ名はアルファベット順で保存され優先順位が決定されま
す。
ステップ 4 [Submit] をクリックします。`
新しいグループ タイプは、RDU に記録されます。

グループの管理
グループを作成および変更し、不要なグループを削除し、グループおよびグループ タイプを関
連付けおよび関連付け解除し、グループに関連付けられているデバイスを表示できます。

新しいグループの追加
新しいグループを追加するには、次の操作を実行します。

ステップ 1 [Manage Groups（グループの管理）] ページでは、[Search Type（検索タイプ）] ドロップダウン リストから
[Groups（グループ）] を選択します。
ステップ 2 [Add Group（グループの追加）] をクリックします。
ステップ 3 新しいグループ名を入力し、このグループに適切なグループ タイプを選択します。
（注）

カスタム プロパティを以前に追加している場合、ドロップダウン リストから適切なプロパティ名
を選択し、必要なプロパティ値を入力できます。該当するプロパティ名/プロパティ値のペア数を
増やすには、[Add（追加）] をクリックします。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。`
新しいグループは、RDU に記録されます。

Searching for Devices in a Group
グループに関連付けられているデバイスを表示するには。

ステップ 1 [Manage Groups（グループの管理）] ページの [Search Type（検索タイプ）] ドロップダウン リストから
[Groups（グループ）] オプションを選択します。
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ステップ 2 グループ タイプまたはグループ名のいずれかを検索するように選択できます。
• グループ タイプ別：定義済みのグループのドロップダウンリストを提供します。
• グループ名別：名前またはワイルドカード（*）の名前を入力可能な [Group（グループ）] または [Group
Wildcard（グループ ワイルドカード）] フィールドを提供します。
ステップ 3 [検索（Search）] をクリックします。
ステップ 4 グループに対応する [Devices（デバイス）] パラメータで、[View Details（詳細の表示）] アイコンをクリッ
クします。
クリックすると、[Manage Devices（デバイスの管理）] ページで [Group Search（グループの検索）] 機能が
表示されます。
ステップ 5 [Manage Devices（デバイスの管理）] ページから、適切な [Group Type（グループ タイプ）] を選択します。
検索機能の詳細については、デバイスの検索 （298 ページ） を参照してください。
グループに関連付けられているデバイスが表示されます。

Relating and Unrelating Group Types to Groups
機能の関連付けおよび関連付け解除は、特定のグループおよびグループ タイプ間の関係を確立
するために使用されます。
この関係を関連付けまたは関連付け解除するには？

ステップ 1 [Manage Groups（グループの管理）] ページの [Search Type（検索タイプ）] ドロップダウン リストから
[Groups（グループ）] を選択します。
ステップ 2 グループ タイプまたはグループ名検索条件を使用して、グループを関連付けまたは関連付け解除するグ
ループのグループ タイプを選択します。
ステップ 3 [検索（Search）] をクリックします。
ステップ 4 [Group（グループ）] リンクから [Relate to Group（グループへの関連付け）] または [Unrelate from Group（グ
ループからの関連付け解除）] をクリックします。
クリックしたリンクに応じて、[Relate to Group（グループへの関連付け）] または [Unrelate from Group（グ
ループからの関連付け解除）] ページが表示されます。
ステップ 5 ドロップダウンリストから適切なグループ タイプを選択し、グループが関係付けされるまたは関連付け解
除されるグループを選択します。
ステップ 6 [Submit] をクリックします。`
[Manage Groups（グループの管理）] ページが表示されます。
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Admin UI を使用した RBAC の設定
この章では、プライム ケーブルのプロビジョニングのセキュリティ機能について説明します。
さまざまなレベルのセキュリティを管理するには、この機能を設定して、使用します。RBAC
の概念情報については、RBAC 管理 （37 ページ） を参照してください。
適切なユーザ管理とセキュリティのため、プライム ケーブル プロビジョニングは認証ユーザ
にシステム機能とリソースを制限するアプローチを提供する、ロール ベース アクセス コント
ロール（RBAC）を導入します。ロールは粒度の高い権限で構成されます。権限は適用のベー
ス ユニットです。初期状態のデフォルトを超えて、認可ポリシーのカスタマイズを有効にする
論理ジョブ機能に権限セットのロールをグループ化します。
プライム ケーブル プロビジョニングは、デフォルトの初期状態 (OOTB) のロール、権限、ユー
ザ、ユーザ グループおよび利用できるドメインの一部を提供します。これらのデフォルト設定
とは別に、組織要件を満たすために独自に設定を定義することもできます。デフォルトのOOTB
設定は編集または削除できません。
4 つのレベルのチェックがあります。
• URL アクセス確認 - Admin UI またはウェブ サービスなどのコンポーネントに直面するウェ
ブを強制します。
• 操作/方式レベル チェック：操作するためのアクセスを保護するコンポーネントによって
行われるエンフォースメント。このタイプのアクセス チェックは、主に RDU と DPE CLI
で実行されます。ユーザが操作の呼び出しに適切な権限を持っていることを確認する手法
です。
• インスタンス レベル チェック：ユーザーによる特定のオブジェクトへのアクセスを適用
します。この適用は RDU と活用データベース機能で実行されます。
• プロパティ レベル チェック：ユーザーによる特定のプロパティへの書き込みアクセスを
適用します。この適用は RDU で実行されます。
• セキュリティの設定 （236 ページ）
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セキュリティの設定
セキュリティ メニューを使用して、さまざまなレベルのセキュリティを設定し、管理します。
次の操作を実行できます。
• ドメインの追加、変更、または削除については、ドメイン管理 （236 ページ） を参照して
ください。
• デフォルトの権限を使用してロールを追加、変更、複製、または削除については、ロール
管理 （237 ページ） を参照してください。
• ユーザ グループの追加、変更、複製または削除、ユーザ グループへのロールの割り当て
については、ユーザ グループ管理 （238 ページ） を参照してください。
• プライム ケーブル プロビジョニング ユーザ グループへの既存の外部ユーザ グループの
マッピングについては、ユーザ グループ マッピング （239 ページ） を参照してください。
• ユーザの追加、変更、またはユーザ、およびこれらのユーザへのロールとドメインの割り
当てについては、User Management （240 ページ） を参照してください。

ドメイン管理
ドメインは、デバイス、COS、ファイル、DPE、NR、プロビジョニング グループ、および
DHCP条件などのさまざまなオブジェクトとのインスタンスのセットです。ドメインは、これ
らのオブジェクト グループ化されたたとえばレベル アクセス制御のコレクションを表します。
適切なアクセス権限を持つ認証されたユーザーのみが、そのドメインに存在するインスタンス
を表示できます。
ドメインは、デフォルト ドメイン RootDomain のサブドメインとして追加されたすべてのカス
タム ドメインに階層的に示されています。親ドメインへのアクセスを持つユーザは、その親ド
メインのサブドメインのすべてにアクセスできます。

ドメインの追加

（注）

デフォルトでは、ドメイン管理関連のページまたはウィジェットは Admin UI では使用できま
せん。インスタンス レベルの認証フィールドさえも表示されません。それらを有効にするため
に、プロパティ/adminui/enableDomainAdministration の設定する true にしなければなりません。
このプロパティは、BPR_HOME/rdu/ で adminui.properties ファイルで設定できます。プロパティ
ファイルに変更を行った後、tomcat サーバを再起動します。
ドメインを追加するには:

ステップ 1 [Security（セキュリティ）] > [Domain Management（ドメイン管理）] を選択します。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
236

プライム ケーブル プロビジョニングの設定
ロール管理

ステップ 2 親ドメインを選択し、[ドメインの追加（Add Domain）] をページを表示するには、[ドメインの追加（Add
Domain）] をクリックします。
ステップ 3 ドメイン名を入力します。ドメインは、システム全体で一意の名前を必須です。
ステップ 4 新しいドメインの簡単な説明を入力します。
説明は、ドメインまたは新しいドメインを一意に識別する任意の詳細の特定に役立ちます。
ステップ 5 [Save（保存）] をクリックします。

ロール管理
ロールは、ユーザーまたはユーザー グループが実行可能な機能のセットを定義するジョブ機能
です。これらの機能は、ロールに割り当てられている権限によって制御されます。権限は、
ユーザがプライム ケーブル プロビジョニングのオブジェクトとそのプロパティの作成、読み
取り、更新、および削除などの操作を行うことを許可します。権限はプライム ケーブル プロ
ビジョニングに組み込まれ、へんこうできません。デフォルトの権限については、表 47 : デ
フォルト権限 （241 ページ） を参照してください。
デフォルトの設定済みロールが利用できます。カスタム ロールに割り当てられている組み込ま
れた権限のセットで、カスタム ロールを作成することもできます。これらのロールは、プライ
ム ケーブルのプロビジョニングをインストールした後、RDU データベースに読み込まれます。

新規ロールの追加
ロールを追加するには

ステップ 1 [セキュリティ（Security）] > [ロール管理（Role Management）] を選択します。
ステップ 2 [ロールの追加 (Add Role)] をクリックすると、[ロールの追加*Add Role)] ページが表示されます。
ステップ 3 新しいロールの名前を入力します。
ステップ 4 新しいロールの簡単な説明を入力します。
説明は、ロールまたは新しいロールを一意に識別する任意の詳細の特定に役立ちます。
ステップ 5 新しいロールに特権を追加するには:
a)

［権限（Priviledges）］ タブをクリックし、［権限の追加（Add Privileges）］ をクリックします。

b) 新しいロールの権限を決定する適切なチェック ボックスをオンにします。
c)

[適用（Apply）] をクリックします。

ステップ 6 このロールを変更できるプロパティを追加するには:
a)

［変更可能なデバイス プロパティ（Modifiable Device Properties）］ タブをクリックし、［変更可能
なデバイス プロパティの追加（Add Modifiable Device Properties）］ をクリックします。

b) 新しいロールに選択したデバイスのプロパティを変更する権限を追加するための適切なチェック ボッ
クスをオンにします。
c)

[適用（Apply）] をクリックします。
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ステップ 7 カスタム プロパティを追加するには:
a)

［カスタム プロパティ（Custom Properties）］]タブをクリックし、［カスタム プロパティの追加（Add
Custom Properties）］ をクリックします。

b) 新しいロールにカスタム プロパティを追加するための適切なチェック ボックスをオンにします。
c)

[適用（Apply）] をクリックします。
（注）

Admin UI でカスタム プロパティを追加する場合に、文字列型のみを使用できます。ただし、
Configuration.addRole API を使用してそれを追加する場合、文字列型に限定できます。

ステップ 8 [保存（Save）] をクリックします。

ロールの変更
表 48 : デフォルト ロール （248 ページ） にリストされているデフォルト ロールは削除または
変更できません。カスタム ロールを変更するには、ロールを選択し、[Edit（編集）] をクリッ
クします。必要な編集を行い、[Save（保存）] をクリックします。

（注）

Admin UI でカスタム プロパティを変更する場合、文字列タイプにのみできます。ただし、
Configuration.changeRoleProperties API を使用している場合、文字列タイプにのみ制限する必要
はありません。

ユーザ グループ管理
ユーザー グループとは、ユーザーをまとめたものです。ユーザーと同様に、ユーザー グルー
プもロールに割り当てることができます。ユーザー グループに属しているユーザーは、ユー
ザー グループに割り当てられているすべての権限を継承します。それらのロールは、グループ
のメンバーでもあるリソースでのみ有効になるように設定できます。ユーザーは、複数のグ
ループのメンバーになることができます。ユーザーが取得する一連の権限は、ロールからすべ
て集約されています。
[User Group Management（ユーザー グループ管理）] オプションから、ユーザー グループを追
加、変更、削除、複製できます。

新しいユーザ グループの追加
ユーザー グループを追加するには。

ステップ 1 [Security（セキュリティ）] > [User Group Management（ユーザー グループ管理）] を選択します。
ステップ 2 [Add New User Group（新規ユーザー グループの追加）] ボタンをクリックすると、[Add User Group（ユー
ザー グループの追加）] ページが表示されます。
ステップ 3 ユーザー グループ名を入力します。
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ステップ 4 新しいユーザ グループの簡単な説明を入力します。
説明により、ユーザー グループのロールや、新規ユーザー グループを固有に識別する詳細を確認するのに
役立ちます。
ステップ 5 [Add Roles（ロールの追加）] をクリックします。
ステップ 6 新規ユーザー グループのロールを決定するには、適切なチェック ボックスをオンにします。
ステップ 7 [Apply] をクリックします。
ステップ 8 [Save] をクリックします。

ユーザ グループ マッピング
プライム ケーブル プロビジョニングはユーザー グループ マッピングを提供し、プライム ケー
ブル プロビジョニング ユーザー グループ名に対して、外部ユーザー グループ名のマッピング
が可能になります。外部グループは、既存のプライム ケーブル プロビジョニング ユーザー グ
ループ名にマッピング可能です。下の表の例では、オペレータが ProvGroupAdmin にマッピン
グされ、Admin は管理者にマッピングされています。
次の表に、ユーザー グループのマッピングの例を示します。
表 46 : ユーザー グループ マッピングの例

外部ユーザー グループ

RDU ユーザー グループ名

オペレーター

ProvGroupAdmin

Admin

管理者

ユーザー グループのマッピングの表では、外部グループ名の設定は一固有であり重複しないよ
うにする必要があります。ただし、1 個以上の外部グループは社内ユーザー グループにマッピ
ングできます。

（注）

内部ユーザー グループを削除する前に、そのユーザー グループへのすべてのマッピングを削
除する必要があります。

ユーザー グループ マッピングの追加
新しいユーザー グループ マッピングを作成するには。

ステップ 1 [Security（セキュリティ）] > [User Group Mapping（ユーザー グループ マッピング）] を選択します。
ステップ 2 [Add User Group Mapping（ユーザー グループ マッピングの追加）] をクリックします。新しい行が表示
されます。
ステップ 3 [Remote Group Name（リモート グループ名）] フィールドに既存の外部ユーザー グループ名を入力します。
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（注）

[Remote Group Name（リモート グループ名）] は大文字と小文字が区別されます。

ステップ 4 [User Group Name（ユーザー グループ名）] ドロップダウン リストからマッピングするユーザー グループ
を選択します。
ステップ 5 [Save（保存）] をクリックします。

User Management
ユーザーの管理には、プライム ケーブル プロビジョニングを管理するユーザーの追加、変更、
削除することが含まれます。権限に応じてこのメニューを使用し、ユーザーを追加、変更、削
除できます。このメニューでは、プライム ケーブル プロビジョニングを使用するように設定
されているすべてのユーザーを表示し、ユーザー グループを特定します。
プライム ケーブル プロビジョニングは、特定の権限を持つユーザーにロール ベース アクセス
を提供し、アクセス コントロールおよびプロビジョニング データの整合性を保証します。ユー
ザーは、プライム ケーブル プロビジョニングで実行可能なアクションの範囲を決定するロー
ルを割り当てることができます。ユーザーは、事前に割り当てられているロールを持つユー
ザー グループにも追加できます。
Admin UI ですべての画面の右上隅近くに、割り当てられているユーザー名が表示されます。

（注）

承認可能な以前のリリースからプライム ケーブル プロビジョニングに移行中、すべての移行
された読み取り専用ユーザーは、読み取り専用ロールと RootDomain 以外に割り当てられます。
同様に、すべての読み取り/書き込みユーザーは読み取り専用および RootDomain 以外に割り当
てられます。ユーザー関連の権限を持つ場合にのみユーザーを管理できます。

新規ユーザの追加
新規ユーザーの追加は、ユーザー名を入力し、パスワードを作成するシンプルなプロセスで
す。ただし新規ユーザーの作成中に、権限を付与するためセッション数を指定し、ロールを割
り当て、ユーザー グループまたはドメインへのユーザーの追加を指定して、特定のアクション
を実行する必要があります。

（注）

1 Adminユーザーを持つプライム ケーブル プロビジョニングはすでに作成されています。この
ユーザーを再度作成することはできません。
新規の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

[Security（セキュリティ）] > [User Management（ユーザー管理）] を選択します。

ステップ 2

[Add（追加）] をクリックすると、[Add User（ユーザーの追加）] ページが表示されます。
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ステップ 3

新しいユーザーの名前を入力します。

ステップ 4

[Number of sessions allowed（許可されるセッション数）]] フィールドの値を変更することで、ユーザー
に許可される同時セッション数を制限することができます。このフィールドに値を指定しない場合、[RDU
Defaults(RDU デフォルト）] ページのフィールドの値で、ユーザーに許可されるセッション数が決定され
ます。

ステップ 5

新しいユーザー グループの簡単な説明を入力します。
説明では、ユーザーのジョブ、位置、または新しいユーザーを固有に識別する詳細の特定に役立ちます。

ステップ 6

パスワードを入力し、確認します。入力したパスワードに 8 文字以上であることを確認します。

ステップ 7

新しいユーザーにロールを追加するには。
a)

[Roles（ロール）] タブをクリックし、[Add Roles（ロールの追加）] をクリックします。

b) 新規ユーザーのロールを決定するには、適切なチェック ボックスをオンにします。
c)
ステップ 8

[Apply] をクリックします。

ユーザー グループにユーザーを追加するには。
a)

[Usergroup（ユーザー グループ）] タブをクリックし、[Add Usergroups（ユーザー グループの追
加）] をクリックします。

b) ユーザー グループに新しいユーザーを追加するため、適切なチェック ボックスをオンにします。
c)
ステップ 9

[Apply] をクリックします。

ドメインに新しいユーザーを追加するには。
a)

[Domain（ドメイン）] タブをクリックし、[Add Domains（ドメインの追加）] をクリックします。

b) ドメインに新しいユーザーを追加するため、適切なチェック ボックスをオンにします。
c)
ステップ 10

[Apply] をクリックします。

[Save] をクリックします。
（注）

安全な場所で新規ユーザーのパスワードを記録し保存して、損失や盗難、不正なエントリの可
能性を防止するようにしてください。

デフォルト設定
このセクションでは、プライム ケーブル プロビジョニングのデフォルト設定を説明します。

デフォルト権限
次の表に、プライム ケーブル プロビジョニングのデフォルト権限を示します。
表 47 : デフォルト権限

権限

説明

すべて
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権限

説明

*

ユーザーはすべてのオブジェクトにアクセス
権を付与します。これは、ユーザーにすべて
の権限を付与するのと同じです。

Class of Service
PRIV_COS_CREATE

システムで新しい COS オブジェクトの追加を
有効にします。

PRIV_COS_READ

COS オブジェクトとすべてのプロパティの表
示を有効にします。COS オブジェクトの選択
を有効にします。

PRIV_COS_UPDATE

COS オブジェクトのプロパティの変更を有効
にします。

PRIV_COS_DELETE

システムからの COS オブジェクトの削除を有
効にします。

DHCP の条件
PRIV_DHCP_CRITERIA_CREATE

システムで新しい DHCP 条件オブジェクトの
追加を有効にします。

PRIV_DHCP_CRITERIA_READ

DHCP条件オブジェクトとすべてのプロパティ
の表示を有効にします。DHCP 条件オブジェ
クトの選択を有効にします。

PRIV_DHCP_CRITERIA_UPDATE

DHCP 条件オブジェクトのプロパティの変更
を有効にします。

PRIV_DHCP_CRITERIA_DELETE

システムから DHCP 条件オブジェクトの削除
を有効にします。

ファイル
PRIV_FILE_GENERIC_CREATE

一般的なファイルをシステムに追加できるよ
うにします。

PRIV_FILE_GENERIC_READ

プロパティと一般的なファイルのデータの表
示、検索、選択、エクスポートを有効にしま
す。

PRIV_FILE_GENERIC_UPDATE

一般的なファイルの置換を有効にします。

PRIV_FILE_GENERIC_DELETE

システムから一般的な削除を有効にします。
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権限

説明

PRIV_FILE_CABLELABS_CONF_SCRIPT_CREATE システムに CableLabs スクリプト ファイルを
追加できるようにします。
PRIV_FILE_CABLELABS_CONF_SCRIPT_READ プロパティと CableLabs スクリプト ファイル
のデータの表示、検索、選択、エクスポート
を有効にします。
PRIV_FILE_CABLELABS_CONF_SCRIPT_UPDATE CableLabs スクリプト ファイルの置換を有効に
します。
PRIV_FILE_CABLELABS_CONF_SCRIPT_DELETE システムから CableLabs スクリプト ファイル
の削除を有効にします。
PRIV_FILE_CABLELABS_CONF_TMPL_CREATE システムに CableLabs テンプレート ファイル
を追加できるようにします。
PRIV_FILE_CABLELABS_CONF_TMPL_READ プロパティと CableLabs テンプレート ファイ
ルのデータの表示、検索、選択、エクスポー
トを有効にします。
PRIV_FILE_CABLELABS_CONF_TMPL_UPDATE CableLabs テンプレート ファイルの置換を有効
にします。
PRIV_FILE_CABLELABS_CONF_TMPL_DELETE システムから CableLabs スクリプト テンプレー
トの削除を有効にします。
PRIV_FILE_CABLELABS_STATIC_CONF_CREATE システムに CableLabs スクスタティック設定
ファイルを追加できるようにします。
PRIV_FILE_CABLELABS_STATIC_CONF_READ プロパティと CableLabs スタティック設定ファ
イルのデータの表示、検索、選択、エクスポー
トを有効にします。
PRIV_FILE_CABLELABS_STATIC_CONF_UPDATE CableLabs スタティック スクリプト設定ファイ
ルの置換を有効にします。
PRIV_FILE_CABLELABS_STATIC_CONF_DELETE システムから CableLabs スタティック スクリ
プト設定ファイルの削除を有効にします。
PRIV_FILE_DCFG_CREATE

システムにDynamic Configuration Filename
Generation（DCFG）スクリプトの追加を有効
にます。

PRIV_FILE_DCFG_READ

プロパティと DCFG スクリプトのデータの表
示、検索、選択、エクスポートを有効にしま
す。
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権限

説明

PRIV_FILE_DCFG_UPDATE

DCFG スクリプトの置換を有効にします。

PRIV_FILE_DCFG_DELETE

システムから DCFG スクリプトの削除を有効
にします。

PRIV_FILE_FIRMWARE_CREATE

システムにファームウェア イメージの追加を
有効にします。

PRIV_FILE_FIRMWARE_READ

プロパティとファームウェア イメージのデー
タの表示、検索、選択、エクスポートを有効
にします。

PRIV_FILE_FIRMWARE_UPDATE

ファームウェア イメージの置換を有効にしま
す。

PRIV_FILE_FIRMWARE_DELETE

システムからファームウェア イメージの削除
を有効にします。

PRIV_FILE_JAR_CREATE

システムに JAR ファイルの追加を有効にしま
す。

PRIV_FILE_JAR_READ

プロパティと JAR ファイルのデータの表示、
検索、選択、エクスポートを有効にします。

PRIV_FILE_JAR_UPDATE

JAR ファイルの置換を有効にします。

PRIV_FILE_JAR_DELETE

JAR ファイルの削除を有効にします。

PRIV_FILE_MIB_CREATE

システムに MIB ファイルの追加を有効にしま
す。

PRIV_FILE_MIB_READ

プロパティと MIB ファイルのデータの表示、
検索、選択、エクスポートを有効にします。

PRIV_FILE_MIB_UPDATE

MIB ファイルの置換を有効にします。

PRIV_FILE_MIB_DELETE

システムから MIB ファイルの削除を有効にし
ます。

デバイス、デバイス タイプ
PRIV_DEVICE_CREATE

システムに新規デバイスの追加を有効にしま
す。

PRIV_DEVICE_READ

デバイスプロパティの表示、デバイスの検索、
デバイスの選択を有効にします。DPE CLI で
show デバイス設定の使用を許可します。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
244

プライム ケーブル プロビジョニングの設定
デフォルト権限

権限

説明

PRIV_DEVICE_UPDATE

デバイス オブジェクトのプロパティの変更を
有効にします。

PRIV_DEVICE_DELETE

システムからデバイスの削除を有効にします。

PRIV_DEVICE_REGEN

デバイス設定の再生成の呼び出しを有効にし
ます。

PRIV_DEVICE_OPERATION

このデバイスで操作を有効にします。

RDU
PRIV_RDU_READ

RDU ステータスの表示を有効にします。

PRIV_RDU_EVENT

RDU イベントを登録する必要があります。

ノード タイプおよびノード
PRIV_GROUP_CREATE

グループの作成を有効にします。

PRIV_GROUP_READ

すべてのグループの表示および選択を有効に
します。

PRIV_GROUP_UPDATE

グループの更新を有効にします。

PRIV_GROUP_DELETE

グループの削除を有効にします。

LicenseKey
PRIV_LICENSE

すべてのライセンス キーの追加、更新、削除
を有効にします。ライセンスの表示は保護さ
れていません。

パブリッシュ
PRIV_PUBLISHING

すべての読み取り/更新を有効にします。

CRS
PRIV_CRS_CREATE

CRS の作成を有効にします

PRIV_CRS_READ

CRS によりキューされた要求の表示と検索を
有効にします。

PRIV_CRS_UPDATE

ユーザーが CRS ジョブを一時停止または再開
できるようにします

PRIV_CRS_DELETE

ユーザーが CRS ジョブを削除できるようにし
ます。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
245

プライム ケーブル プロビジョニングの設定
デフォルト権限

権限

説明

ProvGroup
PRIV_PROVGROUP_READ

プロビジョニング グループ プロパティの表示
を有効にします

PRIV_PROVGROUP_UPDATE

ProvGroup プロパティの更新を有効にします

PRIV_PROVGROUP_DELETE

プライム ケーブル プロビジョニングからプロ
ビジョニンググループの削除を有効にします。

DPE
PRIV_DPE_READ

DPE ステータスの表示を有効にします。DPE
CLI の無効モードを許可します。

PRIV_DPE_UPDATE

DPE CLI 有効モードを許可します。

PRIV_DPE_DELETE

DPE の削除を許可します。

PRIV_DPE_SECURITY

dpe 管理パスワードの変更や認証設定を含む管
理操作を含む管理操作に関するすべてのセキュ
リティ。

NR
PRIV_NR_READ

CNR ステータスの表示を有効にします。

PRIV_NR_UPDATE

NR 拡張ポイントの更新を有効にします

PRIV_NR_DELETE

プライム ケーブル プロビジョニングから CNR
の削除を有効にします。

User
PRIV_USER_CREATE

ユーザーの追加を有効にします。

PRIV_USER_READ

ユーザーの表示または検索を有効にします。

PRIV_USER_UPDATE

ユーザー プロパティの変更を有効にします。

PRIV_USER_DELETE

ユーザーの削除を有効にします。

PRIV_USER_SECURITY

ユーザーに対するロール、ユーザー グループ
の割り当てを有効にします。許可されたセッ
ションのユーザー数を設定できるようにしま
す。
（注）
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PRIV_USER_SECURITY は、強力な
権限を持っており注意して使用する
必要があります。

プライム ケーブル プロビジョニングの設定
デフォルト権限

権限

説明

Role
PRIV_ROLE_CREATE

ロールの追加を有効にします。

PRIV_ROLE_READ

ロールと権限の読み取りまたは検索を有効に
します。

PRIV_ROLE_UPDATE

ロール プロパティの変更を有効にします。

PRIV_ROLE_DELETE

ロールの削除を有効にします。

ドメイン
PRIV_DOMAIN_CREATE

ドメインの追加を有効にします。

PRIV_DOMAIN_READ

ドメイン操作の表示と選択を有効にします。

PRIV_DOMAIN_UPDATE

更新操作を有効にします。

PRIV_DOMAIN_DELETE

削除操作を有効にします。

Custom Property
PRIV_PROPERTY_CREATE

新しい顧客プロパティの追加を有効にします。

PRIV_PROPERTY_READ

RDU デフォルトおよびカスタム プロパティの
表示を有効にします。

PRIV_PROPERTY_UPDATE

カスタム プロパティの変更を有効にします。

PRIV_PROPERTY_DELETE

カスタム プロパティの削除を有効にします。

システム デフォルト
PRIV_SYSDEF_READ

システム プロパティの表示を有効にします。
例：GetRDUDefaults

PRIV_SYSDEF_UPDATE

システム プロパティの変更を有効にします。
例：ChangeRDUDefaults

Logging
PRIV_LOGGING

ロギング/デバッグ レベルを設定します。ログ
を表示します。

PRIV_AUDIT_LOGGING

監査ログの表示を有効にします。

ユーザ グループ
PRIV_USERGROUP_CREATE

操作の作成を有効にします
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デフォルト ロール

権限

説明

PRIV_USERGROUP_READ

すべての読み取りおよび選択操作を有効にし
ます

PRIV_USERGROUP_UPDATE

操作の更新を有効にします

PRIV_USERGROUP_DELETE

操作の削除を有効にします

テクノロジー デフォルト
PRIV_TECHDEF_READ

テクノロジーのデフォルトのプロパティ表示
を有効にし、PRIV_COS_READ および
PRIV_DHCP_CRITERIA_READ の権限が必要
になります。

PRIV_TECHDEF_UPDATE

テクノロジーのデフォルトのプロパティ更新
を有効にし、PRIV_COS_UPDATE および
PRIV_DHCP_CRITERIA_UPDATE の権限が必
要になります。

（注）

6.1.2 バージョンにアップグレードする際に、デフォルトでデバイスの読み取りおよ
び更新権限がある場合、テクノロジーは読み取りおよび更新権限を個別にデフォル
トで有しています。

デフォルト ロール
次の表に、プライム ケーブルのプロビジョニングのデフォルト ロールを示します。
表 48 : デフォルト ロール

Role Name

説明

Admin

管理とはスーパー管理者であり、デバイス プ
ロパティ値の変更を含むすべての機能を有し
ます。

COSAdmin

COS 管理は、すべての COS およびプロパティ
を追加、削除、更新、検索、エクスポートで
きます。

DeviceAdmin

デバイス管理では、使用可能なすべてのデバ
イス上でデバイス操作権限を追加、検索、関
連付け、再関連付け、再生成できます。
DeviceAdmin は、すべての属性とプロパティ
を読み取りおよび変更できる権限を有します。
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デフォルト ロール

Role Name

説明

DHCPAdmin

DHCP admin は、すべての DHCP 条件とその
プロパティを追加、削除、更新、検索できま
す。

FileAdmin

ファイル管理は、すべてのファイルとそのプ
ロパティを追加、削除、更新、検索、エクス
ポートできます。

ProvGroupAdmin

プロビジョニング グループ管理者は、プロビ
ジョニング グループ プロパティを表示および
更新できます。ProvGroupAdmin は、プロパ
ティとともにプロビジョニンググループのサー
バを表示、更新、削除できます。このロール
は、DPE CLI のすべての操作を許可します。

RDUAdmin

RDUAdmin はすべての RDU デフォルトおよび
システム プロパティを表示、追加、削除でき
ます。このロールは、ライセンス上の権限を
追加および削除し、使用可能な公開プラグイ
ンすべての権限を読み取りおよび変更し、CRS
を管理し、MIB を管理できます。

ReadOnly

ReadOnly は、ユーザー、ユーザー グループ、
ドメイン、ロール以外のすべての使用可能な
リソースの読み取り権限があります。

ReadWrite

ReadWrite は、ユーザー、ユーザー グループ、
ドメイン、ロール以外のすべての使用可能な
リソースの作成、変更、削除権限があります。

ReadOnly および ReadWrite ロールは、下位互換性のみで提供されます。これらのロールは、
プライム ケーブル プロビジョニングで導入されているユーザー、ユーザー グループ、ドメ
イン、ロール、ユーザー グループ マッピングなどのセキュリティ関連機能にはアクセスでき
ません。
（注）

インスタンス レベルが有効になっている場合、ReadWrite はインスタンス レベル
チェックをサポートする任意のリソースを追加できません。

SecurityAdmin

SecurityAdmin は、すべての使用可能なグルー
プ上の権限を追加、関連付け、関連付けの解
除権限があり、すべての属性の権限を変更で
きます。

UserAdmin

UserAdmin は、使用可能なすべてのユーザー
およびユーザーのプロパティを追加、削除、
変更、関連付け、関連付け解除できます。
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デフォルトのユーザ グループ

Role Name

説明

CRSAdmin

CRSAdmin は、CRS を有効化、無効化、一時
停止、再開できます。このロールは、すべて
の CRS 要求を作成、削除、更新できます。

デフォルトのユーザ グループ
次の表に、プライム ケーブルのプロビジョニングのデフォルト ユーザー グループを示します。
表 49 : デフォルトのユーザ グループ

ユーザ グループ

説明

ロール

管理者

Admin
このユーザー グループは、
スーパー ユーザーで構成され
ています。

デフォルト ドメイン
次の表に、プライム ケーブルのプロビジョニングのデフォルト ドメインを示します。
表 50 : デフォルト ドメイン

ドメイン（Domain）

Members

RootDomain

All current objects

デフォルト ユーザ
次の表に、プライム ケーブルのプロビジョニングのデフォルト ユーザーを示します。
表 51 : デフォルト ユーザ

User

割り当てられたロール 割り当てられたユー
ザー グループ

admin

Admin
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管理者

割り当てられたドメイ
ン
RootDomain

第
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部

プロビジョニング CPE
• DOCSIS プロビジョニング （253 ページ）
• リース クエリ （273 ページ）
• PacketCable プロビジョニング （281 ページ）
• 混合モードでの CPE のプロビジョニング （285 ページ）
• Admin UI を使用したデバイスのプロビジョニング （297 ページ）
• ダイナミック ファイル設定の管理 （313 ページ）
• CPE プロビジョニング概要 （389 ページ）

第

14

章

DOCSIS プロビジョニング
この章では、プライム ケーブル プロビジョニング DOCSIS 導入のプロビジョニング フローに
ついて説明します。また、設定する前に必要な情報を提供し、使用できるツールについて説明
します。
この章の内容は、次のとおりです。
• DOCSIS ワークフロー （253 ページ）
• DOCSIS 設定用プライム ケーブル プロビジョニング （267 ページ）

DOCSIS ワークフロー
このセクションでは、DHCPv4 および DHCPv6 の DOCSIS プロビジョニング仕様に記載されて
いるプロビジョニング ワークフローについて説明します。
• DOCSIS DHCPv4 ワークフロー （253 ページ）
• DOCSIS DHCPv6 ワークフロー （259 ページ）

DOCSIS DHCPv4 ワークフロー
次の図は、DHCPv4 の DOCSIS プロビジョニング仕様に記載されているプロビジョニング ワー
クフローを示しています。その後で各手順を説明します。
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図 15 : DOCSIS DHCPv4 プロビジョニング フロー

次の表では、図 15 : DOCSIS DHCPv4 プロビジョニング フロー （254 ページ） で説明されてい
るさまざまな DOCSI プロビジョニング手順で、存在する可能性がある問題を説明します。
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表 52 : DOCSIS DHCPv4 ワークフローの説明

ステップ

DOCSIS DHCPv4 ワークフロー

CM1 -1

DHCP Discover

起こりうる問題
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ステップ

DOCSIS DHCPv4 ワークフロー

起こりうる問題
• init(d) 状態
• 使用可能なアドレスがあ
りません
• 誤った プライム ケーブル
プロビジョニング 共有秘
密鍵
• 誤って設定されている
サービス クラス
• DOCSIS テンプレート解析
エラー（無効なオプショ
ン、ファイルを含む：見
つからないなど）
Cisco Prime Network Registrar
DHCP
• 不正な DHCP 設定
• プロビジョニング グルー
プには存在しない DHCP
サーバ
• 適切な範囲が定義されて
いません（または RDU の
設定が一致しません）
Prime Cable Provisioning
Network Registrar 拡張機能
• Network Registrar 拡張は
DPE に接続できません
• Network Registrar 拡張はプ
ロビジョニング グループ
で DPE の検索に失敗しま
した
• Network Registrar 拡張は
RDU に接続できません
• Network Registrar 拡張によ
り DPE キャッシュ ミスを
取得して RDU への要求を
送信します
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ステップ

DOCSIS DHCPv4 ワークフロー

起こりうる問題
RDU
• RDU の IP アドレスが正し
くありません
• 誤った RDU ポート
• RDU は DPE から ping を
実行できません
• RDU で設定の生成に失敗
しました
• 設定されていない RDU ラ
イセンスが超過していま
す
• RDU でデバイス検出に失
敗しました
DPE
• プロビジョニング グルー
プに割り当てられていな
い DPE
• DHCP サーバから DPE は
ping を実行することがで
きません
• プロビジョニングに有効
になっていない DPE イン
ターフェイス

CM-2

DHCP Offer

CM-3

DHCP REQUEST

DHCP およびケーブル モデム
終端システム（CMTS）間の
ルーティングの問題
• 初期状態
• DHCP サーバではすべて
の必要なパラメータは提
供されませんでした。

CM-4

DHCP Ack

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
257

プロビジョニング CPE
DOCSIS DHCPv4 ワークフロー

ステップ

DOCSIS DHCPv4 ワークフロー

CM-5

TFTP 要求

起こりうる問題
• Init(o) 状態
• CMTS および DPE 間の
ルーティング問題
• TFTP サーバ（DPE）から
モデムへのルートがあり
ません
• DPE キャッシュ ミス（ス
タティック ファイル、お
よび RDU ダウン、または
ファイルがない）
• ファイルが TFTP サーバ
（DPE）で見つかりませ
ん
• DPE キャッシュ ミス（動
的ファイル）
• DPE IP 検証エラー（例：
デバイスの IP アドレスが
想定されておらず、動的
共有秘密鍵が CMTS で有
効になっているまたは
ハッカーが DOCSIS モデ
ムとしてスプーフィング
されているなど)

CM-6

TFTP 応答

DPE および CMTS 間のルー
ティング問題

CM-7

ToD 要求

init(t) 状態：タイム サーバ
（DPE）からモデムへのルー
トがありません

CM-8

ToD 応答
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ステップ

DOCSIS DHCPv4 ワークフロー

CM-9

CMTS による CM 登録

起こりうる問題
• reject(m)：* CMTS 共有秘
密鍵が プライム ケーブル
プロビジョニング または
DPE DOCSIS 共有秘密鍵
と一致しません
• reject(c)：* 誤った DOCSIS
設定ファイルの配信（1.1
ファイルから 1.0 ケーブル
モデム）

CM-10

CMTS 登録 Ack

許容可能な状態は次のとおり
です。
• online
• online(d)
• online(pk)
• online(pt)

1

CM = cable modem

DOCSIS DHCPv6 ワークフロー
次の図は、DHCPv6 の DOCSIS プロビジョニング仕様に記載されているプロビジョニング ワー
クフローを示しています。その後で各手順を説明します。
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図 16 : DOCSIS DHCPv6 プロビジョニング フロー

DHCPv6 の DOCSIS プロビジョニング ワークフローには、次の割り当てを含む IPv6 接続を確
立するケーブル モデムが含まれます。
• リンクローカル アドレス
• デフォルト ルータ
• IPv6 管理アドレス
• その他の IPv6 設定
次の表では、図 16 : DOCSIS DHCPv6 プロビジョニング フロー （260 ページ） で説明されてい
るさまざまな DOCSI プロビジョニング手順で、存在する可能性がある問題を説明します。
表 53 : DOCSIS DHCPv6 ワークフローの説明

ワークフロー

説明

起こりうる問題

プロビジョニング フェーズ：リンク ローカル アドレスの割り当て
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ワークフロー

説明

起こりうる問題

ケーブル モデムは EUI-64（64 ビット拡張固有 ID）からケー
ブル モデムを構築し、これはインターフェイスの MAC アド
レスから導出されます。
NS (DAD)

ケーブル モデムは NS
（Neighbor Solicitation）メッ
セージを使用して、重複アド
レス検出（DAD）を実行しま
す。DAD は構築されたリンク
ローカル アドレスがすでに使
用されているか確認します。
NS への応答がない場合は、
ケーブル モデムによりリンク
ローカル アドレスが使用され
ていないことを決定されま
す。応答が返される場合は、
MAC アドレスとリンクローカ
ル アドレスが競合しているこ
とを意味し、ケーブル モデム
がプロビジョニング プロセス
を停止します。

プロビジョニング フェーズ：ルータの検出
ケーブル モデムは、ルータ検索を使用してデフォルト ルータ
を検索し、HFC リンク上のプレフィックスを特定します。
RS

ケーブル モデムでは、RS
（Router Solicitation）を CMTS
に送信して、定期的なルータ
アドバタイズメント メッセー
ジ（RA）の送信をトリガしま
す。

RA

CMTS ルータは定期的な RA
を送信し、それぞれに以下が
含まれます。
• リンクに割り当てられて
いる IPv6 プレフィックス
のリスト
• DHCPv6 を使用する方向
• デフォルト ルータとして
の CMTS ルータの可用性
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ワークフロー

説明

起こりうる問題

プロビジョニング フェーズ：DHCPv6
solicit

ケーブル モデムは、DHCP
サーバを検索するために要請
メッセージを送信します。

• init6(s) 状態
• 使用可能な IPv6 アドレス
がありません
• 誤ったプライム ケーブル
プロビジョニング共有秘
密鍵
• 誤って設定されている
サービス クラス
• DOCSIS テンプレート解析
エラー（無効なオプショ
ン、ファイルを含む：見
つからないなど）
Network Registrar DHCP
• 誤った DHCPv6 設定
• プロビジョニング グルー
プには存在しない DHCP
サーバ
• 適切なプレフィクスが定
義されていません（また
はプライム ケーブル プロ
ビジョニング RDU 設定に
一致しません）
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ワークフロー

説明

solicit

ケーブル モデムは、DHCP
サーバを検索するために要請
メッセージを送信します。

（続き）

起こりうる問題
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ワークフロー

説明

起こりうる問題
Prime Cable Provisioning
Network Registrar 拡張機能
• Network Registrar 拡張は
DPE に接続できません
• Network Registrar 拡張はプ
ロビジョニング グループ
で IPv6 DPE の検索に失敗
しました
• Network Registrar 拡張は
RDU に接続できません
• Network Registrar 拡張によ
り DPE キャッシュ ミスを
取得して RDU への要求を
送信します
RDU
• RDU の IP アドレスが正し
くありません
• 誤った RDU ポート
• RDU は DPE から ping を
実行できません
• RDU で設定の生成に失敗
しました
• 設定されていない RDU ラ
イセンスが超過していま
す
• RDU でデバイス検出に失
敗しました
DPE
• プロビジョニング グルー
プに割り当てられていな
い DPE
• DHCP サーバから DPE は
ping を実行することがで
きません
• IPv6 プロビジョニングが
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ワークフロー

説明

起こりうる問題
DPE インターフェイスに
有効になっていません
• プロビジョニング グルー
プが IPv6 プロビジョニン
グに有効になっていませ
ん

Relay-Forw

リレー エージェントは、
DHCPv6 サーバにケーブル モ
デムから受信した完全な
DHCPv6 メッセージを転送し
ます。
リレー エージェントは次のよ
うなリレー エージェント メッ
セージ フィールドおよびオプ
ションを追加します。
• Peer-address
• Link-address
• インターフェイス ID

Relay-Repl

リレー エージェントはサーバ
応答を抽出し、CMTS 経由で
ケーブル モデムに転送しま
す。

Advertise

DHCP サーバでケーブル モデ
ムから受信した要請メッセー
ジに応答するには、DHCPサー
ビスで利用可能なことを示す
ために、アドバタイズ メッ
セージを返します。

• init6(a) 状態

アドバタイズ メッセージを受
信すると、ケーブル モデムは
要求メッセージに特定のサー
バからの IP アドレスを含む要
求設定パラメータを送信しま
す。

• init6(r) 状態

Request

• DHCP および CMTS 間の
ルーティング問題

• DHCP サーバではすべて
の必要なパラメータは提
供されませんでした。
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ワークフロー

説明

Relay-Forw

リレー エージェントは、
DHCPv6 サーバにメッセージ
を転送します。

Relay-Repl

リレー エージェントはサーバ
応答を抽出し、CMTS 経由で
ケーブル モデムに転送しま
す。

Reply

CMTS は割り当てられたアド init6(i) 状態
レスおよび設定パラメータを
含む、DHCP サーバから受信
した応答メッセージを転送し
ます。

（注）

起こりうる問題

DHCPv6 クライアントは、Rapid Commit モードでプロビジョニング可能です。Rapid
Commit 機能は、通常の 4 メッセージ交換ではなく、2 メッセージが可能です。4
メッセージ交換が要請、アドバタイズ、要求、返信を含む一方、2 メッセージ交換
には要請と返信が含まれます。リレー エージェントを通過する場合、これらすべて
のメッセージは Relay-Forw または Relay-Repl メッセージで表示されます。rapid
commit が有効になっている場合、DHCP サーバは要請（Relay-Forw メッセージに表
示）に返信（Relay-Repl メッセージに表示）で応答します。rapid commit を無効に
する場合、DHCP サーバはアドバタイズ（Relay-Repl で表示） メッセージで応答し
ます。

NS (DAD)

DHCPv6 メッセージ交換が完
了すると、ケーブル モデムは
リンクローカル アドレスがす
でに DAD 経由で使用されてい
ないか確認します。応答を受
信しない場合、IP アドレスの
取得が正常に行われたとみな
します。

プロビジョニング フェーズ：ToD
Request

Response

IPv6 アドレスを取得後、ケー init6(t) 状態：時間サーバ
ブル モデムは RFC 868 時間
（DPE）からモデムへのルー
サーバから時刻を要求しま
トがありません
す。DHCPv6オプションでは、
サーバの IPv6 アドレスが提供
されます。

プロビジョニング フェーズ：TFTP
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ワークフロー

説明

TFTP 取得

TFTP を使用してケーブル モ
デムで設定ファイルをダウン
ロードします。サーバおよび
設定ファイル名の IPv6 アドレ
スは DHCPv6 経由で使用可能
です。

起こりうる問題
• init6(o) 状態
• CMTS および DPE 間の
ルーティング問題
• TFTP サーバ（DPE）から
モデムへのルートがあり
ません
• DPE キャッシュ ミス（ス
タティック ファイル、お
よび RDU ダウン、または
ファイルがない）
• ファイルが TFTP サーバ
（DPE）で見つかりませ
ん
• DPE キャッシュ ミス（動
的ファイル）
• DPE IP 検証エラー（例：
デバイスの IP アドレスが
想定されておらず、動的
共有秘密鍵が CMTS で有
効になっているまたは
ハッカーが DOCSIS モデ
ムとしてスプーフィング
されているなど)

TFTP RSP（設定ファイル）

DPE および CMTS 間のルー
ティング問題

ケーブル モデムでは、IPv6 操作にプロビジョニングされます。

DOCSIS 設定用プライム ケーブル プロビジョニング
このセクションでは、DOCSIS テクノロジーに関連するプライム ケーブル プロビジョニング
の付加価値のある機能について説明します。

ダイナミック設定 TLVs
動的 DOCSIS 設定hへの TFTP 要求を受信した場合、DPE は次の TLV（Type Length Value）を
追加します。
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• TLV 19：TFTP サーバ タイムスタンプ（オプション）：TFTP タイムスタンプ オプション
として [Configure DOCSIS Defaults] ページに表示されます。詳細については、「表 34 : デ
フォルトの設定：DOCSIS デフォルト ページ （207 ページ）」を参照してください。この
TLV は、CMTS および DPE で NTP の同期が必要です。
• TLV 20 および TLV 59：IPv4 および IPv6（オプション）の TFTP サーバ プロビジョニング
モデム アドレス：TFTP モデム アドレス オプションとして [DOCSIS のデフォルトの設定]
ページに表示されます。詳細については、「表 34 : デフォルトの設定：DOCSIS デフォル
ト ページ （207 ページ）」を参照してください。

（注）

DPE の TFP IP 検証機能は、Cisco CMTS DSS 機能と互換性があり
ません。DPE TFTP IP 検証 （269 ページ）を参照してください。
DSS が Cisco CMTS 上で設定されている場合、TFTP サーバ プロ
ビジョニング済みモデム アドレスが無効になっていることを確認
する必要があります。
場合によって、CM は設定を了承しない可能性があり、reject(IP)
状態のままになる可能性があります。TFTP プロキシとして動作
する CMTS の場合、DPE TLV 19/20 機能が無効になっている必要
があります。これは、Admin UI から設定できます。
CMTS DSS 機能が CableLabs 標準 CabeLabs TLV 19/20 機能よりも
盗難防止に効果的です。

• TLV 6：CM MIC 構成設定（必須）
• TLV 7：CMTS MIC 構成設定（必須）：CMTS 共有秘密鍵として [Configure DOCSIS Defaults]
ページに表示されます。詳細については、「表 34 : デフォルトの設定：DOCSIS デフォル
ト ページ （207 ページ）」を参照してください。
• 22 TLV 43.6.x：拡張済み CMTS MIC 構成設定（必須）：CMTS 共有秘密鍵として [Configure
DOCSIS Defaults] ページに表示されます。詳細については、「表 34 : デフォルトの設定：
DOCSIS デフォルト ページ （207 ページ）」を参照してください。
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（注）

CMTS MIC を設定する際に、次の CMTS IOS リリースの依存関係に注意してください。
• DOCSIS 2.0 CMTS MIC では、TLV 39 または TLV 40 を含む場合 CMTS IOS 12.3BC が必要
です。
• 特定の CMTS IOS コマンドは、プライム ケーブル プロビジョニングで設定されていると
見なされます。
• ip dhcp relay information option
• no ip dhcp relay information check
• cable helper-address x.x.x.x. x.x.x.x は Network Registrar の DHCP サーバ IP アドレスで
す。
IPv6 環境では、cable helper-address の代わりに次のコマンドを使用する必要がありま
す。ipv6 dhcp relay destination ipv6-address [interface-type interface-number]
• cable dhcp-giaddr primary

DPE TFTP IP 検証
動的設定ファイルで、DPE TFTP サーバは、TFTP クライアントの IP アドレスが予想される
DOCSIS ケーブル モデムの IP アドレスと一致しているか確認します。一致しない場合、要求
はドロップされます。この機能は、CMTS DMIC 機能との互換性はありません。
no service tftp 1..1 ipv4 | ipv6 verify-ip コマンドを使用して、動的設定 TFTP 要求で要求者の IP
アドレスの検証を無効にします。詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング
6.1.2 リファレンス ガイドを参照してください。

DOCSIS 1.0、1.1、2.0、3.0、3.1 のサポート
プライム ケーブル プロビジョニングは、DOCSIS 1.0、1.1、2.0、3.0、3.1 をサポートします。
TLV の説明については テンプレート文章 （335 ページ） を参照してください。また、各 DOCSIS
バージョンにおけるこのプライム ケーブル プロビジョニング リリースをサポートするオプショ
ンのリストについては、テクノロジー オプション サポート （583 ページ） を参照してくださ
い。

ダイナミック DOCSIS バージョンの選択
プライム ケーブル プロビジョニングは、受信した DHCP 要求からケーブル モデムの DOCSIS
バージョンを検出できます。2 つの方法のいずれかで、CMTS の DOCSIS バージョンを検出で
きます。
• DOCSIS バージョンを送信するリレー エージェントとして CMTS を使用することで、
DHCPv4 オプション 82 および DHCP6 オプション 17 を使用します。
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• 顧客から提供された発信元から、GIADDR から CMTS DOCSIS バージョンへのマッピング
を提供します。
この DOCSIS バージョンを使用して、設定されている場合プライム ケーブル プロビジョニン
グはデバイスの最適な DOCSIS 設定ファイルを決定します。これは、デバイスと CMTS の間
の一般的な最小 DOCSIS バージョンです。たとえば、デバイスが DOCSIS 2.0 をサポートし
CMTS が DOCSIS 1.1 をサポートする場合、DOCSIS 1.1 ファイルが使用されます。
モデムの DOCSIS バージョンを確認します
プライム ケーブル プロビジョニングは受信した DHCP 要求からケーブル モデムの DOCSIS
バージョンを検出できます。これは、ベンダー クラス Id フィールド（オプション 60）に含ま
れる文字列がモデム機能を識別します。たとえば、「docsis1.1:xxxxxx」では、xxxxxx がモデム
機能の ASCII 表記の場合です。service-level 選択の拡張機能は、「docsis」と「:xxxxxxx」16 進
数文字列間の文字をモデムの DOCSIS バージョンとして使用します。
CMTS の DOCSIS バージョンを確認します
プライム ケーブル プロビジョニングにより、CMTS はリレー エージェントとして提供し、
CMTS の DOCSIS バージョンを提供できます。この機能は次を経由して有効になります。
• DHCPv4 リレー エージェント オプション 82 では、CMTS が特定の CMTS の機能を送信
（またはアドバタイズ）できます。このオプションは DOCSIS DHCP ベンダー特定のオプ
ションであり、CMTS の DOCSIS バージョンを実行します。
• DHCPv6 ベンダー固有情報オプションは 17 では、ベンダー固有の情報を指定できます。
このオプションは Relay-forward および Relay-reply メッセージで実行され、DHCPv6 リレー
エージェントと DHCPv6 サーバ間の情報を送信します。
以前のバージョンとして、このプライム ケーブル プロビジョニング バージョンでは DHCP
GIADDR フィールドを経由して CMTS の DOCSIS バージョンを決定し、CMTS インターフェ
イスの IP アドレスを指定します。この方法では、DOCSIS モデムのサービス レベル選択拡張
機能は /docsis/cmts/version/giaddrToVersionMap プロパティを検索します。このプロパティの値
は、DOCSIS バージョンに GIADDR のマッピングを含む外部ファイルの名前です。
このマッピング ファイル giaddr-docsis-map.txt の名前を付けて、RDU に追加する必要がありま
す。以下から RDU にgiaddr-docsis-map.txt ファイルを追加することができます。
• Configuration.addFile() コール経由の API。
• [設定 (Configuration)] > [ファイル (Files)] 経由の管理者ユーザー インターフェイス。ファ
イルの追加 （223 ページ）を参照してください。
Giaddr-docsis-map.txt ファイルには、次の形式で必要な情報を含める必要があります。
IPv4_dotted_decimal_address_string,DOCSIS_version_string

• IPv4_dotted_decimal_address_string：CMTS インターフェイスの IP アドレスを指定します。
• docsis_version_string：ケーブル モデムがサポートする DOCSIS バージョンを特定します。
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たとえば、CMTS インターフェイスに DOCSIS バージョン 1.0 の IP アドレス 10.30.0.1 がある
場合、ファイルは次を含みます。
10.30.0.1 1.0
サービス レベルの拡張機能では、DHCP パケットに含まれる GIADDR アドレスを使用して、
CMTS の DOCSIS バージョンを検索します。GIADDR がマッピング ファイルにない場合、拡
張機能はケーブル モデムの DOCSIS バージョンに /docsis/cmts/version/default プロパティの値を
使用します。このプロパティのデフォルト値は、1.0 です。
Giaddr-docsis-map.txt ファイルを動的に更新するには、replaceExternalFile API または管理者ユー
ザー インターフェイス経由で RDU 内で編集および置換します。

（注）

DOCSIS バージョン選択のプロパティがサービス クラスで指定されていない場合、元のファイ
ルが使用され、ネットワーク上でシステマティックなアップグレードが可能です。

DOCSIS バージョンに基づくサービス レベルの選択
モデムおよび CMTS の DOCSIS バージョンが決定されると、サービス レベル選択拡張ではサ
ポートされる最小の DOCSIS バージョンを決定し、サービス レベルで /docsis/version プロパ
ティを設定します。このプロパティの値は、1.1 などの DOCSIS バージョン文字列に設定され
ます。

（注）

設定ファイル ユーティリティを使用して、DOCSIS バージョンを指定することができます。詳
細については、テンプレートの設定ファイルユーティリティの使用 （359 ページ）を参照して
ください。ファイル ユーティリティが実行するこの機能は RDU 検証とは異なり、RDU DOCSIS
バージョン セレクタ機能は CMTS によりサポートされている最新の DOCSIS バージョンを決
定します。

DOCSIS バージョンに基づく DOCSIS 設定ファイル
プライム ケーブル プロビジョニングは、DOCSIS バージョンを使用してモデムに送信される
DOCSIS 設定ファイルのファイル名を決定します。
次のサービス クラス プロパティは、プライム ケーブル プロビジョニング管理者ユーザー イン
ターフェイスおよび API によりサポートされています。
/cos/docsis/file/1.0
/cos/docsis/file/1.1
/cos/docsis/file/2.0
/cos/docsis/file/3.0/IPv4
/cos/docsis/file/3.0/IPv6

オプションで、DOCSIS サービス クラスにこれらのプロパティを追加し、特定の DOCSIS バー
ジョンと DOCSIS 設定ファイル名を関連付けることができます。これらの各プロパティを設定
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すると、RDU がプロパティ値により名前が付けられたサービス クラスおよびファイル間のデー
タベース関係を確立し、既存の DOCSIS 設定ファイル名プロパティを実行します。
DOCSIS バージョン プロパティが存在する場合、プライム ケーブル プロビジョニングはプロ
パティ値により提供された DOCSIS バージョン文字列を追加して、プロパティ名を DOCSIS 設
定ファイル名を提供するプロパティ名に形成します。
/cos/docsis/file/docsis_version_string

サービス レベルの拡張機能は、モデムのプロパティ階層でこのプロパティ名を検索します。
DOCSIS バージョン プロパティが検出されると、DOCSIS 設定ファイル名としてプロパティ値
を使用します。DOCSIS バージョン プロパティが検出されない場合、プライム ケーブル プロ
ビジョニングは DOCSIS バージョン サフィックスがない DOCSIS 設定ファイル名プロパティ
を使用し、デバイス設定で指定するファイル名を提供します。
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リース クエリ
プライム ケーブル プロビジョニング RDU は、DHCP リース クエリ プロトコルを使用してデ
バイスの IP アドレスの Network Registrar にクエリします。その後、プライム ケーブル プロビ
ジョニング はこの情報を使用して、デバイスの中断や IPv4 と IPv6 の両方のデバイスの詳細情
報をレポートします。
プライム ケーブル プロビジョニング 次の設定をサポートしています。
• リース クエリ自動設定
• クエリ送信元の IP アドレスのリース
この章の内容は、次のとおりです。
• リース クエリ自動設定 （273 ページ）
• クエリ送信元の IP アドレスのリース （274 ページ）
• リース クエリ設定 （274 ページ）
• リース クエリに対してリレー エージェントとしてプライム ケーブル プロビジョニングを
設定する （276 ページ）
• AIC エコーの有効化 （277 ページ）
• リース クエリのデバッグ （278 ページ）
• IPv6 Lease Query Use Cases （278 ページ）

リース クエリ自動設定
RDU は、リース クエリを送信する Network Registrar サーバの IP アドレスを判別する名前のレ
ぞリューションを実行します。DNS 障害時にリース クエリは失敗する可能性があります。プ
ライム ケーブル プロビジョニングで、プロビジョニング グループの Network Registrar サーバ
の IP アドレスを、RDU がリース クエリ要求を送信する先に設定することができます。
自動設定を有効にすると、RDU はリース クエリ設定を調節して、プロビジョニング グループ
の Network Registrar サーバから IPv4 と IPv6 の両方のアドレス リストを設定します。サーバに
登録されている現在の情報と RDU データベースに保存されている情報を比較した後、このタ
スクを実行します。プライム ケーブル プロビジョニング Network Registrar 拡張機能がプロビ
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ジョニング グループから別に移動した場合、リース クエリ設定は次を削除するように変更さ
れます。
• 前のプロビジョニング グループ オブジェクトのリース クエリ設定に存在する IP アドレ
ス。
• IP アドレス リストに不要になった IP アドレス。
RDU はリース クエリ設定を検索し、指定された拡張子を使用してプロビジョニングのグルー
プが設定されているか確認します。プロビジョニング グループが拡張子を使用するように設定
されていない場合、RDU は Network Registrar サーバに登録されているアドレスからアドレス
を選択し、プロビジョニング グループのリース クエリ設定を追加します。
この自動設定を無効にすると、RDU は Network Registrar サーバに登録時にリース クエリ設定
を変更しません。デフォルトでは、この機能は有効です。
プロビジョニング グループのリース クエリ アドレスの自動設定の有効化または無効化するに
は、管理者ユーザー インターフェイスから LeaseQuery 自動構成オプションを設定できます。
プロビジョニング グループのモニタリング （412 ページ）を参照してください。

クエリ送信元の IP アドレスのリース
以前の Cisco BAC バージョンでは、リース クエリ機能はリース クエリ要求の送信にあたり、
送信元インターフェイスと送信元ポートの選択をオペレーティング システムに依存していまし
た。これがプライム ケーブル プロビジョニングのデフォルト動作になり、RDU を設定して、
特定のインターフェイスを使用しリース クエリ要求を送信できるようにもなりました。

リース クエリ設定
プライム ケーブル プロビジョニングデフォルトで、次の表で説明されている IP アドレスと
ポートにバインドします。
表 54 : バインド用のリース クエリ アドレス

プロトコル

[IPアドレス（IP Address）]

[ポート（Port）]

IPv4

ワイルドカード2

67

IPv6

Wildcard

547

2

ワイルドカードは特別なローカル IP アドレスです。通常「任意の」を意味し、バインド
操作にのみ使用できます。

ポート 547 およびポート 67 が RDU で使用可能な場合は、リース クエリ要求を送信するため
に特別な設定を実行する必要はありません。RDU をインストール中の場合、インストール プ
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ログラムはこれらのポートのいずれかが別のプロセスによって使用されていることを検出し、
オペレーティング システムを選択する動的ポートを使用することが推奨されます。
次に例を示します。
DHCPv4/DHCPv6 lease query port(s) (Udp/67 and Udp/547) is in use.
Configuring the RDU to use a dynamic port for DHCPv4/DHCPv6 lease query.

インストール プログラムは、BPR_HOME/rdu/conf/rdu.properties ファイルの次のプロパティに
値 0 を設定して、動的ポートの選択を自動的に有効にします。
/cnrQuery/clientSocketAddress=0.0.0.0:0
/cnrQuery/ipv6/clientSocketAddress=[::]:0

同じプロパティを使用して、リース クエリ通信に選択した IP アドレスとポートを設定できま
す。次に例を示します。
/cnrQuery/clientSocketAddress=10.1.2.3:166
/cnrQuery/ipv6/clientSocketAddress=[2001:0DB8:0:0:203:baff:fe12:d5ea]:1547

これらのプロパティを使用して、RDU は指定した IP アドレスとポートにバインドします。

（注）

rdu.properties ファイルのプロパティを手動で変更する場合、RDU を再起動してくださ
い。/etc/init.d/bprAgent restart rdu コマンドを使用します。

（注）

リリース 5.0 で /dhcpLeaseQuery の以前のプレフィックスが付いている下のプロパティ名は、
リリース 5.1 から /cnrQuery で開始するように変更されています。
• /cnrQuery/retries -> /dhcpLeaseQuery/retries (default:1)
• /cnrQuery/timeout -> /dhcpLeaseQuery/timeout (default: 500)
• /cnrQuery/requireAllAnswers -> /dhcpLeaseQuery/requireAllAnswers (default: false)
RequireAllAnswers プロパティ (/dhcpLeaseQuery/requireAllAnswers は、IPv4 リース クエリを使用
できます。
RDU からリース クエリ要求がトリガされるたびに、デバイスが属するプロビジョニング グ
ループ内のすべての Network Registrar サーバに送信されます。デバイスの IP アドレスで要求
に Network Registrar サーバのいずれかが応答すると、RDU は他の Network Registrar サーバから
の応答を待機しません。
RequireAllAnswers プロパティを有効にすると、すべての Network Registrar サーバからの応答を
待機するように RDU を設定できます。複数のサーバからの応答を受信した後、RDU は最も新
しいトランザクション時間（client-last-transaction-time）の応答を使用します。
プライム ケーブル プロビジョニング 6.0 から requireAllAnswers プロパティ
（/dhcpLeaseQuery/ipv6/requireAllAnswers）は、IPv6 リース クエリに追加されます。デフォルト
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では、プロパティは [disabled（無効）] 状態であり、RDU がすべての Network Registrar サーバ
からの応答を待機しないため、IPv6 リース クエリのパフォーマンスが向上します。
RequireAllAnswers プロパティを有効にすることで、RDU はすべての Network Registrar サーバか
ら受信した応答の中から最も新しい OPTION_CLT_TIME（client-last-transaction-time）の応答を
使用します。

リースクエリに対してリレーエージェントとしてプライ
ム ケーブル プロビジョニングを設定する
リレー エージェントとして機能するようにプライム ケーブル プロビジョニングを設定できま
す。リレー エージェント オプションは次のとおりです。
• IPv4 にデフォルトとして有効になっています。
• IPv6 にデフォルトとして無効になっています。

IPv4 リース クエリ用
IPv4 リース クエリのリレー エージェントとして機能するプライム ケーブル プロビジョニング
については、プライム ケーブル プロビジョニングはリース クエリ要求パケットで GIADDR を
提供します（DHCP サーバが応答する IP アドレス）。デフォルトでは、RDU はこの目的のマ
シンでプライマリの IP アドレスを使用します。

（注）

導入中のすべての DHCP サーバがこの IP アドレスに到達できることを確認します。また、こ
のプロパティで使用する IP アドレスは、RDU をインストールしているマシンに存在する必要
があります。
[GIADDR] フィールドで使用される IP アドレスを変更するには、rdu.properties ファイルの
/cnrQuery/giaddr プロパティの値を変更する必要があります。たとえば、10.10.10.1 に GIADDR
を変更する場合は、次のように追加します。
/cnrQuery/giaddr=10.10.10.1

Rdu.properties ファイル内のプロパティを手動で変更するときに、/etc/init.d/bprAgent restart
rdu コマンドを使用して RDU を再起動するようにしてください。

IPv6 リース クエリ用
IPv6 リース クエリのリレー エージェントとして機能するようにプライム ケーブル プロビジョ
ニングを設定するには、rdu.properties ファイルで次のプロパティを設定する必要があります。
/cnrQuery/ipv6/linkAddress=IPv6 address
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/cnrQuery/ipv6/peerAddress=IPv6 address
次に例を示します。
/cnrQuery/ipv6/linkAddress=2001:0DB8:0:0:203:baff:fe12:d5ea
/cnrQuery/ipv6/peerAddress=2001:0DB8:0:0:203:baff:fe12:d5ea

（注）

リンク アドレスとピア アドレスに入力した値は、プライム ケーブル プロビジョニングおよび
Network Registrar が動作しているネットワーク設定によって異なります。シンプルなケースで
は、RDU ホストの IPv6 アドレスに、リンク アドレスとピア アドレスを設定する必要がありま
す。この IPv6 アドレスは、Network Registrar にルーティング可能なものである必要がありま
す。
/etc/init.d/bprAgent restart rdu コマンドを使用して RDU を再起動します。
例
この例では、リレー エージェント オプションが有効になっている IPv6 リース クエリ要求の出
力を説明します。
rdu.example.com: 2007 10 18 19:40:30 EDT: %BAC-RDU-7-DEBUG_DHCP_IF_IPV6:
PACE-2:ServerBatch[Batch:rdu.example.com/10.10.10.1:1b994de:115b52abeb4:80000278]:
Peer[rdu.example.com:33743]: Querying single prov group for DUID
[00:03:00:01:23:45:67:89:98:56] via DHCPv6 LEASEQUERY packet [version V6, message-type
12, hop-count 0, link-address 2001:0DB8:0:0:203:baff:fe12:d5ea, peer-address
2001:0DB8:0:0:203:baff:fe12:d5ea, (relay_msg (9) option (52 bytes) version V6, message-type
14, transaction-id 13401290, (client-identifier (1) option (9 bytes)
00:11:22:33:44:55:66:77:88), (lq-query (44) option (31 bytes) query-type 2, link-address
0:0:0:0:0:0:0:0, (client-identifier (1) option (10 bytes)
00:03:00:01:23:45:67:89:98:56)))]

AIC エコーの有効化
AIC エコー オプションを使用して、標準ポートの代わりに、要求が作成されたクライアントの
送信元ポートに変身を送信する Network Registrar を設定できます。
たとえば、IP アドレスが 10.1.1.1 ポートであるクライアントがポート 1456 を使用して要求を
転送し、AIC エコーがサーバで無効な場合、サーバは標準クライアント ポートに返信します。
プロトコル スタックによって、標準クライアント ポートは次のとおりです。
• IPv4 に 67
• IPv6 に 546
AIC エコーが有効になっている場合、応答はポート 1456 に転送されます。
IPv4 リース クエリを要求する場合、デフォルトで AIC エコーが無効になります。このオプショ
ンは、デフォルトの IPv4 バインディング ポートが変更された場合にのみ使用されます。
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IPv6 リース クエリを要求する場合、デフォルトで AIC エコーが有効になります。ただし、IPv6
リース クエリ メッセージがデフォルトでリレーされていないため、このオプションは標準の
クライアント ポート 546 の代わりに、ポート 547 へのリース クエリ応答を取得するために使
用されます。

リース クエリのデバッグ
RDU で Info レベルのロギング（6-Information）を使用して、リース クエリの処理に関連する
重要な詳細情報を表示できます。(RDU でログ レベルを設定するには、RDU ログ レベル ツー
ルの使用 （461 ページ） を参照してください。）
リース クエリ機能をデバッグするには、これらのプロパティを使用することができます。
• dhcpleasequeryv4：IPv4 リース クエリをデバッグします
• dhcpleasequeryv6：IPv6 リース クエリをデバッグします

IPv6 Lease Query Use Cases
このセクションでは、次の IPv6 リース クエリの使用例について説明します。
• プロビジョニング グループではすべて（2）の Network Registrar サーバでクライアントご
とに 1 つのリースがあります
• プロビジョニング グループではすべて（2）の Network Registrar サーバでクライアントご
とに複数のリースがあります
• 単一の Network Registrar サーバ上のクライアントごとに複数のリースがあります
• 代理プレフィックスによるデバイスのリース
プロビジョニング グループではすべて（2）の Network Registrar サーバでクライアントごとに
1 つのリースがあります
フェールオーバー プロトコルがない場合、プロビジョニング グループでは 1 個の Network
Registrar サーバのみがクライアントのリース情報を有します。このケースで、プロビジョニン
グ グループに 2 個の Network Registrar サーバがある場合、RDU は両方のサーバにリース クエ
リ要求を送信しますが、1 個のみから応答を受信します。その応答に含まれる IP アドレスが使
用されます。
次からこの IP アドレスを表示できます。
• 管理者ユーザ インターフェイスで、[Devices（デバイス）] > [Device Details（デバイスの
詳細）] ページを開きます。
• リース クエリ マップの client-ipaddress 属性を使用した API。
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プロビジョニング グループではすべて（2）の Network Registrar サーバでクライアントごとに
複数のリースがあります
まれに、プロビジョニング グループの両方の Network Registrar サーバに同じクライアントの
リースが含まれる場合、両方のサーバがリース クエリ返信で応答します。この場合、HCPv6
Leasequery のドラフトに従って、最新の OPTION_CLT_TIME（client-last-transaction-time）とと
もに応答が使用されます。
単一の Network Registrar サーバ上のクライアントごとに複数のリースがあります
クライアントが同じサーバ上の 2 つの異なるリンクをリースしている場合、Network Registrar
には返信中の OPTION_LQ_CLIENT_LINK オプションのすべてのリンク アドレスが含まれま
す。プライム ケーブル プロビジョニングは、各個別リンクの Network Registrar をクエリして、
すべての IP アドレスを取得します。このリストでは、プライム ケーブル プロビジョニングは
デバイス中断のループバックまたはマルチキャスト アドレスではない最初の IP アドレスを使
用します。
管理者ユーザー インターフェイスから、[Devices（デバイス）] > [Device Details（デバイスの
詳細）] ページのこのプロセスで取得した IP アドレスのリストを表示できます。
代理プレフィックスによるデバイスのリース
割り当てられた IP アドレスまたは代理プレフィックス（あるいは両方）を使用して、デバイ
スのリース クエリ要求送信できます。
管理者ユーザー インターフェイスから、[Devices（デバイス）] > [Device Details（デバイスの
詳細）] ページの IP アドレスおよびプレフィックスのリストを表示できます。API 経由でこの
IP アドレスを取得するには、リース クエリ マップの iaprefix 属性を使用します。
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章

PacketCable プロビジョニング
この章では、プライム ケーブル プロビジョニング PacketCable 導入のプロビジョニング フロー
について説明します。
• 自動 FQDN 生成 （281 ページ）

自動 FQDN 生成
KDC がその FQDN に対して登録サーバをクエリするため、PacketCable 音声テクノロジーを設
定するときに、完全修飾ドメイン名（FQDN）が各音声デバイスのプライム ケーブル プロビ
ジョニング データベースに存在する必要があります。プライム ケーブル プロビジョニング自
動 FQDN 生成機能は、単一の音声テクノロジーに制限されません。これは、あらゆるプライム
ケーブル プロビジョニング テクノロジーによって使用される可能性があります。

自動生成された FQDN 形式
プライム ケーブル プロビジョニングは、デバイスの MAC アドレスや、IPv6 デバイスの DHCP
固有 ID（DUID）を使用する FQDN を自動的に生成します。
MAC アドレスを使用して自動的に生成された FQDN は、この形式に従います。
prefix{htype-hlen-aa-bb-cc-dd-ee-ff | 00:00:00:00:00:00:00:00}suffix.domain

• prefix、suffix、domain：プライム ケーブル プロビジョニング ユーザー インターフェイス
またはプロビジョニング API から設定した情報を特定します。
• htype、hlen、および aa-bb-cc-dd-ee-ff：デバイス MAC アドレスを特定します。たとえば、
1,6,aa-bb-cc-dd-ee-ff です。
• 00:00:00:00:00:00:00:00：IPv6 デバイスの DUID を特定します。
プレフィックスおよびサフィックス プロパティのエントリはオプションです。これらのプロパ
ティを指定せず PacketCable MTA プロビジョニング中にホスト名が指定されていない場合、そ
してプレフィックスやサフィックス プロパティがプライム ケーブル プロビジョニング プロパ
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ティ階層で定義されていない場合、ドメイン名に続くデバイス MAC アドレスまたはデバイス
DUID は、生成された FQDN として生成されます。
次の形式のみを指定する場合、FQDN 形式が変更されます。
• プレフィックスおよびデバイス ID：
prefix{htype-hlen-aa-bb-cc-dd-ee-ff | 00:00:00:00:00:00:00:00 \\ .domain
• サフィックスおよびデバイス ID：
{htype-hlen-aa-bb-cc-dd-ee-ff | 00:00:00:00:00:00:00:00}suffix.domain
次に例を示します。
• プレフィックス aaa、サフィックス bbb、MAC アドレス 1,6 aa:bb:cc:dd:ee:ff を持つデバ
イスは、生成されたこの FQDN があります。
aaa1-6-aa-bb-cc-dd-ee-ffbbb.domain

• MAC アドレス（1,6,aa:bb:cc:dd:ee:ff）のみを持つデバイスは、生成されたこの FQDN があ
ります。
1-6-aa-bb-cc-dd-ee-ff.domain

• プレフィックス aaa、サフィックス bbb、DUID 00:00:00:00:00:00:00:00 を持つデバイス
は、生成されたこの FQDN があります。
aaa00-00-00-00-00-00-00-00bbb.domain

• DUID 00:00:00:00:00:00:00:00 のみを持つデバイスは、生成されたこの FQDN 必要があり
ます。
00-00-00-00-00-00-00-00-00-aa.domain

• プレフィックス aaa および MAC アドレス 1,6,aa:bb:cc:dd:ee:ff を持つデバイスは、生成さ
れたこの FQDN があります。
aaa1-6-aa-bb-cc-dd-ee-ff.domain

• プレフィックス aaa、MAC アドレス 1,6,aa:bb:cc:dd:ee:ff を持つデバイスは、生成された
この FQDN があります。
1-6-aa-bb-cc-dd-ee-ffbbb.domain

PacketCable およびその他のテクノロジーを設定するとき、ドメイン名プロパティも設定する必
要があります。PacketCable MTA のプロビジョニング時にドメイン名を指定しない場合、プラ
イム ケーブル プロビジョニング プロパティ階層が検索され、見つからない場合 MTA はプロ
ビジョニングされません。
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MTA プロビジョニング中にドメイン名を指定しない場合、プライム ケーブル プロビジョニン
グ プロパティ階層で指定されているドメイン名プロパティに関係なく、ドメイン名が使用され
ます。

自動生成された FQDN プロパティ
プロパティは、プライム ケーブル プロビジョニング プロパティ階層で承認可能なポイントで
定義可能です。システム デフォルト、テクノロジー デフォルト、DHCP 条件、サービス クラ
スを使用して達成でき、デバイス レベルでも実行できます。

FQDN の検証
FQDN を生成するために使用される情報を入力する際に、考慮するいくつか事項があります。
これには次が含まれます。
• 生成された FQDN では有効な英数字のみを使用します。
• 各ラベルの長さ（生成された FQDN のドット間の文字）を 63 文字以下にします。
• 生成された FQDN 全体の長さは 254 文字を超えることはできません。

（注）

FQDN は、RFC1035 に従ってホストとドメイン名をサポートしています。

サンプルの自動 FQDN の生成
このセクションでは、自動的に生成された FQDN を作成する例を提供します。

ステップ 1 適切なクラス サービスを選択し、このクラスのサービスを使用しているすべてのデバイスの DNS ドメイ
ンに /fqdn/domain プロパティ値を設定します。この例の目的は、使用するドメインが example.com であり、
ドメインに PacketCable デバイスの設定をプロビジョニングすることを想定しています。
（注）

ドメインを指定しない場合、サービス クラスのデバイスはプライム ケーブル プロビジョニング
から DHCP 設定を受信しません。

ステップ 2 [Submit] をクリックします。`
この例では、MAC アドレス 1,6,aa:bb:cc:dd:ee:ff を持つデバイスにより、、1-6-aa-bb-cc-dd-ee-ff.example.com
の FQDN が自動的に生成されます。
さらに、デバイスのデフォルト設定で FQDN の自動生成ラジオ ボタンを有効にします。デフォルトの設定
（204 ページ）を参照してください。
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混合モードでの CPE のプロビジョニング
デバイスの起動時に、プライム ケーブル プロビジョニングからの設定を要求し、デバイスの
サービス レベルを決定する設定です。このプロセス中、DHCP サーバはデバイスの設定を構築
する RDU を要求します。RDU は設定を生成し、そのデバイスが属するプロビジョニング グ
ループを提供するすべての DPE に転送します。DPE では、RDU に移動することなくその設定
とともにデバイスを提供できます。
プライム ケーブル プロビジョニングは自動的にデバイスを認識し、適切なサービス クラスを
割り当て、動的にデバイス設定ファイルを作成および生成し、サブスクライバをアクティベー
ションします。プライム ケーブル プロビジョニングは、DOCSIS および PacketCable を含む複
数のテクノロジーをサポートする 1 つのデバイス管理プラットフォームを提供します。
プライム ケーブル プロビジョニングでは、サービス プロバイダによって次のワークフロー モ
デルのいずれかまたは両方を実装できます。
• 事前プロビジョニング：デバイスはサブスクライバに割り当てられ、プロビジョニング ア
プリケーションで事前に記録されます。サブスクライバがプラグインすると、プライム
ケーブル プロビジョニングは適切なサービス レベルを自動的に割り当て、アクティベー
ションします。
• 自動プロビジョニング：サブスクライバがサービスに自分で登録する場合、サブスクライ
バ デバイスはプロビジョニング アプリケーションでキャプチャされ記録されます。サブ
スクライバは、プライム ケーブル プロビジョニングがデバイスを設定し、サービスをア
クティベーションする前にサービスに登録する必要があります。
デバイス設定には、次のような顧客が必要とするプロビジョニング情報を含めることができま
す。
• DHCP IP アドレスの選択
• 帯域幅
• [Data rates]
• フロー制御
• 通信の速度
• サービス レベル
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設定には、デバイスの DHCP 設定と TFTP ファイルを含めることができます。未プロビジョニ
ング デバイスをインストールし起動する場合、デフォルトのテクノロジー固有設定が割り当て
られます。プライム ケーブル プロビジョニングがサポートする各テクノロジーのデフォルト
設定を変更することができます。
RDU は次の場合にデバイスの設定を再生成します。
• デバイスのサービス クラスの変更など特定のプロビジョニング API コールが行われます。
• 設定の検証が失敗します。例えば、これはデバイスから DHCP 要求の特定パラメータが、
最初の要求パラメータから変更される場合に発生します。
• DPE はそのキャッシュを再作成します。
RDU がデバイスの設定を再生成するたびに、更新された設定は適切な DPE に転送されます。
• デバイスのアクセスを混合モード （286 ページ）

デバイスのアクセスを混合モード
このセクションでは、付与された混合モード アクセスであるデバイス設定を制御するために使
用される、オブジェクトおよびプロパティを説明します。
起動が許可されプライム ケーブル プロビジョニングで事前登録せず設定される場合、デバイ
スは混合モードのアクセスを指定すると見なされます。混合モード アクセスは通常、登録済み
の DOCSIS モデムの背後に表示されるコンピュータなどデバイスに使用されます。登録済みの
DOCSIS モデムの背後にある不明なデバイスの混合モード アクセスが有効でない場合、デバイ
スはデフォルトのサービス レベルを受信します。
デバイスへの混合モード アクセスを許可するには、次の操作を行います。
• 特定のタイプの不明なデバイスに混合モード ポリシーを有効化または無効化します。混合
モード アクセスが有効になっているデバイスは、デフォルト設定を受信する代わりに、ポ
リシーに基づいて設定されます。
• デバイスが特定の混合モード アクセスになる場合、特定のタイプの不明なデバイス用に
サービス クラスを指定します。
• デバイスが特定の混合モード アクセスになる場合、特定のタイプの不明なデバイス用に
DHCP 条件を指定します。

Configuring Promiscuous Access
次の表では、デバイスの混合ポリシーを設定可能な方法について説明します。プロビジョニン
グ グループおよびテクノロジー固有の混合モード設定は、Admin UI では使用できません。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
286

プロビジョニング CPE
混合モードのアクセスとプロパティ階層

表 55 : デバイスの混合アクセスの設定

設定範囲

API コールの使用

ケーブル モデムのプロビジョニング グループ：たとえば、特 getProvGroupDetails
定のプロビジョニング グループ内で登録されているケーブル changeProvGroupProperties
モデム デバイスの背後にあるコンピュータにのみ、混合アク
セスを設定できます。
ケーブル モデムのサービス クラス オブジェクト：たとえば、 addClassOfService
特定のサービス クラスに関連付けられている DOCSIS モデム changeClassOfServiceProperties
の背後にあるコンピュータにのみ、混合アクセスを設定でき
getClassOfServiceProperties
ます。
ケーブル モデムの DHCP 条件：たとえば、特定の DHCP 条件 addDHCPCriteria
に関連付けられている DOCSIS モデムの背後にあるコンピュー changeDHCPCriteriaProperties
タにのみ、混合アクセスを設定できます。
getDHCPCriteriaDetails
テクノロジー固有デフォルト：たとえば、DOCSIS モデムの changeDefaults
テクノロジー デフォルトを使用する DOCSIS モデムの背後に getDefaults
あるコンピュータに、混合アクセスを設定できます。
システム全体のデフォルト：グローバル システム デフォルト changeSystemDefaults
getSystemDefaults

混合モードのアクセスとプロパティ階層
プライム ケーブル プロビジョニングのオブジェクト数で、混合モードのポリシーを設定でき
ます。そのため、優先する設定を理解することが重要です。ポリシーがプロパティを使用して
設定されている場合、プライム ケーブル プロパティ階層によりプロパティの優先順位が決定
されます。特定のプロパティを持つプロパティ階層の最初のオブジェクトは、プライム ケーブ
ル プロビジョニングに使用する値を決定します。
プライム ケーブル プロビジョニングは、デバイスのケーブル モデムのプロパティ階層で混合
モード ポリシーのプロパティを検索します。たとえばコンピュータについては、プライム ケー
ブル プロビジョニングはケーブル モデムのプロパティ階層の混合モード ポリシー設定を検索
します。これは、コンピュータのリレーとして機能します。プロパティ階層に関する詳細につ
いては、Property Hierarchy （397 ページ） を参照してください。混合モード ポリシーの詳細に
ついては、『混合モード ポリシーの設定のプロパティ』を参照してください。

（注）

テクノロジー デフォルトを使用して混合モード ポリシーを設定する際に、プロパティはター
ゲット デバイス タイプではない、ケーブル モデムに関連付けられているオブジェクトのプロ
パティを設定する必要があります。たとえば、DOCSIS モデムの背後にあるコンピュータの混
合モード アクセスを有効にするため、コンピュータのテクノロジー デフォルトではなく、
DOCSIS モデムのテクノロジー デフォルトで混合モードを有効にできます。
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混合モード ポリシー プロパティは、サービス クラス、DHCP 条件、混合モードのアクセスを
各デバイス タイプに有効または無効にするか指定します。混合モードがデバイスに有効になっ
ており、デバイスのケーブル モデム階層の検索によりサービス クラスまたは DHCP 条件プロ
パティ一致を検索しない場合、非混合モード アクセスのデフォルトのサービス クラスまたは
DHCP 条件が使用されます。たとえば、プライム ケーブル プロビジョニングがコンピュータ
への混合モード アクセスを付与するように設定されており、混合サービス クラス、DHCP 条
件、または両方を検索できない場合、コンピュータのデフォルトのサービス クラス、DHCP 条
件、またはその両方を使用します。
サービス クラスと DHCP 条件のデフォルトは、これらのプロパティを使用してターゲット デ
バイス（ケーブル モデムの代わりに）のテクノロジー デフォルトで設定されます。
• サービス クラス：/default/classOfService
API 定数は TechnologyDefaultsKeys.DEFAULT_CLASS_OF_SERVICE です。
• DHCP 条件：/default/dhcpCriteria
API 定数は TechnologyDefaultsKeys.DEFAULT_DHCP_CRITERIA です。

混合モードのデバイス設定の生成
混合デバイスの設定は、次の条件下で生成されます。
• デバイスは最初にオンラインに表示され、混合アクセスが与えられます。
• 古い DPE ではそのキャッシュを設定して、特定のプロビジョニング グループの設定を要
求します。
• 設定の再生成は、API コール regenConfigs 経由で、デバイスに明示的に登録されています。
• 混合アクセス デバイスのケーブル モデム デバイスの設定が再生成されます。
• 混合ポリシーへの変更（またはその他の設定変更）は、影響を受けるデバイスの設定を再
生成するように、プライム ケーブル プロビジョニング設定の再生成サービス（CRS）サー
ビスに要求します。
混合デバイスの設定が再生成するたびに、新しく設定された混合ポリシーを使用します（たと
えば、サービス クラスは現在混合コンピュータで指定されています）を使用します。ただし、
デバイスが混合デバイスとしてオンラインに表示された後、API 経由でサービス クラスまたは
DHCP条件が変更される場合、そこからデバイスは混合モードとは見なされず、混合ポリシー
の変更の影響を受けません。デバイスが登録されていると見なされます。

混合モード ポリシーの設定のプロパティ
デバイスの混合アクセスを設定するには、プライム ケーブル プロビジョニングがサポートす
る特定のデバイスに関連付けられているプロパティを設定する必要があります。デバイス タイ
プの混合アクセスを有効または無効にすることができます。
• 有効：表 55 : デバイスの混合アクセスの設定 （287 ページ） が説明する API コールに関連
付けられた範囲内で、デバイスの混合アクセスを有効にします。
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• 無効：混合アクセスを無効にします。プロパティが存在しない場合、デフォルト設定は無
効です。
混合アクセスを設定するプロパティのリストについては、表 56 : 混合アクセスを有効にするた
めのプロパティ （289 ページ） を参照してください。
混合ポリシー プロパティは、読み取り/書き込みおよび読み取り専用プロパティに分類されま
す。このセクションでは、デバイスへの混合アクセスを有効に設定する必要があり、これらの
デバイスのサービス クラスまたは DHCP 条件を選択するように設定する、読み取り/書き込み
および読み取り専用のプロパティについて説明します。
読み取り/書き込みプロパティ

（注）

表 55 : デバイスの混合アクセスの設定 （287 ページ） このセクションで説明されているすべて
に該当する API コールについて説明します。
表 56 : 混合アクセスを有効にするためのプロパティ （289 ページ） 混合アクセスを有効にする
ために使用できるプロパティについて説明します。
表 56 : 混合アクセスを有効にするためのプロパティ

プロパティ名

説明

/promiscuousMode/enable/Computer

ケーブル モデムのプロパティ階層に「true」
または「false」のブール値を設定します。
• true：このようなリレーの背後にあるコン
ピュータへの混合アクセスを有効にしま
す。
• false：このようなリレーの背後にあるコ
ンピュータへの混合アクセスを無効にし
ます。
プロパティがケーブル モデムのプロパティ階
層に存在しない場合、そのようなリレーの背
後にあるコンピュータの混合アクセスは許可
されず、デバイスはデフォルトのアクセスを
受信します。
API 固定値
PolicyKeys.COMPUTER_PROMISCUOUS_MODE_ENABLED
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プロパティ名

説明

/promiscuousMode/enable/ PacketCableMTA

ケーブル モデムのプロパティ階層に「true」
または「false」のブール値を設定します。
• true：このようなリレーの背後にある
PacketCable MTA への混合アクセスを有効
にします。
• false：このようなリレーの背後にある
PacketCable MTA への混合アクセスを無効
にします。
プロパティがケーブル モデムのプロパティ階
層に存在しない場合、そのようなリレーの背
後にある PacketCable MTA の混合アクセスは
許可されず、デバイスはデフォルトのアクセ
スを受信します。
API 固定値
PolicyKeys.PACKET_CABLE_MTA_PROMISCUOUS_MODE_
ENABLED

/promiscuousMode/enable/STB

ケーブル モデムのプロパティ階層に「true」
または「false」のブール値を設定します。
• true：このようなリレーの背後にある STB
への混合アクセスを有効にします。
• false：このようなリレーの背後にある STB
への混合アクセスを無効にします。
プロパティがケーブル モデムのプロパティ階
層に存在しない場合、そのようなリレーの背
後にある STB の混合アクセスは許可されず、
デバイスはデフォルトのアクセスを受信しま
す。
API 固定値
PolicyKeys.STB_PROMISCUOUS_MODE_ENABLED
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プロパティ名

説明

/promiscuousMode/有効化/CableHomeWanData

ケーブル モデムのプロパティ階層に「true」
または「false」のブール値を設定します。
• true：このようなリレーの背後にある
CableHome WAN データ デバイスへの混
合アクセスを有効にします。
• false：このようなリレーの背後にある
CableHome WAN データ デバイスへの混
合アクセスを無効にします。
プロパティがケーブル モデムのプロパティ階
層に存在しない場合、そのようなリレーの背
後にある WAN データ デバイスの混合アクセ
スは許可されず、デバイスはデフォルトのア
クセスを受信します。
API 固定値
PolicyKeys.CABLE_HOME_WAN_DATA_PROMISCUOUS_MODE_
ENABLED

/promiscuousMode/enable/ CableHomeWanMan

ケーブル モデムのプロパティ階層に「true」
または「false」のブール値を設定します。
• true：このようなリレーの背後にある
CableHome WAN-MAN デバイスへの混合
アクセスを有効にします。
• false：このようなリレーの背後にある
CableHome WAN-MAN デバイスへの混合
アクセスを無効にします。
プロパティがケーブル モデムのプロパティ階
層に存在しない場合、そのようなリレーの背
後にある WAN-MAN デバイスの混合アクセス
は許可されず、デバイスはデフォルトのアク
セスを受信します。
API 固定値
PolicyKeys.CABLE_HOME_WAN_MAN_PROMISCUOUS_MODE_
ENABLED
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プロパティ名

説明

/promiscuousMode/enable/ERouter

ケーブル モデムのプロパティ階層に「true」
または「false」のブール値を設定します。
true：このようなリレーの背後にある eRouters
への混合アクセスを有効にします。
false：このようなリレーの背後にある eRouters
への混合アクセスを無効にします。
プロパティがケーブル モデムのプロパティ階
層に存在しない場合、そのようなリレーの背
後にある eRouters の混合アクセスは許可され
ず、デバイスはデフォルトのアクセスを受信
します。
API 固定値
PolicyKeys。EROUTER_PROMISCUOUS_MODE_ENABLED

有効なデバイス タイプの名前にプロパティ名
を追加して、新しいデバイス タイプの混合ア
クセスを有効または無効にするため、このプ
ロパティを使用します。

/promiscuousMode/enable/

「true」または「false」のブール値を設定しま
す。
API 固定値
PolicyKeys.PROMISCUOUS_MODE_PREFIX

次の表では、混合アクセス権を付与したデバイスのサービス クラスをを選択するように設定す
る必要がある、読み取り/書き込みプロパティについて説明します。
表 57 : 混合アクセス：サービス クラスの読み取り/書き込みプロパティ

サービス クラス プロパティ名 説明
/provisioning/cpeClassOfService/ 混合コンピュータに選択される既存のサービス クラス名を指
Computer
定します。
API 固定値
PolicyKeys.COMPUTER_CLASS_OF_SERVICE

/provisioning/cpeClassOfService/ 混合 PacketCable MTA に選択される既存のサービス クラス名
PacketCableMTA
を指定します。
API 固定値
PolicyKeys.PACKET_CABLE_MTA_CLASS_OF_SERVICE
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サービス クラス プロパティ名 説明
/provisioning/cpeClassOfService/ 混合セットトップ ボックスに選択される既存のサービス クラ
STB
ス名を指定します。
API 固定値
PolicyKeys.STB_CLASS_OF_SERVICE

/provisioning/cpeClassOfService/ 混合 CableHome WAN データ デバイスに選択される既存のサー
CableHomeWanMan
ビス クラス名を指定します。
API 固定値
PolicyKeys.CABLEHOME_WAN_DATA_CLASS_OF_SERVICE

/provisioning/cpeClassOfService/ 混合 CableHome WAN-MAN デバイスに選択される既存のサー
CableHomeWanData
ビス クラス名を指定します。
API 固定値
PolicyKeys.CABLEHOME_WAN_MAN_CLASS_OF_SERVICE

/provisioning/cpeClassOfService/ERouter 混合 eRouters に選択される既存のサービス クラス名を指定し
ます。
API 固定値
PolicyKeys。EROUTER_CLASS_OF_SERVICE

/provisioning/cpeClassOfService/ 指定されたデバイス タイプのデバイスに選択される既存サー
ビス クラスを指定します。有効なデバイス タイプ名でこのプ
ロパティ名を使用します。このプロパティはカスタム デバイ
ス タイプに使用できます。
API 固定値
PolicyKeys.PROMISCUOUS_COS_PREFIX

次の表では、混合アクセス権を付与したデバイスの DHCP 条件をを選択するように設定する必
要がある、読み取り/書き込みプロパティについて説明します。
表 58 : 混合アクセス：DHCP 条件の読み取り/書き込みプロパティ

DHCP の条件のプロパティ名

説明

/provisioning/cpeDhcpCriteria/
Computer

混合コンピュータに選択される既存の DHCP 条件 オブジェク
ト名を指定します。
API 固定値
PolicyKeys.COMPUTER_DHCP_CRITERIA
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DHCP の条件のプロパティ名

説明

/provisioning/cpeDhcpCriteria/
PacketCableMTA

混合 PacketCable MTA に選択される既存の DHCP 条件 オブ
ジェクト名を指定します。
API 固定値
PolicyKeys.PACKET_CABLE_MTA_DHCP_CRITERIA

/provisioning/cpeDhcpCriteria/STB 混合セットアップ ボックスに選択される既存の DHCP 条件 オ
ブジェクト名を指定します。
API 固定値
PolicyKeys.STB_ DHCP_CRITERIA

/provisioning/cpeDhcpCriteria/
CableHomeWanData

混合 CableHome WAN データ デバイスに選択される既存の
DHCP 条件 オブジェクト名を指定します。
API 固定値
PolicyKeys.CABLEHOME_WAN_DATA_ DHCP_CRITERIA

/provisioning/cpeDhcpCriteria/
CableHomeWanMan

混合 CableHome WAN-MAN デバイスに選択される既存の DHCP
条件 オブジェクト名を指定します。
API 固定値
PolicyKeys.CABLEHOME_WAN_MAN_ DHCP_CRITERIA

/provisioning/cpeDhcpCriteria/ERouter 混合 eRouters に選択される既存の DHCP 条件 オブジェクト名
を指定します。
API 固定値
PolicyKeys。EROUTER_ DHCP_CRITERIA

/provisioning/cpeDhcpCriteria/

指定されたデバイスタイプのデバイスに選択される既存DHCP
条件オブジェクトを指定します。有効なデバイス タイプ名で
このプロパティ名を使用します。このプロパティはカスタム
デバイス タイプに使用できます。
API 固定値
PolicyKeys.PROMISCUOUS_DC_PREFIX

読み取り専用プロパティ
次の表では、デバイスのサービス クラスと DHCP 条件を選択するように設定する必要がある、
読み取り専用の混合モード プロパティについて説明します。前のセクションで指定された読み
取り/書き込みプロパティと一緒に、これら読み取り専用プロパティは現在のシステム設定の
決定をサポートします。
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表 59 : 混合モード アクセス：読み取り専用プロパティ

プロパティ名

説明

/isSystemWide/default/promiscuous 特定のサービス クラスまたは DHCP 条件オブジェクトが、混
合モード デバイスのシステム全体のデフォルトとして参照さ
れている場合は、「True」の値を返します。
該当する API コール

API 固定値

getClassOfServiceProperties

PolicyKeys.IS_SYSTEM_WIDE_
DEFAULT_PROMISCUOUS

getDHCPCriteriaDetails

/referencedBy/deviceTypes/forPromiscuousDevices 混合モード ポリシー プロパティの特定のサービス クラスま
たは DHCP 条件オブジェクトを参照する、デバイス タイプ オ
ブジェクト（テクノロジー）名のリストを返します
該当する API コール

API 固定値

getClassOfServiceProperties

PolicyKeys.REFERENCED_BY_
DEVICE_TYPE_FOR_
PROMISCUOUS_DEVICES

getDHCPCriteriaDetails
/related/classesOfService

混合モード ポリシー プロパティの特定のサービス クラスま
たは DHCP 条件オブジェクトが使用される、サービス クラス
オブジェクト名のリストを返します
（注）

このプロパティをショートカットとして使用して、
サービス クラス リストを取得します。このオブジェ
クト上で設定した個々の混合モード ポリシー プロ
パティを読み取ることでも取得できます。

該当する API コール

API 固定値

getClassOfServiceProperties

PolicyKeys.RELATED_CLASS_
OF_SERVICE

getDHCPCriteriaDetails
/related/dhcpCriteria

混合モード ポリシー プロパティで、特定サービス クラスま
たは DHCP 条件オブジェクトによって使用される DHCP 条件
オブジェクト名のリストを返します
（注）

このプロパティをショートカットとして使用して、
DHCP 条件リストを取得できます。このオブジェク
ト上で設定した個々の混合モード ポリシー プロパ
ティを読み取ることでも取得できます。

該当する API コール

API 固定値

getClassOfServiceProperties

PolicyKeys.RELATED_DHCP_
CRITERIA

getDHCPCriteriaDetails
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混合モード デバイスのカスタム ポリシー
上記のセクションで指定されたプロパティを使用して、デバイスに混合モード ポリシーを設定
することができます。ただし、ロジックを追加する必要がある場合、拡張機能およびカスタム
プロパティを使用してカスタム ロジック実装できます。カスタム プロパティは、API 経由で
オブジェクト上に保存可能な新しいプロパティの定義が可能になります。
混合モード デバイス ポリシーを拡張するため、これらの拡張機能を使用できます。
• デバイスの検出：デバイスのテクノロジー タイプを決定します（通常、DHCP 要求のデー
タに基づく）。拡張が検出される情報は、他の拡張機能が次に使用するデバイスの検出コ
ンテキストに配置されます。
• サービス レベルの選択：デバイスに適切なサービス クラスと DHCP 条件オブジェクトを
選択します。混合モード ポリシーのプロパティは、混合モードのアクセス権を持つデバイ
スに対して、サービス クラスと DHCP 条件を決定します。
• 設定の生成：デバイスの設定を生成し、必要に応じての背後にあるデバイスにも設定を行
います。サービス レベル選択の拡張機能により選択されたポリシーに基づき、ケーブル
モデム背後の混合モード デバイスに設定が再生成されます。ケーブル モデム背後のデバ
イスに設定を再生成するデフォルトの動作を強化する場合にのみ、拡張機能を変更する必
要があります。
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章

Admin UI を使用したデバイスのプロビジョ
ニング
この章では、プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI を使用してデバイスを設定する方
法について説明します。さまざまなデバイスをプロビジョニングして、管理するデバイス メ
ニューを使用します。次の操作を実行できます。
• 特定のデバイスまたはデバイスのグループを指定する共有条件を検索します。『デバイス
の検索』を参照してください。
• RDU データベースのデバイスを追加、変更、削除します。次を参照してください。
• デバイス記録の追加
• デバイスの削除
• 設定、プロパティなど、デバイスのデータを表示します。『デバイスの詳細情報の表示』
を参照してください。
• デバイス設定を再生成します。『デバイス設定の再生成』を参照してください。
• 特定のグループにデバイスを関連付けたり、関連付けを解除したりします。『デバイスの
関連付けおよび関連付け解除』を参照してください。
• デバイスをリセットまたは再起動します。『デバイスのリセット』を参照してください。
• デバイス管理 （297 ページ）

デバイス管理
プライマリ ナビゲーション バーの [Devices] タブをクリックすると、[Manage Devices] ページ
が表示されます。[Main Menu] の [Devices] リンクをクリックして、[Manage Devices] ページに
移動することができます。
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デバイスの検索
プライム ケーブル プロビジョニングを使用して、いくつかの方法でデバイス情報を検索でき
ます。
検索タイプを選択するには、[Manage Devices] ページから [Search Type] ドロップダウン リスト
をクリックします。以降の検索ページには、選択した 検索タイプに固有の可能性がある画面コ
ンポーネントを含みます。
[Manage Devices] ページでは個別ですが関連する領域を使用して、ネットワークのデバイスを
管理できる検索結果を生成します。これらの領域は次の通りです。
• [Search Type] ドロップダウン リストで実行する検索タイプを定義します。
• 追加の値フィールドで選択した検索タイプが対象となります。これらのフィールドには、
IP アドレス、MAC アドレスまたは MAC アドレスのワイルドカード、グループ名（グルー
プ タイプ）、所有者 ID を含みます。
実行可能な一部の検索は、検索機能を向上させるためワイルドカード文字（*）を使用できま
す。表 60 : デバイス管理でサポートされている検索 （298 ページ） で説明されているように、
プライム ケーブル プロビジョニングは検索ごとに固有のワイルドカードを提供します。

（注）

数多くのデバイスをサポートするシステムでは、ワイルドカード検索（*）の使用は推奨しま
せん。このような検索では数千の結果を返し、広範なシステム リソースを使用するため、パ
フォーマンスに影響を与える可能性があります。
表 60 : デバイス管理でサポートされている検索

メニュー検索

検索タイプ オプション

DUID 検索

IPv6 環境でデバイスの DHCP 固有 ID（DUID）
を使用してを検索します。DUID の承認形式
は、ネットワーク バイト順で表される 2 オク
テット タイプ コードで、ID を構成するオク
テット数に続きます。この検索条件を効果的
に使用する方法についての詳細は、デバイス
ID 別のデバイスのトラブルシューティング （
475 ページ） を参照してください。
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メニュー検索

検索タイプ オプション

FQDN 検索

DNSサーバによって割り当てられているデバ
イスに関連付けられている完全修飾ドメイン
名（FQDN）を使用して、検索を行います。こ
の検索は、デバイスの MAC アドレスが不明な
ときに特に便利です。たとえば、
www.myhost.example.com は完全修飾ドメイン
名です。Myhost がホストを識別する場合、
ezample はセカンドレベル ドメインを識別し、
.com はサードパーティ レベル ドメインを特定
します。
FQDN IGW-1234.EXAMPLE.COM のデバイス
を検索するには、次を試行できます。
• *.example.com
• *.com
•*

IP アドレス検索

現在 DHCP リース IP アドレスが指定されてい
るネットワークで、すべてのデバイスを返す
ことで検索を行います。ワイルドカードはサ
ポートされていません。完全な IP アドレスを
入力する必要があります。
たとえば、IP アドレス 10.10.10.10 のデバイス
を検索するには、10.10.10.10 と入力する必要
があります。

MAC アドレス検索

機器ベンダーを明確に識別する特定のベンダー
プレフィックスを持つ特定のモデム、または
すべてのデバイスの正確な MAC アドレスを使
用して検索を行います。ベンダー プレフィッ
クスは、MAC アドレスの最初の 3 つのオク
テットです。たとえば、MAC アドレス
1,6,aa:bb:cc:dd:ee:ff ではベンダー プレフィック
スは「aa:bb:cc」です。したがって、MAC ア
ドレスの検索を実行する場合は、製造元とデ
バイス タイプを指定できます。この検索条件
を効果的に使用する方法についての詳細は、
デバイス ID 別のデバイスのトラブルシュー
ティング（475ページ）を参照してください。

グループ検索

特定のグループまたはグループ タイプの一部
であるデバイスを検索します。
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メニュー検索

検索タイプ オプション

所有者 ID 検索

デバイスに関連付けられている所有者 ID を使
用して検索します。たとえば、所有者 ID は
サービス加入者のアカウント番号を特定でき
ます。この検索機能は、ワイルドカード検索
をサポートしていません。完全な所有者 ID を
入力する必要があります。
たとえば、所有者 ID 100000000000xxxxx を持
つデバイスを検索するには、
100000000000xxxxx を入力する必要がありま
す。

（注）

プロビジョニング グループ検索

デバイスが属するプロビジョニング グループ
を使用して検索します。

登録済みサービス クラス検索

デバイスがプロビジョニングされたサービス
クラスを使用して検索します。

登録済み DHCP 条件検索

特定の DHCP 条件に属するデバイスを検索し
ます。

関連するサービス クラス検索

登録および選択したサービス クラスの両方を
使用して検索します。

関連する DHCP の条件検索

登録および選択したの両方の DHCP 条件を使
用して検索します。

選択したサービス クラス検索

何らか理由でデバイスの RDU で選択された
サービス クラスを使用した検索は、登録済み
のサービス クラスを保持できません。

選択した DHCP 条件検索

何らか理由でデバイスの RDU で選択された
DHCP 条件を使用した検索は、登録済みの
DHCP 条件を保持できません。

通常、「関連および選択されたサービス クラス」および「関連および選択された DHCP 条件」
は同じです。そうでない場合、関連するサービス クラス/DHCP 条件に一致するように、選択
されたサービス クラス/DHCP 条件を調査し、変更する必要があります。
[Manage Devices] ページの [Page Size] ドロップダウン リストにより、ページごとに表示される
検索結果の数を制限できます。結果の表示数は 25、50、75 が選択できます。検索結果の数が
選択した数字を超える場合、画面プロンプトがページの左下隅に表示されます。これらの制御
により、1 ページを一度に先や前にスクロールするか、特定のページを選択できます。
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クエリに対して最大 1000 個の結果が返され、1 ページあたり最大 75 個の結果が表示されます。
デフォルトの最大数を変更するには。
1.

BPR_HOME/rdu/conf/adminui.properties ファイルで /adminui/maxReturned プロパティを変更
します。

2.

管理者ユーザー インターフェイスのプライム ケーブル プロビジョニング Tomcat プロセス
を再起動します。
#

/etc/init.d/bprAgent restart adminui

デバイスの検索では、次の見出しまたはページに表示されるリンクの下に結果が表示されま
す。
• ID：検索条件に一致するすべてのデバイスを特定します。各 ID には、デバイスを変更可
能な別ページへのリンクが表示されます。
• Device Type：使用可能なデバイス タイプを表示します。使用可能な選択内容は次のとお
りです。
• CableHome MAN-Data
• CableHome MAN-WAN
• DOCSIS モデム
• コンピュータ
• PacketCable マルチ メディア終端アダプタ（MTA）
• セットトップ ボックス（STB）
• eRouter
• RPD
• ステータス：デバイスがプロビジョニングされるか示します。プロビジョニングされたデ
バイスは、アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）または管理者ユー
ザー インターフェイスを使用して登録されており、ネットワーク上で起動します。
• 詳細：選択したデバイスの使用可能なすべての詳細を表示します。詳細については、 『デ
バイスの詳細情報の表示』を参照してください。

デバイスの詳細情報の表示
検索結果で特定されたデバイスの詳細を表示することができます。デバイスの詳細を表示する
には、デバイスを選択し、[Details] をクリックします。
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（注）

[View Device Details] ページに主に表示される情報は、選択したデバイス タイプによって異な
ります。表 61 : [View Device Details] ページ （302 ページ） に記載されているサンプル フィー
ルドは、ほとんどの デバイスで通常表示される詳細を特定します。
表 61 : [View Device Details] ページ

フィールドまたはボタン

説明

デバイスの詳細
デバイスのタイプ

デバイス タイプを特定します。例：DOCSIS
モデム。

MAC Address

デバイスの MAC アドレスを識別します。これ
はアクティブリンクであり、クリックすると、
この MAC アドレスの適切な [Modify Device]
ページが表示されます。

DUID

デバイスの DUID を識別します。これはアク
ティブ リンクであり、クリックすると、この
DUID アドレスの適切な [Modify Device] ペー
ジが表示されます。

FQDN

デバイスの完全修飾ドメイン名（FQDN）を特
定します。例：IGW-1234.EXAMPLE.COM。

ホスト名

ホストを指定します。たとえば、上記のFQDN
の説明では IGW 1234 はホスト名です。

Domain Name

ホストが存在する中でドメイン名を指定しま
す。たとえば、上記の FQDN の説明では
EXAMPLE.COM ドメイン名です。

オーナー ID（Owner ID）

MIB データベースの特定の SNMP MIB を特定
する値であるオブジェクト ID を指定します。

Revision Number

処理する前に検証する OID リビジョン番号を
特定します。

デバイスの背後

このデバイスの背後にあるデバイスを識別し
ます。これはアクティブリンクであり、クリッ
クすると、デバイス背後の適切な [Modify
Device] ページが表示されます。詳細の表示ア
イコンを使用して、このデバイスの詳細をさ
らに表示できます。
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フィールドまたはボタン

説明

グループのプロビジョニング

デバイスが事前割り当てまたは自動的に割り
当てられているプロビジョニング グループを
特定します。これはアクティブリンクであり、
クリックすると [Provisioning Group Details] ペー
ジを表示します。

登録済み DHCP 条件

使用される DHCP 条件を識別します。デフォ
ルトの DHCP 条件を除き、これはアクティブ
リンクであり、クリックすると、適切な
[Modify DHCP Criteria] ページが表示されます。
gデフォルトの DHCP 条件を選択する場合、
[Systems Defaults] ページでデフォルトとして
設定されている DHCP 条件が適用されます。

セキュリティ ドメイン

インスタンス レベル アクセス制御が有効に
なっている場合、エンティティ（デバイス、
CoS、DHCP 条件）に割り当てられている
RBAC ドメインを特定します。

Device Properties

このデバイスに設定可能で、このページに表
示される以外のプロパティを特定します。こ
のフィールドには、カスタム プロパティの表
示が含まれています。

デバイス プロビジョニングの状態

デバイスがプロビジョニングされるかどうか
を指定します。登録済みでネットワーク上で
起動している場合のみ、デバイスがプロビジョ
ニングされます。

デバイス登録の状態

デバイスが登録されているかを特定します。

Client Identifier

その DHCP メッセージ内のデバイスで使用さ
れているクライアント ID を特定します。

クライアント要求ホスト名

クライアントがその DHCP メッセージで要求
するホスト名を特定します。

登録済みサービス クラス

デバイスに割り当てられているサービス クラ
スを特定します。これはアクティブ リンクで
あり、クリックすると、適切な [Modify Class
of Service] ページが表示されます。
異なるサービス クラスが拡張子によってデバ
イスに選択されている場合、選択したサービ
スクラスに追加のフィールドが表示されます。
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説明

所有者 ID

デバイスを特定します。これは、ユーザー ID
またはアカウント番号にできます。フィール
ドが空白でもかまいません。

検出されたプロパティ

デバイスの設定を生成すると、RDU デバイス
検出の拡張機能により返されるプロパティを
特定します。

選択されたプロパティ

デバイスの設定を生成すると、検出されたデ
バイス タイプの RDU サービス レベルの選択
拡張機能により返されるプロパティを特定し
ます。

必要なデバイスの背後

DeviceDetailsKeys.IS_BEHIND_REQUIRED_DEVICE
プロパティが必要なケーブル モデムの確立に
使用されており、拡張サービス レベルの選択
によりこのデバイスが必要なケーブル モデム
の背後で起動しないことを決定する場合、
「false」を指定します。

必要なプロビジョニング グループ

IPDeviceKeys.MUST_BE_IN_PROV_GROUP プ
ロパティが必要なプロビジョニング グループ
の確立に使用され、必須プロビジョニング グ
ループを確立に使用されており、拡張サービ
ス レベルの選択によりこのデバイスが必要な
プロビジョニング グループで起動しないこと
を決定する場合、「false」を指定します。
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フィールドまたはボタン

説明

選択したアクセス

サービス レベルの選択拡張機能により、デバ
イスに付与されるアクセス権を特定します。
• REGISTERED：デバイスが登録され、ア
クセスの要件を満たしていることを示し
ます。
• PROMISCUOUS：デバイスのプロビジョ
ニングがそのケーブル モデムに割り当て
られているポリシーに基づいていること
を示します。
• DEFAULT：デバイスがデバイス タイプ
のデフォルトのアクセス権でプロビジョ
ニングされることを示します。
• OTHER：デフォルトで使用されていない
拡張機能がプライム ケーブル プロビジョ
ニングに組み込まれており、カスタム拡
張機能により提供されています。

選択されたサービス クラス

デバイスの設定を生成するために使用される
サービス クラスの名前を特定します。これは
アクティブ リンクであり、クリックすると、
適切な [Modify Class of Service] ページが表示
されます。

選択した DHCP 条件

デバイスの設定を生成するために使用される
DHCP 条件の名前を特定します。これはアク
ティブ リンクであり、クリックすると、適切
な [Modify DHCP Criteria] ページが表示されま
す。

選択の説明

サービス レベル選択拡張機能がデバイスに付
与したアクセス権を選択した理由の説明を提
供します。たとえば、必要なプロビジョニン
グ グループで起動しなかったため、デバイス
にデフォルトのアクセス権が付与されたなど
です。
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フィールドまたはボタン

説明

選択した理由

サービス レベル選択拡張機能が列挙子コード
としてデバイスに付与したアクセス権を選択
した理由を特定します。次の値が可能です。
• NOT_BEHIND_REQUIRED_DEVICE
• NOT_IN_REQUIRED_PROV_GROUP
• NOT_REGISTERED
• OTHER
• PROMISCUOUS_ACCESS_ENABLED
• REGISTERED
• RELAY_NOT_IN_REQUIRED_PROV_GROUP
• RELAY_NOT_REGISTERED
これらのほとんどは、デフォルトのアクセス
を許可されているの結果として、登録または
混合モードのアクセスを許可するための要件
の違反を示しています。

関連するグループ名（グループ タイプ）

このデバイスに関連するグループを示します。
これはアクティブ リンクであり、クリックす
ると、適切な [Modify Group] ページが表示さ
れます。グループの管理 （232 ページ）を参照
してください。

DHCPv4 情報
（注）

このセクションは、デバイスが DHCPv4 データを検出しない限り表示されません。

DHCP 通知ディクショナリ

設定の生成を要求するときに、Cisco Prime
Network Registrar 拡張機能が RDU に送信した
追加の情報を特定します。これは、内部プラ
イム ケーブル プロビジョニングのみで使用し
ます。

DHCP 要求ディクショナリ

構成の生成を要求するときに、Network
Registrar 拡張機能から RDU に送信された
DHCP 検出または DHCP 要求パケットの詳細
を特定します。

DHCP 応答ディクショナリ

このフィールドは、内部プライム ケーブル プ
ロビジョニングでのみ使用します。これは常
に空にする必要があります。
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説明

DHCP 環境ディクショナリ

このフィールドは、内部プライム ケーブル プ
ロビジョニングでのみ使用します。これは常
に空にする必要があります。

リース v4 情報
（注）

このセクションは、デバイスがリース v4 データを検出しない限り表示されません。

IP アドレス

デバイスの IPv4 アドレスを識別します。

DHCP リース プロパティ

IPv4 更新とともに、Network Registrar が RDU
に送信するリース プロパティを特定します。

DHCPv6 情報
（注）

このセクションは、デバイスが DHCPv6 データを検出しない限り表示されません。

DHCPv6 通知ディクショナリ

設定の生成を要求する場合、Cisco Prime
Network Registrar 拡張機能が RDU に送信され
た追加の情報を特定します。これは、内部プ
ライム ケーブル プロビジョニングのみで使用
します。

DHCPv6 要求ディクショナリ

構成の生成を要求するときに、Network
Registrar 拡張機能から RDU に送信された
DHCP 検出または DHCP 要求パケットの詳細
を特定します。

DHCPv6 リレー要求ディクショナリ

設定の生成を要求するときに、Network
Registrar 拡張機能から RDU に送信された
DHCPパケットの詳細を特定します。ただし、
このデータは CMTS から導出され、CMTS お
よび CMTS を使用する DOCSIS バージョン情
報が含まれます。

DHCPv6 応答ディクショナリ

このフィールドは、内部プライム ケーブル プ
ロビジョニングでのみ使用します。これは常
に空にする必要があります。

DHCPv6 環境ディクショナリ

このフィールドは、内部プライム ケーブル プ
ロビジョニングでのみ使用します。これは常
に空にする必要があります。ただし Network
Registrar デフォルト（[Configuration] >
[Defaults] > [NR Defaults]）ページの環境ディ
レクトリからの属性の値を設定する場合、値
はここに表示されます。
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フィールドまたはボタン

説明

リース v6 情報
（注）

このセクションは、デバイスがリース v6 データを検出しない限り表示されません。

IP アドレス

デバイスの IPv6 アドレスを識別します。

DHCPv6 リース プロパティ

IPv6 更新とともに、Network Registrar が RDU
に送信するリース プロパティを特定します。

テクノロジー固有情報
（注）

（注）

テクノロジー固有情報は、使用するライセンスを持つテクノロジーに関連するデー
タのみを特定します。

XGCP ポート

ゲートウェイ制御プロトコルがアクティブに
なっているポートを特定します。

DOCSIS バージョン

現在使用中の DOCSIS バージョンを特定しま
す。

デュアル スタック モードが有効な場合にのみ、v4 および v6 データの両方（例：DHCPv4、
DHCPv6、リース v4、Lease v6）が表示されます。

デバイスの管理
[Devices] メニューでは、RDU データベースにデバイスを追加し、事前にプロビジョニングし
たデータを更新することができます。デバイス管理に含まれるもの：
• RDU デバイス レコードの追加、削除、変更
• 設定の再生成
• プロビジョニング グループ、サービス クラス、およびグループなどの管理オブジェクト
にデバイスを関連付けます。

（注）

コンピュータに 1 個のモデムから別のモデムにローミングを制限するオプションがある場合、
モデムは交換され、個モデムのコンピュータの MAC アドレスも変更する必要があります。
このセクションでは、新規または既存のデバイスでさまざまなデバイスの管理機能を実行する
方法について説明します。複数の情報フィールドは、すべてのデバイスの管理ページで一貫し
て表示されます。これらのフィールドには次が含まれます。
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• デバイス タイプ：デバイスを追加するとき、プライム ケーブル プロビジョニング内で作
成可能なデバイス タイプを特定するドロップダウン リストです。使用可能な選択は、画
面に表示されるとおりです。
• CableHomeWanData
• CableHomeWanMan
• コンピュータ
• DOCSISModem
• PacketCableMTA
• eRouter
• STB

（注）

デバイスを変更すると、デバイス タイプを編集または変更できま
せん。

• MAC アドレス：そのデバイスの MAC アドレスを特定します。
このフィールドに追加されているデバイスの MAC アドレスを入力します。たとえば、次
のようにアドレスを入力して、MAC アドレス「1,6、aa:bb:cc:dd:ee:ff」を持つデバイスを
検索できます。
• 1,6,aa:bb:cc:dd:ee:ff or1,6,aa:bb:cc:*
• aa:bb:cc:dd:ee:ff または aa:bb:cc: *
• aabb.ccdd.eeff または aabb.cc*
検索機能を強化するためにワイルドカード文字（*）を使用できます。デバイスの MAC
アドレスを入力するときに、カンマ（,）、コロン（:）、ワイルドカード（*）を適切に入
力していることを確認します。
• DUID：デバイスの DUID を特定します。
このフィールドに追加されているデバイスの DUID を入力します。これを行うときは、コ
ロン（:）を適切に入力したことを確認します。たとえば、00:03:00:01:02:03:04:05:06:a0。
• Host Name：デバイスのホストを特定します。たとえば、node.example.com の FQDN から
のノードはホスト名です。
• Domain name：ホストが存在する中でドメイン名を指定します。たとえば、node.example.com
の FQDN からの example.com ドメイン名です。
• Owner Identifier：ホスト名以外の理由でデバイスを識別します。これは、ユーザー ID また
は アカウント番号です。例：1000000000000000000。このフィールド は空欄のままにでき
ます。
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• Registered Class of Service：デバイスがプロビジョニングされるサービス クラスを指定しま
す。例：デフォルトのオプションまたは定義されたサービス クラス。
• Registered DHCP Criteria：デバイスがプロビジョニングされる DHCP 条件を指します。例：
デフォルトのオプションまたは定義された DHCP 基準。

デバイス記録の追加
デバイスの記録を追加するには：

ステップ 1 [Manage Devices] ページで、[Add] をクリックします。
ステップ 2 ドロップダウン リストで選択可能なオプションからデバイス タイプを選択します。
ステップ 3 ページのその他のフィールドに、MAC アドレス、DUID、ホスト名などの詳細を入力します。
ステップ 4 サービス クラスとデバイスの登録されている DHCP 条件を選択します。
（注）

Admin UI から追加したデバイスのステータスは、サービス クラスと DHCP の条件を割り当てた
後でもプロビジョニングされていない状態のままになります。

ステップ 5 以前にデバイスに指定した値に加えて、既存のプロパティ名/値のペアにオプションで新しい値を追加でき
ます。
• [プロパティ名]：内蔵デバイス プロパティのカスタム名を識別します。
• [プロパティ値]：プロパティの値を識別します。
ステップ 6 [Submit] をクリックします。`

デバイスの削除
デバイス記録の削除は、慎重に行う必要がありますがプロセスはシンプルです。削除を元に戻
すには、以前にバックアップしたデータベースを復元するか、デバイスを再度追加する必要が
あります。バックアップしたデータベースの復元が必要になった場合は、データベースの復元
（86 ページ） を参照してください。
デバイス記録を削除するには、削除するデバイスを検索し、[Delete] をクリックすします。

デバイス設定の再生成
[Regenerate] ボタンまたは API 操作は、デバイスのプロビジョニング グループで DPE に送信
されるデバイスの設定の即時の再生成を強制します。
通常、設定の再生成プロセスは、デバイス、クラスのサービス、またはその他に影響を与えず
次の変更を自動的にトリガする変更です。ただし、クラスのサービスへの変更後、システムが
すべてのデバイスの設定を再生成するには時間がかかります。特定のデバイス設定の再生成を
迅速に行うために、[Regenerate] ボタンを使用することができます。このオプションは、予防
的なトラブルシューティング中に便利です。
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デバイスの設定を再生成するには：

ステップ 1 [Manage Devices] ページで、設定を再生成するデバイスを探します。このために検索タイプのいずれかを使
用できます。
ステップ 2 デバイスの左側にあるチェック ボックスをオンにします。
ステップ 3 [Regenerate] をクリックします。
RDU が特定のデバイスの設定を再生成します。

デバイスの関連付けおよび関連付け解除
関連するデバイスの概念は、特定のサービス クラスまたは特定の DHCP 基準に関連するデバ
イスと同じく、サービス クラスまたは DHCP 条件に似ています。大きな違いは、サービス ク
ラスと DHCP 条件は事前定義されたグループとしてみなされ、定義する任意のグループにデバ
イスをグループ化するためグループを使用することです。
このコンテキストでは、関連付け機能によって MAC アドレスまたは DUID を使用して、デバ
イスを特定のグループに関連付けます。これは、特定のグループ タイプに関連付けられます。
デバイスを特定のグループに関連付けることで、デバイスが特定のグループに関連付けられて
いることを示す情報が、データベースに保存されます。デバイスを事前に定義された
system-diagnostics (system) グループに関連付ける場合、潜在的な問題のトラブルシューティン
グのために情報を使用できます。
デバイスをグループに関連付けします
管理者ユーザー インターフェイスから、一度に 1 個のデバイスのみ関連付けおよび関連付け解
除できます。
デバイスを関連付けるには：

ステップ 1 [Manage Devices] ページから、グループに関連するデバイスを検索します。検索タイプのいずれかを使用で
きます。
ステップ 2 デバイスの左側にあるチェック ボックスをオンにします。
ステップ 3 [Relate] をクリックします。[Relate Device to Group] ページが表示されます。
ステップ 4 ドロップダウンリストからグループ タイプを選択し、定義されているグループのリストからグループを選
択します。
（注）

[Groups] リストから複数のグループを選択するには、[Control] または [Shift] を押します。

ステップ 5 [Submit] をクリックします。
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デバイスが指定したグループに関連しているか確認するには、デバイスに対応する [View Details] アイコン
をクリックします。表示されている [Device Details] ページで、関連するグループ名（グループ タイプ）に
対するステータスを確認します。

Unrelating a Device from a Group
グループからデバイスを関連付け解除するには：

ステップ 1 [Manage Devices] ページで、グループから関連付けを解除するデバイスを検索します。
ステップ 2 デバイス ID に対応するチェック ボックスをチェックし、 [Unrelate] ボタンをクリックします。
ステップ 3 定義されたグループのリストから、デバイスの関連付けを解除するグループを選択します。
（注）

[Groups] リストから複数のグループを選択するには、[Control] または [Shift] を押します。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。` [Manage Devices] ページが表示されます。

グループ内のデバイスの検索
特定のグループに属しているデバイスを検索するには：

ステップ 1 [Manage Devices] ページから、[Search Type] のドロップダウン リストから [Group Search] オプションを選択
します。
ステップ 2 [Group Name]（Group Type）ドロップダウン リストから、デバイスが関連付けられているグループの名前
を選択します。
ステップ 3 [検索（Search）] をクリックします。
グループに関係するデバイスが表示されます。

デバイスのリセット
リセット ボタンで、選択したデバイスを再起動することができます。
デバイスをリセットするには：

ステップ 1 [Manage Devices] ページから再起動するデバイスを検索します。検索タイプのいずれかを使用できます。
ステップ 2 デバイスに対応するチェック ボックスをオンにします。
ステップ 3 Reset をクリックします。
デバイスが再起動します。
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章

ダイナミック ファイル設定の管理
この章は、プライム ケーブル プロビジョニング がデバイス設定およびデバイス管理をサポー
トする次の機能を説明します。
• Groovy スクリプト （313 ページ）
• テンプレート （334 ページ）
• ダイナミック DOCSIS テンプレートで MIB を使用する （384 ページ）
• MIB 管理機能拡張 （384 ページ）
• MIB 移行 （386 ページ）

Groovy スクリプト
このセクションでは、プライム ケーブル プロビジョニングがデバイス設定とデバイス管理に
提供している Groovy スクリプト サポートについて説明します。このセクションの機能：
• 概要
• Groovy スクリプト言語
• Groovy スクリプトをプライム ケーブル プロビジョニング RDU に追加する
• Groovy に設定ファイル ユーティリティを使用する
• 動的 TFTP ファイル命名規則

概要
プライム ケーブル プロビジョニングは、設定ファイルの生成のためテンプレートとは別に
Groovy スクリプトを使用します。これは、DOCSIS、PacketCable、CableHome、OpenCable STB
を含むプライム ケーブル プロビジョニング対応の CableLabs 標準に、動的ファイルを展開す
るのに役立ちます。このスクリプト インターフェイスでは、生成する TFTP ファイルを決定す
るのに役立つ検出済みの DHCP データとデバイス プロパティをにアクセスできます。プライ
ム ケーブル プロビジョニング RDU は、テンプレートまたは Groovy スクリプトを使用して設
定ファイルを生成します。RDU は、拡張子 .groovy で Groovy ファイルを識別します。Groovy
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サンプル スクリプト ファイルは BPR_HOME/rdu/samples/groovy ディレクトリに存在し、テス
トに使用できます。
Groovy スクリプト ファイルを作成するには、テンプレートを作成するための要件に加えて、
Groovy スクリプト言語を十分に理解している必要があります。

Groovy スクリプト言語
Groovy スクリプトは、次のオプションを含めることができます。
Groovy スクリプト
オプション

説明

例

<comment>

// [ascii-string]

// Config File Start/End

/*

/ * configFile：型
DOCSISTFTPFile

* 複数行コマンド
*/

* services：型 ExtensionServices
* discoveredData：型タイプ
DHCPDataAccess
* deviceProperties：型
CSRCProperties
* option：型
DOCSISoptionfactory
* device：型 IPDevice
* context：型 ConfigContext
*/

<option-description>

<option-with-no-suboptions> |
<compound-option>

<option-with-no-

configFile.add
(option.createOptionValue

configFile.add
(option.createOptionValue

(<custom-value>,

("3", "1"));

sub options>

"<option-num>","<option-value>")); カスタム値：
configFile.add
(option.createOptionValue
(OptionSyntaxHEX.,
"217.53","010868446146484A4737"));
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オプション

説明

例

<compound-option>

def = option

def option24 =
option.createOptionValue("24");

.createOptionValue("");
<variable-name>.add(option
.createOptionValue(<custom-value>,

option24.add(option.createOptionValue("24.8",
"4194304"));
configFile.add(option24);

"<optionnum>","<option-value>"));
configFile.add(<variable-name>);
<custom-value> optional

OptionSyntax.HEX
|OptionSyntax.ASCII
|OptionSyntax.SNMP

<option-num>

<unsigned-byte>[.<unsigned-byte>]* 24

<option-value>

<option-value-string>

「1」または

[、[,]< オプション値文字列 >] [".docsDevNmAccessCommunity.1",
"Octet String", "private"] as
*
String[]
Groovy 環境に表示されているバインディングは次のとおりです。
• configFile：型 DOCSISTFTPFile
• services：型 ExtensionServices
• discoveredData：型 DHCPDataAccess
• deviceProperties：型 CSRCProperties
• option：型 DOCSISoptionfactory
• device：型 IPDevice
• context：型 ConfigContext

（注）

CLI ファイル ユーティリティから Groovy スクリプトを実行中に、デバイス オブジェクト バイ
ンディングを使用できません。
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（注）

groovy スクリプトを作成中のコンパイル エラーを避けるため、次を使用します。
• 文字列に単一引用符（' '）。
例：configFile.add

(option.createOptionValue (OptionSyntax.SNMP,"11]、['.
iso.org.dod.internet.private.enterprises.8595.2.1.2.10.1.2.2','STRING','msopassword']));

• 特殊文字前に文字列に二重引用符（""）。
例：configFile.add

(option.createOptionValue (OptionSyntax.SNMP,"11]、

['.iso.org.dod.internet.private.enterprises.8595.2.1.2.10.1.2.2','STRING',"ms\$opassword」]));

Groovy スクリプトをプライム ケーブル プロビジョニング RDU に追加
する
プライム ケーブル プロビジョニング RDU に Groovy スクリプト ファイルを追加するには：

ステップ 1 [Configuration] > [Files] を選択します。[Vies Files] ページが表示されます。
ステップ 2 [Add] をクリックします。[Add Files] ページが表示されます。page appears
ステップ 3 [File Type] ドロップダウン リストから、CableLabs 設定スクリプト オプションを選択します。
ステップ 4 送信元のファイル名を参照します。
ステップ 5 [File Name] フィールドに、 < filename >.groovy ファイルを追加します。
ステップ 6 [Submit] をクリックします。`

Groovy に設定ファイル ユーティリティを使用する
設定ファイル ユーティリティは、バイナリ設定ファイルに groovy ファイルを変換できます（そ
の逆も可能）。設定および groovy ファイルの表示と検証にも使用できます。設定ファイル ユー
ティリティは、BPR_HOME/rdu/bin ディレクトリにインストールされます。Groovy ファイルお
よびバイナリ ファイルは、設定ファイル ユーティリティが呼び出されるディレクトリで使用
可能である必要があります。

（注）

プライム ケーブル プロビジョニングは、バイナリを groovy ファイルに生成するためにのみ
（その逆も可能）設定ユーティリティを使用し、その他のスクリプト言語をサポートしませ
ん。
ここでは、次の内容について説明します。
• 設定ファイル ユーティリティの実行 （317 ページ）
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• runCfgUtil を使用した Groovy スクリプトの検証 （319 ページ）
• バイナリ ファイルを Groovy スクリプト ファイルに変換する （320 ページ）
• ローカル Groovy スクリプト ファイルの Groovy スクリプト処理をテストする （322 ペー
ジ）
• 外部 Groovy スクリプト ファイルの Groovy スクリプト処理をテストする （322 ページ）
• ローカル Groovy スクリプト ファイルを処理し共有秘密鍵を追加する Groovy スクリプト
のテスト （323 ページ）
• ローカル Groovy スクリプト ファイルを処理し EMIC共有 秘密鍵 を追加する Groovy スク
リプトのテスト （324 ページ）
• Specifying Dynamic Variables at the Command Line （324 ページ）
• Specifying a Device for Dynamic Variables （325 ページ）
• Specifying Discovered Data at the Command Line （326 ページ）
• Specifying a Device for Discovered Data （327 ページ）
• Groovy からバイナリ ファイルを生成する （327 ページ）
• ローカル バイナリ ファイルの表示 （328 ページ）
• 外部バイナリ ファイルの表示 （328 ページ）
• PacketCable Basic フローのアクティブ化 （328 ページ）
• マルチベンダー サポート用 TLV 43s の生成 （328 ページ）

設定ファイル ユーティリティの実行
設定ファイル ユーティリティを実行するには、 BPR_HOME/rdu/bin ディレクトリからコマンド
を実行します。
runCfgUtil.sh オプション
利用可能なオプションは下記の通りです。
• -?：この使用のメッセージを印刷します。
• -e：BACC groovy/テンプレート ファイル（デフォルト）のエンコーディングを実行しま
す。
• -d：バイナリ ファイルのデコードを実行します。
• -g：バイナリ ファイルから groovy/テンプレート ファイルの生成を実行します。
• -snmp：OptionSyntax.SNMP が有効になっているバイナリ ファイルから、テンプレートま
たは動的スクリプト ファイルの生成を実行します。
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• -cshared：BACC groovy/テンプレート ファイル（デフォルトは cisco）を解析するときに使
用する CMTS 共有秘密鍵。
• -h host:port：RDU がある場所を指定します（デフォルトでは localhost:49187）。
• -idevice ID：groovy/テンプレートの解析中に、マクロ変数置換を使用するデバイスを指定
します。
• mmacro：groovy/テンプレートを解析するときの代わりに使用するマクロ変数を指定しま
す。
• -s：人が読める形式で解析された groovy/テンプレートまたはバイナリ ファイルの内容を
表示します。
• o-filename：指定したファイル名で解析された groovy/テンプレートまたは人が読める形式
の出力を保存します。
• -lfilename：ローカル ファイル システム上に存在する入力ファイルを指定します。
• -rfilename：RDU でリモート入力ファイルを指定します。
• -pkt：PacketCable MTA 設定ファイルとして処理するファイルを指定します。
• -ttype：PacketCable エンコーディング タイプを指定します（デフォルトでは Secure）。
• -loclocale：na、euro、ietf など PacketCable ロケールを指定します（デフォルトでは na）。
デフォルトは na です。MTA が欧州仕様 MTA の場合、ロケールは euro に設定する必要が
あります。
• -cablehome：CableHome 設定ファイルとして処理するファイルを指定します。
• -docsis：DOCSIS 設定ファイル（デフォルト）として処理するファイルを指定します。
• -E：拡張 CMTS MIC（EMIC）計算を有効にして、EMIC 計算のデフォルトのオプション
を特定します。デフォルトのオプションは次の通りです。
• HMAC タイプ：MMH16
• EMIC ダイジェスト タイプ：明示
• Cisco としての EMIC 共有秘密鍵。
• -Ei：CMTS MIC ダイジェスト サブタイプの拡張のために使用される [implicit] プレゼン
テーションを指定します。
• -EhHMACType：拡張 CMTS MIC を計算するために使用するハッシュ アルゴリズムを指定
します。サポートされているアルゴリズムは MD5 と MMH16 です（デフォルトでは
MMH16）。
• Es-シークレット：拡張 CMTS MIC 計算に使用する CMTS 共有秘密鍵（デフォルトでは
cisco）。
• -uusername：RDU に接続するときに使用するユーザー名を指定します。
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• -ppassword：RDU に接続するときに使用するパスワードを指定します。
• -vversion：入力ファイルを処理するテクノロジーのバージョンを指定します。
• -propfilename：動的に使用される変数のキーと値を持つプロパティ ファイルを指定しま
す。

（注）

-DDV4 または -DDV6 のいずれかをファイル名 -prop とともに常
に指定して、検出データを送信します。

• -disfilename：フォーム キーと値ペアの動的なスクリプトで使用できる検出ータを指定しま
す。
• -DDv4filename：フォーム キーと値ペアの動的なスクリプトで使用できる検出 DHCPv4 デー
タを指定します。
• -DDv6filename：フォーム キーと値ペアの動的なスクリプトで使用できる検出 DHCPv6 デー
タを指定します。
• -cpclasspath：動的スクリプトで参照される拡張 jar とスクリプト ファイルのパスを指定し
ます。
• b：複数の出力ファイル生成するために、オプションの一括処理を指定します。特定のディ
レクトリ（-L オプションを使用）のすべてのバイナリ ファイルが処理され、生成された
ファイルが -o オプションで示される出力ディレクトリで使用できます。
• -ft：ファイル タイプ（groovy または tmpl）を生成します。このオプションは、生成（-g
オプション）生成に一括処理が有効になっているときに使用されます（-b オプションの使
用）。（デフォルトのファイル タイプは tmpl です。）

runCfgUtil を使用した Groovy スクリプトの検証
プライム ケーブル プロビジョニング Groovy スクリプトをテストするための設定ファイル ユー
ティリティを使用するには。

ステップ 1 Groovy スクリプトを作成します。Groovy スクリプトを他の Groovy スクリプトに拡張する場合は、参照さ
れているすべての Groovy スクリプトが同じディレクトリにあることを確認します。
ステップ 2 ローカル ファイル システムで設定ファイル ユーティリティを実行します。Groovy スクリプトの構文を確
認するか、設定ファイル ユーティリティ プロセスが CRS として出力を返すように Groovy スクリプトを処
理できます。
Groovy スクリプトに動的変数または検出されたデータが含まれている場合、指定された順序でこれらの操
作を行います。
a)

プロパティ ファイルとコマンド ライン代入をテストします。

b) RDU に追加されたデバイスでテストします。
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ステップ 3 Groovy スクリプト（および使用される拡張 Groovy スクリプト）を RDU に追加します。
ステップ 4 設定ファイルユーティリティを実行して、ファイルを解析します。『外部 Groovy スクリプト ファイルの
Groovy スクリプト処理をテストする』を参照してください。
Groovy スクリプトに動的変数または検出されたデータが含まれている場合、指定された順序でこれらの操
作を行います。
a)

プロパティ ファイルとコマンド ライン代入をテストします。

b) RDU に追加されたデバイスでテストします。
ステップ 5 すべてのテストが成功した後、Groovy スクリプトを使用するサービス クラスを設定します。

バイナリ ファイルを Groovy スクリプト ファイルに変換する
バイナリ設定メモリ ファイルを Groovy スクリプト ファイルに変換するには、runCfgUtil.sh コ
マンドを使用します。プライム ケーブル プロビジョニングの動的設定生成は、作成された
Groovy スクリプトに基づくものです。既存のテスト済みバイナリ ファイルを Groovy スクリプ
ト ファイルに自動的に変換すると、プロセスを高速化し、エラーが発生する可能性を軽減しま
す。

（注）

RunCfgUtil.sh ツールを使用して、Groovy スクリプトに直接にテンプレートを変換することは
できません（逆も不可能）。最初にテンプレートをバイナリ ファイルに変換して、Groovy ス
クリプトにバイナリ ファイルを変換する必要があります。テンプレートに Groovy スクリプト
を変換する場合、最初に Groovy スクリプトをバイナリ ファイルに変換し、テンプレートにバ
イナリ ファイルを変換する必要があります。
構文の説明
runCfgUtil.sh -g -lbinary_file -o groovy_file
• -g：Groovy スクリプト ファイルを入力バイナリ ファイルから生成する必要があることを
指定します。
• -l binary_file：パス名を含むローカル入力ファイルを指定します。たとえば bronze.cm。
• -o groovy_file：パス名を含む出力 Groovy スクリプト ファイルを指定します。すべてのケー
スで、出力 Groovy スクリプト ファイルには .groovy ファイル拡張子があります。たとえ
ば、test.groovy。
バイナリ ファイルを Groovy スクリプト ファイルに変換するには。

ステップ 1 ディレクトリを /opt/CSCObac/rdu/samples/docsis に変更します。
ステップ 2 使用する Groovy スクリプト ファイルを選択します。この例では、unprov.cm と呼ばれる既存のバイナリ
ファイルを使用します。
ステップ 3 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
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/opt/CSCObac/rdu/bin # runCfgUtil.sh -g -l unprov.cm -o test.groovy -docsis
-docsis：入力ファイルが DOCSIS 設定ファイルになるように指定します。

MIB に依存することなくバイナリ ファイルを Groovy スクリプト ファイルに変換する
MIB に依存することなくバイナリ設定メモリ ファイルを Groovy スクリプト ファイルに変換す
るには、オプション -snmp を持つrunCfgUtil.sh コマンドを使用します。このコマンドを -snmp
オプションで実行する場合、SnmpVarBind を含むすべての TLV の OptionSyntax.SNMP が追加
されます。TLV のタイプに基づき正しい値を指定してください。例：整数値（1）。

（注）

OID は数値形式であり、MIB の依存関係を完全に削除する必要があります。たとえ
ば、.1.3.44491.1.2.3。
構文の説明
runCfgUtil.sh -docsis -g -snmp -lbinary_file -o groovy_file
• -g：PacketCable MTA ファイルとして入力ファイルを特定します。
• -snmp ：バイナリ ファイルから生成された動的スクリプト ファイルで、OptionSyntax.SNMP
が有効になることを指定します。
• -l binary_file：パス名を含むローカル入力ファイルを指定します。すべてのケースで、入力
バイナリ ファイル名には .cm ファイル拡張子があります。例：bronze.cm。
• -o groovy_file：パス名を含む出力 Groovy スクリプト ファイルを指定します。すべてのケー
スで、出力 Groovy スクリプト ファイルには .groovy ファイル拡張子があります。たとえ
ば、test.groovy。
MIB と依存関係のない状態でバイナリ ファイルを Groovy スクリプト ファイルに変換するに
は。

ステップ 1 MIB をバックアップします。
ステップ 2 プロパティ /snmp/mibs/mibList
（注）

=

をディレクトリ BPR_Home/api/conf/ にある api.properties に追加します。

RDU からデバイス設定を生成する際、プロパティ /snmp/mibs/mibList
イルにある rdu.properties に追加し、MIB の依存関係を避けます。

= を BPR_HOME/rdu/conf ファ

ステップ 3 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin # runCfgUtil.sh -g-snmp-l example.cm -o example.cm.groovy
• example.cm：入力バイナリ ファイルを特定します。
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• example.cm.groovy：groovy ファイルの変換を特定します。

ローカル Groovy スクリプト ファイルの Groovy スクリプト処理をテストする
ローカル ファイル システムに保存されている Groovy スクリプト ファイルの処理をテストす
るには、runCfgUtil.sh コマンドを使用します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -pkt -l file
• -pkt：PacketCable MTA ファイルとして入力ファイルを特定します。
• -l：入力ファイルをローカル ファイル システム上に置くように指定します。
• file：解析されない入力 t Groovy スクリプト ファイルを識別します。
ローカル ファイル システム上にある Groovy スクリプト ファイルを解析するには。

ステップ 1 /opt/CSCObac/rdu/samples/packet_cable にディレクトリを変更します。
ステップ 2 使用する Groovy スクリプト ファイルを選択します。この例では、既存の Groovy スクリプト ファイル
unprov_packet_cable.groovy を使用します。これが PacketCable MTA Groovy スクリプトであるため、-pktオ
プションが使用されます。
ステップ 3 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin/runCfgUtil.sh -pkt -l unprov_packet_cable.groovy
unprov_packet_cable.groovy：解析されない入力 t Groovy スクリプト ファイルを識別します。

外部 Groovy スクリプト ファイルの Groovy スクリプト処理をテストする
外部 Groovy スクリプト ファイルの処理をテストするには、 runCfgUtil.sh コマンドを使用しま
す。
構文の説明
runCfgUtil.sh -docsis -r file -u username -p password
• -r：RDU に追加されているファイルとして入力ファイルを識別します。
• file：解析されない入力 t Groovy スクリプト ファイルを識別します。
• -u username：RDU に接続するときに使用するユーザー名を指定します。
• -p password：RDU に接続するときに使用するパスワードを指定します。
• -docsis：DOCSIS Groovy スクリプトとしてファイルを特定します。
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RDU に追加されている Groovy スクリプト ファイルを解析するには。

ステップ 1 使用する Groovy スクリプト ファイルを選択します。この例では、既存の Groovy スクリプト ファイル
macro.groovy を使用します。DOCSIS Groovy スクリプトが使用されているため、-Docsis オプションが使用
されます。
ステップ 2 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin# runCfgUtil.sh -docsis -r unprov.groovy -u admin -p changeme
• unprov.groovy：入力ファイルを特定します。
• admin：デフォルトのユーザー名を識別します。
• changeme：デフォルトのパスワードを識別します。

ローカル Groovy スクリプト ファイルを処理し共有秘密鍵を追加する Groovy スクリプト
のテスト
Groovy スクリプト ファイルの処理をテストし、指定した共有秘密鍵を追加するには、
runCfgUtil.sh コマンドを使用します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -e -docsis -l file -c shared
• -e：エンコード オプションを特定します。
• -docsis：DOCSIS Groovy スクリプト ファイルとして入力ファイルを識別します。
• -l：入力ファイルをローカル ファイル システム上に置くように指定します。
• file：解析されない入力 t Groovy スクリプト ファイルを識別します。
• -c：DOCSIS Groovy スクリプト ファイルを解析すると、CMTS 共有秘密を指定します。
• shared：共有秘密鍵を指定します。デフォルトの共有秘密鍵は、cisco です。
ローカルに保存されている Groovy スクリプト ファイルを解析するには、ユーザー指定の共有
秘密鍵のを設定します。

ステップ 1 /opt/CSCObac/rdu/groovy にディレクトリを変更します。
ステップ 2 解析する Groovy スクリプト ファイルを選択します。この例では、既存の Groovy スクリプト ファイル
macro.groovy を使用します。DOCSIS Groovy スクリプトが使用されているため、-Docsis オプションが使用
されます。
ステップ 3 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin# runCfgUtil.sh -e -docsis -l unprov.groovy -c shared
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• unprov.groovy：ローカル ファイル システムの入力ファイルを特定します。
• shared：新しい共有秘密鍵を特定します。

ローカル Groovy スクリプト ファイルを処理し EMIC共有 秘密鍵 を追加する Groovy スク
リプトのテスト
Groovy スクリプト ファイルの処理をテストし、指定した拡張 CMTS MIC（EMIC）共有秘密鍵
を追加するには、 runCfgUtil.sh コマンドを使用します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -E -docsis -l filename
• -E：EMIC 計算を有効にします。
• -docsis：DOCSIS Groovy スクリプト ファイルとして入力ファイルを識別します。
• -l filename：パス名を含む入力 Groovy スクリプト ファイルを指定します。すべてのケース
で、入力 Groovy スクリプト ファイルには .groovy ファイル拡張子があります。たとえば、
test.groovy。
デフォルト設定で EMIC を計算するには。

ステップ 1 使用する Groovy スクリプト ファイルを選択します。この例では、既存の Groovy スクリプト ファイル
macro.groovy を使用します。-docsis オプションは、DOCSIS Groovy テンプレートが使用されているため使
用されます。
ステップ 2 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin # runCfgUtil.sh -E-l test.groovy

Specifying Dynamic Variables at the Command Line
動的変数を指定するには、runCfgUtil.sh コマンドを使用します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -e -l file -prop “file”
• -e：エンコード オプションを識別します。
• -l：入力ファイルがローカル ファイル システム上にあることを指定します。
• file：解析されない入力 t Groovy スクリプト ファイルを識別します。
• -prop：動的スクリプトで使用される変数のキーと値を持つプロパティ ファイルを指定し
ます。
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• “file”：対象の動的変数を特定します。複数の動的変数が必要な場合は、各キー値のペア
をその他の後に指定する必要があります。
コマンド ラインで動的変数の値を指定するには。

ステップ 1 /opt/CSCObac/rdu/groovy にディレクトリを変更します。
ステップ 2 使用する Groovy スクリプト ファイルを選択します。
ステップ 3 Groovy スクリプトの動的変数を特定します。
ステップ 4 変数の値を特定します。
ステップ 5 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin# runCfgUtil.sh -e -l macro.groovy -prop prop.properties

• macro.groovy：入力ファイルを特定します。
• prop.properties：キー値とペアが含まれています（例：MTA_PROP = 3）

Specifying a Device for Dynamic Variables
runCfgUtil.sh コマンドを使用して、動的変数のデバイスを指定します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -e -r file -i MAC -u username -p password
• -e：エンコード オプションを識別します。キーを承認し、記載されてない場合デフォルト
キーを使用します。
• -r：RDU に追加されているファイルとして入力ファイルを識別します。
• file：解析されない入力 t Groovy スクリプト ファイルを識別します。
• -i：動的変数を解析するときに使用するデバイスを指定します。
• MAC：そのデバイスの MAC アドレスを識別します。
• -u username：RDU に接続するときに使用するユーザー名を指定します。
• -p password— RDU に接続するときに使用するパスワードを指定します。
動的変数の置換に使用するデバイスを指定するには：

ステップ 1 使用する Groovy スクリプト ファイルを選択します。この例では、既存の Groovy スクリプト ファイル
macro.groovy を使用します。
ステップ 2 Groovy スクリプトの動的変数を特定します。
ステップ 3 使用するデバイスを識別します。この例では、デバイスが RDU に存在し、プロパティとして動的変数が設
定されていることを前提としています。
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ステップ 4 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin# runCfgUtil.sh -e -r macro.groovy -i "1,6,00:01:02:03:04:05" -u
admin -p changeme
（注）

-i オプションを使用してデバイス MAC を指定する場合、エンコード オプション（-e）と、入力
ファイル オプション（-r）を一緒に記述します。

• macro.groovy：入力ファイルを特定します。
• 1,6,00:01:02:03:04:05：デバイスの MAC アドレスを識別します。ここで使用される MAC アドレスは、
例のみを示します。
• admin：デフォルトのユーザー名を識別します。
• changeme：デフォルトのパスワードを識別します。

Specifying Discovered Data at the Command Line
検出されたデータを指定するには、 runCfgUtil.sh コマンドを使用します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -e -l file -dis “file”
• -e：エンコード オプションを識別します。キーを承認し、記載されてない場合デフォルト
キーを使用します。
• -l：入力ファイルがローカル ファイル システム上にあることを指定します。
• file：解析されない入力 t Groovy スクリプト ファイルを識別します。
• -dis：フォーム キーと値ペアの動的なスクリプトで使用できる検出ータを指定します。
• “file”：適切な検出データを特定します。
コマンド ラインで検出されたデータの値を指定するには。

ステップ 1 使用する Groovy スクリプト ファイルを選択します。
ステップ 2 Groovy スクリプトで検出されたデータを特定します。
ステップ 3 検出されたデータの値を特定します。
ステップ 4 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin# runCfgUtil.sh -e -l macro.groovy -dis dis.properties
• macro.groovy：入力ファイルを特定します。
• dis.properties：キー値とペアが含まれています（例：giaddr 10.1.1.9 =）。
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Specifying a Device for Discovered Data
デバイスを指定し、設定ファイル生成のた検出されたデータを使用するには、 runCfgUtil.sh
コマンドを使用します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -e -r file -i MAC -u username -p password
• -e：エンコード オプションを識別します。キーを承認し、記載されてない場合デフォルト
キーを使用します。
• -r：RDU に追加されているファイルとして入力ファイルを識別します。
• file：解析されない入力 t Groovy スクリプト ファイルを識別します。
• -i：検出されたデータを解析するときに使用するデバイスを指定します。
• MAC：そのデバイスの MAC アドレスを識別します。
• -u username：RDU に接続するときに使用するユーザー名を指定します。
• -p password— RDU に接続するときに使用するパスワードを指定します。
検出されたデータの代入に使用するデバイスを指定するには。

ステップ 1 使用する Groovy スクリプト ファイルを選択します。この例では、既存の Groovy スクリプト ファイル
macro.groovy を使用します。
ステップ 2 Groovy スクリプトで検出されたデータを特定します。
ステップ 3 使用するデバイスを識別します。この例では、デバイスが RDU に存在し、プロパティとして検出された
データが設定されていることを前提としています。
ステップ 4 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin# runCfgUtil.sh -e -r macro.groovy -i "1,6,00:01:02:03:04:05" -u
admin -p changeme
• macro.groovy：入力ファイルを特定します。
• 1,6,00:01:02:03:04:05：デバイスの MAC アドレスを識別します。ここで使用される MAC アドレスは、
例のみを示します。
• admin：デフォルトのユーザー名を識別します。
• changeme：デフォルトのパスワードを識別します。

Groovy からバイナリ ファイルを生成する
runCfgUtil.sh コマンドを使用して、バイナリ ファイルとして解析された Groovy スクリプトの
出力を指定します。
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構文の説明
runCfgUtil.sh -l input_file -o output_file
• -l：入力ファイルをローカル ファイル システム上に置くように指定します。
• input_file：解析される入力 Groovy スクリプト ファイルを特定します。
• -o：解析された Groovy スクリプト ファイルがバイナリ ファイルとして保存されることを
指定します。
• output_file：解析された Groovy スクリプト ファイルのバイナリの内容が保存されている
ファイルの名前を特定します。
Groovy スクリプトからバイナリ ファイルに解析する出力を指定します。

ステップ 1 使用する Groovy スクリプト ファイルを選択します。
ステップ 2 出力ファイル名を特定します。この例では、unprov.cm を使用しています。
ステップ 3 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin# runCfgUtil.sh -l unprov.groovy -o unprov.cm
• unprov.groovy：バイナリ ファイルに解析される既存の Groovy スクリプト ファイルを特定します。
• unprov.cm：使用される出力ファイル名を特定します。

ローカル バイナリ ファイルの表示
詳細については、『ローカル バイナリ ファイルの表示』を参照してください。

外部バイナリ ファイルの表示
詳細については、『外部バイナリ ファイルの表示』を参照してください。

PacketCable Basic フローのアクティブ化
詳細については、PacketCable Basic フローのアクティブ化 （380 ページ）を参照してください。

マルチベンダー サポート用 TLV 43s の生成
詳細については、『マルチベンダー サポート用 TLV 43s の生成』を参照してください。

動的 TFTP ファイル命名規則
TFTP ファイルの命名規則を使用して、動的 TFTP ファイル名とその順序の変数コンポーネン
トをカスタマイズできます。Groovy スクリプトは、公開されている DHCP 検出データおよび
その他のインターフェイスなどのコンポーネントを使用して、TFTP ファイル名を生成します。
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スクリプトは、サービス クラス名、検出されたベンダー名、ダウン ストリーム速度など重要
な情報を含むことができます。テクノロジー デフォルトまたはシステム デフォルトのどちら
かでスクリプトを設定できます。デフォルトでは 127 文字まで指定できます。
CableLabs 設定ファイル名スクリプトが変更された場合は、変更を反映するため影響を受ける
デバイスのリストの設定の再生成がトリガーされます。
BAC_HOME/rdu/samples/groovy で Groovy スクリプトのサンプルを確認できます。
例 19-1 サンプル TFTP ファイル名 Groovy スクリプト
/**
* example_extended_filename.groovy
*
* A sample CableLabs Configuration Filename Script that demonstrates how
* to create an extended filename. This example includes the following
* strings in the extended filename: DeviceType, Selected ClassOfService,
* and provisioning group. For DOCSIS device types, the default DOCSIS
* version is included after device type. The resulting extended filename
* string is:
*
* "<device-type>_<default-docsis-version>_<selected-cos>_<pg>"
* (e.g., "cm_11_goldcos_westpg", "pc_silvercos_eastpg").
*
* A CableLabs Configuration Filename Script specifies an extended filename
* label that is appended to the standard BAC dynamic configuration filename.
* In BAC 4.2 and later releases, the dynamic configurations have a filename
* consisting of the fixed/standard prefix. The script can be configured at
* System Defaults (preferred) and/or Technology Defaults.
*
* BAC properties:
* DocsisDefaultKeys.DOCSIS_DEFAULT_VERSION
*
* Variable bindings:
* configFileName - Extended Filename of type StringBuilder
* services - of type ExtensionServices
* discoveredData - of type DHCPDataAccess
* deviceProperties - of type CSRCProperties
* device - of type IPDevice
* context - of type ConfigContext
*/
import com.cisco.provisioning.cpe.constants.DocsisDefaultKeys
import com.cisco.provisioning.cpe.extensions.constants.CNRNames
import com.cisco.provisioning.cpe.extensions.services.DeviceType
/*
* A Groovy list is used to collect the ordered list of string fields
* that will comprise the extended filename. Once all the fields have been
* added to the list, the "join" method is used to concatenate the
* fields with a underscore ('_') separator character.
*/
def label = []
/*
* Add Device Type (abbreviated).
*
* The device type string is too verbose for a filename component, so an
* abbreviation is used instead. For example, the DOCSIS device type value
* "DOCSISModem" is abbreviated as "cm". If no abbreviation is defined,
* a default abbreviation of "xx" is used.
*/
def deviceType = device.getDeviceType().getName()
def deviceTypeMap = [
(DeviceType.DOCSIS_MODEM) : "cm",
(DeviceType.PACKET_CABLE_MTA) : "pc",
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(DeviceType.CABLEHOME_WAN_MAN) : "ch",
(DeviceType.STB) : "st",
(DeviceType.CUSTOM_CPE): "cu"
]
label << deviceTypeMap[deviceType] ?: "xx"
/*
* Add default DOCSIS version number (exclude embedded "dot").
*
* For DOCSIS device types, the default DOCSIS version number specifies the
* maximum DOCSIS version supported by the CM and CMTS. This version number
* indicates the DOCSIS version grammar used when constructing the dynamic
* configuration file. The embedded "dot" is stripped from the version number
* (i.e., "3.0" --> "30").
*/
if (deviceType == DeviceType.DOCSIS_MODEM)
{
label << deviceProperties.getProperty(
DocsisDefaultKeys.DOCSIS_DEFAULT_VERSION, "1.0") - "."
}
/*
* Add Selected Class of Service name.
*/
label << device.getSelectedClassOfService().getClassOfServiceName()
/*
* Add Provisioning Group name.
*/
label << device.getProvGroup().getProvGroupId()
/*
* Convert the list of filename components into a string value with underscore
* ('_') characters separating the filename components. Add the resulting
* string to the configFileName StringBuilder binding.
*/
configFileName << label.join("_")

拡張機能を使用した動的 TFTP ファイルの名前付け
TFTP ファイルのネーミング機能は、RDU 拡張レベルでカスタマイズをサポートするため強化
されています。プライム ケーブル プロビジョニング 5.2 リリース以前は、TFTP ファイル名は
TFTP ファイル名生成 Groovy スクリプトを使用して、動的にのみ名前付けが可能です。プライ
ム ケーブル プロビジョニング 5.2 リリースでは、サービス レベルの拡張機能、設定の生成拡
張機能、設定の生成スクリプトで使用可能な共有コンテキストで、ユーザーが設定ファイル名
を設定できます。
共有コンテキストで設定されているファイル名は、TFTP ファイル名の生成 Groovy スクリプト
で設定されているファイル名上の、より優先順位の高いテクノロジーまたはシステム デフォル
ト レベルで設定できます。

共有コンテキスト ファイル名
共有コンテキスト（com.cisco.provisioning.cpe.extensions.configuration.SharedConfig）が
ConfigContext （com.cisco.provisioning.cpe.extensions.configuration.ConfigContext）に含まれてお
り、サービス レベル拡張、設定生成拡張、設定生成 Groovy スクリプトで共有されます。新規
の共有コンテキスト オブジェクトでは、ファイル名を設定するために使用可能な設定方法
（setConfigFileName (String)）があります。次のサンプル コード スニペットでは、拡張の共
有コンテキストで設定されているファイル名を説明します。
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SharedConfig sharedConfig = configContext.getSharedConfig();
sharedConfig.setConfigFileName("<fillup_the_filename_here>");

ファイル名への設定と取得方法に加えて、共有コンテキスト オブジェクトにはマップ オブジェ
クトがあり（取得方法 <Map<String, Object> getSharedConfigMap() を使用してアクセス可能）、
データを保存し拡張間で共有するためのコンテナとして使用できます。
共有コンテキストはデバイス検出コンテキスト
（com.cisco.provisioning.cpe.extensions.detection.DeviceDetectionContext）に含まれてお

り、デバイス検出拡張機能で使用できます。デバイス検出拡張機能により入力されている共有
コンテキストは、サービス レベル拡張機能と設定生成拡張機能で共有される設定コンテキスト
で事前入力されます。共有コンテキストがデバイス検出拡張機能により入力されている場合、
設定コンテキストで事前入力され、サービス レベル拡張機能と設定生成拡張機能で使用可能で
す。
デバイス中断コンテキスト
（com.cisco.provisioning.cpe.extensions.disruption.DeviceDisruptionContext）は、共有コン

テキストをカプセル化します。ただし、これは設定コンテキストまたはファイルの名前付けに
は関係ありません。デバイス中断コンテキストに含まれる共有コンテキスト
（com.cisco.provisioning.cpe.extensions.configuration.SharedContext）は、複数のデバイス中断拡張
機能で使用できます。

動的 TFTP ファイル名の生成の基本的なフロー
ファイル名生成の基本的なフローを説明する一連の手順を次に示します。
1.

RDU は設定の生成要求を受信します。

2.

生成拡張によりデバイスに割り当てる必要がある動的 TFTP ファイルを決定している間、
RDU はデバイスの設定生成を実行します。ファイルはテンプレート（例：docsis.tmpl）ま
たはスクリプト（例：docsis.groovy）になる可能性があります。（例：silver.cm）

3.

すべてのカスタム拡張機能を実行後、設定エンジンは共有コンテキスト内のファイル名の
可用性を検索します。ファイル名に共有コンテキストとプロビジョニング グループ機能が
入力されている場合、/provgroup/capability/dpe/tftp/filename/extensions"
(ProvGroupCapabilitiesKeys.TFTP_DYNAMIC_FILENAME_USING_EXTENSIONS) が有効にな
り、その後手順 5 に従います。ファイル名が共有コンテキストに入力されていない場合、
手順 4 で説明したように拡張 TFTP ファイル名の Groovy スクリプト ワークフローに従っ
てファイル名の生成を行います。

4.

生成拡張は、テクノロジー デフォルトの CableLabs 設定ファイル名のスクリプト プロパ
ティを検索します。見つからない場合、システム デフォルトに保存されます。このプロパ
ティの値は、実行するスクリプトの名前です。スクリプトが実行され、動的 TFTP ファイ
ル名に含まれる追加の文字列を返します。

5.

生成拡張はこの値を使用し、デバイス用の動的 TFTP ファイル名を作成します。ファイル
名の生成が完了した後、設定は DPE に送信されキャッシュされます。
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共有コンテキストを介したファイル名生成に関する基本ポインタ
• TFTP ファイル名 Groovy スクリプト機能と同様に、共有コンテキストに入力される名前に
は実際の TFTP 設定ファイル名の動的な部分が含まれます。
• デフォルトのファイル名の最大長は 127 文字であり、ファイル名は制限を超える場合切り
捨てられます。スペースと特殊文字の削除は、既存の TFTP 動的ファイル名の生成機能と
同じです。
• ファイル名がカスタム拡張子または設定生成スクリプト別に共有コンテキストに入力され
なかった場合、ファイル名の生成は設定ファイル名生成 Groovy スクリプト ワークフロー
経由で既存の TFTP 生成に従います。
共有コンテキストのファイル名を入力するサンプル サービス レベルの拡張機能
package com.cisco.provisioning.cpe.extensions.samples;
import java.util.Map;
import
import
import
import
import
import

com.cisco.provisioning.cpe.extensions.ExtensionException;
com.cisco.provisioning.cpe.extensions.configuration.ConfigContext;
com.cisco.provisioning.cpe.extensions.configuration.ServiceLevel;
com.cisco.provisioning.cpe.extensions.configuration.SharedConfig;
com.cisco.provisioning.cpe.extensions.services.ExtensionServices;
com.cisco.provisioning.cpe.extensions.services.IPDevice;

/**
* This class will demonstrate usage of Shared Context and the filename
* availability in the configuration context object. The PCP extensions will
* make use of the Shared Context and also have the feasibility of setting the
* filename from the extensions.
*
*/
public class SampleSharedContextServiceLevelSelectionExtension implements
com.cisco.provisioning.cpe.extensions.configuration.ServiceLevelSelector
{
@Override
public void selectServiceLevel(IPDevice device,
ConfigContext configContext, ServiceLevel serviceLevel,
ExtensionServices extensionServices) throws ExtensionException
{
final String extensionName =
SampleSharedContextServiceLevelSelectionExtension.class.getName();
com.cisco.provisioning.cpe.extensions.services.LogManager logManager =
extensionServices.getLogManager();
logManager.log(
com.cisco.provisioning.cpe.extensions.services.LogLevel.INFO,
extensionName, " Executing custom code here..");
long duration = System.currentTimeMillis();
/*
* Get the SharedConfig object from ConfigContext
*/
SharedConfig sharedConfig = configContext.getSharedConfig();
/*
* Get the sharedContext map from SharedConfig object
*/
Map<String, Object> sharedContextMap =
sharedConfig.getSharedConfigMap();
/*
* Set the generated token into the Shared Context map
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*/
sharedContextMap.put("customToken_1", generateTokenXYZ());
logManager.log(
com.cisco.provisioning.cpe.extensions.services.LogLevel.INFO,
extensionName, " Shared Context Map after token generation "
+ sharedContextMap);
/*
* Setting the file name in SharedConfig object
*/
logManager.log(
com.cisco.provisioning.cpe.extensions.services.LogLevel.INFO,
extensionName, " Settinng the file name here...");
sharedConfig.setConfigFileName("SetBy" + this.getClass().getCanonicalName());
/*
*
* Set a token that is used by sample configuration script
* example_shared_context.groovy
*/
sharedContextMap.put("maxCPE","7");
logManager.log(
com.cisco.provisioning.cpe.extensions.services.LogLevel.INFO,
extensionName, " Shared Context Map after new token "
+ sharedContextMap);
logManager.log(
com.cisco.provisioning.cpe.extensions.services.LogLevel.INFO,
extensionName, " It took ["
+ (System.currentTimeMillis() - duration)
+ "] milliseconds to complete this extension ");
}
/**
* This method models a custom token generation
* @return the generated token as String
*/
private String generateTokenXYZ()
{
/*
* operation.
*/
return "dummyTokenValue";
}
}
¢
Sample Configuration Script to access Shared Context and populate filename in Shared
Context
/**
* A sample CableLabs Configuration Script that demonstrates the Shared Context
availability in Groovy script. And also it demonstrate to populate the filename in Shared
Context
*
*
* PCP properties:
* DocsisDefaultKeys.DOCSIS_DEFAULT_VERSION
* SNMPPropertyKeys.READ_COMMUNITY_STRING
* SNMPPropertyKeys.WRITE_COMMUNITY_STRING
*
* Variable bindings:
* configFile - of type DOCSISTFTPFile
* option - of type DOCSISOptionFactory
* services - of type ExtensionServices
* discoveredData - of type DhcpDataAccess
* deviceProperties - of type CSRCProperties
* device - of type IPDevice
* context - of type ConfigContext
*
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* @see com.cisco.provisioning.cpe.extensions.configuration.DOCSISTFTPFile
* @see com.cisco.provisioning.cpe.extensions.configuration.DOCSISOptionFactory
* @see com.cisco.provisioning.cpe.extensions.services.ExtensionServices *
* @see com.cisco.provisioning.cpe.extensions.configuration.DhcpDataAccess
* @see com.cisco.provisioning.cpe.extensions.services.CSRCProperties
* @see com.cisco.provisioning.cpe.extensions.services.IPDevice
* @see com.cisco.provisioning.cpe.extensions.configuration.ConfigContext
*/
import com.cisco.provisioning.cpe.constants.SNMPPropertyKeys
import com.cisco.provisioning.cpe.extensions.configuration.SharedConfig
def TLV = option.&createOptionValue
/* 1. Accessing Shared Context */
/*
* This script tries to set the maxCPE value based on the tokens available at the Shared
Context
* Populate the maxCPE property in Shared Context by using extensions to use this
demonstration.
/*
* Get the SharedConfig object from ConfigContext
*/
SharedConfig sharedConfigObj = context.getSharedConfig();
/*
* Get the sharedContext map from SharedConfig object
*/
Map<String, Object> sharedContextMapObj =
sharedConfigObj.getSharedConfigMap();
def maxCPE = TLV("18", "3")
if (sharedContextMapObj.containsKey("maxCPE"))
{
maxCPE = TLV("18", (String)sharedContextMapObj.get("maxCPE"))
}
configFile.add(maxCPE)
/* 2. Filename can also be set at this configuration script by using the Shared Context
*/
/** Sets the dynamic filename */
sharedConfigObj.setConfigFileName("samplenamesetByCfgScript");

テンプレート
このセクションでは、プライム ケーブル プロビジョニング がデバイス設定とデバイス管理を
サポートするテンプレートを説明しています。このセクションの機能：
• テンプレート ファイル：概要 （335 ページ）
• テンプレート文章
• SNMP VarBind
• マクロ変数
• SNMP TLV
• 定義されたオプションのエンコーディング タイプ
• テンプレートの設定ファイルユーティリティの使用
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テンプレート ファイル：概要
プライム ケーブル プロビジョニング テンプレートを使用して、動的 PacketCable、DOCSIS、
および CableHome ファイルを導入するのに役立ちます。テンプレートを使用して、簡単に判
読可能な形式でテンプレート ファイルを作成し、迅速かつ簡単に編集できます。テンプレート
は、PacketCable、DOCSIS、または CableHome オプションと、有効な PacketCable、DOCSIS、
または CableHome ファイルを生成するために使用される値を表す ASCII テキスト ファイルで
す。プライム ケーブル プロビジョニング はテンプレート ファイルを識別するため .tmpl 拡張
子を使用します。サービス クラスを参照する前に、管理者ユーザー インターフェイスまたは
アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）を使用して、ファイルとして RDU
にテンプレート ファイルを追加する必要があります。
プライム ケーブル プロビジョニング RDU コンポーネントをインストールする際、いくつかの
サンプル テンプレート ファイルが BPR_HOME/rdu/templates ディレクトリにコピーされます。
テンプレートの作成や編集に必要なのはシンプルなテキスト エディタのみですが、独自のテン
プレート ファイルを作成する前に、この情報を十分に熟知する必要があります。
• プロビジョニング Cisco のフロー プライム ケーブル プロビジョニング
• DOCSIS 1.0、1.1、2.0、3.0、3.1 および RFI 仕様
• DOCSIS レイヤ 2 仮想プライベート ネットワーク仕様
• PacketCable 1.0、1.5 および 2.0 仕様
• マルチメディア終端アダプタ（MTA）デバイス プロビジョニング仕様
• CableHome 1.0 の仕様
• ケーブルのデバイスの SNMP MIB（例：DOCS-CABLE-DEVICE-MIB）

テンプレート文章
テンプレートには、次のタイプのステートメントで構成されています。
• 説明（Comments） （336 ページ）
• Includes （336 ページ）
• オプション（Options） （337 ページ）
• インスタンス修飾子 （339 ページ）
• OUI 修飾子 （339 ページ）
コメントでテンプレートを文書化することができます。他のテンプレートで使用される構成要
素テンプレートを作成することができます。わかりやすい方法で PacketCable、DOCSIS、また
は CableHome タイプの長さの値（TLV）を指定するため、オプションを使用します。特定の個
別 TLV に複合オプションをグループ化するインスタンス修飾子を使用することができます。
OUI 修飾子を使用すると、ベンダー固有の情報を含めることができます。使用できるテンプ
レート文章オプションは次のとおりです。
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表 62 : テンプレート文章

オプション

説明

<comment>

::= #[ascii-string]

<include>

::= include “<filename.tmpl>”

<option-description>

::= option <option-num> [instance <instance-num>]
[oui <oui>] <option-value>

<option-num>

::= <unsigned-byte>[.<unsigned-byte>]*

<option-value>

::= <well-defined-value> | <custom-value>

<well-defined-value>

::= <option-value-string>[,<option-value-string>]*

<custom-value>

::= <ascii-value> | <hex-value> | <ip-value> |
<snmp-value>

<ascii-value>

::= ascii <ascii-string>

<hex-value>

::= hex <hex-string>

<ip-value>

::= ip <ip-string>

<instance-num>

::= <unsigned integer>

<template>

::= <template-statement>*

<template-statement>

::= <comment> | <include> | <option-description>

<snmp-value>

::=
<snmpvar-oid>,<snmpvar-type>,<snmpvar-value>

説明（Comments）
コメントは情報のみを入力し、シャープ（#）記号と行の最後の間に常に存在します。次の例
では、サンプル コメントの使用を示します。
使用例
#
# Template for gold service
#
option 3 1 # enabling network access

Includes
ファイルを含めることで同様の階層を構築できますが、若干異なるテンプレートになります。
これは複数のテンプレートのオプションが重複することなく、多くのサービス クラスで一般的
なオプションを定義するのに非常に便利です。
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単一のテンプレートには複数の含有ステートメントを使用できますが、テンプレートの含有ス
テートメントの場所は重要です。含有ステートメントがテンプレートで確認される場合は、常
に含有ファイルの内容が含まれます。含有テンプレートは使用する前に RDU にファイルとし
て追加される必要があります。テンプレートは RDU データベースでパス情報がない状態で保
存されるため、含有ファイルには ../.. などの場所の修飾子を含まないようにしてください。
Example 19-3 and Example 19-4 では、含有オプションの正しい使用法と誤った使用法の両方を
説明しています。
正しい含有ステートメントの使用法
# Valid, including common options
include "common_options.tmpl"

誤った含有ステートメントの使用法
# Invalid, using location modifier
include "../common_options.tmpl"
# Invalid, using incorrect file suffix
include "common_options.common"
# Invalid, not using double quotes
include common_options.tmpl

オプション（Options）
PacketCable、DOCSIS、および CableHome 設定ファイルは、適切にエンコードされたオプショ
ン ID と値のペアで構成されています。2 つのオプション形式がサポートされます。 定義済み
およびカスタム。
• 明確に定義されたオプションは、オプションの数と値が必要です。オプション番号のエン
コーディング タイプに基づいて、値がエンコードされています。
• カスタム オプションはオプション番号、明示的な値のエンコーディング タイプ、および
値が必要です。
オプション 43 など複合オプションを使用すると、TLV グループを指定するためにインスタン
ス修飾子を使用できます。インスタンス修飾子 （339 ページ）を参照してください。
テンプレートでこれらの明確に定義されたオプションのいずれかを指定すると、値のエンコー
ディング値を指定する必要はありません。これらの定義されたエンコーディング タイプの詳細
については、定義されたオプションのエンコーディング タイプ （348 ページ） および テクノ
ロジー オプション サポート （583 ページ） を参照してください。
カスタム オプション（例：オプション 43）を指定するときに、オプションのエンコーディン
グのタイプを指定する必要があります。使用可能なエンコーディング タイプを示します。
• ASCII：NULL ターミネータを必要とせず、ASCII 文字列として ASCII タイプは特定の値
をエンコードします。値にスペースを含む場合、二重引用符で囲みます。
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• 16 進数：値は有効な 16 進数であり、各オクテットに 2 文字である必要があります。01 を
値として指定する場合、1 個のオクテットがエンコーディングで使用されます。0001 を値
として指定する場合、2 つのオクテットがエンコード プロセスで使用されます。
• IP アドレス：IP アドレス タイプは、4 つのオクテットとして特定の値をエンコードしま
す。たとえば、IP アドレス 10.10.10.1 は 0A0A0A01 としてエンコードされます。
• SNMPVarBind：SNMP OID 文字列、タイプ、および値。これらそれぞれはカンマ区切りで
す。
特定のラインで複数のオプションにカンマを使用します。各値は各自処理されるため、二重引
用符で値のいずれかを囲む必要があります（他は必要ありません）。複数値を持つオプション
の良い例は、オプション 11（SNMP VarBind）です。詳細については、SNMP VarBind （341
ページ）を参照してください。
複合オプションを指定するときに、最上位レベルオプションを指定する必要はありません（例：
オプション 4.1 を指定するときにオプション 4 など) を指定する必要はありません。Correct
Option Statement Usage および Incorrect Option Statement Usage は、オプション ステートメン
トの正しい使用法と誤った使用法の両方を示しています。
正しいオプション ステートメントの使用法
# Valid, specifying the number for well known option 3
option 3 1
# Valid, specifying the number for option 4 sub-option 1
option 4.1 1
# Valid, specifying a vendor option as hex
option 43.200 hex 00000C
# Valid, specifying a vendor option as ascii
option 43.201 ascii "enable log"
# Valid, specifying a vendor option as IP
option 43.202 ip 10.4.2.1

誤ったオプション ステートメントの使用法
# Invalid, using hex with incorrect hex separator
option 43.200 hex 00.00.0C
# Invalid, not using double quotes when needed
option 43.201 ascii enable log
# Invalid, not specifying IP address correctly
option 43.202 ip 10-10-10-1
# Invalid, specifying the description for option "Network Access Control"
option "Network Access Control" 1
# Invalid, specifying top level option
option 4
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インスタンス修飾子
インスタンス修飾子は特定の個別の Type-Length-Values（TLV）に復号オプションをグループ
化するために使用します。Example と Example は、別の TLV の作成に正しい方法と誤った方
法の両方を示しています。これらは、2 つの独立したコマンドとして IOS コマンドを解釈する
IOS DOCSIS モデムを有効にする必要があります。
例：正確な IOS コマンド ライン エントリ
# Valid, each IOS command gets its own TLV
option 43.8 instance 1 00-00-0C
option 43.131 instance 1 ascii "login"
option 43.8 instance 2 00-00-0C
option 43.131 instance 2 ascii "password cable"

例：不正な IOS コマンド ライン エントリ
# Invalid, IOS commands are grouped into one TLV
option 43.8 00-00-0C
option 43.131 ascii "login"
option 43.131 ascii "password cable"
# Invalid, using instance on non-compound options
option 3 instance 1 1

（注）

オプション 43.8 のエンコーディング タイプは、組織的固有識別子（OUI）です。Example で示
すものとは異なり、00-00-0 C 形式のみ受け入れられます。

OUI 修飾子
OUI 修飾子により、オプション 43 およびそのサブオプションを使用した複数ベンダーのサポー
ト機能が向上します。
プライム ケーブル プロビジョニング では、多くのベンダーからさまざまな TLV 43 を指定す
る単一テンプレートを使用することができます。Correct OUI Modifier Usage の例では、XX-XX-XX
として次で OUI 形式を指定します。
• FF-FF-FF：DOCSIS の一般的な拡張にエンコーディングを指定するには、ベンダー ID を
特定します。
• 00-00-0C：Cisco 固有のケーブル モデム オプション 43 とそのサブオプションを指定する
Cisco ベンダー ID を特定します。
Correct OUI Modifier Usage の例では、ケーブル モデム設定ファイルを使用した L2VPN の プラ
イム ケーブル プロビジョニング サポートを説明し、L2VPN のアップストリーム トラフィッ
クを分類します。このテンプレートの内容を使用して、subTLV を生成することができます。
• OUI=FF-FF-FF を使用した、DOCSIS の一般的な拡張エンコーディングからの 43.5.1 およ
び 43.5.2.2。
• OUI=00-00-0C を使用した、Cisco 固有のオプション 43 からの 43.1。
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ただし、DOCSIS 仕様を遵守するためには、TLV 43 の最初の subTLV として挿入する必要があ
ります。
• 一般的な拡張情報をエンコードする DOCSIS 拡張機能フィールドを使用する場合は
0xFFFFFF。
• Cisco 固有の subTLV の生成時に 0x00000C。
正しい OUI 修飾子の使用法
# Upstream L2VPN Classifier Example
# This example shows how to classify upstream traffic from a specific CPE
# onto an upstream L2VPN service flow, in which other CPE attached to
# the cable modem forward to the non-L2VPN forwarder, as depicted below.
#
#
#
#

This example also demonstrates that when using the DOCSIS extension
field (TLV 43) to encode general extension information (GEI), you do
not need to specify oui=FF-FF-FF. You only need to specify the OUI tag when
general extension encoding is not used and vendor-specific encoding is used.

# Upstream L2VPN Classifier Cable Modem Config File
# (43) Per-CM L2VPN Encoding
# GEI (43.8) Vendor ID : 0xFFFFFF for GEI
option 43.8 instance 1 ff-ff-ff
# GEI (43.5) for L2VPN Encoding
# GEI (43.5.1) VPNID Subtype
option 43.5.1 instance 1 0234560003
# GEI (43.5) for L2VPN Encoding
# GEI (43.5.2) IEEE 802.1Q Format Subtype
# VLAN ID 25
option 43.5.2.2 instance 1 25
# Cisco Specific Vendor Option Encodings
# (43.8) Vendor ID : 00-00-0C (Cisco Vendor ID)
option 43.8 instance 2 00-00-0C
# Cisco Vendor Specific option (43.1)
# Static Downstream Frequency
# Frequency 402750000
option 43.1 instance 2 oui 00-00-0C 402750000
# Cisco Specific Vendor Option Encodings
# (43.8) Vendor ID : 00-00-0C (Cisco Vendor ID)
option 43.8 instance 3 00-00-0C
# Cisco Vendor Specific option (43.3)
# Update Boot Monitor Image
# image name (boot_monitor_image.bin)
option 43.3 instance 3 oui 00-00-0C boot_monitor_image.bin

次の例は、OUI 修飾子の間違った使用方法を説明しています。
例1
# Invalid, OUI tag needs to be present for each 43 suboption if/when general extension
# encoding is not used and vendor-specific encoding is used.
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option 43.8 00-00-0C
option 43.3 boot_monitor_image.bin

例2
# Invalid, when both OUI and instance modifier are used in authoring a template,
# "instance" modifier needs to occur before "oui" modifier.
option 43.8 instance 1 00-00-0C
option 43.3 oui 00-00-0C instance 1 boot_monitor_image.bin

SNMP VarBind
DOCSIS オプション 11、PacketCable オプション 64、または CableHome オプション 28 を指定
する場合は、オブジェクト ID（OID）を使用する必要があります。OID を含む MIB は、RDU
によりロードされている次の MIB のいずれかに存在する必要があります。識別のために、必
要に応じて OID の大半を指定する必要があります。OID の名前または番号を使用することが
できます。RDU は自動的にこれらの MIB をロードします。
• SNMPv2-SMI
• SNMPv2-TC
• CISCO-SMI
• CISCO-TC
• SNMPv2-MIB
• RFC1213-MIB
• IANAifType-MIB
• IF-MIB

eRouter Mib
ipNetToPhysicalTable [RFC 4293]

IP-MIB

vacmAccessTable [RFC 3415]

SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB

vacmSecurityToGroupTable [RFC 3415];
vacmViewTreeFamilyTable [RFC 3415];
vacmAccessReadViewName [RFC 3415];
vacmAccessWriteViewName [RFC 3415];
snmpCommunityTable [RFC 3584];

SNMP-COMMUNITY-MIB

snmpTargetAddrTMask [RFC 3584];
snmpTargetAddrExtTable [RFC 3584];
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snmpTargetAddrTable [RFC 3413]

SNMP-TARGET-MIB

snmpTargetAddrTAddress [RFC 3413];
esafeErouterInitModeControl [eDOCSIS].

ESAFE-MIB.mib(upgrade)

DOCSIS Mib
これらの DOCSIS Mib は RDU に読み込まれます。
• DOCS-IF-MIB
• DOCS-BPI-MIB
• CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB
• CISCO-DOCS-EXT-MIB
• SNMP-FRAMEWORK-MIB
• DOCS-CABLE-DEVICE-MIB
• CISCO-CABLE-MODEM-MIB

（注）

Cisco BAC 4.1 で、DOCS-CABLE-DEVICE-MIB（mib2 branch）を
廃止するため、DOCSIS MIB、
DOCS-CABLE-DEVICE-MIB-OBSOLETE（実験ブランチ）は、
RDU のデフォルトでロードされた MIB リストから削除されます。
Cisco BAC 4.2 で、CLAB-DEF-MIB and DOCS-BPI2-MIB が個別に
重複しているため、CL-SP-MIB-CLABDEF-I02-020920 and
DOCS-BPI2-MIB-ipcdn-08 MIBs は、RDU のデフォルトでロードさ
れた MIB リストから削除されます。
上記から削除された MIB から完全修飾 MIB OID への参照は、顧
客テンプレートとスクリプトで新しい MIB から適切な OID を置
換する必要があります。ただし、これらの実験OIDを含めるカス
タム MIB オプションを使用できます。カスタム MIB の追加につ
いての詳細は、『ベンダー固有の MIB を持つ SNMP TLV の追加』
を参照してください。

PacketCable MIB
これら PacketCable（北米）MIB は、RDU にロードされます。
• CLAB-DEF-MIB
• PKTC-MTA-MIB
• PKTC-SIG-MIB
• PKTC-イベント-MIB
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CableHome MIB
これら CableHome MIB は、RDU にロードされます。
• CABH-CAP-MIB
• CABH-CDP-MIB
• CABH-CTP-MIB
• CABH PS DEV MIB
• CABH-QOS-MIB
• CABH-秒-MIB
これらの追加 MIB は必要ですが、プライム ケーブル プロビジョニング製品の一部ではありま
せん。
• 16 CABH-CTP-MIB には RMON2-MIB、TOKEN-RING-RMON-MIB が必要です
• CABH-SEC-MIB には DOCS-BPI2-MIB が必要です

マクロ変数
マクロの変数は、デバイス固有のオプション値を指定するテンプレートの値として指定されま
す。テンプレートでマクロ変数が発生した場合、プロパティ階層によりマクロ変数名が検索さ
れ、変数の値が置換されます。変数名は、RDU で事前に定義されているカスタム プロパティ
です。スペースを含めることはできません。
カスタム プロパティが定義されると、このプロパティ階層で使用できます。
• デバイス プロパティ
• プロビジョニング グループ プロパティ
• サービス クラス プロパティ
• DHCP 条件プロパティ
• PacketCable、DOCSIS、または CableHome などのテクノロジー デフォルト
• システム デフォルト（System defaults）
階層にプロパティが存在する（最初にデバイス、次にサービス クラスなど）場合、テンプレー
ト パーサー動作はボトムアップ式になり、テンプレート オプション構文を変換します。次の
構文はマクロ変数でサポートされています。
• ${var name}：この構文はそのまま置換されます。変数が見つからない場合、パーサーはエ
ラーを生成します。
• ${var-name, ignore}：変数値がプロパティ階層で見つからない場合、構文によりテンプレー
ト パーサーはこのオプションを無視します。
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• ${var-name, default-value}：この構文は、変数がプロパティ階層で見つからない場合にデ
フォルト値を提供します。
Correct Macro Variables Usage および Incorrect Macro Variables Usage の例では、オプション 11 の
正しい使用法と誤ったの使用法を示しています。
正しいマクロ変数の使用法
# Valid, using macro variable for max CPE's, straight substitution
option 18 ${MAX_CPES}
# Valid, using macro variable for max CPE's, ignore option if variable not found
# option 18 will not be defined in the DOCSIS configuration file if MAX_CPES
# is not found in the properties hierarchy
option 18 ${MAX_CPES, ignore}
# Valid, using macro variable for max CPE's with a default value
option 18 ${MAX_CPES, 1}

# Valid, using macro variable for vendor option
option 43.200 hex ${MACRO_VAR_HEX}
# Valid, using macro variable for vendor option
option 43.201 ascii ${MACRO_VAR_ASCII}
# Valid, using macro variable for vendor option
option 43.202 ip ${MACRO_VAR_IP}
# Valid, using macro variable in double quotes
option 18 "${MAX_CPES}"
# Valid, using macro variable within a value
option 43.131 ascii "hostname ${HOSTNAME}"
# Valid, using macro variables in multi-valued options
option 11 ${ACCESS_CONTROL_MIB,
.mib-2.docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevNmAccessTable.docsDevNmAccessEntry.docsDevNmAccessControl.1},
Integer, ${ACCESS_CONTROL_VAL, 3}
# Valid, using macro variable in an include statement
include "${EXTRA_TEMPLATE}"
# Valid, using macro variable in an include statement with a default value
include "${EXTRA_TEMPLATE, modem_reset.tmpl}"
# Valid, using macro variable in an include statement with a default value
include "${EXTRA_TEMPLATE, modem_reset}.tmpl"
# Valid, using macro variable in an include statement with an ignore clause
include "${MY_TEMPLATE, ignore}"

間違ったマクロ変数の使用法
# Invalid, using macro variable as the option number
option ${MAX_CPES} 1
# Invalid, using macro variable with space in name
option 18 ${MAX CPES}
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SNMP TLV
プライム ケーブル プロビジョニングは、オプション 11 および 64 を使用して、動的テンプレー
ト ファイルの SNMP TLV をサポートします。
• DOCSIS：ケーブル バージョン 2,0 以降のプライム ケーブル プロビジョニングから。
• PacketCable：プライム ケーブル プロビジョニング バージョン 2.5 以降から。
• CableHome：プライム ケーブル プロビジョニング バージョン 2.6 以降。
これらのテンプレート ファイルの SNMP TLV 構文を検証するには、プライム ケーブル プロビ
ジョニングは SNMP TLV で参照されるう対応する SNMP OID を含む MIB ファイルを要求しま
す。テンプレートに MIB にない SNMP OID を持つ SNMP TLV が含まれる場合、SNMP TLV は
構文エラーを生成します。
次のセクションでは、MIB がない状態や、ベンダー固有の MIB がある状態で SNMP TLV を追
加する方法について説明します。

MIB を使用しない SNMP TLV の追加
RDU によって MIB がロードされる必要なく、動的設定ファイル（DOCSIS、PacketCable、
CableHome）で SNMP TLVs を追加することができます。RDU 設定の拡張機能内で、次の方法
で DOCSISOptionFactory インターフェイスの機能にアクセスできます。
public OptionValue createOptionValue(OptionSyntax syntax, String optionNumStr,
String[] optionValueList)

tuple: OID、タイプ、値 を含む optionValueList とともに、.パブリック optionValueList 列挙値は
上記の方法で使用可能です。
RDU 動的設定テンプレートから次の構文を使用して、RDU MIB に対して検証されない SNMP
TLVs を指定します。
option option-number snmp OID, Type, Value

例：
# DOCS-CABLE-DEVICE-MIB:
option 11 snmp .docsDevNmAccessIp.1,IPADDRESS,192.168.1.1
# Arris vendor specific SNMP TLV (OID numbers only, mix names/numbers)
option 11 snmp .1.3.6.1.4.1.4115.1.3.1.1.2.3.2.0, INTEGER, 6
option 11 snmp .enterprises.4115.1.3.1.1.2.3.2.0, INTEGER, 6
# NOTE: trailing colon required for single octet
option 11 snmp .1.3.6.1.2.1.69.1.2.1.6.3, STRING, 'c0:'
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以下の表は、許可される SNMP 変数タイプ名を説明します。
表 63 : SNMP 変数タイプ

IETF 標準 SMI データ タイプ

SNMP API 名

Integer32

INTEGER

Integer（列挙）

INTEGER

Unsigned32

UNSIGNED32

Gauge32

GAUGE

Counter32

COUNTER

Counter64

COUNTER64

Timeticks

Timeticks

OCTET STRING

STRING

OBJECT IDENTIFIER

OBJID

IpAddress

IPADDRESS

BITS

STRING

たとえば、SMI Integer32 タイプを指定するため、次のタイプが承認されます（大文字小文字に
関係なく）：Integer32、INTEGER。
OCTET STRING タイプについては、次のタイプすべてが承認サされます：OCTET STRING、
OCTETSTRING、STRING。
カスタム SNMP TLV テンプレート オプションは、RDU MIB に存在するものを含め、任意の
SNMP TLV を指定するために使用できます。カスタム SNMP TLV エラーのチェックは厳密性
が低く、不正なスカラー/カラムの参照を検出しません（たとえば、OID 名で .9 に対して .n）。

ベンダー固有の MIB を持つ SNMP TLV の追加
RDU へ MIB を追加することで、SNMP TLV 値で使用されるマクロ変数を許可しながら、テン
プレートが人が読める形式の SNMP OID を使用できます。
使用する SNMP OID に対応する MIB がある場合、MIB ファイルをプライム ケーブル プロビ
ジョニング RDU に追加できます。MIB を追加後、新しい MIB で参照されている SNMP OID
を使用する SNMP TLV が認識されます。
プライム ケーブル プロビジョニング RDU に新しい MIB を追加するには。

ステップ 1 プライム ケーブル プロビジョニング管理者ユーザー インターフェイスを起動します。
ステップ 2 ナビゲーション バーで、[Configuration（設定）] > [Defaults（デフォルト）] をクリックします。
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ステップ 3 表示される [Configure Defaults（デフォルトの設定）] ページで、左ペインにある [System Defaults（システ
ム デフォルト）] リンクをクリックします。
ステップ 4 [MIB List（MIB リスト）] フィールドの最後に新しい MIB の内容を貼り付けます。
ステップ 5 [Submit] をクリックします。`

MIB のロード順序のデバッグ
通常ベンダーは、内部 MIB の依存関係を満たすため、特定のロード順序を必要とするいくつ
かの MIB を提供します。ベンダーでは頻繁に適切なロード順序が使用されていないため、適
切なロード順序をユーザーが決定する必要があります。このセクションでは、プライム ケーブ
ル プロビジョニング デバッグ情報を使用して、MIB ロード順序の問題を解決する方法につい
て説明します。

（注）

プライム ケーブル プロビジョニングの MIB ロード順序は、/snmp/mibs/MibList プロパティで一
覧表示されている MIB の順序によって設定されます。
RunCfgUtil.sh ツールを使用して、api.properties ファイルで指定されたプロパティの適切なロー
ド順序を決定できます。runCfgUtil.sh ツールは、 BPR_HOME/rdu/bin ディレクトリに存在しま
す。

ステップ 1 この手順で説明されている内容と同様の設定内容を使用して、api.properties ファイルを設定します。
Api.properties ファイルによって、プライム ケーブル プロビジョニング トレーシングがユーザーのコンソー
ルに MIB デバッグ方法をリダイレクトできます。
#
# Enable logging to the console
#
/server/log/1/level=Info
/server/log/1/properties=level
/server/log/1/service=com.cisco.csrc.logging.SystemLogService
/server/log/1/name=Console
#
# Enable trace categories
#
/server/log/trace/rduserver/enable=enabled
#
# The list of MIBs to be added.
#
/snmp/mibs/MibList=arrishdr.mib,arris_cm_capability.mib,arris_mta_device.mib,arris_sip.mib,arris_cm.mib,
pp.mib,blp2.mib,dev0.mib,docs_evnt.mib,qos.mib,test.mib,usb.mib,snmpv2_conf.mib,rfc1493.mib,rfc1907.mib,
rfc2011.mib,rfc2013.mib,rfc2233.mib,rfc2571.mib,rfc2572.mib,rfc2573.mib,rfc2574.mib,rfc2575.mib,rfc2576
.mib,rfc2665.mib,rfc2669.mib,rfc2670.mib,rfc2786.mib,rfc2851.mib,rfc2933.mib,rfc 3083.mib

ステップ 2 RunCfgUtil.sh が十分に設定されている状態で、オプション 11 またはオプション 64（SNMP エンコーディ
ング）が含まれている任意のテンプレートをエンコードするツールを実行します。ツールが/snmp/mibs/MibList
内で指定した MIB のロードを試行し、MIB ロード エラーとともに完全なデバッグ情報をユーザー コンソー
ルにリダイレクトします。
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ステップ 3 エラーが発生せず完全な MIB のセットがロードされ、ファイルが正常にエンコードされるまで、エラー情
報を使用して /snmp/mibs/MibList 内で指定した MIB 順序を変更します。
ステップ 4 正常なロード順序を決定したら、使用しているプライム ケーブル プロビジョニング バージョンに基づき、
この手順で説明されている手順を完了します。
1.

管理者ユーザー インターフェイスから、[Configuration（設定）] > [Defaults（デフォルト）] をクリッ
クして [System Defaults（システム デフォルト）] リンクをクリックします。

2.

MIB リスト フィールドでロード順序の情報をコピーします。
RDU は、ベンダー提供の MIB を使用してテンプレートをエンコードするように設定されています。

（注）

RDU を再起動する必要はありません。
Api.properties ファイルと MIB リスト フィールドで、 /snmp/mibs/mibList 文字列を使用しているこ
とを確認します。

定義されたオプションのエンコーディング タイプ
次の表では、定義済みのエンコーディング タイプのオプションを特定します。
表 64 : 定義されたオプションのエンコーディング タイプ

エンコーディング

入力

認証アクション

符号なし 8 ビット整数または
説明文字列です。
値は許可を許可するための、
値は次のとおりです。
•0
• permit
認証を拒否するには、値は次
のとおりです。
•1
• deny
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例
0
1
permit
deny
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エンコーディング

入力

ビューのアクセス制御

符号なしの 8 ビット整数また
は文字列。
アクセス ビューから SNMPv3
アクセス ビュー サブツリーを
含めるための値は、次のとお
りです。

例
1
2
included
excluded

•1
• included
アクセス ビューから SNMPv3
アクセス ビュー サブツリーを
除外するための値は、次のと
おりです。
•2
• excluded
アクセス ビューのタイプ

符号なしの 8 ビット整数また
は文字列。
読み取り専用アクセスを有効
にするための値は、次のとお
りです。

1
2
Read-only
Read-write

•1
• 読み取り専用
読み書きアクセスを有効にす
るための値は、次のとおりで
す。
•2
• 読み取りと書き込み
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エンコーディング

入力

ActInact

符号なしの 8 ビット整数また
は文字列。
TLV を無効にするための値
は、次のとおりです。

例
0
1
Inactive
Active

•0
• Inactive
値は、TLV を有効にするため
の値は、次のとおりです。
•0
• アクティブ
BitFlag8

BitFlag32

符号なし 8 ビット整数出力
は、値の 16 進数の文字列表現
です。
符号なし 32 ビット整数出力
は、値の 16 進数の文字列表現
です。

ブール

0 は false true の場合は 1 です。

Byte16

16 バイトは 32 文字の 16 進数
の文字列として指定します。
一般的に、ケーブル モデムと
CMTS の MIC オプションを表
すために使用されます。0x プ
レフィックスは使用できませ
ん。

バイト

16 進数オクテットのシリー
ズ。各オクテットは、2文字に
する必要があります。
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0xFE

0xFFFF0000

0
1

なし。
プライム ケーブル プロビジョ
ニング 自動的に、ケーブル モ
デムと CMTS MIC オプション
のハッシュを計算します。

000102030405060708

プロビジョニング CPE
定義されたオプションのエンコーディング タイプ

エンコーディング

入力

CPE アクセス制御

符号なしの 8 ビット整数また
は文字列。
デバイス アクセス制御を無効
にするための値は、次のとお
りです。

例
0
1
Disabled
Enabled

•0
• ディセーブル
デバイス アクセス制御を有効
にするための値は、次のとお
りです。
•1
• イネーブル
DSCClassifier

8ビットの符号なし整数または
DSCClassifier 文字列の名前。
符号なし整数は、次のとおり
です。

0

• 0: DSC 分類子の追加
• 1: DSC 置換分類子
• 2: DSC 削除分類子
EnableDisable

符号なしの 8 ビット整数また
は文字列。
値は、無効にするのには。

0
1
Disabled
Enabled

•0
• ディセーブル
有効にするための値は、次の
とおりです。
•1
• イネーブル
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プロビジョニング CPE
定義されたオプションのエンコーディング タイプ

エンコーディング

入力

例

Erouter Init モード

eRouter 初期化モードを説明す 0
る8 ビットの符号なしの整数 1
0 = 無効

2

1: IPv4 プロトコルの有効化

3

2:IPv6 プロトコルの有効化

無効化

3: デュアル IP プロトコルの有 IPv4
効化
IPv6
デュアル
eRouter 初期化モードのオー
バーライド

0
eRouter 初期化モードをオー
バーライドするための符号な 1
し 8 ビットの整数
eRouter 初期化をフォロー 1 = eRouter 初期化モード TLV モード
を無視し、eRouter を無効のま
eRouter - 無効化
ま保持する
0 = eRouter 初期化をフォロー

Inet アドレス ピア

1 バイト InetAddressTypeCode:
• IPv4 の 1

1,10.112.125.111
2,0:0:0:0:0:ffff:8190:3426

• IPv6 の 2
この値の後に、IPv4 または
IPv6 インターネット アドレス
が続きます。
その結果、この長さは、IPv4
の場合は 5 バイト (1 + 4) 、
IPv6 の場合は 17 バイト (1 +
16) になります。
IP アドレス

4 つ符号なし整数 8、ドット (.)
区切り。

IPv6 アドレス

x:x:x:x:x:x:x:x, where the
xx:x:x:x:x:x:x:x, という形式の
IPv6 アドレス。x はアドレス
の 8 つの 16 ビット部分の 1 ～
4 桁の 16 進数を表します。
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10.10.10.1

2001:db8:0:0:8:800:200c:417a

プロビジョニング CPE
定義されたオプションのエンコーディング タイプ

エンコーディング

入力

IPv4 アドレスまたは IPv6 アド IPv4 または IPv6 アドレスの文
レス
字列表現。

例
10.112.125.111
0:0:0:0:0:ffff:8190:3426

IP Mode

符号なしの 8 ビット整数また
は文字列。

0
1

IPv4 モードでは、値は次のと
おりです。

IPv4
IPv6

•0
• IPv4
IPv6 モードの値では、値は次
のとおりです。
•1
• IPv6
複数の IP アドレス

IP アドレスのカンマ区切りリ
スト。

10.11.12.13,10.11.12.14

複数の IPv6 アドレス

IPv6 アドレスのカンマ区切り
リスト。

2001:db8:0:0:8:800:200c:417a,ff01:0:0:0:0:0:0:101

MAC アドレス

6 つの 16 進数オクテット、コ
ロン (:) またはハイフン (-) 区
切り。各オクテットは、ちょ
うど 2 文字にする必要があり
ます。コロン、ハイフンを混
在させる必要があります。

MAC アドレスとマスク

NoLV

12 個のオクテット、コロン (:)
またはハイフン (-) 区切り。各
オクテットは、2文字にする必
要があります。コロン、ハイ
フンを混在させる必要があり
ます。最初の 6 個のオクテッ
トは、MAC アドレスを表し。
最後の 6 個のオクテットは、
MAC アドレスのマスクを表し
ます。
タイプのみ。値または長さは
含まれません。

00:01:02:03:04:05
00-01-02-03-04-05

00:01:02:03:04:05:06:07:08:09:0A:0B
00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-0A-0B

null
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プロビジョニング CPE
定義されたオプションのエンコーディング タイプ

エンコーディング

入力

NVTASCII

ASCII 文字列。エンコードさ
れた文字列では、NULL で終
了できません。

OID
OIDCF

オン/オフ

SNMP OID 文字列。
カンマ区切りされた SNMP
OID 文字列と符号なしの整数
(0 または 1) 。
符号なし 8 ビット整数
TLV を切り替えるための値
は、次のとおりです。

例
This is an ASCII string

sysinfo.0

sysinfo.0,1

0
1
On
Off

•0
• On
TLV をオフに切り替えるため
の値は、次のとおりです。
•1
• 消灯
OUI

RFC868Time

3 つの 16 進数オクテット、コ
ロン (:) またはハイフン (-) 区
切り。各オクテットは、2文字
にする必要があります。

00-00-0C

RFC868 時間を示す符号なしの
0
32 ビット整数。出力は、
MM/dd/yyyy HH:mm:ssの形式を (「12/31/1899 19:00:00」を表
使用する日時文字列です。。 す)
4294967295

(「02/07/2036 01:28:15」を表
す)

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
354

プロビジョニング CPE
定義されたオプションのエンコーディング タイプ

エンコーディング

入力

ServiceFlow

8ビットの符号なし整数または
サービス フロー説明文字列。
出力は次を示すサービス フ
ローです。

例
0

• 0：予約済
• 1: 未定義 (CMTS の実装に
依存)
• 2—ベスト エフォート
• 3—非リアルタイムポーリ
ング サービス
• 4—リアルタイムポーリン
グ サービス
• 5—アクティビティ検出に
よる非送信請求許可サー
ビス
• 6—非送信請求許可サービ
ス
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プロビジョニング CPE
定義されたオプションのエンコーディング タイプ

エンコーディング

入力

例

SNMPVarBind

SNMP OID ストリング、タイ
プ、および値。これらそれぞ
れはカンマ区切りです。有効
なタイプは、次のとおりで
す。

.experimental.docsDev.
docsDevMIBObjects.docsDev
NmAccessTable.docsDevNmAc
cessEntry.docsDevNmAccess
Status.1, INTEGER, 4

• BITS
• カウンタ
• Counter32
• Counter64
• ゲージ
• Gauge32
• INTEGER
• Integer32
• IpAddress
• OCTETSTRING
• OBJECTIDENTIFIER
• Opaque
• TimeTicks
• Unsigned32
（注）
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OCTETSTRING
は、後に続く
NULL（たとえ
ば、オクテット
文字列）なしで
16 進数表記に変
換される文字列
か、単一引用符
（「aa:bb:cc」な
ど）内に含まれ
る 16 進数表記
の文字列のいず
れかを使用でき
ます。

プロビジョニング CPE
定義されたオプションのエンコーディング タイプ

エンコーディング

入力

SrvChangeAct

0 ~ 3 の範囲に制限される 8
ビットの符号なし整数または
SrvChangeAct の記述。記述の
文字列の出力は次のとおりで
す。

例
0

• 0: PHS ルールの追加
• 1: PHS ルールの設定
• 2: PHS ルールの削除
• 3: すべてのコール ルール
の削除
1 個または 2 個のカンマで区切
られた符号なし整数 8。

Subtype

トポロジ モードのエンコー
ディング

12
12,14

演算子指定 IPv6 プレフィック 1
スを分割するために使用され 2
る 8 ビットの符号なし整数
奥行
1: 望ましい深さ
幅
2: 望ましい幅

トランスポート アドレスとマ Ipv4 の場合、カンマ (,) で区切 IPv4
スク
られた、ポート番号が後に続
くドット付き表記で 4 個のオ 10.112.125.111,5678
クテットの IP アドレス。
IPv6
IPv6 の場合、ドット付き表記
または文字列。
• カンマ (,) で区切られた、
ポート番号が後に続く
ドット付き表記で有効な
IPv6 アドレス。

2001.db8.0.0.8.800.200c.417a,5678
2001:db8:0:0:8:800:200c:417a,5678

• カンマ (,) で区切られた、
ポート番号が後に続く
IPv6 アドレスの文字列表
現。例: x:x:x:x:x:x:x:x, と
いう形式の IPv6 アドレ
ス。x はアドレスの 8 つの
16 ビット部分の 1 ～ 4 桁
の 16 進数を表します。
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プロビジョニング CPE
定義されたオプションのエンコーディング タイプ

エンコーディング

入力

例

符号なし整数 8

0 ～ 255

符号なし整数 16

0 ～ 65535

符号なし 32 ビット整数

0 ～ 4294967295

14

1244

符号なし整数 8 と符号なし整 カンマで区切られた 1 個の符
数 16
号なし整数 8 と 1 個の符号な
し整数。
符号なし整数 8 ペア

カンマで区切られた 2 個の符
号なし整数 8。

符号なし整数 8 トリプレット カンマで区切られた 3 個の符
号なし整数 8。
検証

符号なし 8 ビット整数
値は検証を有効にするのため
の値は、次のとおりです。

3455335

3,12324

1,3

1,2,3

0 = verify
1 = don’t verify

•0
• 検証
検証を無効にするための値
は、次のとおりです。
•1
• 次のことを検証しないで
ください。
（注）

ZTASCII

ASCII 文字列。エンコードさ
れた文字列の末尾は NULL と
なります。
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Verify TLV のた
めの定義の真偽
が、DOCSIS 1.1
仕様 (オプショ
ン 26.11) に沿っ
ていること。

This is an ASCII string

プロビジョニング CPE
BITS 値のシンタックス

BITS 値のシンタックス
BITS タイプを使用するとき、ラベル（「interval1 interval2 interval3」）または数字のビット位
置（「0 1 2」）のいずれかを指定する必要があります。ラベルの値は 1 ベースであり、ビット
値は、0 ベースであることに注意してください。
これは、ビット数字を使用するシンタックスを示します。
option 11 .pktcSigDevR0Cadence.0,STRING,"0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14"

これは、ラベルを使用する顧客のオクテット文字列（FFFE000000000000）のシンタックスを
示します。
option 11 .pktcSigDevR0Cadence.0,STRING,"interval1 interval2 interval3
interval4 interval5 interval6 interval7 interval8 interval9 interval10
interval11 interval12 interval13 interval14 interval15"

OCTETSTRING シンタックス
OCTETSTRING は、末尾 NULL（たとえば、オクテット文字列）なしで 16 進数表記に変換さ
れる文字列か、単一引用符（「aa:bb:cc」など）内に含まれる 16 進数表記の文字列のいずれか
を使用できます。

テンプレートの設定ファイルユーティリティの使用
PacketCable 1.0/1.5/2.0、DOCSIS 1.0/1.1/2.0/3.0/3.1、CableHome テンプレート、設定ファイルを
テスト、検証、表示するため、設定ファイル ユーティリティを使用します。これらのアクティ
ビティは、個別の設定ファイルの導入を成功させるために重要です。テンプレートの詳細につ
いては、テンプレート ファイル：概要 （335 ページ） を参照してください。
設定ファイル ユーティリティは、RDU がインストールされている場合にのみ使用可能です。
ユーティリティは BPR_HOME/rdu/bin ディレクトリにインストールされます。
エンコードされているテンプレート ファイルと復号化されているバイナリ ファイルの両方が、
設定ファイル ユーティリティが呼び出されるディレクトリに存在する必要があります。
このセクションのすべての例では、RDU が動作しており、次の条件が適用されるものとしま
す。
• プライム ケーブル プロビジョニング アプリケーションは、デフォルトのホーム ディレク
トリ（/opt/CSCObac）にインストールされます。
• RDU ログイン名は、 admin です。
• RDU ログイン パスワードは changeme です。

（注）

このセクションの例の一部では、結果の例に影響がない場合省略
された情報が削除されています。これが発生した場合、例サマリ
のの前に、省略記号（...）で確認できます。
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プロビジョニング CPE
設定ファイル ユーティリティの実行

このセクションでは、次のトピックについて説明します。
• 設定ファイル ユーティリティの実行 （360 ページ）
• プライム ケーブル プロビジョニングにテンプレートを追加する （362 ページ）
• バイナリ ファイルをテンプレート ファイルに変換する （363 ページ）
• MIB に依存することなくバイナリ ファイルを Groovy スクリプト ファイルに変換する （
321 ページ）
• ローカル テンプレート ファイルのテンプレート処理のテスト （364 ページ）
• Testing Template Processing for an External Template File （365 ページ）
• コマンド行のマクロ変数を指定する （373 ページ）
• マクロ変数のデバイスの指定 （375 ページ）
• バイナリ ファイルへの出力を指定する （376 ページ）
• ローカル バイナリ ファイルの表示 （377 ページ）
• 外部バイナリ ファイルの表示 （378 ページ）
• PacketCable Basic フローのアクティブ化 （380 ページ）
• マルチベンダー サポート用 TLV 43s の生成 （382 ページ）

設定ファイル ユーティリティの実行
後述の手順と例では、「run the configuration file utility」のフレーズは指定されたディレクトリ
から runCfgUtil.sh コマンドを入力することを意味します。設定ファイル ユーティリティを実
行するには、 BPR_HOME/rdu/bin ディレクトリから次のコマンドを実行します。
runCfgUtil.sh options
利用可能なオプションは下記の通りです。
• -c shared：DOCSIS テンプレート ファイルを解析する場合、CMTS 共有秘密鍵を指定しま
す。デフォルトの共有秘密鍵を指定するには、c cisco と入力します。
• -cablehome：CableHome ポータル サービス設定ファイルとして入力ファイルを識別しま
す。-docsis または -pkt オプションではこれを使用しないでください。
• -d：バイナリ入力ファイルをデコードします。-e オプションではこれを使用しないでくだ
さい。
• -docsis：DOCSIS 設定ファイルとして入力ファイルを指定します。-pkt オプションではこ
のデフォルトを使用しないでください。
• vversion：使用されている DOCSIS バージョンを指定します。たとえば、DOCSIS 1.1 を使
用している場合は、-v 1.1 を入力します。バージョン番号を指定しない場合、コマンドは
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プロビジョニング CPE
設定ファイル ユーティリティの実行

DOCSIS のサポートされている最新バージョンを使用することがデフォルトになります。
プライム ケーブル プロビジョニングがサポートするのは、1.0、1.1、2.0、3.0、3.1 です。
• -e: テンプレート入力ファイルにエンコードします。-d オプションではこのデフォルトを
使用しないでください。
• -g：DOCSIS、PacketCable、または CableHome バイナリ ファイルのいずれかからテンプ
レート ファイルを生成します。
• -h host:port：ホストとポートを指定します。デフォルトのポート番号は 49187 です。
• -i device-id：テンプレートの解析中にマクロ変数を置換する場合、使用するデバイスを特
定します。たとえば、デバイスの MAC アドレスが、1.6、00:00:00:00:00:01 の場合 -i
1,6,00:00:00:00:00:01 と入力するか、デバイス DUID が 00:03:00:01:00:18:68:52:75:c0 の場
合、-i 00:03:00:01:00:18:68:52:75:c0 と入力します。このオプションを使用するとき、ユー
ザー名とパスワードを指定するために -u および -p オプションをそれぞれ使用する必要が
あります。-m オプションでこれを使用しないでください。
• -l filename：ローカル ファイル システム上にある入力ファイルを特定します。たとえば、
入力ファイルは any_file と呼ばれ、-l any_file と入力します。-r オプションでこれを使用し
ないでください。
• -loc ロケール：na、euro、ietf など PacketCable ロケールを指定します（デフォルトでは
na）。デフォルトは na です。MTA が欧州仕様 MTA の場合、ロケールは euro に設定する
必要があります。
• -m macro：マクロ変数のキー値のペアを指定します。形式はキー=値です。複数のマクロ
変数を必要とする場合は、キー値のペアの間にコンマを 2 個使用します。たとえば、key_1
= value_1,,key_2 = value_2。-i オプションでこれを使用しないでください。
• -p password— RDU に接続するときに使用するパスワードを指定します。たとえば、パス
ワードが 123456 の場合 -p 123456 を入力します。
• -o filename：バイナリ ファイルとして解析されたテンプレート ファイルを保存します。た
とえば、op_file と呼ばれるファイルで出力を検出する場合は、-o op_file を入力します。
• -pkt：PacketCable MTA 設定ファイルとして入力ファイルを特定します。-docsis オプショ
ンではこれを使用しないでください。
• -r filename：RDU に追加されているリモート ファイルとして入力ファイルを特定します。
たとえば、ファイルが file25 と呼ばれる場合、-r file25 と入力します。このオプションを
使用するとき、ユーザー名とパスワードを指定するために -u および -p オプションをそれ
ぞれ使用する必要があります。-l オプションでこれを使用しないでください。
• -s：解析されたテンプレートまたはバイナリ ファイルの内容を人が読める形式で表示しま
す。
• -t：PacketCable エンコーディング タイプを指定します。Secure または Basic（デフォルト
は Secure です）。
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プロビジョニング CPE
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• -uusername：RDU に接続するときに使用するユーザー名を指定します。たとえば、ユー
ザー名が admin の場合は、 -u admin と入力します。
• -E：拡張 CMTS MIC（EMIC）計算を有効にして、EMIC 計算のデフォルトのオプション
を特定します。デフォルトのオプションは次の通りです。
• HMAC タイプ：MMH16
• EMIC ダイジェスト タイプ：明示
• cisco としての EMIC 共有秘密鍵。
• -Ei：EMIC 計算の暗黙として EMIC ダイジェスト タイプを特定します。
• -Eh：HMAC タイプを指定します。MD5 または MMH16（デフォルトは MMH16）。
• -Es secret：DOCSIS テンプレート ファイルを解析するときに、EMIC 共有秘密鍵を指定し
ます。

（注）

設定ファイル ユーティリティでは、テンプレート ファイルにオプション 19（TFTP サーバ タ
イムスタンプ）およびオプション 20（TFTP プロビジョニング サーバ モデムアドレス）は含
まれません。しかし、プライム ケーブル プロビジョニング TFTP 混合には含まれます。また、
オプション 6（CM MIC）および 7（CMTS MIC）は両方ともエンコードされたテンプレート
ファイルに自動的に挿入されます。したがって、これらの完全性チェック（MIC）を指定する
必要はありません。

プライム ケーブル プロビジョニングにテンプレートを追加する
プライム ケーブル プロビジョニング テンプレートをテストするために設定ファイルユーティ
リティを使用するには：

ステップ 1 テンプレート ファイル：概要 （335 ページ） で説明されているようにテンプレートを開発します。テンプ
レートに他のテンプレートが含まれている場合は、すべての参照されているテンプレートが同じディレク
トリに存在することを確認します。
ステップ 2 ローカル ファイル システムで設定ファイル ユーティリティを実行します。テンプレートの構文を確認す
るか、設定ファイルユーティリティ プロセスが CRS として出力を返すようにテンプレートを処理できま
す。
テンプレートにマクロ変数が含まれている場合は、指定された順序でこれらの操作を行います。
a)

コマンド ライン代入をテストします。

b) RDU に追加されたデバイスでテストします。
ステップ 3 テンプレート（使用されている含まれたテンプレート）を RDU に追加します。
ステップ 4 設定ファイルユーティリティを実行して、ファイルを解析します。『Testing Template Processing for an External
Template File』を参照してください。
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テンプレートにマクロ変数が含まれている場合は、指定された順序でこれらの操作を行います。
a)

コマンドライン代入をテストします。

b) RDU に追加されたデバイスでテストします。
ステップ 5 すべてのテストが成功した後、テンプレートを使用するサービス クラスを設定します。

バイナリ ファイルをテンプレート ファイルに変換する
runCfgUtil.sh コマンドを使用して、テンプレート ファイルにバイナリ設定メモリ ファイルを
変換します。プライム ケーブル プロビジョニング 動的設定の生成は、作成されたテンプレー
トに基づくものです。既存のテスト済みバイナリ ファイルをテンプレート ファイルに自動的
に変換すると、プロセスを高速化し、エラーが発生する可能性を軽減します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -g -lbinary_file -o template_file
• -g：入力バイナリ ファイルから生成する必要があるテンプレート ファイルを指定します。
• -l binary_file：パス名を含むローカル入力ファイルを指定します。すべてのケースで、入力
バイナリ ファイル名には .cm ファイル拡張子があります。例：bronze.cm。
• -o template_file：パス名を含む、出力テンプレート ファイルを指定します。すべてのケー
スで、出力テンプレート ファイル名には .tmplファイル拡張子があります。例：、test.tmpl。
バイナリ ファイルをテンプレート ファイルに変換するには：

ステップ 1 ディレクトリを /opt/CSCObac/rdu/samples/docsis に変更します。
ステップ 2 使用するテンプレート ファイルを選択します。この例では、unprov.cm と呼ばれる既存のバイナリ ファイ
ルを使用します。
ステップ 3 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin # runCfgUtil.sh -g-l unprov.cm -o test.tmpl - docsis
-docsis：DOCSIS 設定ファイルになるように入力ファイルを指定します。
ユーティリティを実行後、これらと同じような結果が次に表示される必要があります。
Cisco Prime Cable Provisioning Configuration Utility
Version: 5.0
################################################################
## Template File Generator
## Generated on Fri Oct 12 16:12:51 EST 2007
################################################################
################################################################
## Each generated option will be represented by the following:
## The first line will represent a description of the
## generated option
## The second line will represent the generated option
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## The third line will represent the custom version
## of the generated option
################################################################
# (3) Network Access Control
Option 3 01
# Option 3 hex 01
# (4.1) Class ID
Option 4.1 1
# Option 4.1 hex 01
# (4.2) Maximum Downstream Rate
Option 4.2 128000
# Option 4.2 hex 0001F400
# (4.3) Maximum Upstream Rate
Option 4.3 64000
# Option 4.3 hex 0000FA00
# (4.4) Upstream Channel Priority
Option 4.4 1
# Option 4.4 hex 01
# (4.5) Guaranteed Minimum Upstream Channel Data Rate
Option 4.5 0
# Option 4.5 hex 00000000
# (4.6) Maximum Upstream Channel Transmit Burst
Option 4.6 1600
# Option 4.6 hex 0640
# (4.7) Class-of-Service Privacy Enable
Option 4.7 00
# Option 4.7 hex 00
# (11) SNMP MIB Object
Option 11
.iso.org.dod.internet.experimental.docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevNmAccessTable.docsDevNmAccessEntry.
docsDevNmAccessStatus.1,INTEGER,createAndGo
# Option 11 hex 3082000F060A2B060103530102010701020104
...
# (18) Maximum Number of CPEs
Option 18 1
# Option 18 hex 01

ローカル テンプレート ファイルのテンプレート処理のテスト
ローカル ファイル システムに保存されているテンプレート ファイルの処理をテストするには、
runCfgUtil.sh コマンドを使用します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -pkt -l file
• -pkt：PacketCable MTA ファイルとして入力ファイルを特定します。
• -l：入力ファイルをローカル ファイル システム上に置くように指定します。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
364

プロビジョニング CPE
Testing Template Processing for an External Template File

• file：解析されない入力テンプレート ファイルを識別します。
ローカル ファイル システム上にあるテンプレート ファイルを解析するには：

ステップ 1 /opt/CSCObac/rdu/samples/packet_cable にディレクトリを変更します。
ステップ 2 使用するテンプレート ファイルを選択します。この例では、unprov_packet_cable.tmpl と呼ばれる既存のテ
ンプレート ファイルを使用します。これが PacketCable MTA テンプレートであるため、-pktオプションが
使用されます。
ステップ 3 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin/runCfgUtil.sh -pkt -l unprov_packet_cable.tmpl
unprov_packet_cable.tmpl：解析する入力テンプレート ファイルを特定します。
ユーティリティを実行後、これらと同じような結果が次に表示される必要があります。
Cisco Prime Cable Provisioning Configuration Utility
Version: 5.0

Off

File Bytes

Option

Description

Value

0

FE0101

254

Telephony Config
File Start/End

1

3

0B153013060E
2B06010401A
30B0202010101
0700020102

11

SNMP MIB Object

.iso.org.dod.internet
.private.enterprises
.cableLabs.clabProject
.clabProjPacketCable
.pktcMtaMib.pktcMtaMibObjects
.pktcMtaDevBase.
pktcMtaDevEnabled.0,INTEGER,false(2)

...
0 error(s), 0 warning(s) detected. Parsing of unprov_packet_cable.tmpl was successful.
The file unprov_packet_cable.tmpl was parsed successfully in 434 ms.
The parser initialization time was 92 ms.
The parser parse time was 342 ms.

Testing Template Processing for an External Template File
外部テンプレート ファイルの処理をテストするには、 runCfgUtil.sh コマンドを使用します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -docsis -r file -u username -p password
• -r：RDU に追加されているファイルとして入力ファイルを識別します。
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• file：解析されない入力テンプレート ファイルを識別します。
• -u username：RDU に接続するときに使用するユーザー名を指定します。
• -p password：RDU に接続するときに使用するパスワードを指定します。
• -docsis：DOCSIS テンプレートとしてファイルを識別します。
RDU に追加されているテンプレート ファイルを解析するには。

ステップ 1 使用するテンプレート ファイルを選択します。この例では、 unprov.tmpl と呼ばれる既存のテンプレート
ファイルを使用します。-docsis オプションは、DOCSIS テンプレートが使用されているため使用されます。
ステップ 2 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin# runCfgUtil.sh -docsis -r unprov.groovy -u admin -p changeme

• unprov.tmpl：入力ファイルを特定します。
• admin：デフォルトのユーザー名を識別します。
• changeme：デフォルトのパスワードを識別します。
ユーティリティを実行後、これらと同じような結果が次に表示される必要があります。
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（注）

次に示す結果は、図のみであり簡略化のためトリミングされています。
Cisco Prime Cable Provisioning Configuration Utility
Version: 5.1

Off

File Bytes

Option

Description

Value

0

030101

3

Network Access
Control

On

3

041F

4

Class of Service

5

010101

4.1

Class ID

1

8

02040000FA00

4.2

Maximum
Downstream Rate

128000 bits/sec

14

03040000FA00

4.3

Maximum Upstream 64000 bits/sec
Rate

20

040101

4.4

Upstream Channel 1
Priority

252

06108506547F
C9152B44DB95
5420843EF6FE

6

CM MIC
Configuration
Setting

8506547FC9152B44
DB955420843EF6FE

270

0710644B675B
70B7BD3E09AC
210F794A1E8F

7

CMTS MIC
Configuration
Setting

644B675B70B7BD3E
09AC210F794A1E8F

288

FF

255

End-of-Data
Marker

289

00

0

PAD

290

00

0

PAD

291

00

0

PAD

...

0 error(s), 0 warning(s) detected. Parsing of unprov.tmpl was successful.
The file unprov.tmpl was parsed successfully in 375 ms.
The parser initialization time was 63 ms.
The parser parse time was 312 ms.

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
367

プロビジョニング CPE
ローカル テンプレート ファイルおよび 共有 秘密鍵 の追加のテンプレート処理のテスト

ローカル テンプレート ファイルおよび 共有 秘密鍵 の追加のテンプレート処理のテスト
テンプレート ファイルの処理をテストし、指定する 共有秘密鍵を追加するには、 runCfgUtil.sh
コマンドを使用します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -e -docsis -l file -c shared
• -e：エンコード オプションを識別します。
• -docsis：DOCSIS テンプレート ファイルとして入力ファイルを識別します。
• -l：入力ファイルをローカル ファイル システム上に置くように指定します。
• file：解析されない入力テンプレート ファイルを識別します。
• -c： DOCSIS テンプレート ファイルを解析する場合、CMTS 共有秘密鍵を指定します。
• shared—新しい共有秘密鍵を指定します。デフォルトの共有秘密鍵は、cisco です。
ローカルに保存されているテンプレート ファイルを解析するには、ユーザー指定の共有秘密鍵
のを設定します。

ステップ 1 /Opt/CSCObac/rdu/templatesにディレクトリを変更します。
ステップ 2 解析するテンプレート ファイルを選択します。この例では、 unprov.tmpl と呼ばれる既存のテンプレート
ファイルを使用します。-docsis オプションは、DOCSIS テンプレートであるため使用されます。
ステップ 3 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin/runCfgUtil.sh -e -docsis -l unprov.tmpl -c shared
• unprov.tmpl: ローカル ファイル システムの入力ファイルを特定します。
• shared：新しい共有秘密鍵を特定します。
ユーティリティを実行後、これらと同じような結果が次に表示される必要があります。
Cisco Prime Cable Provisioning Configuration Utility
Version: 5.1

Off

File Bytes

Option

0

030100

3

Network Access
Control

3

041F

4

Class of Service

5

010101

4.1

Class ID
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Off
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8

02040001F400

4.2

Maximum Downstream 128000 bits/sec
Rate

14

03040000FA00

4.3

Maximum Upstream
Rate

64000 bits/sec

20

040101

4.4

Upstream Channel
Priority

1

252

06108506547F
C9152B44DB95
5420843EF6FE

6

CM MIC
Configuration
Setting

8506547FC9152B44
DB955420843EF6FE

270

0710644B675B
70B7BD3E09AC
210F794A1E8F

7

CMTS MIC
Configuration
Setting

644B675B70B7BD3E
09AC210F794A1E8F

288

FF

255

End-of-Data Marker

289

00

0

PAD

290

00

0

PAD

291

00

0

PAD

...

0 error(s), 0 warning(s) detected. Parsing of unprov.tmpl was successful.
The file unprov.tmpl was parsed successfully in 375 ms.
The parser initialization time was 63 ms.
The parser parse time was 312 ms.

ローカル テンプレート ファイルおよび EMIC 共有 秘密鍵 の追加のテンプレート処理の
テスト
テンプレート ファイルの処理をテストし、指定する EMIC 共有秘密鍵を追加するには、
runCfgUtil.sh コマンドを使用します。
例 1：
この例では、EMIC を有効にする runCfgUtil.sh コマンドを使用する方法について説明します。
• HMAC タイプとしての MMH16。
• EMIC ダイジェストの明示的なオプションです。
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• EMIC 計算の EMIC 共有秘密鍵としての cisco。
構文の説明
runCfgUtil.sh -E -docsis -l filename
• -E：EMIC 計算を有効にします。
• -docsis：DOCSIS テンプレート ファイルとして入力ファイルを識別します。
• -l filename：パス名を含む、入力テンプレート ファイルを指定します。すべてのケースで、
入力テンプレート ファイルには .tmpl ファイル拡張子があります。例：test.tmpl。
デフォルト設定で EMIC 計算を実行するには。

ステップ 1 使用するテンプレート ファイルを選択します。この例では、 unprov.tmpl と呼ばれる既存のテンプレート
ファイルを使用します。-docsis オプションは、DOCSIS テンプレートが使用されているため使用されます。
ステップ 2 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin/runCfgUtil.sh -E -l test.tmpl

ユーティリティを実行後、これらと同じような結果が次に表示される必要があります。
Cisco Prime Cable Provisioning Configuration Utility
Version: 5.1

Off.

File bytes.

Option.

Description.

Value.

0

030101

3

Network Access
Control

On

3

041F

4

Class of Service

5

010101

4.1

Class ID

8

0204001F4000

4.2

Maximum Downstream 2048000 bits/sec
Rate

14

03040007D000

4.3

Maximum Upstream
Rate

512000 bits/sec

20

040106

4.4

Upstream Channel
Priority

6

23

050400000000

4.5

Guaranteed Minimum 0 bits/sec
Upstream Channel
Data Rate
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29

06020640

4.6

Maximum Upstream
Channel Transmit
Burst

1600 bytes

33

070100

4.7

Class-of-Service
Privacy Enable

Disabled

249

120103

18

Maximum Number of
CPEs

3

252

2B1C

43

DOCSIS Extension
Field

254

0803FFFFFF

43.8

Vendor ID

259

0615

43.6

Extended CMTS MIC
Configuration
Setting

261

010102

43.6.1

Extended CMTS MIC
HMAC type

2

264

020678007BEC
1C80

43.6.2

Extended CMTS MIC
Bitmap

78007BEC1C80

272

03081605487D
3D7A9403

43.6.3

Explicit Extended
CMTS MIC Digest
Subtype

1605487D3D7A9403

282

06108BFC8016
39BE8D7F396E
E49D402832FC

6

CM MIC
Configuration
Setting

8BFC801639BE8D7F
396EE49D402832FC

071053F94674
11C355EF01D0
104995AB9797

7

CMTS MIC
Configuration
Setting

53F9467411C355EF
01D0104995AB9797

318

FF

255

End-of-Data Marker

319

00

0

PAD

300

FF-FF-FF

例 2：
この例では、EMIC を有効にして、デフォルトの設定を変更する runCfgUtil.sh コマンドを使用
する方法について説明します。
構文の説明
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runCfgUtil.sh -E -Ei -Eh MD5 -Es secret -l filename
• -E：EMIC 計算を有効にします。
• -Ei：EMIC 計算の暗黙として EMIC ダイジェスト タイプを指定します。
• -l filename：パス名を含む、入力テンプレート ファイルを指定します。すべてのケースで、
入力テンプレート ファイルには .tmpl ファイル拡張子があります。例：test.tmpl。
• -Eh：HMAC タイプを指定します。MD5 または MMH16（デフォルトは MMH16）。
• -Es secret：DOCSIS テンプレート ファイルを解析するときに、EMIC 共有秘密鍵を指定し
ます。
デフォルト設定として含まれていないオプションを使用して、EMIC の計算を実行します。

ステップ 1 使用するテンプレート ファイルを選択します。この例では、 unprov.tmpl と呼ばれる既存のテンプレート
ファイルを使用します。-docsis オプションは、DOCSIS テンプレートが使用されているため使用されます。
ステップ 2 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin/runCfgUtil.sh -E -Ei -Eh MD5 -Es secret -l test.tmpl

ユーティリティを実行後、これらと同じような結果が次に表示される必要があります。
Cisco Prime Cable Provisioning Configuration Utility
Version: 5.1

Off.

0

File bytes.

030101

Option.

Description.

Value.

3

Network Access
Control

On

3

041F

4

Class of Service

5

010101

4.1

Class ID

8

0204001F4000

4.2

Maximum Downstream 2048000 bits/sec
Rate

14

03040007D000

4.3

Maximum Upstream
Rate

512000 bits/sec

20

040106

4.4

Upstream Channel
Priority

6

23

050400000000

4.5

Guaranteed Minimum 0 bits/sec
Upstream
ChannelData Rate
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29

06020640

4.6

Maximum Upstream
Channel Transmit
Burst

1600 bytes

33

070100

4.7

Class-of-Service
Privacy Enable

Disabled

249

120103

18

Maximum Number of
CPEs

3

252

2B12

43

DOCSIS Extension
Field

254

0803FFFFFF

43.8

Vendor ID

259

060B

43.6

Extended CMTS MIC
Configuration
Setting

261

010101

43.6.1

Extended CMTS MIC
HMAC type

1

264

020678007BEC
1C80

43.6.2

Extended CMTS MIC
Bitmap

78007BEC1C80

272

06107E6CF875
32C551791CCF
34770C94FA03

6

CM MIC
Configuration
Setting

7E6CF87532C55179
1CCF34770C94FA03

290

0710C9F8007A
40E4913779D3
C1C53599141B

7

CMTS MIC
Configuration
Setting

C9F8007A40E49137
79D3C1C53599141B

308

FF

255

End-of-Data Marker

309

00

0

PAD

310

00

0

PAD

311

00

0

PAD

FF-FF-FF

コマンド行のマクロ変数を指定する
マクロ変数を指定するには、 runCfgUtil.sh コマンドを使用します。
構文の説明
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runCfgUtil.sh -e -l file -m “macros”
• -e：エンコード オプションを識別します。
• -l：入力ファイルがローカル ファイル システム上にあることを指定します。
• file：解析されない入力テンプレート ファイルを識別します。
• -m：テンプレートを解析するとき、代わりに使用するマクロ変数を指定します。
• “macros”：希望するマクロを識別します。複数のマクロ変数が必要な場合は、各マクロ間
に 2 つのコンマ区切り文字を挿入します。
コマンド行でマクロ変数の値を指定します。

ステップ 1 /opt/CSCObac/rdu/templates にディレクトリを変更します。
ステップ 2 使用するテンプレート ファイルを選択します。
ステップ 3 テンプレートでマクロ変数を識別します。この例では、マクロ変数はマクロ 1（オプション 3）およびマク
ロ 11（オプション 4.2）です。
ステップ 4 マクロ変数の値を識別します。マクロ 1 の値は 1 に、マクロ 11 の値は 64000 に設定されています。
ステップ 5 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin# runCfgUtil.sh -e -l macro.tmpl -m "macro1=1,,macro11=64000"

• macro.tmpl：入力ファイルを識別します。
• macro1=1,macro11=64000：マクロ変数のキー値のペアを識別します。複数のマクロ変数が必要なた
め、2 つのコンマ区切り記号はキー値のペアの間で挿入されます。
ユーティリティを実行後、これらと同じような結果が次に表示される必要があります。
Cisco Prime Cable Provisioning Configuration Utility
Version: 5.0

Off

File Bytes

Option

Description

Value

0

030101

3

Network Access
Control

On

3

041F

4

Class of Service

5

010101

4.1

Class ID

8

02040000FA00

4.2

Maximum Downstream 64000 bits/sec
Rate

14

03040000FA00

4.3

Maximum Upstream
Rate
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20

040101

4.4

Upstream Channel
Priority

1

...
0 error(s), 0 warning(s) detected. Parsing of macro.tmpl was successful.
The file macro.tmpl was parsed successfully in 854 ms.
The parser initialization time was 76 ms.
The parser parse time was 778 ms.

マクロ変数のデバイスの指定
マクロ変数のデバイスを指定するには、 runCfgUtil.sh コマンドを使用します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -e -r file -i MAC -u username -p password
• -e：エンコード オプションを識別します。
• -r：RDU に追加されているファイルとして入力ファイルを識別します。
• file：解析されない入力テンプレート ファイルを識別します。
• -i：マクロ変数を解析するときに使用するデバイスを指定します。
• MAC：そのデバイスの MAC アドレスを識別します。
• -u username：RDU に接続するときに使用するユーザー名を指定します。
• -p password— RDU に接続するときに使用するパスワードを指定します。
マクロ変数の置換に使用するデバイスを指定するには：

ステップ 1 使用するテンプレート ファイルを選択します。この例では、既存のテンプレート ファイル macro.tmpl を使
用します。
ステップ 2 テンプレートでマクロ変数を識別します。この例では、マクロ変数はマクロ 1（オプション 3）およびマク
ロ 11（オプション 4.2）です。
ステップ 3 使用するデバイスを識別します。この例では、デバイスが RDU に存在し、プロパティとしてマクロ変数が
設定されていることを前提としています。マクロ 1 の値は 1 に、マクロ 11 の値は 64000 に設定されていま
す。
ステップ 4 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin/runCfgUtil.sh -e -r macro.tmpl -i "1,6,00:01:02:03:04:05" -u admin -p changeme

• macro.tmpl：入力ファイルを識別します。
• 1,6,00:01:02:03:04:05：デバイスの MAC アドレスを識別します。ここで使用される MAC アドレスは、
例を示すことのみを目的としています。
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• admin：デフォルトのユーザー名を識別します。
• changeme：デフォルトのパスワードを識別します。
ユーティリティを実行後、これらと同じような結果が次に表示される必要があります。
Cisco Prime Cable Provisioning Configuration Utility
Version: 5.0

Off

File Bytes

Option

Description

Value

0

030101

3

Network Access
Control

3

041F

4

Class of Service

5

010101

4.1

Class ID

8

02040000FA00

4.2

Maximum Downstream 64000 bits/sec
Rate

14

03040000FA00

4.3

Maximum Upstream
Rate

64000 bits/sec

20

040101

4.4

Upstream Channel
Priority

1

On

1

...
0 error(s), 0 warning(s) detected. Parsing of macro.tmpl was successful.
The file macro.tmpl was parsed successfully in 159 ms.
The parser initialization time was 42 ms.
The parser parse time was 117 ms.

バイナリ ファイルへの出力を指定する
runCfgUtil.sh コマンドを使用して、バイナリ ファイルとして解析されたテンプレートの出力
を指定します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -l input_file -o output_file
• -l：入力ファイルをローカル ファイル システム上に置くように指定します。
• input_file: 解析されない入力テンプレート ファイルを特定します。
• -o：解析されたテンプレート ファイルを、バイナリ ファイルとして保存するように指定
します。
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• output_file：解析されたテンプレート ファイルのバイナリの内容が保存されているファイ
ルの名前を特定します。
テンプレートからバイナリ ファイルへの解析の出力を指定します。

ステップ 1 /opt/CSCObac/rdu/templates にディレクトリを変更します。
ステップ 2 使用するテンプレート ファイルを選択します。
ステップ 3 出力ファイル名を特定します。この例では、unprov.cm を使用しています。
ステップ 4 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin# runCfgUtil.sh -l unprov.tmpl -o unprov.cm

• unprov.tmpl：バイナリ ファイルに解析されている既存のテンプレート ファイルを特定します。
• unprov.cm：使用される出力ファイル名を特定します。
ユーティリティを実行後、これらと同じような結果が次に表示される必要があります。
Cisco Prime Cable Provisioning Configuration Utility
Version: 5.0

0 error(s), 0 warning(s) detected. Parsing of unprov.tmpl was successful.
The file unprov.tmpl was parsed successfully in 595 ms.
The parser initialization time was 262 ms.
The parser parse time was 333 ms.

ローカル バイナリ ファイルの表示
ローカル システムに保存されているバイナリ ファイルを表示するには、runCfgUtil.sh コマン
ドを使用します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -d -l file
• -d：コマンドが表示のためにバイナリ入力ファイルを解釈するように指定します。
• -l：入力ファイルがローカル ファイル システムに存在することを示します。
• file：表示する既存のバイナリ入力ファイルを特定します。
ローカル ファイル システム上にあるバイナリ ファイルを表示するには：

ステップ 1 /opt/CSCObac/rdu/samples/packet_cable にディレクトリを変更します。
ステップ 2 表示するバイナリ ファイルを選択します。
ステップ 3 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
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/opt/CSCObac/rdu/bin # runCfgUtil.sh-d-l unprov_packet_cable.bin

unprov_packet_cable.bin：表示する既存のバイナリ入力ファイルを特定します。
ユーティリティを実行後、これらと同じような結果が次に表示される必要があります。
Cisco Prime Cable Provisioning Configuration Utility
Version: 5.0
Warning: Expecting config file of type docsis, but input file is of type pktc1.0.
pktc1.0

Decoding as

Off

File Bytes

Option

Description

Value

0

FE0101

254

Telephony Config
File Start/End

1

0B153013060E
2B06010401A3
0B0202010101
0700020102

11

SNMP MIB Object

.iso.org.dod.internet.private.enterpri
ses.cableLabs.clabProject.clabProjPack
etCable.pktcMtaMib.pktcMtaMibObjects.p
ktcMtaDevBase.pktcMtaDevEnabled.0,INTE
GER,fals e(2)

3

...

（注）

デフォルト入力ファイルが DOCSIS であり、この例ではバイナリ PacketCable ファイルを使用し
ているため、この例では警告が表示されます。-pkt オプションを使用して PacketCable ファイル
として入力ファイルを指定する場合、警告は表示されません。次に例を示します。
/opt/CSCObac/rdu/bin/#

runCfgUtil.sh -d -pkt -l unprov_packet_cable.bin

外部バイナリ ファイルの表示
外部のバイナリ ファイルを表示するには、 runCfgUtil.sh コマンドを使用します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -d -r file -u username -p password
• -d：表示のため、コマンドがバイナリ入力ファイルを復号化するように指定します。
• -r：RDU に追加されているファイルとして入力ファイルを識別します。
• file：RDU で既存のバイナリ ファイルを特定します。
• -u username：RDU に接続するときに使用するユーザー名を指定します。
• -p password— RDU に接続するときに使用するパスワードを指定します。
RDU に追加されているバイナリ ファイルを表示するには：
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ステップ 1 表示するバイナリ ファイルを選択します。この例では、既存のバイナリ ファイル unprov.cm を使用し、
RDU が localhost:49187 であると見なされます。
ステップ 2 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin# runCfgUtil.sh -d -r unprov.cm -u admin -p changeme

• unprov.cm：RDU で既存のバイナリ ファイルを特定します。
• admin：デフォルトのユーザー名を識別します。
• changeme：デフォルトのパスワードを識別します。
ユーティリティを実行後、これらと同じような結果が次に表示される必要があります。
Cisco Prime Cable Provisioning Configuration Utility
Version: 5.0

Off

File Bytes

Option

Description

Value

0

030100

3

Network Access
Control

3

041F

4

Class of Service

5

010101

4.1

Class ID

8

02040001F400

4.2

Maximum Downstream 128000 bits/sec
Rate

14

03040000FA00

4.3

Maximum Upstream
Rate

64000 bits/sec

20

040101

4.4

Upstream Channel
Priority

1

252

06108506547F
C9152B44DB95
5420843EF6FE

6

CM MIC
Configuration
Setting

8506547FC9152B44
DB955420843EF6FE

270

0710644B675B
70B7BD3E09AC
210F794A1E8F

7

CMTS MIC
Configuration
Setting

644B675B70B7BD3E
09AC210F794A1E8F

288

FF

255

End-of-Data Marker

289

00

0

PAD

Off

1

...
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290

00

0

PAD

291

00

0

PAD

0 error(s), 0 warning(s) detected. Parsing of unprov.tmpl was successful.
The file unprov.tmpl was parsed successfully in 375 ms.
The parser initialization time was 63 ms.
The parser parse time was 312 ms.

PacketCable Basic フローのアクティブ化
runCfgUtil.sh コマンドを使用して、PacketCable Basic フローの整合性ハッシュを Basic フロー
スタティック 設定ファイルに生成および挿入することをサポートします。
構文の説明
runCfgUtil.sh -t {basic | secure} -pkt -r filename -u username -p password
• basic：PacketCable Basic フロー整合性ハッシュを MTA スタティック設定ファイルに計算
し挿入します。
• secure：PacketCable Basic フロー整合性ハッシュを MTA スタティック設定ファイルに挿入
することを停止します。これがデフォルト設定です。
• -r：RDU に追加されているファイルとして入力ファイルを識別します。
• filename：入力ファイルを特定します。
• -u username：RDU に接続するときに使用するユーザー名を指定します。
• -p password— RDU に接続するときに使用するパスワードを指定します。
• -pkt：PacketCable MTA 設定ファイルとして入力ファイルを特定します。
PacketCable Basic フローの整合性ハッシュを Basic フロー スタティック 設定ファイルに生成お
よび挿入することをサポートするには：

ステップ 1 PacketCable Basic フロー整合性ハッシュを挿入する Basic Flow スタティック設定ファイルを選択します。
この例では、 example_mta_config.tmpl を使用します。
ステップ 2 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin# runCfgUtil.sh -t basic -pkt -r example_mta_config.tmpl -u admin -p changeme

• example_mta_config.tmpl：Basic Flow スタティック設定ファイルを特定します。
• admin：デフォルトのユーザー名を識別します。
• changeme：デフォルトのパスワードを識別します。
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ユーティリティを実行後、これらと同じような結果が次に表示される必要があります。
Cisco Prime Cable Provisioning Configuration Utility
Version: 5.0

Off

File Bytes

Option

Description

Value

0

FE0101

254

Telephony Config
File Start/End

1

3

0B153013060E
2B06010401A3
0B0202010101
0700020101

11

SNMP MIB Object

26

0B2530230610
2B06010401A3
0B0202020102
01010109040F
434D532E4950
464F4E49582E
434F4D

11

SNMP MIB Object

FE01FF

254

Telephony Config
File Start/End

.iso.org.dod.internet.
private.enterprises.ca
bleLabs.clabProject.cl
abProjPacketCable.pktc
MtaMib.pktcMtaMibObjec
ts.pktcMtaDevBase.pktc
MtaDevEnabled.0,INTEGE
R,true(1)
.iso.org.dod.internet.
private.enterprises.ca
bleLabs.clabProject.cl
abProjPacketCable.pktc
SigMib.pktcSigMibObjec
ts.pktcNcsEndPntConfig
Objects.pktcNcsEndPntC
onfigTable.pktcNcsEndP
ntConfigEntry.pktcNcsE
ndPntConfigCallAgentId
.9,STRING,CMS.IPFONIX.
COM

...

371

255

0 error(s), 0 warning(s) detected. Parsing of example_mta_config.tmpl was successful.
The file example_mta_config.tmpl was parsed successfully in 100 ms.
The parser initialization time was 44 ms.
The parser parse time was 56 ms.

.Tmpl 拡張子付きのファイルが、テンプレート処理中に Basic ハッシュ計算と挿入が透過的にが発生す
る、動的設定テンプレートになると仮定します。結果として、Secure および Basic モードのプロビジョ
ニングのため同じテンプレートを使用できます。
ただし、ハッシュを挿入する前に、Secure スタティック バイナリ設定ファイルを Basic スタティック
設定ファイルに変換する場合、この手順に従います。
a)

次を使用して、Secure スタティック ファイルをテンプレートに変換します。
# runCfgUtil -l input_static_filename -pkt -g -o output_template_filename

b) 次を使用して、Secure スタティック テンプレートを Basic スタティック設定ファイルに変換します。
# runCfgUtil -t basic -l input_template_name -pkt -o output_Basic_static_filename
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このコマンドは、Basic 整合性ハッシュを Basic スタティック設定ファイルに対して計算し、挿入しま
す。

マルチベンダー サポート用 TLV 43s の生成
マルチ ベンダー サポートを提供する TLV 43s を生成するには、runCfgUtil.sh コマンドを使用
します。
構文の説明
runCfgUtil.sh -docsis -r filename -u username -u password
• -docsis—DOCSIS テンプレート ファイルとして入力ファイルを識別します。
• filename: 解析されない入力テンプレート ファイルを識別します。
• r：RDU に追加されているファイルとして入力ファイルを識別します。
• -u username：RDU に接続するときに使用するユーザー名を指定します。
• -p password— RDU に接続するときに使用するパスワードを指定します。
RDU に追加されているテンプレート ファイルを使用して TLV 43s を生成するには：

ステップ 1 使用するテンプレート ファイルを選択します。この例では、 test.tmplと呼ばれる既存のテンプレート ファ
イルを使用します。-docsis オプションは、DOCSIS テンプレートが使用されているため使用されます。
ステップ 2 このコマンドを使用して設定ファイル ユーティリティを実行します。
/opt/CSCObac/rdu/bin # runCfgUtil.sh - docsis r test.tmpl -u admin -p] changeme

• test.tmplDOCSIS 設定ファイルを識別します。
• admin—デフォルトのユーザー名を識別します。
• changeme—デフォルトのパスワードを識別します。
ユーティリティを実行後、これらと同じような結果が次に表示される必要があります。
Cisco Prime Cable Provisioning Configuration Utility
Version: 5.0

Off

File Bytes

Option

Description

0

2B14

43

DOCSIS Extension
Field

2

0803FFFFFF

43.8

Vendor ID

7

050D

43.5

L2VPN Encoding
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9

010502345600
03

43.5.1

VPNID Subtype

0234560003

16

0204

43.5.2

NSI Encapsulation
Subtype

18

02020019

43.5.2.2

IEEE 802.1Q Format 25
Subtype

22

2B0B

43

DOCSIS Extension
Field

24

080300000C

43.8

Vendor ID

00-00-0C (CISCO
SYSTEMS, INC.)

29

010418017A30

43.1

Static Downstream
Frequency

402750000

35

2B1D

43

DOCSIS Extension
Field

37

080300000C

43.8

Vendor ID

42

0316626F6F74
5F6D6F6E6974
6F725F696D61
67652E62696E

43.3

Update Boot Monitor boot_monitor_image.bin
Image

66

061071E79068
3DE8B9950536
8936F4C5312F

6

CM MIC
Configuration
Setting

71E790683DE8B995
05368936F4C5312F

84

0710DB0EED14
B5B3428D2B15
0DA582B41A54

7

CMTS MIC
Configuration
Setting

DB0EED14B5B3428D
2B150DA582B41A54

102

FF

255

End-of-Data Marker

103

00

0

PAD

00-00-0C (CISCO
SYSTEMS, INC.)

0 error(s), 0 warning(s) detected. Parsing of test.tmpl was successful.
The file test.tmpl was parsed successfully in 250 ms.
The parser initialization time was 109 ms.
The parser parse time was 141 ms.
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ダイナミック DOCSIS テンプレートで MIB を使用する
プライムケーブルプロビジョニングに同梱されているMIBの完全なリストについては、『SNMP
VarBind』を参照してください。
アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）通話を使用するか、rdu.properties
を変更することによって、MIB を追加できます。詳細については、PacketCable の設定 （139
ページ）を参照してください。
SNMP TLVs をテンプレートに追加できます。
• MIB を使用できない場合。『MIB を使用しない SNMP TLV の追加』を参照してください。
• ベンダー固有の MIB の場合。『ベンダー固有の MIB を持つ SNMP TLV の追加』を参照し
てください。

MIB 管理機能拡張
次のリストは、MIB 管理用にプライム ケーブル プロビジョニング 5.2.1 からサポートされてい
ます。
1.

MIB 拡張機能は、RDU サーバで使用されている MIB ファイルの詳細についての管理オプ
ションを提供し、RDU サーバが RDU データベースで使用可能な MIB ファイルをロードし
ます。以前のリリースでは、MIB ファイルはファイル システムからロードされました
（BPR_HOME/rdu/mib ディレクトリ）からロードされました。

2.

[MIB List] フィールドの [Configuration] > [Defaults] > [System Defaults] メニュー オプション
の Administrative Web UI で、テキスト ボックスに手動でファイル名を入力する代わりに、
新しいボタン（MIB ファイルの選択）がデータベースの表示リストから MIB ファイルを
設定するために追加されます。

3.

MIB ファイル タイプ用の [Configuration] > [Files] ページの [Administrative Web UI] で、新し
いクイック ビュー ボタンが MIB ファイル詳細を表示するために追加されます（ファイル
名、モジュール名、親モジュール、モジュールによる参照）

4.

新しいオプション - mib が、MIB の依存関係を検出し一覧にするために runCfgUtil ツール
に追加されます。デフォルトでは、BPR_HOME/rdu/mib ディレクトリで利用可能なすべて
のファイルを検証します。ファイル名/ディレクトリ名が引数として指定される場合、その
ディレクトリのファイルの依存関係を検証し、一覧にします。

5.

次の表では、MIB 管理の API に追加される検証について説明します。

表 65 : MIB 管理 API の検証

API

タスク
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addFile

無効な MIB ファイル < arris_cm.mib > MIB ファイル < arris_cm.mib > の追加に失
が追加されています。
敗しました。有効な MIB ファイルではあ
りません:。< arris_cm.mib >。
親 MIB < ARRIS MIB > を追加するこ MIB ファイル < arris_cm.mib > の追加に失
とがなく、MIB ファイル < arris_cm.mib 敗しました。データベースで依存の MIB
> を追加します。
ファイル < ARRIS MIB > を検索すること
はできません。
データベース内に存在する名前の新し MIB ファイル < SNMPv2 SMI > の追加に
い MIB ファイル < SNMPv2 SMI > を追 失敗しました。ファイルがすでにデータ
加します。
ベース内に存在します。
すでにデータベースに MIB ファイル
< URI TC MIB > を追加します。別の名
前 < Renamed_URI TC MIB > と同じ
MIB ファイルを追加します。

すでにファイル名 < uri tc mib > を持つデー
タベース内に存在する MIB ファイル <
Renamed_URI-TC-MIB。MIB > モジュール
< URI TC MIB > の追加に失敗しました。

DeleteFile 一部の他の MIB の親である MIB ファ MIB ファイル < Arris mib > の削除に失敗
イル < ARRIS MIB > を削除します。 しました。< Arris_cm.mib、
arris_mta_pp.mib > MIB ファイルは、MIB
ファイル < arris mib > に依存します。
ロードされる MIB ファイルを削除し
ます。（システムのデフォルト MIB
リストで設定されています）。

MIB ファイル < Arris mib > の削除に失敗
しました。MIB ファイルは現在使用され
ています。管理者のガイダンスの下で更
新されるシステム デフォルト設定が必要
です。

ReplaceFile 無効なコンテンツ（raw テキスト ファ MIB ファイル < arris mib > の置換操作に失
イル）に MIB ファイル < ARRIS MIB 敗しました。有効な MIB ファイルではあ
りません。< ARRIS MIB >。
> を置換します。
MIB ファイル < ARRIS MIB > を別の MIB ファイル < arris-mib.MIB > の置換操
有効な MIB ファイル < arris_cm.mib > 作に失敗しました。MIB モジュール <
に置き換えます。
ARRIS-CM-DEVICE-MIB > は、既存の MIB
モジュール < ARRIS MIB > と競合してい
ます。
新しい親 MIB <
ARRIS-ROUTER-DEVICE-MIB > を追
加することなく、MIB ファイル <
arris_mta_pp.mib > を置換します。

< Arris_mta_pp.mib > MIB を置換できませ
ん。データベースの依存 MIB モジュール
< ARRIS-ROUTER-DEVICE-MIB > を検索
することはできません。

子によって使用されているいくつかの MIB ファイル < arris-mib.MIB > の置換操
OID を削除することで、MIB ファイル 作に失敗しました。MIB ファイル <
< ARRIS MIB > を置換します。
arris-mib.MIB > は子 MIB と互換性があり
ません。
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（注）

RunCfgUtil スクリプトは、RDU データベースではなく引き続きファイル システム
（BPR_HOME/rdu/mibs）から MIB を使用します。

MIB 移行
プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 移行では、migrateDB スクリプトは MIB ディレクト
リからすべてのカスタム ファイルを移行しません。rdu.properties に記載されている MIB ファ
イル名のみ移行します。MibList プロパティが rdu.properties で定義されていない場合、システ
ムのデフォルト設定から MIB ファイル名を使用し、データベースにこれらのファイルを移行
します。

ユーザー定義 MIB の管理
プライム ケーブル プロビジョニング データベースの移行手順では、セクションの下に記載さ
れている推奨シーケンス内のコンポーネントを移行する必要があります。

（注）

手順 1 ~ 4 を参照してください。 Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.1 クイック ス
タート ガイド
手順 1：RDU データベースをバックアップします。
手順 2：RDU データベースのバックアップを復元します。
手順 3：データベースの整合性を確認します。
手順 4：プロパティ ファイルをバックアップします。
手順 5：顧客特定の MIB ファイルとともに RDU データベースを移行します。下記で説明され
ている -mibdir オプションとともに、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.1 クイック
スタート ガイド に記載されている手順に従います。
• 現在インストールされている（5.1 または 5.2）でカスタム MIB ファイルを追加した場合
は、最初に $BPR_HOME/rdu/mib/ をバックアップし、それらをプライム ケーブル プロビ
ジョニング 6.1.2 サーバに手動でコピーします。

（注）

バックアップされた MIB ファイルを、デフォルトの
$BPR_HOME/rdu/mibs 以外にプライム ケーブル プロビジョニング
6.1.2 サーバ内の場所にコピーして、デフォルトの 6.1.2 MIB ファ
イルが上書きされないようにする必要があります。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
386

プロビジョニング CPE
ユーザー定義 MIB の管理

• バックアップされたデータベースと、存在する場合はバックアップされたカスタム MIB
ディレクトリで、migrateDb.sh ツールを実行します。MigrateDb.sh スクリプトは、
$BPR_HOME/migration ディレクトリに存在します。MigrateDb.sh スクリプトは、以下に示
すように新しい MIB 移行オプションをサポートします。
- mibdir：カスタム MIB ディレクトリ パスのオプション パラメータです。-mibdir オプション
は、ファイル システムに存在し、ロードされるカスタム MIB ファイルが含まれているディレ
クトリのパスの後にする必要があります。
例：
# $BPR_HOME/migration/migrateDb.sh -dbdir /var/backup/rdu-backup-20120829-031028 -mibdir
/tmp/mibs
- dbdir：移行するデータベースのバックアップの場所を指定します。この場合は、/var/backup
です。
- mibdir：移行するカスタム mib のバックアップの場所を指定します。この場合は、/tmp/mibs
です。

（注）

データベースの移行とともに MIB 移行が行われ、別々に実行することはできません。
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CPE プロビジョニング概要
この章では、CPE によりプライム ケーブル プロビジョニングをサポートするテクノロジーを
使用している顧客宅内機器（CPE）の管理について説明します。特長は次のとおりです。
• 概要 （389 ページ）
• デバイス オブジェクト モデル （390 ページ）
• 検出されたデータ （392 ページ）
• 設定の生成と処理 （395 ページ）
• プライム ケーブル のデバイス導入 （399 ページ）
• CM 背後にある CPE 数の制限 （404 ページ）

概要
プライム ケーブル プロビジョニングは、住宅用デバイス、すなわち DOCSIS ケーブル モデム
およびセットトップ デバイス、PacketCable eMTAs、CableHome デバイス、eRouters、およびコ
ンピュータのプロビジョニングと管理を行います。
プライム ケーブル プロビジョニングは、次のデバイス タイプのプロビジョニングと管理をサ
ポートします。
• DOCSIS 1.0、1.1、2.0、3.0、および 2.1 に準拠したケーブル モデムおよび STB
• PacketCable バージョンに準拠した組み込みマルチ メディア ターミナル アダプタ（eMTAs）
• CableHome 1.0 に準拠したデバイス
• コンピュータ
• eRouter
• CableLabs OpenCable アプリケーション プラットフォームに準拠した STB。
• 混合 IP モード PacketCable マルチ メディア ターミナル アダプタ（MTA）など、eSAFE（組
み込みサービス/アプリケーション機能エンティティ）デバイスのバリアント。混合 IP モー
ド MTA は、IPv6 組み込みケーブル モデムと IPv4 eMTA で構成される eSAFE デバイスで
す。このデバイスのクラスは、パケット テレフォニー、ホームのネットワー キングやビ
デオなどのケーブル モデムを使用する追加の機能に埋め込みます。
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デバイス オブジェクト モデル
プライム ケーブル プロビジョニングのデバイス オブジェクト モデルは、デバイスを管理する
DPE に生成される設定を制御するために重要です。デバイス設定を生成するプロセスは RDU
で発生し、名前付き属性と関係を介して制御されます。
デバイス オブジェクト モデルのメイン オブジェクトは次のとおりです。
• IPDevice：プロビジョニングを必要とするネットワーク エンティティを表します。
• オーナー ID：サブスクライバの外部 ID を表します。
• デバイス タイプ：デバイスのタイプを表します。
• ProvGroup：DPE の特定の設定によって処理されたデバイスの論理グループを表します。
• サービス クラス：デバイスに割り当てる設定プロファイルを表します。
• DHCP の条件：Cisco Prime Network Registrar DHCP サーバ内で、IP アドレスの選択項目を
確認するためのデバイスの条件を表します。
• ファイル：プロビジョニングで使用されているテンプレートを含むファイルのコンテナと
して機能します。
• ノード：デバイスをグループ化するための顧客固有のメカニズムです。
プライム ケーブル プロビジョニング デバイス データ モデルのさまざまなオブジェクト間の共
通事項は、次の通りです。
• 名前：たとえば、ゴールド サービス クラス
• 属性：たとえば、デバイス ID および完全修飾ドメイン名（FQDN）など。
• 関係：たとえば、サービス クラスに対するデバイスの関係など。
• プロパティ：たとえば、デバイスが プロビジョニング グループにあることを指定するプ
ロパティなど。
次の図は、デバイス データ モデル間のさまざまなオブジェクト間のインタラクションを示し
ています。
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図 17 : デバイス オブジェクト モデル

次の表は、データ モデルの各オブジェクトに固有の属性および関係について説明します。
表 66 : デバイス オブジェクトの関係

オブジェクト

関連付け…
• オーナー ID（Owner ID）

ipDevice
• 事前プロビジョニングまたは自己プロビ
ジョニング（プライム ケーブル のデバイ
ス導入を参照してください）。

• プロビジョニング グループ

• 属性にはデバイス ID（MAC アドレスま
たは DUID）および FQDN を含みます

• DHCP 条件

• Class of Service

• デバイスのタイプ
ipDevice

オーナー ID（Owner ID）
• デバイスに関連付けられ、そのため関連
するデバイスなしでは存在できません。
• グルーピングの有効化：たとえば、Joe に
属するすべてのデバイスをグループ化す
ることができます。

ipDevice

Device Type
• ストアのデフォルトは、テクノロジーの
すべてのデバイスに共通です。
• グルーピングの有効化：たとえば、すべ
ての PacketCable デバイスをグループ化で
きます。
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オブジェクト

関連付け…

ファイル

Class of Service

プロビジョニングで使用されるファイルの保
存：たとえば、設定ファイルとテンプレート。
Class of Service

• ipDevice

属性にはタイプ、名前、プロパティが含まれ
ます。（詳細については、Class of Service を参
照してください）。

• ファイル
• DHCP 条件
• 設定テンプレート（オプション）

DHCP 条件

• ipDevice

グルーピングの有効化：たとえば、特定のテ
クノロジー内のデバイスを異なる IP のクラス
にグループ化できます。

• Class of Service
• 設定テンプレート（オプション）

Class of Service
サービス クラスは、スタティック ファイルまたはテンプレート ファイルとして、デバイスに
渡されるファイル設定を示す RDU 抽象化です。これにより、設定にデバイスをグループ化し、
CPE に提供されるサービス レベルまたは異なるパッケージです。
異なるサービス クラスは次のとおりです。
• 登録済み：デバイスが登録されているときに、ユーザーによって指定されています。この
サービス クラスは、アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）経由で
デバイスのレコードに明示的に追加されます。
• 選択済み：RDU 拡張によって選択され返されます。
• 関連付け：登録済み、選択済み、または両方でデバイスに関連付けられています。RDU
の拡張機能により、このサービス クラスが選択されます。
デバイスに選択されたサービス クラスが変更された場合は、デバイス設定が再生成されます。
デバイスに登録されたサービス クラスが変更された場合、ポリシーを適用して選択されたサー
ビス クラスを変更する可能性があるため、デバイス設定を再生成します。

検出されたデータ
プロビジョニング プロセス時に、プライム ケーブル プロビジョニングは一連のプロパティを
使用し、デバイス タイプを検出し（デバイスがケーブル モデム、コンピュータなどかどう
か）、デバイス タイプおよびテクノロジーの設定を生成します。この一連のプロパテを使用し
てプライム ケーブル プロビジョニングが検出する情報は、検出されたデータと呼びます。プ
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ライム ケーブル プロビジョニングは、RDU データベースの各デバイスに検出されたデータを
保存します。
デバイスがプロビジョニング サーバに接続すると、ファームウェア バージョン、MAC アドレ
ス、操作モードなどの詳細を提供します。プロビジョニング サーバに接続するケーブル モデ
ムの場合は、これらの詳細が次に表示されます。
• IPv4 デバイスのメッセージを検出します
• IPv6 のデバイスのメッセージを要請します
Network Registrar にインストールされているプライム ケーブル プロビジョニングの拡張機能
は、検出されたデータを取得し、デバイスの設定を要求時に RDU に送信します。これらのデ
バイスについては、検出されたデータは Network Registrar の設定によって異なります。Network
Registrar で使用するための属性またはオプションが設定される場合、拡張機能は DHCP パケッ
トからその属性またはオプションの値を取得し、プライム ケーブル プロビジョニングに検出
されたデータの一部として含まれます。
次の表は、IPv4 デバイスのプライム ケーブル プロビジョニングが検出するデータを一覧表示
します。
表 67 : IPv4 デバイスから検出されたデータ

オプション

説明

chaddr

クライアントのハードウェア アドレスを指定
します。

client-id

一連のバイトまたはクライアントを固有に識
別するクライアントで定義された文字列を特
定します

client-id-created-from-mac-address

クライアントの MAC アドレスから作成された
クライアントの ID を特定します

dhcp-message-type

DHCP 検出、DHCP Ack などの DHCP メッセー
ジのタイプを指定します。

giaddr

DHCP サーバが応答する IP アドレスを指定し
ます。

hlen

ハードウェア アドレスの長さを指定します。

htype

ハードウェア タイプを指定します

relay-agent-circuit-id

DHCP client-to-server パケットを受信する回線
のエージェント ローカル ID をエンコードし
ます。

relay-agent-info

CableLabs リレー エージェント CMTS 機能オ
プションへのアクセスに使用されます
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オプション

説明

relay-agent-remote-id

回線のリモート ホスト エンドに関する情報を
エンコードします

v-i-vendor-opts

サーバからクライアントによって要求された
オプションを特定します

vendor-encapsulated-options

標準的な DHCPオプションでカプセル化が送
信されるオプションを定義します。

vendor-class

DHCPv4 クライアントおよび関連付けられて
いる CPE の機能を識別する文字列が含まれて
います

次の表は、IPv6 デバイスのプライム ケーブル プロビジョニングが検出するデータを一覧表示
します。
表 68 : IPv6 デバイスから検出されたデータ

オプション

説明

peer-address

メッセージの送信元のクライアントの IPv6 ア
ドレスまたはメッセージをリレーした以前の
リレー エージェントを指定します。

link-address

クライアント サブネットに接続されているイ
ンターフェイスに割り当てられた non-link-local
アドレスを指定します。

client-identifier

リースのクライアントの DHCP 固有 ID
（DUID）を指定します。クライアント ハード
ウェア アドレス（chaddr）が DHCPv6 クライ
アントで使用可能ではないため、DUID は IPv6
環境でデバイスを固有に識別するために使用
します。この情報は、DHCP 要求メッセージ
で表示可能です。

oro

要求されたオプションを特定します

vendor-opts

ベンダー固有の情報を変換するには、クライ
アントおよびサーバによって使用されるベン
ダー固有の情報オプションを特定します。こ
の情報は、DHCP 要求メッセージで表示可能
です。
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オプション

説明

vendor-class

クライアントを実行しているハードウェアを
製造したベンダーを特定します。この情報は、
DHCPv6 要請メッセージで表示可能です。

[Device Details] ページで管理者ユーザー インターフェイスを使用して、検出されたデータを表
示できます。デバイス表示の詳細については、デバイスの詳細情報の表示 （301 ページ） を参
照してください。
DHCPv4 および DHCPv6 のデータを検出するためにプライム ケーブル プロビジョニング拡張
が使用するプロパティのリストについては、Prime Network Registrarの拡張機能の設定 （108 ペー
ジ） を参照してください。
MAC アドレスと DUID
DHCPv4 標準は、DHCP クライアントにプライマリ デバイス ID としてクライアント ID または
MAC アドレスを使用します。DHCPv6 は新しいプライマリ デバイス ID を導入します。DHCP
固有 ID（DUID）。
DHCPv4 はハードウェア アドレスと、オプションのクライアント ID を使用して、アドレスを
割り当てるためのクライアントを特定します。DHCPv6 は基本的に同じスキームに従います
が、クライアント ID は必須であり、ハードウェア アドレスとクライアント ID を 1 個の固有
クライアント ID に統合します。
DHCPv6 のクライアント ID は以下で構成されています。
• DUID：クライアント システムを特定します（DHCPv4 としてインターフェイスだけでは
なく）。
• アイデンティティ アソシエーション識別子（IAID）：システムにインターフェイスを特
定します。RFC 3315 の説明に従って、アイデンティティ アソシエーションはサーバとク
ライアントが、IPv6 アドレスに関連する設定を特定し、グループ化し、管理するために使
用される方法です。
各 DHCPv6 クライアントおよびサーバには DUID があります。DHCP サーバは DUID を使用し
てクライアントを特定し、設定情報とクライアントによる IA のアソシエーションを選択しま
す。DHCP クライアントは、サーバが識別する必要があるメッセージで DUID を使用してサー
バを特定します。

設定の生成と処理
プライム ケーブル プロビジョニングの導入でデバイスがアクティブになると、プライム ケー
ブル プロビジョニング サーバとの接続を開始します。接続が確立されると、デバイスに関連
付けられている設定テンプレートに基づいてデバイスの事前設定されたポリシーは、DPE のプ
ロビジョニングとデバイスの管理を決定します。デバイスの正規のプロビジョニング情報は、
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デバイス設定として RDU から DPE に転送されます。DPE はデバイス設定をキャッシュし、デ
バイスからのサービス要求を使用します。
デバイス設定には、次のような顧客が必要とするプロビジョニング情報を含めることができま
す。
• DHCP IP アドレスの選択
• 帯域幅
• [Data rates]
• フロー制御
• 通信速度
• サービス レベル（サービス クラスとも呼ばれる）
設定には ID（MAC アドレスまたはファイル名）と設定が生成されるたびにリビジョン番号が
含まれています。
RDU は次の場合にデバイスの設定を再生成します。
• デバイスのサービス クラスの変更など特定のプロビジョニング API コールが行われます。
• 設定の検証が失敗します。例えば、これはデバイスから DHCP 要求の特定パラメータが、
最初の要求パラメータから変更される場合に発生します。
RDU がデバイスの設定を再生成するたびに、更新された設定は適切な DPE に転送されキャッ
シュされます。
このセクションでは、これらの関連鶴概要を説明しています。
• Static Files versus Dynamic Files
• Property Hierarchy
• テンプレートおよびプロパティ階層
• カスタム プロパティ

Static Files versus Dynamic Files
2 種類の設定ファイルを使用して、プライム ケーブル プロビジョニングのデバイスをプロビ
ジョニングできます。静的ファイルと動的ファイル。
静的設定ファイルを使用する場合、プライム ケーブル プロビジョニング システムに入力しま
す。これらは、設定を生成するためTFTP経由で特定のデバイスに配信されます。プライムケー
ブル プロビジョニングは、他のバイナリ ファイルと同様にこのファイル タイプを処理します。
静的ファイルは、 .cm 拡張子で識別されます。
動的ファイルはテンプレートまたは Groovy スクリプトから生成可能です。テンプレートは特
定のサービス クラスで使用され、動的ファイル生成を提供するとき、DOCSIS、PacketCable、
または CableHome オプションと値を含むテキスト ファイルです。プライムケーブルプロビジョ
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ニングは、DOCSIS、PacketCable、CableHome の設定とテンプレート ファイルをテスト、検
証、表示するのに役立つ設定ファイル ユーティリティが同梱しています。設定ファイル ユー
ティリティの使用の詳細については、テンプレートの設定ファイルユーティリティの使用 （
359 ページ） を参照してください。テンプレートのファイルは、.tmpl 拡張子で識別されます。
動的プロビジョニングと静的プロビジョニングの概要については、スタティックとダイナミッ
クの比較 （68 ページ） を参照してください。

Property Hierarchy
プライム ケーブル プロビジョニングのプロパティは、API 経由でプライム ケーブル プロビ
ジョニングのデータにアクセスし保存する方法を提供します。事前プロビジョニング、検出、
ステータス データは、API 経由で対応するオブジェクトのプロパティで取得可能です。プロパ
ティは適切な粒度レベルでプライム ケーブル プロビジョニングの設定が可能です（システム
レベルからデバイス グループおよび個別デバイス）。
デバイス：関連プロパティは、プライム ケーブル プロビジョニング プロパティ階層で承認可
能なポイントで定義可能です。任意のレベルのプロパティを割り当てることができるかどうか
の詳細は、API Javadoc を参照してください。
プライム ケーブル プロビジョニング プロパティ階層では、個々のデバイスやデバイスのグルー
プのプロパティを定義する柔軟性を提供します。次の順序で検出されるまで、プロパティはデ
バイスとその関連付けられているオブジェクト上で検索されます。
1.

デバイスの登録済みプロパティ：API または管理者ユーザー インターフェイス経由で設定
されているプロパティを指定します。

2.

デバイスの選択プロパティ：サービス レベル選択プロセスに従って、デバイスのレコード
に保存されているプロパティを指定します。

3.

グループ：デバイスが関連するグループのプロパティを指定します。

4.

デバイス検出プロパティ：デバイス検出プロセスに従って、デバイスのレコードに保存さ
れているプロパティを指定します。

5.

プロビジョニング グループ：デバイスのプロビジョニング グループのプロパティを指定
します。

6.

サービス クラス：デバイスのサービス クラスで設定されているプロパティを指定します。
サービス レベル選択プロセスがデバイスに選択したサービス クラスを決定する場合、そ
のオブジェクトからのプロパティが使用されます。そうしないと、API または管理者ユー
ザー インターフェイス経由で、デバイスに設定されている登録済みサービス クラスから
プロパティが検出されます。

7.

DHCP 条件：デバイスの DHCP 条件で設定されているプロパティを指定します。サービス
レベル選択プロセスがデバイスに選択した DHCP 条件を決定する場合、そのオブジェクト
からのプロパティが使用されます。そうしないと、API または管理者ユーザー インター
フェイス経由で、デバイスに設定されている登録済み DHCP 条件からプロパティが検出さ
れます。
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8.

テクノロジー デフォルト：デバイスのテクノロジー デフォルトに設定されているプロパ
ティを指定します。たとえば、DOCSIS モデム、PacketCable MTA またはコンピュータの
テクノロジー デフォルトです。

9.

システム デフォルト：システム デフォルトに設定されているプロパティを指定します。

テンプレートおよびプロパティ階層
動的に設定を生成することには、デバイス設定ファイル（テンプレートとも呼ばれます）のテ
キスト説明をバイナリ デバイス設定に処理することが含まれます。バイナリ設定ファイルは、
基本的にデバイス設定が含まれている各 type-length-value（TLV）組のリストです。結果のバイ
ナリ設定は、デバイスに TFTP 経由で転送されます。
動的設定の生成は、マクロ機能を使用して柔軟性を強化します。マクロにより、プライム ケー
ブル プロビジョニング プロパティ階層から値をテンプレートに代入できます。この代入は、
次のように一般的に上書きされる値に使用されます。
• ダウンストリームまたはアップストリーム帯域幅のしきい値
• ケーブル モデムの背後にあるデバイス数
この方法で、 プライム ケーブル プロビジョニングは単一テンプレートを使用して、いくつか
のテンプレートから任意の数のデバイスに設定を生成します。

スクリプトおよびプロパティ階層
Groovy スクリプトによる動的設定ファイル生成は、テンプレートベース ファイル生成で機能
性を向上させます。
動的設定をサポートするため、Groovy スクリプトは API を介してランタイム時にデバイス検
出データを使用します。Groovy スクリプトに送信されるバインドを使用して、変数をプライ
ム ケーブル プロビジョニン プロパティ階層からの値に置換できます。
テンプレートと同様に、プライム ケーブル プロビジョニングはスクリプトを使用して、任意
の数のデバイス設定を生成します。

カスタム プロパティ
プライム ケーブル プロビジョニングにより、API を通してオブジェクトに保存可能な RDU 内
で、新しいプロパティを定義できます。これらのプロパティでは、テンプレートに値の代入が
可能です。
カスタム プロパティは RDU で定義された変数名であり、スペースを含めることはできませ
ん。
カスタム プロパティを作成する方法の詳細については、カスタム プロパティの設定 （204 ペー
ジ） を参照してください。
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プライム ケーブル のデバイス導入
プライム ケーブル プロビジョニング導入はプロビジョニング グループに分割されており、各
プロビジョニング グループはデバイスのサブネットにのみを担当しています。プロビジョニン
グ グループにより提供されているすべてのサービスは、耐障害性を提供するために実装されて
います（プロビジョニング グループ （67 ページ） を参照）。
プライム ケーブル プロビジョニングには 2 つのデバイスの導入オプションがあります。
• プロビジョニング済み：RDU はさまざまなデバイス タイプの設定とルールで入力されま
す。デバイス レコードが RDU に追加されるとき、デバイス タイプに固有の設定にマッピ
ングします。
• 自己プロビジョニング：デバイス レコードが RDU に追加される前に、デバイスは最初に
プロビジョニング グループに接続します。しかし、事前プロビジョニング ルールがデバ
イスの設定を決定します。

CPE 登録モード
登録モードでは、サービス プロバイダがサブスクライバとのインタラクションの数を制御でき
ます。登録済みデバイスについては、サービス プロバイダによりデバイスへの変更を処理する
準備が必要です。背後にある未登録コンピュータに 100 のケーブル モデムを登録することと、
100 のケーブル モデムを登録することには大きな違いがあります。それぞれには、背後に多数
の登録済みコンピュータが存在する可能性があります。そのため、サービス プロバイダは標
準、混合、ローミング、および混合モードを慎重に選択する必要があります。

標準モード
標準モード（固定モードとも呼ばれる）で動作時にコンピュータが登録され、正しいケーブル
モデムの背後にある場合、登録済みのアクセスを受信します。ただし、別のケーブル モデムの
背後に移動しても、新しいアクセスを受信します。

無差別モード
無差別モードで使用する場合、DOCSIS モデムのみが登録されています。DHCP サーバは、別
のデバイスの背後にある動作しているデバイス リース情報を保持します。登録済みデバイスの
背後に指定したすべてのデバイス タイプは、ネットワーク アクセスを受信します。

ローミング モード
ローミング モードで動作している場合、登録済みデバイスは他の登録済みデバイスの背後にあ
る割り当てられたサービスを受信します。たとえば、このモードはラップトップを使用して、
ある場所から別の場所に移動し、複数のケーブル モデムからサービスを取得することを許可し
ます。
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混合モード
混合モードで動作する場合、すべてのモードは単一の導入でいつでも使用できます（異なるデ
バイスを使用して）。

CPE プロビジョニング フロー
このセクションでは、デバイスのプロビジョニング ワークフローについて説明します。
• 初期設定ワークフロー
• Configuration Update Workflow

初期設定ワークフロー
このセクションでは、デバイスが最初にインストールされており起動するときのブート設定
ワークフローについて説明します。ワークフローは、導入および登録モードに応じて異なり、
次が含まれます。
• プロビジョニング済みデバイス ワークフロー
• Self-Provisioned Device Workflow
プロビジョニング済みデバイス ワークフロー
このセクションでは、事前プロビジョニングされたデバイスのワークフローについて説明しま
す。次の図は、一般的な初期設定ワークフローを示します。
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図 18 : デバイスの初期設定ワークフロー：事前プロビジョニング モード

1.

（注）

事前設定 CPE には、API を介したプライム ケーブルの MAC アドレス、サービスクラスなどデ
バイス情報の入力を含みます。事前プロビジョニング モードで、このタスクはネットワーク上
でデバイスが起動する前に発生し、自己プロビジョニング中の場合デバイスがネットワーク上
で起動した後に発生します。
2.

（注）

プライム ケーブル プロビジョニング API から、RDU はさまざまなタイプのデバイスに対
して仕様で定義された設定およびルールで入力されます。デバイスが事前設定されサービ
ス クラスに関連付けられ、RDU データベースに事前登録されます。

デバイスがブートしたときに、プロビジョニングのグループを検出し、プロビジョニング
のグループで Dpe とそのなされてフローが開始されます。ケーブル モデム終端システム
（CMTS）は、DHCP サーバへのブロードキャスト トラフィックをリレーします。DHCP
サーバか Network Registrar DHCP サーバ上のプライム ケーブル プロビジョニング拡張であ
り、DPE から設定を要求します。

ローミング モードを使用してデバイスを新しいプロビジョニング グループにローミングする
とき、所属する使用済みのプロビジョニング グループから古い設定を削除する場合を除き、同
様のフローを使用します。
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3.

デバイス要求を受信する上で DPE は、デバイスの設定のキャッシュを検索します。デバイ
スが以前プロビジョニング グループに接続していなかったため、設定が見つかりません。
プロビジョニング グループの Network Registrar 拡張は、デバイスの設定を生成するように
RDU に要求します。
RDU が要求を処理する時間に応じて、プロビジョニング グループはデバイス要求に応答
しない場合があります。

4.

RDU がデバイスに適切な設定を生成します。デバイス設定により、DHCP 検出などのさま
ざまな CPE プロトコル イベントに対する DPE 応答を指示します。

5.

デバイス設定は、DPE に転送されキャッシュされます。現在、DPE はデバイスは RDU か
ら自律して連続する CPE プロトコル インタラクションを処理するようにプログラミング
されています。デバイスがネットワークに追加され設定がデバイスに生成されると、デバ
イスを起動することで DPE が事前登録されたデバイスとインタラクションを開始できま
す。

6.

デバイスとインタラクション中に、追加情報が検出され RDU に転送されます。この場合、
RDU は新規設定を生成し、すべての DPE に転送します。

Self-Provisioned Device Workflow
このセクションでは、自己プロビジョニングされたデバイスのワークフローについて説明しま
す。次の図では、共通の初期設定ワークフローを示します。
図 19 : デバイスの初期設定ワークフロー：自己プロビジョニング モード
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1.

（注）

事前設定 CPE には、API を介したプライム ケーブルの MAC アドレス、サービスクラスなどデ
バイス情報の入力を含みます。自己プロビジョニング モードで、デバイスがネットワークで起
動後にこのタスクが発生します。
2.

（注）

プライム ケーブル プロビジョニング API から、RDU はさまざまなタイプのデバイスに対
して仕様で定義された設定およびルールで入力されます。

デバイスが起動したら、プロビジョニング グループを検索し、プロビジョニング グルー
プで DPE で自動プロビジョニング フローを開始します。ケーブル モデム終端システム
（CMTS）は、DHCP サーバへのブロードキャスト トラフィックをリレーします。DHCP
サーバか Network Registrar DHCP サーバ上のプライム ケーブル プロビジョニング拡張であ
り、DPE から設定を要求します。

ローミング モードを使用してデバイスを新しいプロビジョニング グループにローミングする
とき、所属する使用済みのプロビジョニング グループから古い設定を削除する場合を除き、同
様のフローを使用します。
3.

デバイス要求を受信する上で DPE は、デバイスの設定のキャッシュを検索します。デバイ
スが以前プロビジョニング グループに接続していなかったため、設定が見つかりません。
プロビジョニング グループの Network Registrar 拡張は、デバイスの設定を生成するように
RDU に要求します。
RDU が要求を処理する時間に応じて、プロビジョニング グループはデバイス要求に応答
しない場合があります。

4.

RDU がデバイスに適切な設定を生成します。結果の設定は、DHCP 検出などのさまざまな
CPE プロトコル イベントに対する DPE 応答を指示します。

5.

デバイス設定は、DPE に転送されキャッシュされます。現在、DPE はデバイスは RDU か
ら自律して連続する CPE プロトコル インタラクションを処理するようにプログラミング
されています。デバイスがネットワークに追加され設定がデバイスに生成されると、デバ
イスを起動することで DPE が事前登録されたデバイスとインタラクションを開始できま
す。

6.

デバイスとインタラクション中に、追加情報が検出され RDU に転送されます。この場合、
RDU は新規設定を生成し、すべての DPE に転送します。

Configuration Update Workflow
このセクションでは、デバイス設定を更新する場合のワークフローについて説明します。
次の図は、以前に設定されたデバイスの設定を変更する場合の一般的な設定ワークフローを示
しています。
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図 20 : デバイス設定の更新のワークフロー

1.

プライム ケーブル プロビジョニング API から、RDU でデバイス設定が更新されます。

2.

RDU はデバイスの設定を生成し、デバイスが属するプロビジョニング グループで DPE に
提供します。

3.

DPE は新しい設定をキャッシュします。

4.

RDU はデバイスに新しい設定を転送する DPE を指示します。

5.

RDU はモデムまたは MTA の SNMP 設定を行うと、デバイスが再起動します。

CM 背後にある CPE 数の制限
プロパティ /rdu/log/cpeCountOnUpdate/enable を通してケーブル モデムの背後にある CPE エディ
ションに警告を提供するだけではなく、プロパティ /rdu/cpe/restrict/enable を使用して、ケーブ
ル モデムの背後にある CPE の追加を制限することができます。Rdu.properties の
/rdu/log/cpe/threshold を使用してデバイス カウントしきい値を設定することができ、割り当て
られたしきい値を超えて、プロパティ /rdu/cpe/restrict/enable は CPE の追加を制限します。こ
れらのプロパティを追加した後に、RDU を再起動する必要があります。
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表 69 :

プロパティ

説明

制限プロパティのみが追加される場合

しきい値を超えるデバイスは CM の背後に追
加が許可されず、BATCH_ERROR は rdu.log
に追加されます。

/rdu/cpe/restrict/enable =true
/rdu/log/cpe/threshold = <integer>

例： /rdu/log/cpe/threshold = 3
警告プロパティのみが追加される場合：
/rdu/log/cpeCountOnUpdate/enable =true
/rdu/log/cpe/threshold=<integer>

デバイスは CM の背後に追加されますが、
BATCH_WARNING は rdu.log に追加されま
す。

例：/rdu/log/cpe/threshold = 2
/rdu/log/cpeCountOnUpdate /enable =true
/rdu/cpe/restrict/enable =true
/rdu/log/cpe/threshold=<integer>

しきい値に達する場合 BATCH_ERROR が追
加され、デバイスがしきい値を超えて追加さ
れる場合 BATCH_WARNING が追加されま
す。

例：/rdu/log/cpe/threshold = 3
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章

Admin UI を使用したサーバのモニタリング
この章では、プライム ケーブル プロビジョニング展開の RDU および DPE サーバのパフォー
マンスをモニタする方法について説明します。これらのサーバは、中央 RDU サーバおよび
DPE サーバです。
次からサーバの統計情報を確認することができます。
• Admin UI を使用したサーバのモニタリング （409 ページ）

Admin UI を使用したサーバのモニタリング
この章では、プライム ケーブル プロビジョニング展開の RDU および DPE サーバのパフォー
マンスをモニタする方法について説明します。これらのサーバは、中央 RDU サーバおよび
DPE サーバです。
次からサーバの統計情報を確認することができます。

Admin UI の使用
Admin UI で使用可能なサーバ統計を表示するには？
1.

[Server] をクリックします。
オプションの取得：デバイス プロビジョニング エンジン、Network Registrar DHCP、プロ
ビジョニング グループ、地域の配信ユニット。

2.

次のように操作します。
• 現在プライム ケーブル プロビジョニングで登録されているすべての DPE をモニタす
るデバイス プロビジョニング。
• RDU に登録されているすべての Network Registrar 拡張ポイントすべてをモニタする
Network Registrar DHCP。
• 現在のすべてのプロビジョニング グループをモニタするプロビジョニング グループ。
• 地域配信 ユニット（RDU）ステータスおよび統計情報を表示する地域配信ユニット。
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このセクションでは、プライム ケーブル プロビジョニング サーバ ページを説明しています。
• Monitoring RDU
• プロビジョニング グループのモニタリング
• DPE のモニタリング
• CPNR 拡張ポイントのモニタリング

Monitoring RDU
RDU オプションでは、サーバ メニュー（[Servers（サーバ）] > [Regional Distribution Unit（地
域配信ユニット）]）から次の表の説明に従って RDU の詳細が表示されます。
表 70 : 地域配信ユニットの詳細の表示ページ

フィールドまたはボタン

説明

地域配信ユニットの詳細
ホスト名

RDU を実行しているシステムのホスト名を特
定します。

ポート

DPE から接続のための RDU リスニング ポー
ト番号を特定します。デフォルト ポート番号
は 49187 ですが、RDU インストール時にさま
ざまなポート番号を選択することができます。

SSL Port

セキュア ソケット レイヤ（SSL）通信に使用
されるポート番号を識別します。

セキュアな通信

RDU および他のサーバ間の通信が、暗号化と
復号化のため共有秘密鍵を使用している場合
特定します。

非セキュア通信

RDU および他のサーバ間の通信が、暗号化と
復号化のため共有秘密鍵を使用している場合
特定します。

IP アドレス

RDU に割り当てられた IP アドレスを特定しま
す。

プロパティ

RDU 用に設定されたプロパティを特定しま
す。

バージョン

現在使用中の RDU ソフトウェアのバージョン
を指定します。

UpTime

ダウンタイムの最後の時間から、RDU が動作
する合計時間を指定します。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
410

プライム ケーブル プロビジョニングのモニタリング
Monitoring RDU

フィールドまたはボタン

説明

状態

RDU が要求に応答する準備ができているかど
うかを特定します。管理者ユーザー インター
フェイスに表示されている唯一の状態は、
Ready です。

PACE 統計
バッチ処理

最後の RDU が起動してから、処理された各
バッチ数を特定します。

成功したバッチ

最後の RDU が起動してから、正常に処理され
た各バッチ数を特定します。

ドロップしたバッチ

最後の RDU が起動してから、ドロップした各
バッチ数を特定します。

失敗したバッチ

最後の RDU が起動してから、処理に失敗した
各バッチ数を特定します。

平均処理時間（Average Processing Time）

RDU がビジー状態の場合キューでの処理時間
を除くバッチの処理かかる平均時間（ミリ秒）
を特定します。

平均バッチ処理時間

RDU がビジー状態の場合キューでの処理時間
を含むバッチの処理かかる平均時間（ミリ秒）
を特定します。

ログ ファイル
RDU ログ ファイル

[View Details（詳細の表示）] アイコン機能を
クリックすると、rdu.log ファイルの詳細を提
供する [View Log File Contents（ログ ファイル
コンテンツの表示）] を表示します。

監査ログ ファイル

[View Details（詳細の表示）] アイコン機能を
クリックすると、audit.log ファイルの詳細を
提供する [View Log File Contents（ログ ファイ
ル コンテンツの表示）] を表示します。

デバイスの統計情報
（注）

[Device Statistics（デバイスの統計情報）] セクションでは、適切なデバイスが存在
する場合にのみ表示されます。
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フィールドまたはボタン

説明
RDU データベース内のデバイスの数を示しま
す。この領域に表示される情報は、ライセン
スを取得し設定されたテクノロジーによって
異なります。これらのデバイスには次を含め
ることができます。
• DOCSIS モデム
• コンピュータ
• PacketCable
• CableHome WAN データ/WAN-MAN デバ
イス
• STB
• eRouter
• RPD

（注）

JAR ファイルをインストールする場合、デバイス統計セクションの後にインストー
ルされている拡張 JAR ファイルとロードの拡張クラス ファイルに関する情報が表
示されます。

プロビジョニング グループのモニタリング
プロビジョニング グループの管理ページ (サーバ > プロビジョニング グループ) では、すべて
の現在のプロビジョニング グループをモニタリングすることができます。このリストに表示さ
れる各プロビジョニング グループでは、独自の詳細ページへのリンクです。次の表の説明に
従って、詳細を表示する詳細ページを表示するために、このリンクをクリックします。
表 71 : [プロビジョニング グループの詳細] ページを表示します。

フィールドまたはボタン

説明

プロビジョニング グループの詳細
名前

[プロビジョニング グループの管理] ページか
ら選択されたプロビジョニング グループ名を
特定します。

プライマリ デバイスのプロビジョニング エン このプロビジョニング グループのプライマリ
ジン
である DPE のホスト名を特定します。これ
は、クリックしたときに [デバイス プロビジョ
ニング エンジンの詳細] ページを表示するア
クティブなリンクです。
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フィールドまたはボタン

説明

セカンダリ デバイスのプロビジョニング エン このプロビジョニング グループのセカンダリ
ジン
である DPE のホスト名を特定します。これ
は、クリックしたときに [デバイス プロビジョ
ニング エンジンの詳細] ページを表示するア
クティブなリンクです。
Network Registrar 拡張ポイント

このプロビジョニングのグループに割り当て
られている Network Registrar サーバのホスト
名を特定します。これは、クリックすると、
[Network Registrar の拡張ポイントの詳細の表
示] ページが表示されるアクティブなリンクで
す。

デバイス数

このプロビジョニング グループに所属するデ
バイスの数を指定します。

リース クエリの管理
リース クエリ アドレスの自動設定を有効また
は無効にします。この機能は、デフォルトで
有効になっています。

LeaseQuery AutoConfig

この機能を有効にすると、RDU はプロビジョ
ニングのグループ内の Network Registrar サー
バから IPv4 と IPv6 の両方のアドレス リスト
を設定するとリース クエリの設定を調整しま
す。
この機能を無効にすると、RDU では、Network
Registrar サーバに登録時にリース クエリ設定
が変更されません。
（注）

この機能が無効になっている場合に
のみ、このセクションで後続の
フィールドが表示されます。

設定されている IP アドレス リスト (IPv4)

DHCPv4 リース クエリの要求の送信するため
に RDU が使用するように設定されている
Network Registrar 拡張機能の IPv4 アドレスの
リストを表示します。

設定されている IP アドレス リスト (IPv6)

DHCPv6 リース クエリの要求の送信するため
に RDU が使用するように設定されている
Network Registrar 拡張機能の IPv6 アドレスの
リストを表示します。
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フィールドまたはボタン

説明

機能管理
これらのフィールドを使用して、プロビジョニング グループが備える機能を手動で有効化ま
たは無効にします。フィールドが無効になっている場合は、プロビジョニングのグループが、
特定のデバイス タイプまたは機能をサポートできないことを意味します。デバイスの機能
は、デバイス起動時に RDU で登録されています。プロビジョニング グループ機能を参照し
てください。
このフィールドの値は次のとおりです。
• 有効－サーバが有効になっており、使用するために設定されています。
• 無効－サーバは機能をサポートしますが、使用のために設定されていません。
• 対応していない－サーバは、機能をサポートしていません。プライム ケーブル プロビ
ジョニングにアップグレードして、機能のサポートを有効にする必要があります。
IPv4 - DOCSIS 1.0/1.1

IPv4 モードの背後にある DOCSIS 1.0 および
1.1 のモデムとコンピュータのサポートを有効
または無効にします。この機能をサポートす
るには、プロビジョニング グループで DPE の
TFTPv4 を有効にし、DHCPv4 をサポートする
Network Registrar DHCP サーバを有効にする必
要があります。

IPv4 - DOCSIS 2.0

IPv4 モードですべての DOCSIS 1.0、1.1 のデ
バイス、および DOCSIS 2.0 モデムのサポート
を有効または無効にします。

* IPv4 - DOCSIS 1.0/1.1

DOCSIS 3.0、3.1 モデム IPv4 モードおよびこ
れらのモデムの背後にあるセットトップ ボッ
クスでのサポートを有効または無効にします。
この機能をサポートするには、ことを確認し
ます Cisco BAC 4.2 を実行、プロビジョニング
グループまたは上のすべての Dpe。

PacketCable

IPv4 モードで PacketCable MTA のサポートを
有効または無効にします。この機能をサポー
トするには、プロビジョニング グループで、
すべての DPE と Network Registrars の
PacketCable を有効にする必要があります。

IPv4 - CableHome

IPv4 モードでのホームのネットワーク デバイ
スのサポートを有効または無効にします。
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フィールドまたはボタン

説明

* IPv4 - ERouter 1.0

IPv4 モードで eRouter デバイスのサポートを
有効または無効にします。この機能をサポー
トするには、プロビジョニング グループ内の
すべての DPE と Network Registrar の eRouter
を有効にする必要があります。

IPv4 - RPD

IPv4 モードで RPD デバイスのサポートを有効
または無効にします。この機能をサポートす
るには、プロビジョニング グループ内のすべ
ての DPE と Network Registrar の RPD を有効に
する必要があります。

IPv6 - DOCSIS 1.0/1.1

DOCSIS 3.0、3.1 モデム IPv6 モードおよびこ
れらのモデムの背後にあるセットトップ ボッ
クスでのサポートを有効または無効にします。
この機能をサポートするには、プロビジョニ
ング グループで DPE の TFTPv6 を有効にし、
DHCPv6 をサポートする Network Registrar
DHCP サーバを有効にする必要があります。

IPv6 - PacketCable 2.0

IPv6 モードで PacketCable のサポートを有効ま
たは無効にします。この機能をサポートする
には、プロビジョニング グループで、すべて
の DPE と Network Registrars の PacketCable を
有効にする必要があります。
IPv6 - DOCSIS 3.0 フィールド (IPv6 プロビジョ
ニング) が有効になっている場合にのみ、
PacketCable 2.0 のプロビジョニングを有効にす
ることができます。

IPv6 - ERouter 1.0

IPv6 モードで eRouter デバイスのサポートを
有効または無効にします。この機能をサポー
トするには、プロビジョニング グループ内の
すべての DPE と Network Registrar の eRouter
を有効にする必要があります。
DOCSIS 3.0 フィールド (IPv6 プロビジョニン
グ) が有効になっている場合にのみ、eRouter
1.0 のプロビジョニングを有効にすることがで
きます。
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フィールドまたはボタン

説明

IPv6 - RPD

IPv6 モードで RPD デバイスのサポートを有効
または無効にします。この機能をサポートす
るには、プロビジョニング グループ内のすべ
ての DPE と Network Registrar の RPD を有効に
する必要があります。

ダイナミック TFTP 圧縮

このプロビジョニング グループの DPE に対し
てダイナミックの TFTP 圧縮を有効または無
効にします。この機能を有効にする場合、DPE
がキャッシュするダイナミック TFTP ファイ
ルが圧縮され、結果として DPE パフォーマン
スを向上させます。ネットワーク内のほとん
どのデバイスが大きなファイルを使用する場
合、ダイナミック TFTP 圧縮を有効にします。
この機能を使用するためには、プロビジョニ
ング グループのすべての DPE は少なくとも
Cisco BAC 4.1 で実行されることを保証しま
す。

拡張 TFTP 設定ファイル名

プロビジョニングこのグループ内の DPE の拡
張 TFTP 設定ファイル名を有効または無効に
します。この機能を有効にする場合、ダイナ
ミック TFTP ファイル名には、ダイナミック
コンテンツでラベルを付けることができます
(たとえば、COS、ベンダー、発信/モデル、
CPE となど)。これは、ファイル名を定義する
スクリプトを記述する柔軟性を与えます。ダ
イナミック TFTP ファイル名をカスタマイズ
する場合は、この機能を有効にします。
この機能を使用するためには、プロビジョニ
ング グループのすべての DPE は、少なくとも
Cisco BAC 4.2 以上で実行されることを保証し
ます。
拡張 TFTP ファイル名の詳細については。動
的 TFTP ファイル命名規則 （328 ページ） を
参照してください。
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説明

拡張機能を使用したダイナミック TFTP 設定
ファイル名

プロビジョニング グループ内の DPE の拡張機
能を使用して、ダイナミック TFTP 設定ファ
イル名を有効または無効にします。この機能
を有効にすると、ダイナミック TFTP ファイ
ル名には拡張機能により設定されたダイナミッ
クコンテンツによりラベルを付けることがで
きます。この機能を使用するためには、プロ
ビジョニング グループのすべての DPE は、少
なくともプライム ケーブル プロビジョニング
以上で実行されることを保証します。
ダイナミック TFTP 設定 6.1.2 ファイル名の詳
細については、「拡張機能を通じたダイナミッ
ク TFTP ファイル名の指定の 272 ページ」を
参照してください。

リモート SNMP リセット

DPE を通じたデバイス SNMP のリセットのサ
ポートを有効または無効にします。この機能
を使用するためには、プロビジョニンググルー
プのすべての DPE は、少なくともプライム
ケーブル プロビジョニング以上を実行するこ
とを保証します。

リモートの SNMP リセットでの DPE の除外

リモート SNMP リセットが有効になっている
場合は、デバイスの SNMP のリセットから除
外されている DPE を特定します。

セキュリティ ドメイン

インスタンス レベルのアクセス制御が有効に
なっている場合は、プロビジョニング グルー
プに割り当てられている RBAC ドメインを特
定します。

DPE のモニタリング
デバイスのプロビジョニング エンジンの管理ページ ([サーバ] > [デバイスのプロビジョニング
エンジン]) では、現在、プライム ケーブル プロビジョニングデータベースで登録されている
すべての DPE のリストを監視できます。このページに表示される各 DPE 名は、その DPE の詳
細を表示するもう 1 つのページへのリンクです。DPE リンクをクリックすると、内容が次の表
で説明されている詳細に類似する詳細ページが表示されます。

（注）

RDU では、DPE が RDU に連絡する DPE インターフェイスで逆 DNS ルックアップを実行し
て、Network Registrar 拡張機能の名前と DPE を決めます。
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表 72 : デバイスのプロビジョニング エンジンの詳細ページの表示

フィールドまたはボタン

説明

デバイスのプロビジョニング エンジンの詳細
ホスト名

DPE ホスト名を識別します。

ポート

DPE が、RDU への接続を確立する DPE ポー
ト番号を識別します。

IP アドレス

DPE の IP アドレスを特定します。

Primary Provisioning Group(s)

選択した DPE が属しているプライマリ プロビ
ジョニンググループを示します。このアクティ
ブなリンクをクリックすると、そのプロビジョ
ニング グループのプロビジョニング グループ
の詳細ページが表示されます。

Secondary Provisioning Group(s)

選択した DPE が属するセカンダリ プロビジョ
ニング グループを特定します (この DPE がセ
カンダリ プロビジョニング グループに属する
場合)。これはアクティブ リンクであり、ク
リックするとプロビジョニング グループのプ
ロビジョニング グループの詳細ページを表示
します。

プロパティ

DPE用に設定されたプロパティを識別します。

バージョン

現在使用中の DPE ソフトウェアのバージョン
を識別します。

UpTime

最後の起動以降、DPEが動作している合計の
期間を指定します。
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フィールドまたはボタン

説明

状態

DPE が動作できるか特定します。これらの状
態には次が含まれます。
• 登録中
• 初期化中
• 同期中
• レディー
• オフライン
各状態の詳細は、 DPE-RDU 同期を参照
してください。
（注）

このフィールドがオフラインを
読み取る場合、それ以降の
Uptime フィールドからの詳細は
表示されません。DPE はオフラ
インを除くすべての状態でサー
ビスの要求に対して準備されて
います。

RDU とのセキュア通信

RDU とのセキュア通信が有効か無効かどうか
を特定します。

セキュリティ ドメイン

インスタンス レベルのアクセス制御が有効に
なっている場合に、DPE に割り当てられてい
る RBAC ドメインを識別します。

プロトコル サービス
このセクションは、DPE の TFTP、ToD プロトコルのステータスを指定します。
TFTPv4

TFTPv4 が DPE で有効または無効になってい
るかどうかを指定します。

TFTPv6

TFTPv6 が DPE で有効または無効になってい
るかどうかを指定します。

TODv4

ToDv4 が 有効になっているまたはを搭載無効
になっているかどうかを指定します。

TODv6

ToDv6 が 有効になっているまたはを搭載無効
になっているかどうかを指定します。
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フィールドまたはボタン

説明

登録済みの機能
このセクションでは、このプロビジョニング グループ内のすべての DPE が、RDU に登録さ
れている機能を指定します。
IPv4 - DOCSIS 1.0/1.1

DOCSIS 1.0 と 1.1 のバージョンが IPv4 モード
では、この DPE で有効になっているかどうか
を特定します。

IPv4 - DOCSIS 2.0

DOCSIS 2.0 バージョンが IPv4 モードでは、こ
の DPE で有効になっているかどうかを特定し
ます。

* IPv4 - DOCSIS 1.0/1.1

DOCSIS 3.0 および 3.1 バージョンは IPv4 モー
ドで、この DPE で有効になっているかどうか
を特定します。

PacketCable

IPv4 モードで、この DPE で PacketCable 音声
テクノロジーが有効になっているかどうかを
特定します。

* IPv4 - CableHome

この DPE IPv4 モードでのホーム ネットワーク
テクノロジーが有効になっているかどうかを
特定します。

IPv4 - ERouter 1.0

IPv4 モードでは、この DPE で eRouter 1.0 が有
効になっているかどうかを特定します。

IPv4 - RPD

この DPE IPv4 モードで、RPD が有効になって
いるかどうかを特定します。

IPv6 - DOCSIS 1.0/1.1

DOCSIS 3.0 および 3.1 バージョンは IPv6 モー
ドで、この DPE で有効になっているかどうか
を特定します。

IPv6 - PacketCable 2.0

IPv6 モードでは、この DPE で PacketCable 音
声テクノロジーが有効になっているかどうか
を特定します。PacketCable 2.0

IPv6 - ERouter 1.0

IPv6 モードでは、この DPE で eRouter 1.0 が有
効になっているかどうかを特定します。

IPv6 - RPD

この DPE IPv6 モードで、RPD が有効になって
いるかどうかを特定します。
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フィールドまたはボタン

説明

ダイナミック TFTP 圧縮

この DPE にダイナミック TFTP 圧縮が有効に
なっているかどうかを特定します。この機能
を有効にすることにより、DPE に保存されて
いるダイナミック設定のサイズを圧縮するこ
とができます。ダイナミック TFTP 設定で使
用されると、この機能は DPE キャッシュのサ
イズを大幅に削減します。
（注）

この機能をサーバ > プロビジョニン
グ グループ()] ページから有効にす
ることができますが、プロビジョニ
ングのグループ内のすべての DPE が
それをサポートするときに限りま
す。詳細については、プロビジョニ
ング グループ機能を参照してくださ
い。

拡張 TFTP 設定ファイル名

この DPE に拡張 TFTP 設定ファイル名が有効
になっているかどうかを特定します。この機
能を有効にする場合、ダイナミック TFTP ファ
イル名には、ダイナミック コンテンツでラベ
ルを付けることができます (たとえば、COS、
ベンダ製造元/モデル、CPE など)。

拡張機能を使用したダイナミック TFTP 設定
ファイル名

この DPE にダイナミック TFTP 設定ファイル
名を使用して拡張機能が有効になっているか
どうかを特定します。この機能を有効にする
と、ダイナミック TFTP ファイル名には拡張
機能により設定されたダイナミックコンテン
ツによりラベルを付けることができます。

Log File
DPE ログ ファイル

機能の詳細の表示アイコンの表示をクリック
すると、[ログ ファイルの内容の表示] ページ
が表示され、dpe.logの詳細が提供されます。

キャッシュ統計
Hits（ヒット数）

最後に、DPE が開始した時以降に発生した
キャッシュのヒット数を示します。

Misses（ミス数）

最後に、DPE が開始した時以降に発生した
キャッシュ ミスの数を示します。
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フィールドまたはボタン

説明

Lease Updates（リース更新数）

更新された IPv4 と IPv6 のリースの数を示しま
す。

Files（ファイル数）

DPE に格納されているキャッシュ ファイルの
数を示します。

Configurations（構成数）

キャッシュに保存されたデバイス構成ファイ
ルの数を特定します。

TFTP 統計情報 v4
Packets Received

選択した DPE で受信された TFTPv4 パケット
の数を示します。

Packets Dropped

DPE のオーバーロードが原因で廃棄された
TFTPv4 パケットの数を示します。

Packets Successful

正常に送信された TFTPv4 パケットの数を示
します。

Packets Failed

伝送中に失敗した TFTPv4 パケットの数を示
します。

TFTP の統計情報 v6
Packets Received

選択した DPE で受信された TFTPv6 パケット
の数を示します。

Packets Dropped

オーバー ロード DPE が原因で廃棄された
TFTPv6 パケットの数を示します。

Packets Successful

正常に送信された TFTPv6 パケットの数を示
します。

Packets Failed

伝送中に失敗しました TFTPv6 パケットの数
を示します。

日の統計情報の時間 v4
Packets Received

選択した DPE で受信された時刻 v4 パケット
の数を示します。

Packets Dropped

オーバー ロードした DPE のために破棄された
Time of Day v4 パケットの数を示します。

Packets Successful

正常に送信された Time of Day v4 パケットの
数を示します。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
422

プライム ケーブル プロビジョニングのモニタリング
DPE のモニタリング

フィールドまたはボタン

説明

Packets Failed

伝送中に失敗した Time of Day v4 パケットの
数を示します。

Time of Day 統計情報 v6
Packets Received

選択した DPE で受信された Time of Day v6 パ
ケットの数を示します。

Packets Dropped

オーバー ロードした DPE のために破棄された
Time of Day v6 パケットの数を示します。

Packets Successful

正常に送信された Time of Day v6 パケットの
数を示します。

Packets Failed

伝送中に失敗した Time of Day v6 パケットの
数を示します。

パケット作成可能な統計情報
SNMP Informs Successful

正常に送信された通知要求の数を示します。

SNMP Sets Successful

正常な SNMP セットの数を示します。

SNMP Configuration Informs Successful

正常にプロビジョニングされたことを示す
PacketCable MTA から受け取った SNMP 通知
の数を示します。

SNMP Configuration Informs Failed

プロビジョニングに失敗したことを示す
PacketCable MTA から受け取った SNMP 通知
の数を示します。

パケット作成可能な MTA 統計情報
MTA AP Requests Received

MTA から DPE が受け取った AP-REQ メッセー
ジの数を指定します。

MTA AP Responses Sent

MTA へ DPE から送信された AP‐REP メッセー
ジの数を指定します。

パケット作成可能な KDC 統計情報
受信した KDC FQDN 要求

DPE に KDC で送信される FQDN REQ メッセー
ジの数を指定します。

KDC FQDN Responses Sent

KDC に DPE で送信される FQDN‐REP メッセー
ジの数を指定します。

設定済みのネットワーク インターフェイス
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フィールドまたはボタン

説明

Provisioning Group Communication

DPE が属するプロビジョニング グループに関
連する詳細を指定します。

IPv4 Provisioning

IPv4 プロビジョニング用に設定されている
DPE インターフェイスの詳細を指定します。
これらの詳細は次のとおりです。
• IPv4 アドレス
• ポート番号
• FQDN
（注）

IPv6 Provisioning

このセクションは、IPv4 プロビ
ジョニングの DPE インターフェ
イスが設定されている場合にの
み表示されます。

IPv6 のプロビジョニング用に設定されている
DPE インターフェイスの詳細を指定します。
これらの詳細は次のとおりです。
• IPv6 アドレス
• ポート番号
• FQDN
（注）

このセクションは、IPv6 プロビ
ジョニングの DPE インターフェ
イスが設定されている場合にの
み表示されます。

CPNR 拡張ポイントのモニタリング
Manage Network Registrar Extension Points ページ（[Servers] > [Network Registrar DHCP]）は、
RDU で登録されているすべての Network Registrar サーバの拡張ポイントを一覧にして、プラ
イム ケーブル プロビジョニングで使用するために設定されます。これらのサーバが起動する
とき、Network Registrar サーバは RDU で自動的に登録します。
このページに表示される各 Network Registrar 拡張ポイントは、その拡張ポイントの詳細を表示
するセカンダリ ページへのリンクです。Network Registrar 拡張ポイント リンクをクリックし
て、次の表で説明されている詳細を表示する詳細ページを表示します。
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表 73 : [View Network Registrar Extension Point Details] ページ

フィールドまたはボタン

説明

Network Registrar 拡張ポイントの詳細
ホスト名

Network Registrar を実行するシステムのホスト
名が表示されます。

IP アドレス

Network Registrar サーバの IP アドレスを特定
します。

プロビジョニング グループ

Network Registrar サーバのプロビジョニング
グループを特定します。これはアクティブ リ
ンクであり、クリックするとプロビジョニン
グ グループの [Provisioning Group Details] ペー
ジを表示します。

プロパティ

Network Registrar サーバに適用されるプロパ
ティを特定します。

バージョン

現在使用中の拡張ポイント ソフトウェアを特
定します。

UpTime

最後の起動以降、Network Registrar 拡張ポイン
トが動作している合計時間を指定します。こ
の時間は、時間、分、および秒で示されます。

状態

DPE が動作できるか特定します。これらの状
態には次が含まれます。
• 登録中（Registering）
• Initializing
• 同期
• Ready
• Offline
各状態の詳細については、『DPE-RDU 同
期』を参照してください。
（注）

このフィールドがオフラインを
読み取る場合、以降の [Uptime]
フィールドからオプションは表
示されません。DPE はオフライ
ン以外の状態のサービス クライ
アント要求に対して準備されま
す。
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説明

RDU とのセキュア通信

RDU とのセキュア通信が有効または無効か特
定します。

セキュリティ ドメイン

インスタンス レベル アクセス制御が有効に
なっている場合、Network Registrar に割り当て
られている RBAC ドメインを特定します。

プロトコル サービス
DHCPv4

DHCPv4 を有効または無効になっているか特
定します。

DHCPv6

DHCPv6 を有効または無効になっているか特
定します。

登録済み機能
* IPv4 - DOCSIS 1.0/1.1

DOCSIS 1.0 および 1.1 バージョンが、Network
Registrar サーバに接続する DPE の IPv4 モード
で有効になっているか特定します。

* IPv4 - DOCSIS 2.0

DOCSIS 2.0 バージョンが、Network Registrar
サーバに接続する DPE の IPv4 モードで有効に
なっているか特定します。

* IPv4 - DOCSIS 1.0/1.1

DOCSIS 3.0 および 3.1 バージョンが、Network
Registrar サーバに接続する DPE の IPv4 モード
で有効になっているか特定します。

PacketCable

PacketCable 音声テクノロジーが、Network
Registrar サーバに接続する DPE の IPv4 モード
で有効になっているか特定します。

* IPv4 - CableHome

ホーム ネットワーキング テクノロジーが、
Network Registrar サーバに接続する DPE の IPv4
モードで有効になっているか特定します。

* IPv4 - ERouter 1.0

eRouter 1.0 が、Network Registrar サーバに接続
する DPE の IPv4 モードで有効になっているか
特定します。

IPv4 - RPD

RPD が、Network Registrar サーバに接続する
DPE の IPv4 モードで有効になっているか特定
します。
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説明

IPv6 - DOCSIS 1.0/1.1

DOCSIS 3.0 および 3.1 バージョンが、Network
Registrar サーバに接続する DPE の IPv6 モード
で有効になっているか特定します。

IPv6 - PacketCable 2.0

PacketCable 音声テクノロジーが、Network
Registrar サーバに接続する DPE の IPv6 モード
で有効になっているか特定します。

IPv6 - ERouter 1.0

eRouter 1.0 が、Network Registrar サーバに接続
する DPE の IPv6 モードで有効になっているか
特定します。

IPv6 - RPD

RPD が、Network Registrar サーバに接続する
DPE の IPv6 モードで有効になっているか特定
します。

Network Registrar 拡張ポイント統計情報
受信したパケット

受信したDHCPv4パケットの数を特定します。

無視された DHCPv4 パケット

無視された DHCPv4 パケットの数を特定しま
す。

ドロップした DHCPv4 パケット

ドロップした DHCPv4 パケットの数を特定し
ます。

DHCPv4 パケットの成功

正常に転送された DHCPv4 パケットの数を特
定します。

失敗した DHCPv4 パケット

転送に失敗した DHCPv4 パケットの数を特定
します。

受信した DHCPv6 パケット

受信されたDHCPv6パケットの数を示します。

無視された DHCPv6 パケット

無視された DHCPv6 パケットの数を特定しま
す。

ドロップした DHCPv6 パケット

ドロップした DHCPv6 パケットの数を特定し
ます。

DHCPv6 パケットの成功

正常に転送された DHCPv6 パケットの数を特
定します。

失敗した DHCPv6 パケット

転送に失敗した DHCPv6 パケットの数を特定
します。
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フィールドまたはボタン

説明

デバイス プロビジョニング エンジンの詳細
（注）

各 DPE Network Registrar サーバに接続するために、次のフィールドが表示されま
す。

DPE

DPE の IP アドレスを特定します。

ポート

DPE が RDU への接続を確立するポート番号を
特定します。

タイプ

この DPE がプライマリまたはセカンダリ DPE
であるか特定します。

Status（ステータス）

DPE が動作可能か特定します。

DPE CLI の使用
DPE サーバのステータスをモニタするには、show dpe コマンドを実行して、DPE が実行され
ているか確認し、プロセスの状態と実行されている場合はそのオペレーションの統計情報を表
示します。

（注）

このコマンドでは DPE が正常に実行されているかは示しておらず、プロセス自体が現在実行
されていることのみ示します。ただし、DPE を実行しているとき、DPE が正常に要求を処理
しているかどうか判断するため、このコマンドを出力する統計情報を使用できます。
dpe 出力の表示
この結果は、DPE が実行されると発生します。
dpe# show dpe
BAC Agent is running
Process dpe is running
Version BAC 4.2 (SOL_CBAC4_0_L_000000000000).
Caching 1 device configs and 1 external files.
0 sessions succeed and 0 sessions failed.
0 file requests succeed and 0 file requests failed.
0 immediate proxy operations received: 0 succeed, and 0 failed.
Connection status is Ready.
Running for 4 hours 30 mins 16 secs.

この結果は、DPE が実行されていないときに発生します。
dpe_host# show dpe
BAC Agent is running
Process dpe is not running
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（注）

詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイドを参照
してください。
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SNMP を使用したサーバのモニタリング
プライム ケーブル プロビジョニングは、SNMP を経由してサーバの管理をサポートします。
具体的には、プライム ケーブル プロビジョニング サーバの状態、ライセンス使用の情報、サー
バの接続、およびサーバ固有の統計情報をモニタするために、SNMP ベース管理システムを使
用できます。
• SNMP エージェント （431 ページ）
• Using snmpAgentCfgUtil.sh Tool （434 ページ）

SNMP エージェント
プライム ケーブル プロビジョニング RDU の基本 SNMP v2 ベース モニタリングと DPE サーバ
を提供します。プライム ケーブル プロビジョニング SNMP エージェントのサポートとトラッ
プ、SNMP に知らせに通知がまとめてと呼ばれます。snmp-server CLI コマンドを使用して DPE
上で、また、SNMP 設定コマンド ライン ツールを使用して RDU 上で、SNMP エージェントを
設定できます。
SNMP の設定コマンド ライン ツールの詳細については、Using snmpAgentCfgUtil.sh Toolを参照
してください。DPE CLI の詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2
リファレンス ガイドを参照してください。
MIB サポート
プライム ケーブル プロビジョニング 複数の異なる MIB をサポートしています。次の表は、そ
れぞれの プライム ケーブル プロビジョニングコンポーネントに MIB サポートを要約します。
表 74 : プライム ケーブル プロビジョニングサポート対象 MIB

コンポーネント

サポート対象 MIB

DPE

CISCO-BACC-SERVER-MIB
CISCO-BACC-DPE-MIB
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コンポーネント

サポート対象 MIB

RDU

CISCO-BACC-SERVER-MIB
CISCO-BACC-RDU-MIB

SNMP エージェントは、CISCO-BACC-SERVER-MIB をサポートします。この MIB 定義上のす
べてのサーバに共通するマネージ オブジェクトプライム ケーブル プロビジョニング。この
MIB は、複数のモニタリングをサポートするプライム ケーブル プロビジョニングサーバ、同
一のデバイスにインストールされているとします。サーバの状態の変更が発生するたびに、
ciscoBaccServerStateChanged 通知が生成されます。
RDU SNMP エージェントは、CISCO-BACC-RDU-MIB をサポートし、RDU の管理対象オブジェ
クトを定義します。この MIB は、RDU の状態に関連した統計情報を定義し、RDU と DPE 間
および RDU と Network Registrar の間の通信インターフェイスの統計情報を定義します。
SNMP エージェントは、RDU サーバが開始、シャットダウン または失敗したことを通知する
か、終了ステータスの変更があることを通知する cnaHealthNotif トラップを生成します。
DPE SNMP エージェントは、DPE にインストールされているコンポーネントの管理対象オブ
ジェクトを定義する CISCO-BACC-DPE-MIB をサポートします。DPE device configurations(デバ
イス構成、デバイス設定) およびコンフィギュレーション ファイルのローカル キャッシュを管
理するすべてのサポート対象デバイスで使用されている。この MIB は、TFTP および ToD サー
バのエントリを含む基本的な DPE 構成および統計情報を提供します。
SNMP エージェントはまた、Cisco NMS アプリケーション ヘルス ステータスの通知と関連オ
ブジェクトを定義する CISCO-NMS-APPL-HEALTH-MIB もサポートします。これらの通知は、
NMS アプリケーションのステータスに関して通知するために OSS/NMS に宗さんされます。こ
れには、アプリケーションの開始済み、停止、失敗、ビジー、または異常終了を含みます。デ
フォルト MI は、MIB II です。

（注）

すべてのオブジェクトの説明の場合、 BPR_HOME/rdu/mibディレクトリに対応する MIB ファ
イルを参照してください。
次の表は、 プライム ケーブル プロビジョニング RDU SNMP トラップをリストします。
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表 75 : プライム ケーブル プロビジョニング RDU SNMP トラップ

MIB

トラップ名

[Trap OID]

サブ タイプ
Varbind OID

CISCO BAC

ciscoBaccRdu

.1.3.6.1.4.

C-RDU-MIB

LicenseLimit

1.9.9.353.

.1.3.6.1.4.1.9.9.353.1. [Technologyname] ライセンスの対
応する技術の名
1.2.1.2.(1-n)
前を示します。
(LicenseName)
たとえば、
DOCSIS、
PacketCable な
どです。

0.0

サブタイプ
Varbind 値

.1.3.6.1.4.1.9.9.353.1. 0. 4294967295
1.2.1.3.(1 - n)
(LicenseMaxAllowed)

.1.3.6.1.4.1.9.9.349.1. 0. 4294967295
1.1.1.3.(1 - n)
(cbsState)

サブ タイプ
Varbind 値の説
明

トラップの説明

デバイスの数
は、特定の技術
のライセンスで
許可されている
制限を超える
と、通知が表示
されます。

技術に使用でき
るデバイスや
サーバ コン
ポーネントの合
計数を示しま
す。
すでに使用中の
特定の技術の種
類の合計ライセ
ンス数を示しま
す。
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MIB

トラップ名

[Trap OID]

サブ タイプ
Varbind OID

CISCO-BAC

ciscoBaccSer

.1.3.6.1.4.

.1.3.6.1.4.1.9.9.349.1. 1..8

C SERVERMIB verStateChan

1.9.9.349.

1.1.1.3.(1 - n)

0.0

(cbsState)

ged

サブタイプ
Varbind 値

.1.3.6.1.4.1.9.9.349.1. server-type
RDU、DPE な
(cbsServerType) ど。
1.1.1.6.(1 - n)

1.3.6.1.2.1.1.5.0
SYSNAME

サブ タイプ
Varbind 値の説
明

サーバの状態を サーバのステー
示します。
タスを変更する
と、この通知が
表示されます。
サーバのタイプ
を識別する一意
の名前。例:
RDU、DPE な
ど。

この管理対象
(サイズ (0..255)) ノードに管理上
割り当てられた
名前。規則とし
て、このノード
の完全修飾ドメ
イン名。名前が
不明な場合、こ
の値はゼロ長の
文字列です。
DisplayString

トラップの説明

• 不明 (1)
• 初期化中
(2)
• 切断 (3)
• シャットダ
ウン中(4)
• レディー過
負荷 (5)
• レディー
(6)
• オフライン
(7)
• 非ライセン
ス (8)

Using snmpAgentCfgUtil.sh Tool
Linux コンピュータにインストールされている SNMP エージェントを管理するために、
snmpAgentCfgUtil.sh ツールを使用することができます。BPR_HOME/snmp/bin ディレクトリが
存在するこのツールを使用して、SNMP 通知を受信し、SNMP エージェント プロセスを開始お
よび停止する他のホストのリストにホストを追加（または削除）できます。ローカル ディレク
トリからこのツールを実行する必要があります。

（注）

Linux のコンピュータで実行されている SNMP エージェントのデフォルト ポート番号は、8001
です。
RDU SNMP エージェントを使用することができます。
• ホストの追加
• ホストの削除
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• SNMP エージェント コミュニティの追加
• SNMP エージェント コミュニティの削除
• SNMP エージェントの開始
• SNMP エージェントの停止
• SNMP エージェント リスニング ポートの設定
• SNMP エージェントの場所の変更
• Setting Up SNMP Contacts
• SNMP エージェント設定の表示
• SNMP 通知タイプの指定

ホストの追加
このコマンドを使用して、SNMP エージェントから SNMP 通知を受信するホストのリストに、
ホスト アドレスを追加します。
構文の説明
snmpAgentCfgUtil.sh add host ip-addr community community [ udp-port port]
• ip-addr：通知が送信されるホストの IP アドレスを指定します。
• community：SNMP 通知を送信中に使用するコミュニティ（読み取りまたは書き込み）を
指定します。
• port：SNMP 通知を送信するために使用される UDP ポートを特定します。
例
# ./snmpAgentCfgUtil.sh add host 10.10.10.5 community trapCommunity udp-port 162
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.

（注）

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent restart snmpAgent コマンドを使
用して SNMP エージェントを再起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

ホストの削除
SNMP エージェントによる SNMP 通知の受信リストから、ホストを削除するには次のコマンド
を使用します。
構文の説明
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snmpAgentCfgUtil.sh delete host ip-addr
ip-addr：ホストのリストから削除するホストの IP アドレスを指定します。
例
# ./snmpAgentCfgUtil.sh delete host 10.10.10.5
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.

（注）

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent restart snmpAgent コマンドを使
用して SNMP エージェントを再起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

SNMP エージェント コミュニティの追加
このコマンドを使用して SNMP コミュニティ文字列を追加し、SNMP エージェントへのアクセ
スを可能にします。
構文の説明
snmpAgentCfgUtil.sh add community string [ro | rw]
• string：SNMP コミュニティを特定します。
• ro：読み取り専用（RO）コ ミュニティ文字列を割り当てます。get 要求（クエリ）のみを
実行することができます。Ro コミュニティ文字列では get 要求が可能ですが、set 操作は
できません。NMS および管理対象デバイスは、同じコミュニティ文字列を参照する必要
があります。
• rw：読み取り/書き込み（rw）コミュニティ文字列を割り当てます。SNMP アプリケーショ
ンでは、set 操作に読み取り/書き込みのアクセス権が必要です。Rw コミュニティ文字列
により、OID 値への書き込みアクセスが有効になります。

（注）

デフォルトの roと rw コミュニティ文字列は、それぞれ baccread
と baccwrite、です。プライム ケーブル プロビジョニングを展開
する前に、これらの値を変更することをお勧めします。

例
# ./snmpAgentCfgUtil.sh add community fsda54 ro
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.
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（注）

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent
restart snmpAgent コマンドを使用して SNMP エージェントを再
起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

SNMP エージェント コミュニティの削除
SNMP エージェントへのアクセスを防止するため、SNMP コミュニティ文字列を追加するには
次のコマンドを使用します。
構文の説明
snmpAgentCfgUtil.sh delete community string [ro | rw]
• string：SNMP コミュニティを識別します。
• ro読み取り専用の 1 つとして、指定されたコミュニティを識別します。
• rw:読み取り/書き込みとして指定されたコミュニティを識別します。

（注）

SNMP エージェント コミュニティの追加および rw コミュニティ
文字列に関する詳細は、『SNMP エージェント コミュニティ』を
追加を参照してください。

例
# ./snmpAgentCfgUtil.sh delete community fsda54 ro
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.

（注）

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent
restart snmpAgent コマンドを使用して SNMP エージェントを再
起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

SNMP エージェントの開始
このコマンドを使用して、プライム ケーブル プロビジョニングがインストールされている
Linux コンピュータ上で SNMP エージェント プロセスを開始します。
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（注）

/etc/init.d/bprAgent stop snmpAgent コマンドを使用した プライム ケーブル プロビジョニング
プロセス ウォッチドッグを呼び出し、SNMP エージェントを開始することもできます。詳細に
ついては、『CLI からプライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグを使用す
る』を参照してください。
例：
# ./snmpAgentCfgUtil.sh start
Process snmpAgent has been started

SNMP エージェントの停止
このコマンドを使用して、プライム ケーブル プロビジョニング がインストールされている
Linux コンピュータ上で SNMP エージェント プロセスを停止します。

（注）

/etc/init.d/bprAgent stop snmpAgent コマンドを使用した プライム ケーブル プロビジョニング
プロセス ウォッチドッグを呼び出し、SNMP エージェントを停止することもできます。詳細に
ついては、CLI からプライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグを使用する
（444 ページ）を参照してください。
例
#./snmpAgentCfgUtil.sh stop
Process snmpAgent has stopped

SNMP エージェント リスニング ポートの設定
SNMP エージェントがリッスンするポート番号を指定するには、次のコマンドを使用します。
RDU SNMP エージェントで使用されるデフォルト ポート番号は、8001 です。
構文の説明
snmpAgentCfgUtil.sh udp-port port
port では、SNMP エージェントがリッスンするポート番号を識別します。
例
# ./snmpAgentCfgUtil.sh udp-port 8001
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.
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（注）

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent restart snmpAgent コマンドを使
用して SNMP エージェントを再起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

SNMP エージェントの場所の変更
SNMP エージェントを実行しているデバイスの場所を示すテキスト文字列を入力するには、次
のコマンドを使用します。これは、たとえばデバイスの物理的な場所を特定するために使用で
きます。255 文字以下の文字列を入力できます。
構文の説明
snmpAgentCfgUtil.sh location location
locationは、エージェントの場所を識別する文字列です。
例
この例では、SNMP エージェントの物理的な場所がラック 5D の装置ラックとして示されます。
# ./snmpAgentCfgUtil.sh location “equipmentrack5D”
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.

（注）

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent restart snmpAgent コマンドを使
用して SNMP エージェントを再起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

Setting Up SNMP Contacts
このコマンドを使用して、このユーザーへの連絡方法に関する情報とともに、SNMP エージェ
ントの連絡先を識別するテキストの文字列を入力します。これにより、たとえば個人の電話番
号を含む特定の個人を識別するために使用されます。255 文字以下の文字列を入力できます。
構文の説明
snmpAgentCfgUtil.sh contact contact-info
contact-info は、SNMP エージェントに関する連絡先を特定する文字列です。
例
この例では、連絡先の名前が Terry になっており、内線電話番号は 1234 です。
# ./snmpAgentCfgUtil.sh contact “Terry-ext1234”
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.
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（注）

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent restart snmpAgent コマンドを使
用して SNMP エージェントを再起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

SNMP エージェント設定の表示
現在のすべての SNMP 設定を表示するには、次のコマンドを使用します。
例
# ./snmpAgentCfgUtil.sh show
Location
: equipmentrack5D
Contact
: Terry-ext1234
Port Number
: 8001
Notification Type
: trap
Notification Recipient Table :
[ Host IP address, Community, UDP Port ]
[ 10.10.10.5 , trapCommunity , 162 ]
Access Control Table
:
Read Only Communities
baccread
Read Write Communities
baccwrite

SNMP 通知タイプの指定
このコマンドを使用して、SNMP エージェントから送信される通知（トラップまたは情報）の
タイプを指定します。デフォルトでは、トラップは送信されますが、代わりに SNMP 情報を送
信するエージェントを設定できます。

（注）

SNMP トラップ機能が動作するには、通知フラグを有効にする必要があります。つまり、MIB
変数 0cbsNotifEnableFlags（OID =.1.3.6.1.4.1.9.9.349.1.1.1.1.5.1）の値を 1 に設定する必要があり
ます。
構文の説明
snmpAgentCfgUtil.sh inform[retries timeout] |trap
パラメータは再試行間隔のバックオフ タイムアウトです。
例
# ./snmpAgentCfgUtil.sh inform retries 3 timeout 1000
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.
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（注）

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent restart snmpAgent コマンドを使
用して SNMP エージェントを再起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。
snmpAgentCfgUtil.sh show command を使用して、設定を検証します。
# ./snmpAgentCfgUtil.sh show
Location
: equipmentrack5D
Contact
: Terry-ext1234
Port Number
: 8001
Notification Type
: inform
Notification Retries
: 3
Notification Timeout
: 1000
Notification Recipient Table :
[ Host IP address, Community, UDP Port ]
[ 10.10.10.5 , trapCommunity , 162 ]
Access Control Table
:
Read Only Communities
baccread
Read Write Communities
baccwrite
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Prime Cable Provisioning Process Watchdog
プライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグは、すべてのプライム ケーブル
プロビジョニング プロセスのランタイム状態をモニタする管理エージェントです。このプロセ
ス ウォッチドッグでは、プロセスが予期せず停止した場合に自動的に再起動します。プライム
ケーブル プロビジョニング プロセスの 1 個のインスタンスが、プライム ケーブル プロビジョ
ニングのコンポーネントを実行しているすべてのシステム上で実行されます。
コマンド ライン ツールとしてプライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグ
を使用して、モニタ対象のプロセスのステータスを開始、停止、再起動、確認が可能です。
モニタ対象のアプリケーションがドロップすると、自動的に再起動します。何らかの理由で再
起動プロセスも失敗した場合、プライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグ
は再起動を試行する前に所定の時間待機します。

（注）

Cisco Prime Network Registrar にインストールされている拡張機能をモニタするために、プライ
ム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグおよび SNMP エージェントを使用する
必要はありません。
再起動試行の時間間隔は 1 秒から開始し、5 分に達するまであらゆる後続の試行が急激に増加
します。その後、プロセスの再起動は成功するまで 5 分間隔でが試行されます。正常に再起動
した後の 5 分間、期間は再度自動的に 1 秒にリセットされます。
次に例を示します。
1.

プロセス A が失敗します。

2.

プライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグ サーバが再起動を試行し、
最初の再起動が失敗します。

3.

プライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグ サーバは 2 秒間待機して、
プロセスの再起動を試行し、二回目の再起動が失敗します。

4.

プライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグ サーバは 4 秒間待機して、
プロセスの再起動を試行し、三回目の再起動が失敗します。
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5.

プライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグ サーバは 16 秒間待機して、
プロセスの再起動を試行します。

この章では、次の内容について説明します。
• CLI からプライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグを使用する （444
ページ）

CLI からプライム ケーブル プロビジョニング プロセス
ウォッチドッグを使用する
プライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグは、システムの起動時に自動的
に開始されます。したがって、この watchdog は同じシステムにインストールされているプラ
イム ケーブル プロビジョニング システム コンポーネントを開始します。/etc/init.d/bprAgent
コマンドを実行し、シンプルなコマンドライン ユーティリティでプライム ケーブル プロビジョ
ニング ウォッチドッグを制御できます。
次の表では、プライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグで使用できるコマ
ンドライン インターフェイス（CLI）コマンドについて説明します。
表 76 : プライム ケーブル プロビジョニング CLI コマンド

コマンド

説明

bprAgent start

すべてのモニタされたプロセスを含むプライ
ム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッ
チドッグを開始します。

bprAgent stop

すべてのモニタされたプロセスを含むプライ
ム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッ
チドッグを停止します。

bprAgent restart

すべてのモニタされたプロセスを含むプライ
ム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッ
チドッグを再起動します。

bprAgent status

すべてのモニタされたプロセスを含むプライ
ム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッ
チドッグのステータスを取得します。

bprAgent start process-name

1 個の特定のモニタ プロセスを開始します。
process-name ではプロセスを識別します。

bprAgent stop process-name

1 個の特定のモニタ プロセスを停止します。
process-name ではプロセスを識別します。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
444

プライム ケーブル プロビジョニングのモニタリング
CLI からプライム ケーブル プロビジョニング プロセス ウォッチドッグを使用する

コマンド

説明

bprAgent restart process-name

1個の特定のモニタプロセスを再起動します。
process-name ではプロセスを識別します。

bprAgent status process-name

1 個の特定のモニタ プロセスのステータスを
取得します。process-name ではプロセスを識
別します。次の表に記載されている
process-name は次が可能です。rdu、pws、dpe、
kdc、snmpAgent、adminui または cli（DPE CII
用）。

オペレーティング システム（Linux）を再起動すると、プライム ケーブル プロビジョニング
プロセス ウォッチドッグが最初に停止し、正常にプライム ケーブル プロビジョニング サーバ
をシャットダウンできます。オペレーティング システムを正常にシャットダウンまたは再起動
するには、init 6 コマンドを使用します。
reboot コマンドではアプリケーションのシャット ダウン フックは実行されず、シャットダウ
ン以外のプライム ケーブル プロビジョニング プロセスを終了することはありません。このア
クションはプライム ケーブル プロビジョニングに有害であり、サーバの起動の遅延や、特定
の統計情報とパフォーマンス カウンタを歪める可能性があります。
プロセスのクラッシュや再起動を含む、プライム ケーブル プロビジョニング プロセスのアク
ションをトリガするイベントは、ログ ファイル BPR_DATA/agent/logs/agent.log に記録されま
す。ウォッチドッグ デーモンは、標準 local6 機能で syslog に重要なイベントを記録します。
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Alert and Error Messages
プライム ケーブル プロビジョニングにより、Syslog サービスを使用してアラートが生成され
ます。Syslog は、情報のログを管理するクライアント/サーバ プロトコルです。プライム ケー
ブル プロビジョニング syslog アラートは、ロギング サービスではありません。問題が存在す
る通知を提供しますが、問題の特定の原因を定義する必要はありません。適切なプライム ケー
ブル プロビジョニング ログ ファイルでこの情報を確認することができます。
この章では、プライム ケーブル プロビジョニングが生成するすべてのアラートとエラー メッ
セージを次のように特定します。
• メッセージ形式 （447 ページ）
• 地域の配布ユニット アラート （448 ページ）
• デバイス プロビジョニング エンジン アラート （449 ページ）
• ウォッチドッグ アラート （452 ページ）
• Network Prime Registrar 拡張ポイントアラート （453 ページ）

メッセージ形式
プライム ケーブル プロビジョニングによりアラート メッセージが表示される場合、形式は次
の通りです。
XXX-#-####: Message
• XXX：含めることが可能なファシリティ コードを特定します。
• RDU（地域分散ユニット）
• DPE（デバイス プロビジョニング エンジン）
• エージェント（rduSnmpAgent または dpeSnmpAgent）
• NR_EP（Cisco Prime Network Registrar 拡張ポイント）
• KDC（キー発行局）
• #：イベントの重大度レベルを指定します。次の表では、異なるレベルについて説明しま
す。
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表 77 : アラート メッセージの重大度

重大度

説明

1

アラートを特定します

2

クリティカル アラートを特定します

3

エラーを特定します

6

情報メッセージを特定します
• ###：数値エラー コードを特定します。
• Message：アラート テキストまたはメッセージを提供します。

地域の配布ユニット アラート
次の表では、RDU アラートを特定します。
表 78 : RDU アラート

Alert

説明

RDU-1-101：ディスク容量外の RDU の実行

スペース外の RDU サーバのストレージ パー
ティションが実行されたことを示します。こ
のエラーが発生した後、RDU は自動的に再起
動しますが、ストレージ量が増えるまで通常
同じエラーーが再度発生します。ログ ファイ
ルの一部を削除するか、圧縮します。
詳細については、 『プライム ケーブル プロビ
ジョニング サポート ツール』を参照してくだ
さい。

RDU-1-103：RDU のメモリ不足

RDU のメモリが不足していることを示しま
す。このエラーが発生した後、RDU サーバは
自動的に再起動します。

RDU-1-111：テクノロジー [technology_name]
用の評価キーが期限切れです

指定されたテクノロジーの評価キーが期限切
れであることを示します。新しいライセンス
キーの Cisco セールスまたは TAC に連絡する
必要があります。

RDU-1-115：使用可能な[technology_name] ラ
イセンスの [] % を使用しています。

使用可能なライセンスの合計のうち現在のラ
イセンス数をパーセンテージで示します。ラ
イセンス容量の 80% に到達すると表示されま
す。
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Alert

説明

RDU-1-122：DNS ではアドレス [ip/hostname] プライム ケーブル プロビジョニングのぱどー
の検索に [] 秒かかります。DNS 設定とサーバ マンスが、DNS からの応答の遅延により低下
の状態を確認します。
する可能性があることを示します。IP アドレ
スの検索に 60 秒以上かかるたびに、アラート
が生成されます。
RDU-2-119：RDU データベースが含まれてい
るディレクトリ [] には、[] バイトの必要なサ
イズに一致しない [] バイトのファイスシステ
ム ブロック サイズがあります。破損が発生す
る可能性があります。

データベース ファイルを含むファイル システ
ムが 8-KB またはそれ以上のブロック サイズ
をサポートするように設定されていないため、
プライム ケーブル プロビジョニング データ
ベースが信頼できない可能性があることを示
します。
ファイル システム ブロック サイズの設定に関
する詳細は、Cisco プライム ケーブル プロビ
ジョニング 6.1.1 クイック スタート ガイド を
参照してください。

RDU-2-200：RDU データベース トランザク
ション ログが含まれているディレクトリ [] に
は、[] バイトの必要なサイズに一致しない []
バイトのファイスシステム ブロック サイズが
あります。破損が発生する可能性があります。

データベース ログ ファイルを含むファイル シ
ステムが 8-KB またはそれ以上のブロック サ
イズをサポートするように設定されていない
ため、プライム ケーブル プロビジョニング
データベースが信頼できない可能性があるこ
とを示します。
ファイル システム ブロック サイズの設定に関
する詳細は、Cisco プライム ケーブル プロビ
ジョニング 6.1.1 クイック スタート ガイド を
参照してください。

（注）

RDU syslog アラートが送信されるたびに、詳細（あれば）がログ ファイル
BPR_DATA/rdu/logs/rdu.log に表示されます。

デバイス プロビジョニング エンジン アラート
DPE syslog アラートが送信されたときに、DPE ログの詳細を確認できます。
show log コマンドを使用して、DPE ログにアクセスすることができます。詳細は、Cisco プラ
イム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイドを参照してください。
一部の DPE エラーは、RDU サーバ ログ ファイルにも反映されます。これらは、
BPR_DATA/rdu/logs/rdu.log ファイルで確認できます。
次の表では、DPE アラートを特定します。
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表 79 : DPE アラート

Alert

説明

DPE-1-102：DPE のディスク容量の不足

DPE サーバが使用するストレージ パーティ
ションのストレージが不足しています。次の
3 つのオプションがあります。

DPE-1-104:：DPE メモリが不足しています

1.

ディスクに存在する可能性がある超過サ
ポートバンドルをクリアにします。サポー
ト バンドルを別のマシンに移動し、DPE
コマンドライン インターフェイス（CLI）
から clear bundles コマンドを実行するこ
とで、実行できます。

2.

複数のディスク容量をクリアにするため、
DPE CLI から clear logs コマンドを実行し
ます。

3.

最後の手段として、DPE CLI から clear
cacheコマンドを実行して、キャッシュ
ファイルを削除し、RDU サーバを使用し
て DPE に再同期させます。

DPE プロセスにメモリが不足しています。こ
のエラー状態を検出後、DPE は自動的に再起
動します。
どれくらいの数のデバイス設定が DPE に存在
するか判断します。デバイス設定の数が多け
れば多いほど、使用されるメモリは増えます。
デバイス設定数を削減するには、DPE が保持
するプライマリまたはセカンダリのプロビジョ
ニンググループで、デバイス数を制限します。
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Alert

説明

DPE-1-109：RDU への接続に失敗しました

RDU に接続することはできません。次の作業
が必要です。
1.

DPE ネットワークが設定され、正しく接
続されていることを確認します。

2.

適切な RDU に接続するように DPE が設
定され、dpe rdu-server コマンドを使用し
て接続するポートが正しく設定されてい
ることを確認します。

3.

RDU プロセスが正しいサーバで実行され
ており、適切なポートでリッスンしてい
ることを確認します。接続が確立される
まで、DPE は数秒ごとに RDU プロセスに
再接続を試みます。

DPE-1-117：DPE ライセンス ノードが超過し DPE を開始するプライム プロビジョニング プ
たか、有効な DPE ライセンスがありません。 ロセス ウォッチドッグが、DPE のライセンス
を検出しなかったことを示します。
管理者ユーザー インターフェイスを使用して
DPE のライセンス キーを入力します。ライセ
ンスを持っていない場合、Cisco 担当者に連絡
します。
DPE-1-116：DPE 評価ライセンスの有効期限が DPE の評価ライセンス キーが期限切れである
切れています。DPE接続に失敗し、データベー ことを示します。新しいライセンス キーの
スから DPE が削除されます
Cisco セールスまたは TAC に連絡する必要が
あります。
DPE-2-118：DPE キャッシュが含まれている
ディレクトリ [] には、[] バイトの必要なサイ
ズに一致しない [] バイトのファイスシステム
ブロック サイズがあります。破損が発生する
可能性があります。

ファイル システムが 8-KB またはそれ以上の
ブロック サイズをサポートするように設定さ
れていないため、DPE キャッシュが信頼でき
ない可能性があることを示します。
ファイル システム ブロック サイズの設定に関
する詳細は、Cisco プライム ケーブル プロビ
ジョニング 6.1.1 クイック スタート ガイド を
参照してください。

DPE-1-121：無効な暗号キーのためサーバを起 無効な暗号キーのため DPE が起動できなかっ
動できません。
たことを示します。
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ウォッチドッグ アラート
プロセス ウォッチドッグが syslog アラートを送信するたびに、確認できますエラーの詳細 (あ
れば) BPR_DATA/agent/logs/agent_console.log ファイルとでエラーの詳細（ある場合）と、アラー
トで示されている特定のコンポーネントに対応するログ ファイル（ある場合）を確認可能で
す。たとえば、The rdu unexpectedly terminated のようなアラートを受信した場合、詳細情報に
ついては RDU サーバ ログファイル（BPR_DATA/rdu/logs/rdu.log）を確認します。次の表では、
プロセス ウォッチドッグ アラートを特定します。
表 80 : ウォッチドッグ アラートの処理

Alert

説明

AGENT-3-9001：[component] を開始できませ ウォッチ ドッグが指定されたコンポーネント
んでした
を開始できなかったことを示します。
AGENT-3-9002：[component] が突然終了しま ウォッチドッグ処理によって示された指定の
した
コンポーネントが予期せず失敗したことを示
します。
AGENT-6-9004：[component] が開始しました ウォッチドッグの処理によって、コンポーネ
ントの適時生成が正常に開始されました。こ
のメッセージは、通知目的で表示されます。
AGENT-6-9005：[component] が停止しました ウォッチドッグの処理によって、コンポーネ
ントの適時生成が正常に停止しました。この
メッセージは、通知目的で表示されます。
AGENT-3-9003： [component] を停止できませ ウォッチドッグ処理が停止しようとしても、
んでした。
コンポーネントが停止しなかったことを示し
ます。
AGENT-3-9003：リスナー スレッドを作成で その他のアラート メッセージで定義されてい
きませんでした。[error no]リッスン ソケット ないエラーを示します。
を閉じることができませんでした。[error no]
リッスン スレッドをキャンセルできませんで
した。など
表 24-4 に示すようにウォッチドッグ処理アラート リストに示されている 表 80 : ウォッチドッ
グ アラートの処理 変数は、これらのコンポーネントの値のいずれかを表します。
• RDU
• pws
• DPE
• adminui
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• cli
• snmpAgent
• KDC

Network Prime Registrar 拡張ポイントアラート
プライム ケーブル プロビジョニング Network Registrar 拡張ポイント syslog アラートが送信さ
れたときに、Network Registrar ログファイルで詳細を確認できます。
次の表では、プロセス ウォッチドッグ アラートを特定します。
表 81 : Network Registrar拡張アラート

Alert

説明

NR_EP-1-106：RDU への接続に失敗しました Network Registrar サーバは、RDU に接続でき
ません。RDU プロセスが実行されているか確
認し、実行されていない場合、RDU を開始す
る必要があります。
RDU が実行されている場合は、Network
Registrar コンピュータを使用して、RDU に
ping を実行します。RDU に ping を実行できな
い場合は、2 つのデバイス間でルーティング
テーブルまたは他の通信パラメータを修正し
ます。
このアラートが頻繁に繰り返される場合、2 つ
のホスト間で接続が不安定になっている可能
性があります。2 つのホスト間の接続を改善す
るには、一般的に受け入れられるネットワー
クのトラブルシューティングの技術を使用し
ます。
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Alert

説明

NR_EP-1-107：DPE への接続に失敗しました

Network Registrar 拡張は、DPE に接続できま
せん。
各 Network Registrar 拡張のプロビジョニング
グループに DPE があることを確認します。な
い場合は、Network Registrar プロビジョニング
グループを DPE が使用可能なものに変更しま
す。DPE がプロビジョニング グループにある
場合は、Network Registrar 拡張が RDU に登録
されていることを確認します。登録されてい
ない場合、DPE のいずれかを認識しません。
チェックを完了した後もアラートが続く場合、
プロビジョニングのグループの Network
Registrar 拡張と DPE 間にネットワーク接続が
あることを確認します。
このアラートが頻繁に繰り返される場合、2 つ
のホスト間で接続が不安定になっている可能
性があります。2 つのホスト間の接続を改善す
るには、一般的に受け入れられるネットワー
クのトラブルシューティングの技術を使用し
ます。

NR_EP-6-108：プライム ケーブル プロビジョ Network Registrar 拡張が開始されました。
ニング NR 拡張が開始されました。
NR_EP-6-109：プライム ケーブル プロビジョ Network Registrar 拡張が停止しています。
ニング NR 拡張子が停止しています。
NR_EP-6-110：RDU [address and port] に登録
済みです。

Network Registrar 拡張は、RDU に登録されて
います。address and port は、Network Registrar
拡張が登録されている RDU のアドレスを識別
します。

NR_EP-1-111：使用可能な（最適）DPE が見
つかりませんでした。

Network Registrar 拡張は、使用可能な DPE を
検索できません。
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章

コンポーネント ログのモニタリング
この章では、プライム ケーブル プロビジョニングのコンポーネントをモニタする方法につい
て説明します。
コンポーネント レベルでイベントのロギングが実行され、一部のケースでは DPE イベントが
さらに可視性の高い状態で RDU に追加で記録されます。ログ ファイルは独自のログ ディレク
トリに保存され、任意のテキスト プロセッサを使用して調査することができます。トラブル
シューティングおよび障害の解決のため、 Cisco Technical Assistance Center またはシステム イ
ンテグレータに簡単にメール送信できるように圧縮できます。Admin UI から RDU および DPE
ログにアクセスすることもできます。
この章では、次の内容について説明します。
• ログ レベルと構造 （455 ページ）

ログ レベルと構造
表 83 : サンプル ログ ファイル： で説明されているログ ファイル構造には、次が含まれます。
• ドメイン名：これはログ ファイルを生成するコンピュータの名前です。
• 日付と時刻：これはメッセージが記録された日付です。この情報は、該当するタイム ゾー
ンも示します。
• 施設：プライム ケーブル プロビジョニングである（この場合）システムを特定します。
• サブ ファシリティ：これは、プライム ケーブル プロビジョニング サブシステムまたはコ
ンポーネントを特定します。
• 重大度レベル：ロギング システムは 7 レベルの重大性を定義し（次の表で説明）、ログ問
題に対処する緊急性を特定するために使用されます。Command Default Configuring Severity
Levels は、これらの重大度レベルの設定のプロセスを説明します。
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表 82 : 重大度

ログ レベル

説明

0：Emergency

システムが不安定です。ロギング機能を設定
して、すべての緊急メッセージを保存します。

1-アラート

即時のアクションが必要です。ロギング機能
を設定し、早急に対応する必要があるアクティ
ビティ、およびそれ以上に重大度が高いすべ
てのアクティビティを保存します。

2-Critical

クリティカル状態です。すべてのエラー メッ
セージとより深刻な性質のものを保存するロ
ギング機能を設定します。

3-Error

エラー状態です。すべてのエラー メッセージ
とより深刻な性質のものを保存するロギング
機能を設定します。

4-警告

警告状態です。すべての警告メッセージとよ
り深刻な性質のものを保存するロギング機能
を設定します。

5：Notification

正常ですが注意を要する状態です。すべての
通知メッセージとより深刻な性質のものを保
存するロギング機能を設定します。

6：Information

情報メッセージです。ロギング機能を設定し
て、すべての緊急メッセージを保存します。

（注）

7-Debug という別のレベルが、デバッグ目的で Cisco により例外的に使用されます。
Cisco Technical Assistance Center の方向を除き、このレベルを使用しないでくださ
い。

• Msg ID：これは、メッセージ テキストの固有識別子です。
• メッセージ：これは、実際のログ メッセージです。
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表 83 : サンプル ログ ファイル：

Domain
Name

サブファシ 重大度
リティ

Msg ID

メッセージ

bac.example.com: 2013-02-08 %CPCP22:43:23,341
EST:

RDU-

5

0236:

プライム
ケーブル プ
ロビジョニ
ング地域配
信ユニット
の開始

bac.example.com: 2013-02-08 %CPCP22:43:23,711
EST:

RDU

5

0566:

API のデ
フォルト

bac.example.com: 2013-02-08 %CPCP22:43:25,211
EST:

RDU

5

0567:

Network
Registrar の
既定値

bac.example.com: 2013-02-08 %CPCP22:43:25,321
EST:

RDU

5

0568:

サーバのデ
フォルト

bac.example.com: 2013-02-08 %CPCP22:43:26,721
EST:

RDU

5

0570:

DOCSIS の
デフォルト

bac.example.com: 2013-02-08 %CPCP22:43:26,911
EST:

RDU

5

0571:

コンピュー
タのデフォ
ルト

bac.example.com: 2013-02-08 %CPCP22:43:27,221
EST:

RDU

5

1018:

CableHome
WAN-MAN
のデフォル
ト

bac.example.com: 2013-02-08 %CPCP22:43:27,321
EST:

RDU

5

1019:

CableHome
WAN-Data
データ

bac.example.com: 2013-02-08 %CPCP22:43:27,711
EST:

RDU

5

0707:

PacketCable
のデフォル
ト

bac.example.com: 2013-02-08 %CPCP22:43:28,561
EST:

RDU

5

0569:

作成したデ
フォルト管
理者ユー
ザー

データおよ ファシリ
び時間
ティ
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Domain
Name

データおよ ファシリ
び時間
ティ

bac.example.com: 2013-02-08 %CPCP22:43:28,711
EST:

サブファシ 重大度
リティ

Msg ID

メッセージ

RDU

0575:

[471] ミリ秒
で完了した
データベー
ス初期化

5

コマンドのデフォルト設定の重大度レベル
特定の要件に合わせて、すべてのコンポーネントにロギング重大度レベルを設定することがで
きます。たとえば、RDU の重大度レベルを Warning に設定可能で、DPE のレベルは Alerts に
設定できます。
ログ メッセージは、特定のイベントの発生に基づいて書き込まれます。イベントが発生するた
びに、適切なログ メッセージと重大度レベルが割り当てられ、レベルが設定レベルより小さい
または同等の場合、メッセージがログ レベルに書き込まれます。レベルが設定されている値よ
りも大きい場合、メッセージはログに書き込まれません。
たとえば、ログ レベルが 4-Warning に設定されていると仮定します。ログ レベル 4 以下のメッ
セージを生成するすべてのイベントがログ ファイルに書き込まれます。ログ レベルが
6-Information に設定されると、ログ ファイルはすべてのメッセージを受信します。したがっ
て、ログ ファイルをより高く設定することで、ログ ファイルのサイズが大きくなります。

（注）

KDC はこのログファイルとみなされません。
DPE で重大度レベルを設定するには、DPE コマンド ラインから log level コマンドを使用しま
す。詳細については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイドを
参照してください。
RDU でログ レベル ツールを設定するには、『RDU ログ レベル ツールの使用』を参照してく
ださい。

回転ログ ファイル
すべてのログ ファイルには番号が付けられ、設定された最大ファイル サイズに基づいてロー
ル オーバーされます。デフォルトの最大ファイル サイズは、25 MB です。（アプリケーショ
ン プログラミング インターフェイス（API）からファイルの最大サイズを設定するには、
ServerDefaultsKeys.SERVER_LOG_MAXSIZE プロパティを使用します）。ログ ファイルが設定
された上限に達すると、データは別のファイルにロール オーバーされます。このファイルは、
XXX.N.log という形式で名前が変更されます。この引数は、以下のとおりです。
• XXX：ログ ファイル名を指定します。
• N：1 ~ 200 の任意の値を指定します。
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（注）

RDU および DPE サーバは、特定の時点で最大 200 のログ ファイ
ルを保存します。これらのサーバのログ ファイルのリストについ
ては、後続のセクションを参照してください。

たとえば、 rdu.log が 25 MB の制限に達すると、rdu.1.log に名前が変更されます。その後、ファ
イル サイズが 25 MB 増加するたびに、最新のファイル名が rdu.2.log、rdu.3.log というように
変更されます。したがって、 rdu.4.log ファイルには rdu.7.log より新しいデータが含まれます。
ただし、最新のログ情報は常に rdu.log に保存されます。

（注）

Rdu_auth.log および rdu_crs.log については、デフォルトの最大サイズが 10 MB であり、RDU
サーバが任意の時点で 100 個のログ ファイルを保存します。ただし、ディレクトリ
BPR_HOME/rdu/conf にあるファイル log4j.xml を使用してこれらの値を設定できます。ファイ
ルに変更を加えた後は、必ず RDU を再起動する必要があります。

地域の配布ユニット ログ
RDU には BPR_DATA/rdu/logs ディレクトリに保持する 4 個のログがあります。
• rdu.log：設定されているデフォルトの重大度レベルに従って RDU 処理を記録します。（デ
フォルトのログ レベルを設定する方法については、『RDU ログ レベルの設定』を参照し
ます。）
• audit.log：プライム ケーブル プロビジョニング設定または変更を加えたユーザーを含む機
能の高度な変更を記録します。
• rdu_auth.log：ユーザーが RDU 自体に認証をしようとすると、情報に関する認証がこのロ
グにキャプチャされます。
• rdu_crs.log：有効、無効、一時停止、再開などすべての CRS 関連アクティビティを記録し
ます。CRS 要求が実行を開始したときにログが書き込まれ、実行が完了すると削除され、
同一の要求に置換します。失敗したしきい値のパーセンテージが超過する場合、1000 デバ
イスごとに rdu_crs.log 記録で失敗したデバイス、設定の再生成が失敗したデバイスの識別
子（MAC アドレス、DUID、FQDN）、失敗したしきい値の一時停止状態、警告メッセー
ジが表示されます。
情報メッセージのロギングを有効にする場合（ログ レベル 6 情報）、RDU はバッチ処理操作
を公開する追加メッセージを記録します。これらのメッセージには、経過時間およびレートの
情報も含まれます。

rdu.log ファイルの表示
Rdu.log ファイルを表示するには、テキスト プロセッサを使用できます。さらに、Admin UI か
らログ ファイルを表示できます。
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ファイルを表示するには：

ステップ 1 [Server] > [Regional Distribution Unit] を選択します。
ステップ 2 RDU ログ ファイルに対応する詳細の表示アイコンをクリックします。
[View Log File Contents] ページが表示されたら、 rdu.log からデータを表示します。

audit.log ファイルの表示
意のテキスト プロセッサを使用して、Audit.logファイルを表示できます。さらに、Admin UI
からログ ファイルを表示できます。
ファイルを表示するには：

ステップ 1 [Servers]で [Regional Distribution Unit] タブを選択します。
ステップ 2 監査ログ ファイルに対応する詳細の表示アイコンをクリックします。
[View Log File Contents] ページが表示されたら、 audit.log からデータを表示します。

Rdu_auth.log および rdu_crs.log ファイルの表示
rdu_auth.logおよび rdu_crs.log ファイルを表示するには、テキスト プロセッサを使用できます。
Admin UI からこれらのログ ファイルを表示することはできません。

rdu_auth.log および rdu_crs.log のログ レベルの設定
rdu_auth.log および rdu_crs.log のロギング レベルは、ディレクトリ BPR_HOME/rdu/conf にあ
るファイル log4j.xml を使用して設定できます。デフォルトでは、情報メッセージのみが記録
されます。ログ レベルでの変更を行った後、RDU を再起動する必要があります。

デバイスしきい値ログ レベルの背後の設定
警告メッセージは、DOCSIS モデムの背後にある CPE カウントが次のプロパティに割り当てら
れたしきい値に達すると、 rdu.log に記録されます。
/rdu/log/cpe/threshold：背後のデバイス カウントが増加した後にしきい値制限を設定するため、
RDU ログに警告メッセージが記録されます。デフォルトのしきい値は 400 です。
/rdu/log/cpeCountOnUpdate/enable：
• ： 値が false に設定されている場合、ケーブル モデムの設定を再生成している間に、しき
い値が増加し警告メッセージが記録されます。
• ：値が true に設定されている場合、ケーブル モデム/背後デバイス（CPE）の設定を再生
成している間に、しきい値が増加し警告メッセージが記録されます。
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デフォルト値は false です。
プロパティはデフォルトでは非表示になり、、デフォルト値を変更するため rdu.properties ファ
イルに追加する必要があります。プロパティ ファイルの変更を行った後、RDU を再起動しま
す。ログ レベルを警告レベルに設定する必要があります。
出力メッセージ形式
値が false に設定されている場合：
The number of device records behind the DOCSIS modem [1,6,0a:00:00:00:00:01] has reached
[3005],
of its configured threshold [3000].

値を true に設定されている場合：
The number of device records behind the DOCSIS modem [1,6,0a:00:00:00:00:02] has reached
the configured threshold [3005].

RDU ログ レベル ツールの使用
SetLogLevel.sh コマンドを使用して、コマンド ラインから RDU の現在のログ レベルを変更す
るのには、RDU ログ レベル ツールを使用します。このツールは、rdu_crs.log および rdu_auth.log
に適用されません。このツールは、 BPR_HOME/rdu/bin ディレクトリが存在します。
次の表では、有効になっているとき、使用可能な重大度レベルと、ログ ファイルに書き込まれ
ているメッセージのタイプを特定します。
表 84 : RDU ロギング レベル

ログ レベル

説明

0：Emergency

システムが不安定ロギング機能を設定して、
すべての緊急メッセージを保存します。

1-アラート

即時のアクションが必要です。ロギング機能
を設定し、早急に対応する必要があるアクティ
ビティ、およびそれ以上に重大度が高いすべ
てのアクティビティを保存します。

2-クリティカル

クリティカル状態です。すべてのエラー メッ
セージとより深刻な性質のものを保存するロ
ギング機能を設定します。

3-エラー

エラー状態です。すべてのエラー メッセージ
とより深刻な性質のものを保存するロギング
機能を設定します。

4-警告

警告状態です。すべての警告メッセージとよ
り深刻な性質のものを保存するロギング機能
を設定します。
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ログ レベル

説明

5：Notification

正常ですが注意を要する状態です。すべての
通知メッセージとより深刻な性質のものを保
存するロギング機能を設定します。

6：Information

情報メッセージです。ロギング機能を設定し
て、すべての緊急メッセージを保存します。

（注）

7-Debug という別のレベルが、デバッグ目的で Cisco により例外的に使用されます。
Cisco TAC の方向以外では、このレベルを使用しないでください。

警告レベルで RDU 重大度レベルを保持して、点灯操作の状態を維持することを推奨します。
デバッグ操作中に安定した状態のパフォーマンスを維持することが必要な場合、情報レベルは
注意して使用することを推奨します。これにより多数のログ エントリが作成され、それ自体が
パフォーマンスに悪影響を与える可能性があるため、情報レベルで実行する場合は十分に注意
する必要があります。

（注）

RDU プロセスはログ レベル ツールを実行できる状態にする必要があります。また、
setLogLevel.sh コマンドを使用して、このツールを実行する権限を持つユーザーにする必要が
あります。
構文の説明
setLogLevel.sh -[0..6] [-help] [-show] [-default] [-debug]
• -[0..6]：使用される重大度レベルを特定します。使用可能なレベルのリストについては、
表 84 : RDU ロギング レベル （461 ページ） を参照してください。
• -ヘルプ：ツールのヘルプを表示します。
• -show：現在の重大度レベル設定を RDU サーバに表示します。
• -default：RDU をインストール デフォルト レベル 5（通知）に設定します。
• -debug：インタラクティブ モードを設定して、RDU サーバにトレーシング カテゴリを有
効または無効にします。

（注）

Cisco サポート スタッフが推奨するデバッグ設定のみを有効にす
る必要があります。

このツールを使用して、これらの機能を実行することもできます。
• RDU ログ レベルの設定
• RDU の現在のログ レベルを表示する
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RDU ログ レベルの設定
このツールを使用して、別のロギング レベルに値を変更できます。次の例は、setLogLevel.sh
コマンド内で 4 の数字が示されているように、警告レベルに RDU ログ レベルを設定する方法
を示しています。実際のログ レベル設定は手順では重要ではありません。必要に応じて変更す
る必要があります。
このセクションで説明されている例では、RDU サーバが稼動しており、RDU ユーザ名が admin
であり、パスワードが changeme でることを前提としています。
RDU ログ レベルを設定するには：

ステップ 1 BPR_HOME/rdu/binディレクトリに変更します。
ステップ 2 このコマンドを使用して、RDU ログ レベルのツールを実行します。
# setLogLevel.sh-show
このプロンプトが表示されます。
RDU ユーザー名を入力してください。
ステップ 3 ユーザー名を入力します。この例では、デフォルトのユーザー名（admin）が使用されます。
RDU ユーザー名を入力してください：admin
このプロンプトが表示されます。
RDU パスワードを入力してください。
ステップ 4 RDU の RDU パスワードを入力します。この例では、デフォルトのパスワード（changeme）が使用されま
す。
RDU パスワードを入力してください：changeme
ログ レベルが変更されたことを通知するために、このメッセージが表示されます。この例では、通知の レ
ベルは 5 であり、警告は 4 です。
RDU ログ レベルは、5（通知）から 4（警告）に変更されました。

RDU の現在のログ レベルを表示する
値の変更を行う前に、このツールを使用して RDU ログを表示し、どのログ レベルが設定され
ているかを判断することができます。
このセクションで説明されている例では次の通りです。
• RDU サーバがアップ状態です。
• RDU のユーザー名は admin です。
• パスワードは changeme です。
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RDU の現在のログ レベルを表示するには。

ステップ 1 ディレクトリを BPR_HOME/rdu/bin に変更します。
ステップ 2 次のコマンドを実行します。
# setLogLevel.sh-show
このプロンプトが表示されます。
RDU ユーザー名を入力してください。

ステップ 3 RDU ユーザー名（admin）を入力して、[Enter] を押します。
RDU ユーザー名を入力してください。admin

このプロンプトが表示されます。
RDU パスワードを入力してください。

ステップ 4 RDU パスワード（changeme）を入力し、[Enter] キーを押します。
RDU パスワードを入力してください。changeme

次のメッセージが表示されます。
ロギングは現在レベル 4（warning）に設定されています。
すべてのトレースは現在無効です。

Web サービス ログのプロビジョニング
PWS は SOAP の BPR_DATA/pws/logs および RESTful ディレクトリの BPR_DATA/restpws/logs の
pws.log ファイルを保持します。ファイルには、PWS コンポーネントのログ情報が含まれてい
ます。The other log file called pws_console.log は、Tomcat コンソール ログであり、
BPR_DATA/agent/logs ディレクトリに存在します。デフォルトでは、PWS ログ レベルは [INFO]
に設定されます。

CLI の PWS ログ レベル ツールを使用する
PWS ログ レベル ツール（ws-cli.sh）を使用して、PWS の現在のログ レベルを変更します。こ
のツールは、SOAP については BPR_HOME/pws/bin、RESTful ディレクトリについては
BPR_HOME/restpws/bin に存在しています。
次の表では、使用可能な重大度レベルと、pws.log ファイルに書き込まれているメッセージの
タイプを特定します。これらのログ レベルは実行時に変更できます。
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表 85 : PWS ロギング レベル

ログ レベル

説明

ERROR

すべての PWS エラー メッセージを記録しま
す。

WARN

すべての PWS 警告メッセージが記録されま
す。

INFO

PWS 操作に関する情報を記録します。

DEBUG

エラー情報を整理するために役立つデバッグ
情報を記録します。

PWS ログ レベルをデフォルトの INFO レベルに設定することをお勧めします。システムのト
ラブルシューティングを予定している場合、Ws cli.sh を使用して、ログ レベルを DEBUG に変
更できます。これにより多数のログ エントリが作成され、それ自体がパフォーマンスに悪影響
を与える可能性があるため、DEBUG レベルで実行する場合は©十分に注意する必要がありま
す。

（注）

ロガーはランタイムにのみ適用し、PWS を再起動するたびにデフォルト値に設定します。ラ
ンタイム ログの詳細を保持するには、コマンド -sap を使用して、ロガーへの変更を保存しま
す。これらの変更は、PWS を再起動した後でも変更されません。
構文の説明
ws cli.sh
• -ll：すべてのロガーと重大度レベルを一覧にします。Listlog を使用することもできます。
• -sl：ログ レベルを設定します。-Setlog を使用することもできます。
このツールを使用して、これらの機能を実行することもできます。
• PWS ログ レベルを設定する
• PWS の現在のログ レベルの表示

PWS ロガー
PWS では、プライム ケーブル プロビジョニングが、あらゆる操作タイプにロガーを提供しま
す。異なるロガー名は次のとおりです。
• api_group：グループに関するログの詳細を提供します。
• api_device_type：デバイス タイプに関するログの詳細を提供します。
• api_file：ファイルに関するログの詳細を提供します。
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• api_cos：サービス クラスに関するログの詳細を提供します。
• api_device：デバイスに関するログの詳細情報を提供します。
• api_search：検索操作に関するログの詳細を提供します。
• api_dhcpcriteria：DHCP 基準に関するログの詳細を提供します。
• api_session：セッションに関するログの詳細を提供します。
• ルート： 一般的なログの詳細を提供するように設定できます。
PWS ログ レベルを設定する
このツールを使用して、別のロギング レベルに値を変更できます。次の例では、ws cli.shコマ
ンドの番号 4 に示されているように、DEBUG レベルに PWS ロギングを設定する方法を説明し
ています。実際のログ レベルは手順では重要ではありません。必要に応じて変更する必要があ
ります。このセクションで説明されている例では、PWS サーバが設定されていることが前提
です。
PWS ロギング レベルを設定するには：

ステップ 1 ディレクトリを SOAP に対しては BPR_HOME/pws/bin に、RESTful に対しては BPR_HOME/restpws/bin に変
更します。
ステップ 2 このコマンドを使用して、PWS ログ レベルのツールを実行します。これにより、INFO から DEBUG にロ
グ レベルが変更されます。
# ws-cli.sh -sl <root=DEBUG>

ステップ 3 コマンドを使用して変更を保存します。
# ws-cli.sh -sap

PWS の現在のログ レベルの表示
値の変更を行う前に、このツールを使用して PWS ログを表示し、どのログ レベルが設定され
ているかを判断することができます。このセクションで説明されている例では、PWS サーバ
が設定されていることが前提です。
PWS の現在のログ レベルを表示するには。

ステップ 1 ディレクトリを SOAP に対しては BPR_HOME/pws/bin に、RESTful に対しては BPR_HOME/restpws/bin に変
更します。
ステップ 2 次のコマンドを実行します。
# ws-cli.sh-ll <logger>
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CLI コマンドにロガーを含まない場合、すべてのロガーとログ レベルを一覧にします。

デバイス プロビジョニング エンジン ログ
DPE は BPR_DATA/dpe/ログ ディレクトリの dpe.log ファイルを保持します。ファイルには、設
定されているデフォルト レベルを含むすべてのイベント記録が含まれています。DPE に一連
のシステム クラッシュなど致命的な障害が発生した場合、致命的なエラーが rdu.log ファイル
にも記録されます。
SNMPService.logyyy.logログ ファイルは、詳細なデバッグ情報を提供するために、DPE サーバ
上で PacketCable が有効になると DPE で使用されます。DPE コマンド行インターフェイス
（CLI）から service packetcable 1..1 show snmp log コマンドを使用して、このファイルを表示
します。これは、BPR_DATA/dpe/logs ディレクトリに存在します。PacketCable コマンドの使用
方法については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガイド を参照
してください。

（注）

PacketCable ロギング メッセージは dpe.log ファイルに送信され、詳細な SNMP デバッギングが
SNMPService.logyyy.log ファイルに送信されます。
任意のテキスト ビューアを使用して dpe.log ファイルを表示します。さらに、DPE CLI から
show log コマンドを使用することができます。詳細は、Cisco プライム ケーブル プロビジョニ
ング 6.1.2 リファレンス ガイドを参照してください。
プライム ケーブル プロビジョニング Admin UI を使用して、DPE ログ ファイルを表示するこ
ともできます。
ファイルを表示するには：

ステップ 1 [Servers] > [Device Provisioning Engines] を選択します。
ステップ 2 表示するログ ファイルの DPE のリンクをクリックします。
[View Device Provisioning Engines Details] ページが表示されます。

Cisco Prime Network Registrar Logs
プライム ケーブルプロビジョニングでは、Cisco Prime Network Registrar DHCP サーバ拡張機能
からログ メッセージを生成します。DHCP サーバ ログは cnr-install-path/name_dhcp_1_log に存
在します。cnr-install-pat は変数であり、入力した値に固有です。DHCP サーバ ログファイルの
デフォルトの場所は、/var/nwreg2/local/logs/name_dhcp_1_log です。
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DHCP サーバ拡張機能から発信されたログ メッセージは、拡張機能のトレース レベル設定に
基づいています。トレース レベルで値を設定できます（次の表に記載されている）。設定した
番号によって、すべての拡張機能に extension-trace-level 属性の現在の設定の番号を作成しま
す。
表 86 : DHCP サーバ拡張機能トレース レベル

レベル

説明

0

ログ エラーと状態拡張機能を設定し、すべて
のエラーと警告メッセージおよびより深刻な
性質を発信します。

1

RDU に転送される DPE および設定生成要求か
ら取得した設定手順を含むログ サーバ相互作
用。

2

指示生成要求で転送された個別の設定コマン
ドと属性値を含むログ処理の詳細。

3

メッセージの 16 進数ダンプを含む拡張機能の
デバッグ処理のログ内部処理。

4

DPE ステータスのポーリングを含む拡張機能
のバックグラウンド操作のログデバッグ処理。

Network Registrar web UI を使用して、拡張機能トレース レベルを変更できます。レベルを変更
するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Network Registrar のローカル web UI を開きます。
ステップ 2 メニューから、[DHCP] をクリックし、それから [DHCP Server] をクリックします。
ステップ 3 ローカル DHCP サーバのリンクをクリックします。
ステップ 4 [Edit DHCP Server] ページで、拡張子属性カテゴリを展開します。
ステップ 5 [extension-trace-level] 値を設定し、[Modify Server] をクリックします。
ステップ 6 DHCP サーバをリロードします。
（注）

DHCP サーバによって実行されるログの詳細については、『Cisco Prime Network Registrar End-User
Guides』を参照してください。

Admin UI ログ
Admin UI では、すべての Admin UI 関連のログが保存されている BPR_DATA/adminui/logs ディ
レクトリの adminui.log ファイルを保持します。Tomcat_console.log と呼ばれるその他のログファ
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イルは、Admin UI Tomcat コンソール ログであり、BPR_DATA/agent/logsディレクトリにありま
す。デフォルトで、Admin UI ログは [info] レベルに設定されています。

Using the Admin UI Log Level Tool
次の表では、利用できる重大度レベルと adminui.log ファイルに書き込まれるメッセージのタ
イプを特定します。
表 87 : Admin UI ロギング レベル

ログ レベル

説明

ERROR

Admin UI のすべてのエラー メッセージを記録
します。

WARN

Admin UI のすべての警告メッセージを記録し
ます。

INFO

Admin UI 操作に関する情報を記録します。

DEBUG

デバッグ情報の記録はエラーの対処に役立ち
ます。

TRACE

サーバ トレースに関する詳細を記録します。

これらのログ レベルは変更できますが、ログ レベルを有効にするには Admin UI（Tomcat）を
再起動する必要があります。Admin UI ログ重大度レベルを [INFO] に設定することをお勧めし
ます。システムのトラブルシューティングを予定している場合は、ログ レベルを [DEBUG] に
設定できます。これにより多数のログ エントリが作成され、それ自体がパフォーマンスに悪影
響を与える可能性があるため、DEBUG レベルで実行する場合は十分に注意する必要がありま
す。

Admin UI ログ レベルの設定
デフォルトで、Admin UI ログ レベルは [info] に設定されています。ログ レベルを変更するに
は、次のファイル logback.xml を編集する必要があります：/opt/CSCObac/rdu/adminUI/conf。次
にある adminui-cli.sh ファイルを使用して変更することもできま
す：/opt/CSCObac/rdu/adminUI/bin。
ファイルには複数のロガーが含まれ、ログ レベルを DEBUG に変更するには、次のようにテキ
スト エディタを使用してファイルを編集します。
logger name="com.cisco" level="DEBUG" additivity="false”

新しいログ レベルを有効にするには、tomcat サーバを再起動する必要があります。
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章

プライム ケーブル プロビジョニングのト
ラブルシューティング
このセクションでは、プライム ケーブル プロビジョニングでトラブルシューティングする方
法の詳細を提供します。
プライム ケーブル プロビジョニングに関連する Faq のリストについては、『FAQ』を参照し
てください。
顧客の特定の問題と解決策については、サポート サイトに投稿されているテクニカル ノート
を参照することもできます。
この章では、次の内容について説明します。
• トラブルシューティング のチェックリスト （473 ページ）
• デバイス ID 別のデバイスのトラブルシューティング （475 ページ）
• 診断ツールを使用したトラブルシューティング （478 ページ）
• サポートのためのサーバ状態のバンドリング （483 ページ）
• DOCSIS ネットワークのトラブルシューティング （484 ページ）
• Troubleshooting PacketCable Provisioning （485 ページ）

トラブルシューティング のチェックリスト
プライム ケーブル プロビジョニングでトラブルシューティングして、次の表で説明されてい
るチェックリストを使用します。
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表 88 : トラブルシューティング のチェックリスト

手順

参照先

1. プライム ケーブルプロビ
CLI からプライム ケーブル プ
ジョニングがインストールさ ロビジョニング プロセス
れているすべてのシステム
ウォッチドッグを使用する
で、プライム ケーブル プロビ
ジョニングがアップされてい
るか確認します。
2. 重大度の高いエラーの兆候 地域の配布ユニット ログ
について、プライム ケーブル
デバイス プロビジョニング エ
プロビジョニング コンポーネ
ンジン ログ
ント ログを確認します。これ
らには、次の記録情報を含み
ます。
• RDU
• DPE
3. 管理者ユーザー インター
Admin UI を使用したサーバの
フェイスからサーバ アップタ モニタリング
イムを表示して、サーバがバ
ウンスしないことを確認しま
す。
4. 管理者ユーザー インター
Admin UI を使用したサーバの
フェイスから RDU および DPE モニタリング
サービス パフォーマンス統計
を表示します。拡張トランザ
クション時間など、通常とは
異なる番号を確認します。
5. Syslog アラートのログを確 Alert and Error Messages
認します。
6. 次のように、オペレーティ 特定コマンドのドキュメン
ング システムとハードウェア ト。
リソースを確認します。
• ディスク容量
• CPU time
• Memory
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手順

参照先

7. 特定のデバイスをトラブル
シューティングするには、DPE
にキャッシュされているデバ
イスの手順を確認します。

Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
show device-config。

チェックを入れる

8. 管理者ユーザー インター
トラブルシューティングのた
フェイスから個々のデバイス めのデバイス設定
のトラブルシューティングを
設定し、一定期間が過ぎたら
トラブルシューティング ログ
を検査します。
9. 詳細なロギング情報につい RDU ログ レベル ツールの使
ては、RDU または適切な DPE 用
で高レベルのロギングを設定
Cisco プライム ケーブル プロ
します。
ビジョニング 6.1.2 リファレン
ス ガイド で説明されている
log level コマンド

デバイス ID 別のデバイスのトラブルシューティング
この機能を使用して、1 つ以上の特定のデバイスに関する詳細な診断を収集することができま
す。トラブルシューティング情報には、特定のデバイスやデバイスのグループに関連するすべ
てのサーバのインタラクションが含まれます。この情報には、管理者ユーザー インターフェイ
ス操作、RDU アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）操作、デバイスと
の DPE インタラクション、サーバ間の DPE-to-RDU インタラクションが含まれます。
ログ記録をオンにしたり、特定のデバイス情報のログ ファイルを通して検索したりすることな
く、1個以上の特定のデバイスに対してグループ管理で診断情報を有効または無効にできます。
プライム ケーブル プロビジョニングは、詳細な診断を収集するデバイス ID（MAC アドレス
と DUID）に基づいて、デバイスのリストを保持します。トラブルシューティング情報は RDU
で一元的に保存され、デバイスベースごとに保持されます。DPE も Cisco Prime Network Registrar
拡張機能もこのデータを保存しません。それ以外に、RDU にこの情報を転送し、情報を受信
して BPR_DATA/rdu/ログ ディレクトリの troubleshooting.log ファイルに書き込みます。
Troubleshooting.log ファイルは、rdu.log、dpe.log、audit.log など他のログ ファイルと異なりま
す。診断モードでデバイスの特定の設定に関連する詳細なトラブルシューティング情報のみロ
グに記録します。
DPE または Network Registrar 拡張から RDU への接続が失われた場合、DPE または Network
Registrar 拡張で発生したすべての新しいトラブルシューティング イベントは廃棄されます。ト
ラブルシューティング情報のロギングは、RDU への接続を復元後にのみを再開します。
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DPE は、デバイスの IP アドレスに対して診断する MAC アドレスと特定のデバイスの DUID
をマッピングします。DPE は診断するデバイスの Network Registrar 拡張機能から IP 更新を受
信します。
新しいデバイスまたはグループの追加などデバイス トラッキング リストへの変更は、すべて
のサーバですぐに反映されます。RDU または DPE を再起動する必要はありません。それぞれ
のサーバのログ ファイルは、現在の診断モードのデバイス リストを一覧にしています。

注意

追加メモリおよびディスク容量は、デバイスのトラブルシューティング機能が使用される場合
に必要です。トラッキング対象のデバイスの数が増えると、作成したログ量をサポートするた
めに必要なメモリとディスク容量になります。

トラブルシューティングのためのデバイス設定
デバイス診断は、1 個以上のデバイスが診断モードに設定されている場合無効です。
デバイスの診断を有効にするため、デバイスをプライム ケーブル プロビジョニング RDU で事
前登録する必要があります。デバイスがまだ事前登録されていない場合、[Add（追加）] ボタ
ンをクリックして、[Manage Devices（デバイスの管理）] ページからデバイスを追加します。
デバイスを追加する方法については、『デバイス記録の追加』を参照してください。
診断モードでデバイスの最大数を設定し、過剰なデバイスが誤ってこのモードになることを防
ぎ、サーバのパフォーマンス低下を回避できます。デフォルトでは、許可されるデバイスの最
大数は 25 です。Admin UI からデバイスの最大数を設定するには、[Configuration（設定）] >
[Defaults（デフォルト）] で [Systems Defaults（システム デフォルト）] ページをクリックしま
す。[Maximum Diagnostics Device Count（診断デバイスの最大カウント）] フィールドに値を入
力します。

Relating a Device to a Group
特定のグループに関連付けることで、デバイスをトラブルシューティングできます。関連付け
機能を使用して、MAC アドレスまたは DUID を使用して、デバイスを特定のグループに関連
付けます。これは、特定のグループ タイプに関連付けられます。（『デバイスの関連付けおよ
び関連付け解除』を参照してください。）デバイスに大量の情報を記録します。情報を使用し
て、潜在的な問題をトラブルシューティングできます。
次の表では、関連付けと関連付け解除機能を使用する可能なワークフローを特定します。
表 89 : サンプルの関連付け/関連付け解除プロセス

手順

操作

1.

問題が存在しているかどうか確認し、どのデ
バイスが影響を受けるかを特定します。

2.

デバイスをグループに関連付けします。
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手順

操作

3.

デバイス トラフィックが送信されるまで数分
間待機するか、デバイスのハード ブートを実
行します。

4.

文章処理アプリケーションで
BPR_DATA/rdu/logs/troubleshooting.log ファイ
ルを開き、MAC アドレスまたは特定のデバイ
スの DUID のエントリを検索します。

5.

問題を特定、修正、テスト、確認します。

6.

グループからデバイスの関連付けを解除しま
す。

Viewing List of Devices in Diagnostics Mode
デバイスのトラブルシューティングを有効にすると、デバイスはトラブルシューティング モー
ドでデバイスのリストを含む特別なデバイス グループに自動的に追加しされます。グループ
タイプは system であり、グループ名は system-diagnostics です。API または管理者ユーザー イ
ンターフェイスからこのグループ内のデバイスのリストにアクセスできます。
現在診断に有効になっているデバイスのリストを表示するには。

ステップ 1 [Manage Devices（デバイスの管理）] ページで、[Search Type（検索タイプ）] ドロップダウンリストをク
リックし、[Group Search（グループ検索）] を選択します。
ステップ 2 [Group Name (Group Type)（グループ名（グループ タイプ）） ] ドロップダウンリストから、system-diagnostics
(system) オプションを選択して診断モードのすべてのデバイスを表示します。
ステップ 3 [検索（Search）] をクリックします。
（注）

診断モードでデバイスのリストを表示する別の方法は、RDU ログ（rdu.log）および DPE ログ
（dpe.log）ファイルを参照してください。サーバが起動するとき、そして診断が有効になってい
るデバイスのリストに変更があるときに、デバイスのリストが記録されます。診断に有効になっ
ているデバイスは、5-notification のログ レベルのログ ファイルに表示されます。ログ ファイルの
詳細は、『コンポーネント ログのモニタリング』を参照してください。

例
この例では、MTA をトラブルシューティングするときのログ出力について説明しています。
bac-test.example.com: 2005 03 04 18:38:24 EST: %BAC-DIAGNOSTICS-3-4055: [##MTA-9a Unconfirmed FQDN
Request Received from [/10.10.10.5 ['kdcquery']. Client with IP Address [10.10.20.2] and MAC Address
[1,6,00:00 :ca:b7:7e:91]]]
bac-test.example.com: 2005 03 04 18:38:24 EST: %BAC-DIAGNOSTICS-3-4082: [Results of BACC Lookup.
FQDN: [1-6-00-00-ca-b7-7e-91.example.com MAC: 1,6,00:00:ca:b7:7e:91. Client with IP Address
[10.10.20.2] and MAC Address [1,6,00:00:ca:b7:7e:91]]]
bac-test.example.com: 2005 03 04 18:38:24 EST: %BAC-DIAGNOSTICS-3-4070: [##MTA-9b FQDN Reply Sent
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to [/10.10.20.2(41142) for MTA 1,6,00:00:ca:b7:7e:91. Client with IP Address [10.10.20.2] and MAC
Address [1,6, 00:00:ca:b7:7e:91]]]
bac-test.example.com: 2005 03 04 18:38:26 EST: %BAC-DIAGNOSTICS-3-4132: [##MTA-13 Incoming APREQ
received from [/10.10.20.2:1293. Client with IP Address [10.10.20.2] and MAC Address
[1,6,00:00:ca:b7:7e:91]]]
bac-test.example.com: 2005 03 04 18:38:26 EST: %BAC-DIAGNOSTICS-3-4141: [##MTA-13 APREP sent to
[/10.10.20.2(1293) For MTA 1,6,00:00:ca:b7:7e:91. Client with IP Address [10.10.20.2] and MAC Address
[1,6,00:00: ca:b7:7e:91]]]
bac-test.example.com: 2005 03 04 18:38:26 EST: %BAC-DIAGNOSTICS-3-0764: [[##MTA-15 SNMPv3 INFORM
Received From 10.10.20.2. Client with IP Address [10.10.20.2] and MAC Address
[1,6,00:00:ca:b7:7e:91]]]
bac-test.example.com: 2005 03 04 18:38:26 EST: %BAC-DIAGNOSTICS-3-0764: [[##MTA-19 SNMPv3 SET Sent
to 10.10.20.2. Client with IP Address [10.10.20.2] and MAC Address [1,6,00:00:ca:b7:7e:91]]]
bac-test.example.com: 2005 03 04 18:38:26 EST: %BAC-DIAGNOSTICS-3-1092: [Received a TFTP [read]
request from [10.10.20.2:1271] for [bpr01060000cab77e910002]; Client with MAC Address
[1,6,00:00:ca:b7:7e:91] and IP Address [10.10.20.2]]
bac-test.example.com: 2005 03 04 18:38:26 EST: %BAC-DIAGNOSTICS-3-1155: [##MTA-23 Finished handling
[read] request from [10.10.20.2:1271] for [bpr01060000cab77e910002]; Transferred [236] bytes to
Client with MAC Address [1,6,00:00:ca:b7:7e:91] and IP Address [10.10.20.2]]
bac-test.example.com: 2005 03 04 18:38:27 EST: %BAC-DIAGNOSTICS-3-0764: [[##MTA-25 SNMP Provisioning
State INFORM Received from 10.10.20.2. Client with IP Address [10.10.20.2] and MAC Address
[1,6,00:00:ca:b7:7e:91]]]
bac-test.example.com: 2005 03 04 18:38:27 EST: %BAC-DIAGNOSTICS-3-0764: [[MTA Configuration Confirmed,
Returned 'pass' as the final MTA provisioning state for 10.10.20.2. Client with IP Address
[10.10.20.2] and MAC Address [1,6,00:00:ca:b7:7e:91]]]

診断ツールを使用したトラブルシューティング
プライム ケーブル プロビジョニング サーバにパフォーマンス統計情報を収集する診断ツール
を使用できます（統計情報の特定タイプまで）。このツールを実行する各タスクに個別のスク
リプトを使用して、次のことが可能です。
• 診断を同時に収集します（startDiagnostics.sh）
• 診断を途中で停止します（stopDiagnostics.sh）
• 診断収集の状態を確認します（statusDiagnostics.sh）
問題が発生し、トラブルシューティングに追加データが必要な場合、同時に診断ツールを使用
するか、cron ジョブを介して特定のスケジュールで定期的に実行するように設定できます。

注意

診断ツールを使用する場合、診断データを 保存するために十分な領域が確保されていることを
確認します。
診断ツールは次の場所に存在します。
• RDU：BPR_HOME/rdu/diagnostics/bin
• DPE：BPR_HOME/dpe/diagnostics/bin
• Cisco Prime Network Registrar：BPR_HOME/cnr_ep/diagnostics/bin

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
478

プライム ケーブル プロビジョニングのトラブルシューティング
StartDiagnostics.sh ツールの使用

（注）

bundleState.sh スクリプトを使用して収集された診断をバンドルできます。詳細については、
『サポートのためのサーバ状態のバンドリング』を参照してください。

StartDiagnostics.sh ツールの使用
2 つのモードで startDiagnostics.sh ツールを実行できます。
• インタラクティブ：このモードでは、オプションのリストから必要な診断データを選択で
きます。
• 非インタラクティブ：このモードでは、最初に引数を含む応答ファイルを生成します。次
に、startDiagnostics.sh スクリプトを実行する場合、ツールは応答ファイルで指定された
引数に基づき診断データを収集します。
構文の説明
startDiagnostics.sh [ -r response_file] | [ -g response_file] [-help]
• startDiagnostics.sh：インタラクティブ モードで診断を実行します。
• response_file：応答ファイルを特定します
• -r response_file：非インタラクティブ モードで、生成された応答ファイルを使用して診断
ツールを実行します。
• -g response_file：診断の実行せず、応答ファイルが生成されます
• -help：ツールのヘルプを表示します。-help オプションのみを使用する必要があります。
他のオプションで使用しないでください。

インタラクティブ モードで startDiagnostics.sh の実行
引数を指定せず startDiagnostics.sh を入力する場合、診断ツールはインタラクティブ モードで
実行され、RDU、DPE、Network Registrar サーバから目的の統計情報を選択するように求めら
れます。

注意

システム パフォーマンスに重大な影響を与える可能性があるため、十分に注意して統計情報を
処理します。
構文の説明
startDiagnostics.sh [-help]
• startDiagnostics.sh：インタラクティブ モードで診断を実行します。
• -help：ツールのヘルプを表示します。-help オプションのみを使用する必要があります。
他のオプションで使用しないでください。
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例
# ./startDiagnostics.sh
Please enter directory where to put output files [] /var/CSCObac
Please enter the duration of the diagnostic (sec) [600]
Please select statistics you would like to gather on RDU
CPU statistics (y/n/q)? [y]
Process statistics (y/n/q)? [n]
IO statistics (y/n/q)? [y]
Memory statistics (y/n/q)? [y]
Network statistics (y/n/q)? [y]
RDU API traffic (y/n/q)? [y]
RDU CNR traffic (y/n/q)? [y]
RDU DPE traffic (y/n/q)? [y]
RDU CNR extension traffic (y/n/q)? [y]
RDU SNMP traffic (y/n/q)? [y]
System Configuration (y/n/q)? [y]
Enter addition argument for RDU API traffic
Please enter RDU Server port [49187]
Enter addition arguments for RDU DPE traffic
Enter DPE ip addr if you want to capture traffic by ip addr [] 10.10.29.1
Enter DPE port number if you want to capture traffic by port number [] 49186
Enter addition arguments for RDU CNR_EX traffic
Enter Ip addr if you want to capture traffic by Cnr Extension IP addr [] 10.10.85.2
Enter port number if you want to capture traffic by Cnr Extension port []
You could run statusDiagnostics.sh to find out the status of the diagnostics.
You could run stopDiagnostics.sh to stop the diagnostics.
You could run bundleState.sh to bundle the output when diagnostics is complete.

（注）

次のオプションの統計情報を有効にしない場合、ツールは例で示すような追加引数の値を要求
しません。
• RDU API トラフィック
• RDU DPEトラフィック
• RDU Network Registrar 拡張トラフィック
startDiagnostics.sh ツールを実行後、各統計情報の出力ファイルがツールを実行するディレク
トリの下で作成されます。出力ファイルをバンドルし、それらをサポートのため Cisco Technical
Assistance Center に転送できます。そのためには、システム診断キャプチャ プロンプトで y と
入力します。
次に例を示します。
System Configuration (y/n/q)? [y]

サーバ状態のバンドルについての詳細は、『サポートのためのサーバ状態のバンドリング』を
参照してください。
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静的モードで startDiagnostics.sh の実行
最初に非インタラクティブ モードで startDiagnostics.sh を実行する前に、応答ファイルを生成
する必要があります。その後、応答ファイルに含まれる引数に基づき診断情報を収集する単一
コマンドのみ実行する必要があります。
構文の説明
startDiagnostics.sh { -g response_file | -r response_file} [-help]
• -g：応答ファイルを生成します。最初に応答ファイルを生成するときにのみ、このオプ
ションを使用する必要があります。
• -r：応答ファイルを使用して診断ツールを実行します。
• response_file：応答ファイルの名前を指定します
• -help：ツールのヘルプを表示します。-help オプションのみを使用する必要があります。
他のオプションで使用しないでください。
例
この結果は、応答ファイルを生成するときに発生します。
# ./startDiagnostics.sh -g response.txt
Please enter directory where to put output files [] /var/CSCObac
Please enter the duration of the diagnostic (sec) [600]
Please select statistics you would like to gather on RDU
CPU statistics (y/n/q)? [y]
Process statistics (y/n/q)? [n]
IO statistics (y/n/q)? [y]
Memory statistics (y/n/q)? [y]
Network statistics (y/n/q)? [y]
RDU API traffic (y/n/q)? [y] n
RDU CNR traffic (y/n/q)? [y]
RDU DPE traffic (y/n/q)? [y] n
RDU CNR extension traffic (y/n/q)? [y] n
RDU SNMP traffic (y/n/q)? [y]
System Configuration (y/n/q)? [y]
Finished generate response file (response.txt).

Response.txt は startDiagnostics.sh スクリプトを実行するディレクトリで生成されます。この例
では、BPR_HOME/rdu/diagnostics/bin。RDU 診断に生成されたサンプル応答ファイルは次のと
おり機能します。
test.bundle.direcotry=/var/CSCObac
test.bundle.duration.sec=100
test.cpu.enable=true
test.process.enable=false
test.io.enable=true
test.memory.enable=true
test.network.enable=true
test.rdu_api_traffic.enable=true
test.rdu_cnr_traffic.enable=true
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test.rdu_dpe_traffic.enable=true
test.rdu_cnr_ex_traffic.enable=true
test.rdu_snmp_traffic.enable=true
test.system_config.enable=true
test.rdu.port=49187
test.dpe.port=49186
test.dpe.ip=10.10.29.1
test.cnr_ex.ip=10.10.85.2
test.cnr_ex.port=
EOF

生成した応答ファイルを使用して診断を実行する場合に、この結果が発生します。
# ./startDiagnostics.sh -r response.txt
You could run statusDiagnostics.sh to find out the status of the diagnostics.
You could run stopDiagnostics.sh to stop the diagnostics.

startDiagnostics.sh ツールを実行後、各統計情報の出力ファイルがツールを実行するディレク
トリの下で作成されます。

StatusDiagnostics.sh ツールの使用
statusDiagnostics.sh ツールを使用して、必要な統計情報の診断コレクションの状態を判別する
ツールです。
構文の説明
statusDiagnostics.sh各統計情報の診断コレクションのステータスが表示されます。

（注）

-help オプションは statusDiagnostics.sh ツールでは使用できません。
例
# ./statusDiagnostics.sh
CPU diagnostic is running.
Process diagnostics stopped.
IO diagnostic is running.
Memory diagnostic is running.
Network diagnostic is running.
Rdu api traffic diagnostic is running.
Rdu cnr traffic diagnostic is running.
Rdu dpe traffic diagnostic is running.
Rdu cnr_ex traffic diagnostic is running.
Rdu snmp traffic diagnostic is running.

StopDiagnostics.sh ツールの使用
stopDiagnostics.sh ツールを使用して、1 個の統計情報またはすべての統計情報に実行している
診断を停止します。インタラクティブ モードまたは非インタラクティブ モードで、このツー
ルを実行することができます。
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インタラクティブ モードで stopDiagnostics.sh の実行
引数がない状態でインタラクティブ モードで stopDiagnostics.sh を実行し、すべての統計また
は特定の統計の診断を停止する場合指定するように求められます。
構文の説明
stopDiagnostics.sh [-help]
• stopDiagnostics.sh：インタラクティブ モードで診断の収集を停止します。
• -help：ツールのヘルプを表示します。-help オプションのみを使用する必要があります。
他のオプションで使用しないでください。
例
# ./stopDiagnostics.sh
This script allowed to stop specific diagnostic or all diagnostics.
If you would like to stop specific diagnostics, say no to question below.
Would you like to stop all diagnostics (y/n/q)? [y]

静的なモードの stopDiagnostics.sh の実行
非インタラクティブ モードで stopDiagnostics.sh を実行すると、すべての統計情報で診断が停
止します。
構文の説明
stopDiagnostics.sh -a [-help]
• -a：要求なくすべての統計情報の診断を停止します。
• -help：ツールのヘルプを表示します。-help オプションのみを使用する必要があります。
他のオプションで使用しないでください。
例
# ./stopDiagnostics.sh -a
#

サポートのためのサーバ状態のバンドリング
サーバ設定とその他の診断情報を、BPR_HOME/{rdu | dpe}/diagnostics/bin ディレクトリの診断
ツールを使用して生成できます。（これらのツールを実行する方法については、『診断ツール
を使用したトラブルシューティング』を参照してください。）Cisco Technical Assistance Center
へのサポートに診断情報を使用できるようにするには、診断ツールを使用して作成された出力
ディレクトリをアーカイブにバンドルする必要があります。このタスクを実行するのには、
bundleState.sh ツールを使用します。
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BundleState.sh ツールは診断を収集していないことに注意してください。startDiagnostics.sh が
収集するツールのデータを圧縮および tar のみします。
バンドルする診断はシステム設定に関連する情報を最低限含む必要があります。システム情報
を生成するには、いずれかを使用します。
• captureConfiguration.sh：設置、ディスク設定、メモリ、オペレーティング システム、ハー
ドウェア データなど、システム設定情報を収集します。このスクリプトを実行すると、出
力ディレクトリを指定する必要があります。
• startDiagnostics.sh：プライム ケーブル プロビジョニングのパフォーマンス統計情報を収集
します。システム設定をキャプチャするためにこのスクリプトを実行する場合、システム
設定プロンプトで y を入力する必要があります。次に例を示します。
System Configuration (y/n/q)? [y]

詳細については、『StartDiagnostics.sh ツールの使用』を参照してください。
特定の問題については、Cisco のサポート担当者が追加の診断情報を収集し、バンドルするよ
うに指示できます。
構文の説明
bundleState.sharchive_directoryoutput_directory[-help]
• archive_directory：バンドルするディレクトリ。
• output_directory：バンドルを出力するディレクトリ。
• -help：ツールのヘルプを表示します。-help オプションのみを使用する必要があります。
他のオプションで使用しないでください。
例
# ./bundleState.sh /var/CSCObac /var/CSCObac
/var/CSCObac/state-20071129-064042
Creating state bundle for Cisco support...
+ /var/CSCObac/state-20071129-064042.bpr
+ Compressing state bundle...
+ Size: 3736K compressed, 83776K uncompressed

DOCSIS ネットワークのトラブルシューティング
プライム ケーブル プロビジョニングおよび Cisco uBR7246 CMTS に関する DOCSIS テクノロ
ジーのトラブルシューティングについては、『Troubleshooting uBR Cable Modems Not Coming
Online』: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk86/tk89/technologies_tech_note09186a0080094eb1.shtml
を参照してください。
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Troubleshooting PacketCable Provisioning
このセクションでは、PacketCable 音声テクノロジ導入の問題を解決するのに役立つ情報につい
て説明しています。
• トラブルシューティング ツール
• トラブルシューティング シナリオ
• Certificate Trust Hierarchy, page 26-20
このセクションでは、PacketCable マルチ メディア終端アダプタ（MTA）デバイスのプロビジョ
ニング仕様、PKT-SP-PROV1.5-I01-050128 および PacketCable 2.0 E UE プロビジョニング フレー
ムワーク仕様、PKT-SP-EUE-PROV-I07-110825 に精通していることを前提としています。詳細
については、PacketCable web サイトを参照してください。
MTA（eMTA）または E-DVA が組み込まれているプロビジョニング PacketCable は、比較的複
雑なプロセスですが、適切なツールと「企業の手法」により、eMTAs または E-DVA の運用は
容易になります。
このセクションでは、Prime Network Registrar とプライム ケーブル プロビジョニングの両方を
使用していることを前提としていますが、多くの情報を他の導入にも適用しています。Network
Registrar（範囲、ポリシー、基本 DNS ゾーン設定、記録エントリ）およびプライム ケーブル
プロビジョニング（サービス クラス、DHCP 条件、ファイル、プライム ケーブル プロビジョ
ニング ディレクトリ構造）の基本的な知識があることを前提としています。
PacketCable eMTA または E-DVA プロビジョニング プロセスは、25 段階の Secure フローで構
成されています。基本フローはそれよりもはるかに少ない手順です。EMTAs または E DVA ト
ラブルシューティングについては、PacketCable プロビジョニング仕様から 25 手順の知識は絶
対に必要です。『PacketCable の設定』を参照してください。
ここでは、次の内容について説明します。
• コンポーネント
• 主な変数

コンポーネント
eMTA をトラブルシューティングする前に、次のシステム コンポーネントを十分に理解する必
要があります。
• eMTA
• DHCP サーバ
• DNS サーバ
• KDC
• PacketCable プロビジョニング サーバ
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• コール管理サーバ

eMTA
eMTA は一般的なソフトウェア イメージのケーブル モデムであり、1 つのボックス内に存在す
る MTA です。CM および MTA は、各自 MAC アドレスを有し、それぞれ独自の IP アドレス
を取得する DHCP を実行します。eMTA には、次の 3 つの証明書が最低限含まれます。第一の
証明書は、固有の MTA 証明書です。第二の証明書は、MTA 製造元を識別します。デバイスお
よびベンダーの両方の証明書は、KDC 自体の認証のため MTA により送信されます。第三の証
明書は、KDC により MTA に送信された証明書の検証に使用されるテレフォニー ルート証明
書です。テレフォニー ルートから KDC 証明書をチェーンされるため、テレフォニー ルートは
KDC 証明書の信頼性を確認するために MTA に存在している必要があります。MTA 部分は独
自の設定ファイルを受信し、これは特にコール エージェントの制御を識別するために使用され
ます。

DHCP サーバ
DOCSIS 仕様は、ケーブル モデムが DHCP を使用して IP アドレスをネゴシエートすることを
要求します。DOCSIS ネットワークのほとんどの CPE にように、 MTA はその IP アドレスとそ
の他の重要な情報を取得するために、DHCP を使用する必要があります（DNS サーバ、Kerberos
レルム名の PacketCable オプション 122、プロビジョニング サーバ FQDN）。

（注）

通常必要とされる DHCP オプションに加えて、ケーブル モデム部分はオプション 122 サブオ
プション 1 を要求し受信する必要があります。これは、オファーを承認する適切な DHCP サー
バの IP アドレスとして、MTA 部分に送信されます。
PacketCable サポートによりプライム ケーブル プロビジョニングを使用する場合、適切に設定
されたプライム ケーブル プロビジョニングが ToD サーバ、DNS サーバ、TFTP サーバ、オプ
ション 122 フィールドに自動的に入力することに注意してください。これらは、Network Registrar
ポリシーで明示的に設定する必要はありません。

DNS サーバ
ドメイン ネーム システム（DNS）サーバは、PacketCable のプロビジョニングに不可欠です。
プライム ケーブル プロビジョニング アーキテクチャのデバイス プロビジョニング エンジン
（DPE）である PacketCable プロビジョニング サーバは、その完全修飾ドメイン名（FQDN）
が DHCP サーバによってオプション 122 の MTA に提供されるため、適切なゾーンのアドレス
（A）レコードが必要です。KDC レルムは Kerberos サーバの FQDN を含むサーバ（SRV）レ
コードを含んでいるレルム名と同じ名前のゾーンが必須です。
SRV レコードで識別されている Kerberos サーバは、適切なゾーンに A レコードが必要です。
MTA 設定ファイルで識別されたコール管理サーバ（CMS）は、適切なゾーンの A レコードが
必要です。最後に、FQDN を解決することで CMS が MTA に到達するため、MTA には適切な
ゾーンの A レコードが必須です。ダイナミック DNS（DDNS）は、MTA の A レコードを作成
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する基本的な方法です。DDNS の設定とトラブルシューティングに関する詳細は、Cisco Prime
Network Registrar のマニュアルを参照してください。

KDC
KDC は、MTA の認証に責任を負います。その結果、MTA 証明書を確認し、MTA が KDC を
認証するために独自の証明書を提供する必要があります。DPE（プロビジョニング サーバ）と
通信し、MTA がネットワーク上でプロビジョニングされていることを検証します。

PacketCable プロビジョニング サーバ
PacketCable プロビジョニング サーバは、MTA に対して MTA 設定ファイルの場所の通信や、
SNMP 経由の MTA パラメータのプロビジョニングを担当します。SNMPv3 は、MTA およびプ
ロビジョニング サーバ間のすべての通信に使用されます。SNMPv3 通信を開始するために使用
するキーは、KDC とその認証フェーズ中に、MTA で取得されます。プロビジョニング サーバ
機能は、プライム ケーブルプロビジョニング アーキテクチャで、DPEにより提供されます。

コール管理サーバ
コール管理サーバ（CMS）は基本的にソフト スイッチまたはコール エージェントであり、ケー
ブル ネットワークで特に、サービスの品質を制御する PacketCable 機能を追加します。
PacketCableMTA はプロビジョニングが成功したら、ネットワーク コール信号（NCS）の再起
動が進行中（RSIP）であることを通知するメッセージを CMS に送信し ます。

主な変数
このセクションでは、eMTA を正しくプロビジョニングに必要な主な変数について説明しま
す。
• 証明書
• 範囲選択タグ
• MTA 設定ファイル

証明書
MTA_Root.cer ファイルには、MTA ルート証明書が含まれます（公式の PacketCable MTA ルー
トにルートされている証明書）。
プロビジョニングする MTA に必要なテレフォニー ルート証明書を前もって知る必要がありま
す。実稼働ネットワークでの展開は、PacketCable の実際のルートでルートされているテレフォ
ニー証明書を使用します。テスト環境で使用される PacketCable テスト ルートもあります。
MTA に対して認証するため KDC で使用される KDC 証明書は、MTA に保存されている同じテ
レフォニー ルートでルートされる必要があります（PacketCable 実際またはテスト ルート）。
ほとんどの MTA ベンダーでは、Telnet/HTTP ログイン機能を持つテスト イメージをサポート
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しているため、どのテレフォニー ルートが有効か判断し、使用されているルートを変更できま
す（ほとんどの場合、PacketCable の実際またはテスト ルート間でのみ選択可能です）。
最も一般的なシナリオでは、次のように証明書（BPR_HOME/kdc/<Operating
System>/packetcable/certificates ディレクトリから）とともにロードされている KDC がありま
す。
• CableLabs_Service_Provider_Root.cer
• Service_Provider.cer
• Local_System.cer
• KDC
• MTA_Root.cer
最初の 4 つの証明書は、テレフォニー証明書チェーンで構成されています。MTA_Root.cer ファ
イルには、KDC により使用されている MTA ルートが含まれ、MTA から送信された証明書を
検証します。

（注）

KDC 証明書のインストールおよび管理に関する詳細は、『PKCert.sh の使用』を参照してくだ
さい。
PacketCable テスト ルートを使用するか判断するには、Windows では
CableLabs_Service_Provider_Root.cerファイルを開き、Subject OrgName エントリが O = CableLabs
であることを確認し、Subject Alternative name が CN=CABLELABS GENERATED TEST ROOT
FOR EQUIPMENT TEST PURPOSES ONLY を読み取ることをチェックします。
KDC 証明書（KDC.cer）には、使用するレルム名が含まれています。プライム ケーブル プロ
ビジョニグ（および対応する DNS 名）を使用するように設定されているレルム名は、このレ
ルム名に一致する必要があります。さらに、MTA 設定ファイル レルム名はテレフォニー ルー
トに表示されている組織名と一致する必要があります。
KDC 証明書には、BPR_HOME/kdc/linux ディレクトリにインストールされている対応するプラ
イベート キーあります。通常これは KDC_private_key.pkcs8 または KDC_private_key_proprietary
と呼ばれます。証明書を変更する際、秘密キーを変更する必要があります。

範囲選択タグ
ほとんどのシナリオで、プライム ケーブル プロビジョニングは、プライム ケーブル プロビ
ジョニング管理者ユーザー インターフェイスの DHCP 条件ページで指定されている選択条件
に一致する範囲選択タグを使用した、範囲からすべての DHCP 要求の処理に関係します。クラ
イアント クラスは、プライム ケーブル プロビジョニングへの範囲設定に使用できます。デバ
イスのプロビジョニングを試行する前に、この関連付けを確認してください。
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MTA 設定ファイル
MTA 設定ファイルには CMS の場所が含まれています。さらに、レルム名のエントリを含める
必要があります。この値は、使用中の証明書チェーンと一致する必要があります。
オプション 122 で MTA に配信されたレルム名別に、MTA 設定ファイル内で表のエントリに一
定のインデックスが付けられます。MTA 設定ファイルのこのレルム名のエントリは、オプショ
ン 122 で配信されたものと一致する必要があります。たとえば、DEF.COM がオプション 122
で配信されたレルム名だった場合、pktcMtaDevRealm 表の MTA 設定ファイル エントリは、レ
ルム名の ASCII-コード文字値（Cisco Broadband Configurator を使用する場合、10 進形式ドット
区切り文字）で構成されたサフィックスでインデックス化されます。例：68.69.70.46.67.79.77。
多くのフリー ASCII 変換ページが Web 上で使用でき、Web によるこの変換が簡単になります。

トラブルシューティング ツール
PacketCable MTA デバイスのプロビジョニング仕様に記載されている 25 eMTA セキュリティで
保護プロビジョニング手順は、図 14 : 組み込み MTA セキュア電源オン プロビジョニング フ
ロー （150 ページ） で説明されています。この章の内容は次のとおりです。
• ログ
• Ethereal、SnifferPro、またはその他のパケット キャプチャ ツール

ログ
これらのログ ファイルは、次の情報を保持するために使用されます。
• Network Registrar には、2 つのログ（name_dhcp_1_log と name_dns_1_log）があり、Network
Registrar から最新のログ エントリが含まれています。DHCP または DNS 関連の問題につ
いて、これらのファイルを確認します。
• BPR_HOME/kdc/logs/kdc.log ファイルは、MTAとインタラクションがあるすべての KDC
と、DPE とインタラクションがある KDC を示します。
• BPR_DATA/dpe/logs/dpe.logファイルは、MTA とインタラクションがある SNMPv3 に関連
する主要な手順を示します。

（注）

snmp のトレーシング、登録サーバ、登録サーバの詳細メッセージ
をオンにして、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用
し、潜在的な PacketCable 問題のトラブルシューティングをサポー
トします。適切なトラブルシューティング コマンドについては、
Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 リファレンス ガ
イド を参照してください。
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Ethereal、SnifferPro、またはその他のパケット キャプチャ ツール
パケット キャプチャ ツールは、eMTAs のトラブルシューティングを行うときに不可欠です。
CableLabs によってパッケージ化された Ethereal バージョンには、多数の PacketCable に固のパ
ケット デコーダが含まれています。これらには、Kerberos AS および AP パケットが含まれま
す。
• 特定の障害が DHCP に関連している疑いがある場合は、送信元または宛先へのパケット、
CMTS ケーブル インターフェイス IP アドレス、DHCP サーバ IP アドレスのフィルタリン
グを行いながらパケットをキャプチャします。
• 特定の障害が DHCP 後に発生している手順 25 のいずれかに関連している疑いがある場合、
eMTA IP アドレスのすべてのパケットをフィルタ リングします。これにより、図 14 : 組
み込み MTA セキュア電源オン プロビジョニング フロー （150 ページ） で示されるよう
に、手順 5 ～ 25 をプロビジョニングする際に、非常に簡単かつフォローしやすいトレー
スが可能です。

トラブルシューティング シナリオ
次の表に記載されているシナリオは、eMTAs が関係する可能性のある障害です。
表 90 : トラブルシューティング シナリオ

次の問題が発生した場合...

次の潜在的な原因を示す...

KDC が開始されません。

KDC 証明書が、秘密キーに対 証明書および秘密キーが一致
応していません。
することを確認します。
KDC ライセンスが期限切れ
か、またはありません。
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これを修正するための是正措
置は...

BPR_HOME/kdcディレクトリ
に KDC ライセンスを復元しま
す。
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次の問題が発生した場合...

次の潜在的な原因を示す...

MTA デバイスは、Prime ケー 不適切なケーブル ヘルパー ア
ブル プロビジョニング
ドレスが設定されている可能
Devices] ページには表示され 性があります。
ません。
スコープ選択タグは、プライ
ム ケーブル プロビジョニング
Admin UI で選択されている
DHCP 条件と一致しません。

これを修正するための是正措
置は...
ヘルパー アドレスを修正しま
す。

関連する MTA のプライム
ケーブル プロビジョニング
で、MTA スコープ選択タグが
作成された PacketCable DHCP
条件のものと一致することを
確認します。

Network Registrar 拡張ポイント Network Registrar 拡張ポイント
が正しくインストールされて を再インストールします。
いません。
Cisco プライム ケーブル プロ
ビジョニング 6.1.1 クイック ス
タート ガイドを参照してくだ
さい。
ケーブル モデムの部分は、オ ケーブル モデムの部分のス
プション 122 を受信しません コープのタグが、プライム
でした。
ケーブル プロビジョニング用
に設定された DOCSIS DHCP
基準に一致することを確認し
ます。
MTA デバイスでは、DHCP オ 設定されている無効な DHCP
ファーを受け入れず、DHCP オプションがあります。
フローを通じて継続的に再投
入します。

スコープ ポリシーに DNS サー
バ オプションが含まれること
を確認するか、
cnr_ep.propertiesファイルにプ
ライマリおよびセカンダリ
DNS サーバのエントリが含ま
れていることを確認するか、
その両方を確認してくださ
い。

DHCP オファーには、ケーブ
ル モデム ポーションのオプ
ション 122 サブオプション 1
で示されたものとは異なる
DHCP サーバから来るものも
あります。

メインとバックアップのDHCP
サーバが正しく設定されてい
ることを確認するために、
cnr_ep.propertiesファイルを確
認します。
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次の問題が発生した場合...

次の潜在的な原因を示す...

Kdc.log ファイルと ethereal ト
レースの両方は、MTA デバイ
スが KDC に接続していないこ
とを示しています。

cnr_ep.properties DNS サーバを
誤った DNS サーバは、
cnr_ep.propertiesファイルまた 確認または修正します。
は MTA スコープ ポリシー、
またはその両方で指定されま
す。
ゾーンは存在しないか、
Kerberos レルムに対して誤っ
て設定されています。

これを修正するための是正措
置は...

レルムと同じ名前のゾーンが
作成され、' _kerberos._udp 0 0
88 KDC FQDN' 形式の 「SRV」
レコードが含まれています。

欠落しているか、誤っている 「A」レコードが Kerberos ゾー
KDC「A」レコード エントリ ンの「SRV」レコードに含ま
があります。
れている FQDN に対して存在
することを保証します。
DPE FQDN を解決することは dpe.properties の provFQDNs エ
できません。
ントリに、DPE の正しい
FQDN および IP があることを
確認します。
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次の問題が発生した場合...

次の潜在的な原因を示す...

これを修正するための是正措
置は...

KDC は、Kerberos AS-要求中
に障害が報告されます。

MTA 証明書は、KDC で使用 動作中のシステムで使用され
されている MTA ルートと一致 るMTA_Root.cerに対して比較
することで、 MTA_Root.cerが
しません。
正しいことを確認します。
正しい場合は、MTA 自体に証
明書の問題がある可能性があ
ります。この状況は非常に珍
しく、この場合は、MTA 製造
元に問い合わせてください。
Prov サーバへの KDC による
FQDN ルックアップは失敗し
ました。デバイスは、プライ
ム ケーブル プロビジョニング
でプロビジョニングされない
場合があります。

デバイスが表示されることを
確認します。これは、クラス
のサービスと DHCP 条件の両
方に指定する必要がありま
す。

クロック スキュー エラー。詳
細については、 PacketCable
ワークフローを参照してくだ
さい。

すべてのプライム ケーブルの
プロビジョニング ネットワー
ク要素が、NTP 軽油でクロッ
ク同期されていることを保証
します。Cisco プライム ケーブ
ル プロビジョニング 6.1.2 リ
ファレンス ガイドを参照して
ください。

KDC と DPE 間に不一致があり
ます。
（注）

他のデバイスが正し
くプロビジョニング
されている場合、こ
れが問題の原因には
ならない場合があり
ます。
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次の問題が発生した場合...

次の潜在的な原因を示す...

これを修正するための是正措
置は...
これら 3 つのエントリが
BPR_HOME/kdc/<Operating
System>/keysディレクトリに存
在することを確認します。
• mtafqdnma,dpe.abc.com@DEF.COM
• mtaprovsrvr,dpe.abc.com@DEF.COM
• krbtgt,DEF.COM@DEF.COM
お使いのシステムの DPE
FQDN とレルム名は、次の例
とは異なります。これらのエ
ントリの内容は、dpe.properties
'KDCServiceKey' エントリまた
は KeyGen ユーティリティを
使用して生成したキーのいず
れかのエントリと一致する必
要があります。

KDC は、AS-要求/応答で成功
を報告しますが (図 14 : 組み込
み MTA セキュア電源オン プ
ロビジョニング フロー （150
ページ） で示されているス
テップ 9 および 10)、MTA デ
バイスが過去のステップ 9 を
超えて移動することはありま
せん。

MTA と KDC の証明書を確認
MTA でロードまたは有効に
なったテレフォニー ルートち します。
KDC でロードされたルートの
間の証明書の不一致がありま
す。
あまり確率は高くありません
が、破損したテレフォニー証
明書チェーンがある可能性が
あります。
（注）

適切な証明書が MTA でロード
されるか、有効になっている
ことを確認します。どのデバ
イスも正しくプロビジョニン
グされない場合は、KDC で異
その他のデバイスが
なる証明書を試してくださ
正しくプロビジョニ
い。
ングされている場
合、問題の原因では
ありません。
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トラブルシューティング シナリオ

次の問題が発生した場合...

次の潜在的な原因を示す...

これを修正するための是正措
置は...

AP 要求/応答での障害 (図 14 :
組み込み MTA セキュア電源オ
ン プロビジョニング フロー （
150 ページ） のステップ 14)。

クロック スキュー エラー。追
加情報については、
PacketCable ワークフロー を参
照してください。

すべてのプライム ケーブル プ
ロビジョニング ネットワーク
要素が、NTP 軽油でクロック
同期されていることを保証し
ます。Cisco プライム ケーブル
プロビジョニング 6.1.2 リファ
レンス ガイドを参照してくだ
さい。

Prov サーバの FQDN を解決す プロビジョニング サーバ
ることはできません。
(DPE) に、適切な DNS エント
リがあることを確認します。
Dpe.properties provFQDNs エン
トリに正しい FQDN およびプ
ロビジョニング サーバ (DPE)
の IP アドレスがあることを確
認します。
MTA から DPE へのルートは
ありません。

ルーティングの問題点を修正
します。

MTA デバイスでは、設定ファ DPE で実行中の TFTP サーバ ルーティングの問題点を修正
します。
イルの TFTP 要求が決して発 へのルートはありません。
行されません。
MTA デバイスは、TFTP 設定 設定ファイルは DPE でキャッ ファイルがキャッシュされる
ファイルを決して受信しませ シュされません。
時点で、次のプロビジョニン
ん。
グが試行されるまで待ちま
す。これが失敗すると、MTA
をリセットします。
Network registrar MTA スコー
プ ポリシーに競合する TFTP
サーバ オプションが含まれて
います。

プライム ケーブル プロビジョ
ニングは、TFTP サーバの DPE
アドレスを挿入するため、ポ
リシーからこのオプションを
安全に削除できます。
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トラブルシューティング シナリオ

次の問題が発生した場合...

次の潜在的な原因を示す...

これを修正するための是正措
置は...

MTA 設定ファイルが一貫性の
MTA デバイスは、設定ファイ 次のいずれかになります。
あることを確認します。
ルを受け取りますが、DPE は
• 設定ファイルの内部の競
dpe.logファイルでみられるよ
合。
うに、SNMP Inform（図 14 : 組
• テレフォニー証明書
み込み MTA セキュア電源オン
チェーンのレルムの送信
プロビジョニングフロー（150
元との競合。
ページ） のステップ 25）を受
け取ることができません。
• オプション 122 で指定さ
れるレルム名の競合。
MTA デバイスは、RSIP が送
信されなくても、成功をレ
ポート (ステップ 25 図 14 : 組
み込み MTA セキュア電源オン
プロビジョニングフロー（150
ページ）) します。

MTA は、MTA 設定ファイル CMS の DNS エントリが存在
で指定された CMS FQDN の IP することを確認します。
アドレスを解決できません。

CMS サービスの KDC にもう
一度問い合わせに進みます
が、MTA デバイスの成功をレ
ポート (ステップ 25 図 14 : 組
み込み MTA セキュア電源オン
プロビジョニングフロー（150
ページ）) します。

MTA 設定ファイルが不適切な 設定ファイルを修正するか、
ケーブル モデムを指していま Ciisco BTS 10200 を再構成し
て、構成ファイルにリストさ
す。
れた FQDN を使用します。

MTA は、CMS の IP アドレス すべてのルーティングの問題
に到達できません。これは
を解決します。
ルートが設定されていないこ
とを示します。

MTA 設定ファイルで、
pktcMtaDevCmsIPsecCtrl 値が不
足しているか、それが 1 に設
定されます。これは、セキュ
リティで保護された NCS コー
ル シグナリングを実行する
か、CMS FQDN のもの一致し
ない ASCII サフィックスを使
用します。
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設定ファイルを修正します。
セキュリティで保護されたシ
グナリングを実行する場合
は、KDC と BTS をサポートの
ために設定するために必要な
手順を実行します。
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トラブルシューティング シナリオ

次の問題が発生した場合...

次の潜在的な原因を示す...

これを修正するための是正措
置は...

MTA デバイスの成功をレポー
ト (図 14 : 組み込み MTA セ
キュア電源オン プロビジョニ
ング フロー （150 ページ） の
ステップ 25 ) し、RSIP です
が、応答がないか、またはソ
フト スイッチから応答でエ
ラーを取得します。

MTA がプロビジョニングを解 Cisco BTS 10200 で MTA をプ
除されるか、Cisco BTS 10200 ロビジョニングします。
で正しくないプロビジョニン
グをされています。
eMTA DNS エントリが存在し eMTA の適切な DNS ゾーンに
ません。
エントリを配置します。ダイ
ナミック DNS が、優先方式で
す。DDNS を有効にすること
については、Cisco Prime
Network Registrar マニュアルを
参照してください。

証明書信頼階層
次に示すように、プライム ケーブル プロビジョニング PacketCable、MTA デバイスの証明書階
層および CableLabs サービス プロバイダーの証明書階層に関係している 2 つの証明書階層があ
ります。
図 21 : PacketCable 証明書階層

プライム ケーブルのプロビジョニングで PacketCable を実装する前に、これらの技術資料を十
分に理解する必要があります。
• RFC 2459 Internet X.509 公開キー インフラストラクチャ証明書と CRL プロファイル
• DOCSIS ベースライン プライバシ プラス インターフェイス仕様、SP-BPI +-I11-040407、
2004 年 4 月 7 日
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証明書の検証

（注）

ユーロ PacketCable は、PacketCable [PKT-SP-秒-I08-030415] からセキュリティ仕様を使用して
いる一方で、ユーロ PacketCable 環境で使用されるデジタル証明書に関連するいくつかの変更
が必要です。ユーロ PacketCable および PacketCable をできるだけ同じように保持するには、
ユーロ PacketCable は、セキュリティ仕様 [PKTSP-秒-I08-030415] の新しいリビジョンを含め、
すべての PacketCable セキュリティ テクノロジーを使用します。
PacketCable 証明書とは異なるユーロ PacketCable 証明書の要素は、以下の表に示されます。
ユーロ PacketCable の場合、ユーロ PacketCable 証明書のみが有効な証明書です。PacketCable 証
明書を参照する PacketCable の [PKT-SP-SEC-I08-030415] で示されている要件は、ユーロ
PacketCable 証明書の対応する要件に変更されています。
ユーロ PacketCable 対応 eMTA には、DOCSIS CVC CA の公開キーの代わりに、ケーブル モデ
ムの不揮発性メモリに保存されているユーロ DOCSIS ルート CVC CA 公開キーをもっていなけ
ればなりません。ユーロ PacketCable に準拠するスタンドアロンの MTA は、不揮発性メモリに
保存されている tComLabs CVC ルート証明書、および tComLabs CVC CA 証明書をもっていな
ければなりません。製造元の CVC は、証明書チェーンを確認することによって検証されます。

証明書の検証
通常 PacketCable 証明書の検証には、証明書チェーン全体の検証が含まれます。たとえば、プ
ロビジョニング サーバが MTA デバイス証明書を検証すると、証明書の次のチェーンが検証さ
れます。
MTA ルート証明書 + MTA 製造元証明書 + MTA デバイス証明書
MTA の製造元証明書の署名が MTA ルート証明書を使用して検証され、MTA デバイス証明書
の署名が MTA 製造元証明書を使用して検証されます。MTA ルート証明書は、自己署名であり
プロビジョニング サーバの前に知られています。MTA ルート証明書に存在する公開キーは、
この同じ証明書の署名を検証するために使用されます。
通常、最初の証明書チェーンでは、回線を介して送信される証明書チェーンには明示的に含ま
れていません。最初の証明書が明示的に含まれている場合、事前に確認側にすでに知られてお
り、証明書のシリアル番号、有効期間、署名値の例外により、証明書への変更を含まないよう
にする必要があります。既知の CableLabs サービス プロバイダ ルート証明書と比較して、回
線を経由して送信された CableLabs サービス プロバイダ ルート証明書に存在するこれら以外
を変更する場合、比較を行うデバイスは証明書の検証が失敗します。
証明書チェーン検証の正確なルールは、RFC 2459、ここと呼ばれるに証明書のパスの検証に完
全に準拠する必要があります。一般に X.509 証明書は、証明書の発行元名が別の件名と一致す
るか判断する一連の文字ルールをサポートします。ルールはそのような 2 つの名前フィールド
は、2つの名前フィールドのバイナリ比較が一致しない場合でも一致できるように宣言します。
実装がシンプルなバイナリ比較を使用して一致または不一致を宣言できるように、RFC 2459
では認証局が名前フィールドのエンコーディングを制限するように推奨します。
PacketCable セキュリティはこの推奨事項に従います。したがって、PacketCable 証明書の
[DER-encoded tbsCertificate.issuer] フィールドには、発行者証明書の [DER-encoded
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tbsCertificate.subject] フィールドに、完全一致する必要があります。実装は、[DER-encoded
tbsCertificate.issuer and tbsCertificate.subject] フィールドのバイナリ比較を実行して、件名と発行
元名を比較できます。
下のセクションは必要な証明書チェーンを指定し、図 21 : PacketCable 証明書階層 （497 ペー
ジ） で説明されている PacketCable 証明書信頼階層で、リーフ グループ（下）に表示される各
証明書を検証するために使用する必要があります。
有効期間ネストがチェックされておらず、意図的に適用されません。したがって、証明書の有
効期間は、発行した証明書の有効期間内ではない必要があります。

MTA デバイス証明書階層
デバイス証明書階層は、DOCSIS1.1/BPI + 階層を正確にミラーリングします。これは、CableLabs
発行 PacketCable MTA ルート証明書にルートされ、一連の製造元の証明書発行として使用され
ます。製造元証明書は、個々 のデバイス証明書への署名に使用されます。
次の表に記載されている情報には、RFC 2459 に従って必須フィールドの PacketCable 固有の値
が含まれています。これらの PacketCable 固有の値は、固有の表に記載がある有効期間を除き、
表 91 : MTA ルート証明書 に従う必要があります。必須フィールドが特に PacketCable のリスト
にない場合は、RFC 2459 のガイドラインに従います。

MTA ルート証明書
MTA ルート証明書、MTA 製造元証明書、MTA デバイス証明書が含まれている証明書チェー
ンの一部として、この証明書を検証する必要があります。
次の表は、MTA ルート証明書に関連する値を示します。
表 91 : MTA ルート証明書

MTA ルート証明書
件名

PacketCable

ヨーロッパ仕様 PacketCable

c=US

C=BE

O = CableLabs

O = tComLabs

OU = PacketCable

OU = ヨーロッパ仕様
CN = PacketCable ルート デバ PacketCable
イス認証局
CN = ヨーロッパ仕様
PacketCable ルート デバイス認
証局
使用目的

この証明書は、MTA 製造元証明書に署名するために使用さ
れ、KDC によって使用されます。この証明書は、MTA によっ
て使用されていないため、MTA MIB に表示されません。

署名者

Self-signed
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MTA ルート証明書
有効期間

20 年間。有効期間はこの証明書が再発行されないように長く
なることを意図しています。

係数長

2048

拡張機能

keyUsage [c、m](keyCertSign, cRLSign)
subjectKeyIdentifier [n、m]
basicConstraints[c,m](cA=true, pathLenConstraint=1)

MTA 製造元の証明書
MTA ルート証明書、MTA 製造元証明書、MTA デバイス証明書が含まれている証明書チェー
ンの一部として、この証明書を検証する必要があります。州/県、市町村、製造元私設はオプ
ションの属性です。製造元は 1 個以上の製造元の証明書を有する可能性があり、製造元ごとに
1 個以上の証明書が存在する可能性があります。同じ製造元のすべての証明書は、製造時また
はフィールドの更新時に、各 MTA に提供可能可能性があります。MTA は、MTA 製造元の証
明書の件名と MTA デバイス証明書の発行元名を一致させて、使用に適切な証明書を選択する
必要があります。存在する場合、デバイス証明書の authorityKeyIdentifier は RFC 2459 の説明に
従って、製造元の証明書の subjectKeyIdentifier と一致する必要があります。O および CN に存
在する [CompanyName] フィールドは、2 つのインスタンスで異なる可能性があります。
次の表は、MTA 製造元の証明書に関連する値を示します。
表 92 : MTA 製造元の証明書

MTA 製造元の証明書
件名フォーム

PacketCable

ヨーロッパ仕様 PacketCable

c=US

C=Country of Manufacturer

O = CableLabs

O=Company Name

OU = PacketCable

[stateOrProvinceName =
State/Province]

CN = PacketCable ルート デバ
[localityName=City]
イス認証局

OU = ヨーロッパ仕様
PacketCable
[organizationalUnitName=
Manufacturing Location]
CN=Company Name
Euro-PacketCable CA
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MTA 製造元の証明書
使用目的

この証明書は MTA 製造者ごとに発行され、各 MTA に
PacketCable セキュリティ仕様で指定されたように、セキュア
コード ダウンロードの一部として提供可能です（製造時また
はフィールド更新時）。この証明書は、MTA MIB の読み取り
専用パラメータとして表示されます。MTA デバイス証明書を
持つこの証明書は、KDC により認証中に、MTA デバイス ID
を認証するために使用されます（MAC アドレス）。

署名者

MTA ルート証明書 CA

有効期間

20 年間

係数長

2048

拡張機能

keyUsage[c,m](keyCertSign, cRLSign), subjectKeyIdentifier[n,m],
authorityKeyIdentifier[n,m](keyIdentifier=subjectKeyIdentifier value
from CA certificate), basicConstraints[c,m](cA=true,
pathLenConstraint=0)

MTA デバイス証明書
MTA ルート証明書、MTA 製造元証明書、MTA デバイス証明書が含まれている証明書チェー
ンの一部として、この証明書を検証する必要があります。州/県、市町村、製造元私設はオプ
ションの属性です。MAC アドレスはコロンで区切られ、16 進数の 6 個のペアとして表現する
必要があります。例：“00:60:21:A5:0A:23”。アルファ 16 進文字（A ~ F）は、大文字で表現す
る必要があります。MTA デバイス証明書は置換または更新しないでください。
次の表は、MTA デバイス証明書に関連する値を示します。
表 93 : MTA デバイス証明書

MTA デバイス証明書
件フォーム

PacketCable

ヨーロッパ仕様 PacketCable

C=Country

C=Country of Manufacturer

O=Company Name

O=Company Name

[ST=State/Province]

[ST=State/Province]

[L=City], OU=PacketCable

[L=City]

[OU=Product Name]
[OU=Manufacturer’s Facility]

OU = ヨーロッパ仕様
PacketCable

CN=MAC Address

[OU=Product Name]
[OU=Manufacturing Location]
CN =MAC アドレス
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MTA デバイス証明書
使用目的

この証明書は MTA の製造元により発行され、工場出荷時に
インストールされています。プロビジョニング サーバは、こ
の証明書を更新できません。この証明書は MTA MIB に読み
取り専用パラメータとして表示されます。この証明書は、プ
ロビジョニング時に MTA デバイス ID（MAC アドレス）の認
証に使用されます。

署名者

MTA 製造元の証明書 CA

有効期間

20 年以上

係数の長さ

1024、1536 または 2048

拡張機能

keyUsage [c、o](digitalSignature, keyEncipherment)
authorityKeyIdentifier[n,m](keyIdentifier=subjectKeyIdentifier value
from CA certificate)

MTA メーカー コード検証証明書
EMTAs のコード検証証明書（CVC）の仕様は、DOCSIS の仕様 SP-BPI+-I11-040407 で指定さ
れた DOCSIS 1.1 CVC と同一である必要があります。

CableLabs サービス プロバイダ証明書階層
サービス プロバイダ証明書階層は、CableLabs 発行 CableLabs サービス プロバイダのルート証
明書でルートされます。その証明書は、一連のサービス プロバイダの発行証明書として使用さ
れます。サービス プロバイダの証明書は、オプションのローカル システム証明書への署名に
使用されます。ローカル システム証明書が存在する場合、補助機器証明書の署名に使用されま
す。そうでない場合、補助証明書はサービス プロバイダの CA により署名されます。
表 94 : CableLabs サービス プロバイダ ルート証明書に含まれる情報には、RFC 2459 に準拠し
た必須フィールドの特定の値が含まれています。これらの特定の値は、次のとおりにする必要
があります。必須フィールドが特にリストにない場合は、RFC 2459 のガイドラインに正確に
従う必要があります。

CableLabs サービス プロバイダ ルート証明書
Kerberos キー管理を実行する前に、MTA と KDC により Kerberos プロトコルへの PKINIT 拡張
子を使用して相互認証を実行する必要があります。KDC 証明書チェーンを含む PKINIT 応答
メッセージの受信後に、MTA は KDC を認証します。KDC を認証では、MTA は CableLabs サー
ビス プロバイダ ルート CA によって署名された KDC のサービス プロバイダの証明書を含む、
KDC 証明書チェーンを確認します。
次の表は、CableLabs プロバイダ ルート証明書に関連する値を示します。
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表 94 : CableLabs サービス プロバイダ ルート証明書

CableLabs サービス プロバイダ ルート証明書
件名フォーム

PacketCable

ヨーロッパ仕様 PacketCable

c=US

C=BE

O = CableLabs

O = tComLabs

CN=CableLabs Service Provider CN=tComLabs Service Provider
Root CA
Root CA
使用目的

この証明書は、サービス プバイダ CA 証明書に署名するため
に使用されます。この証明書は、製造時または PacketCable セ
キュリティ仕様で指定されたセキュア コードのダウンロード
の時に各 MTA にインストールされ、プロビジョニング サー
バでは更新できません。MTA mib では、このルート証明書や
対応する公開キーが表示されません。

署名者

Self-signed

有効期間

20 年間。有効期間はこの証明書が再発行されないように長く
なることを意図しています。

係数長

2048

拡張機能

keyUsage [c、m](keyCertSign, cRLSign) subjectKeyIdentifier [n、
m] basicConstraints[c,m](cA=true)

Service Provider CA Certificate
これは、サービス プロバイダによって保持される証明書であり、CableLabs サービス プロバイ
ダ ルート CA によって署名されています。これは、CableLabs サービス プロバイダ ルート証明
書、テレフォニー サービス プロバイダ証明書、任意のローカル システム証明書、終了エンティ
ティ サーバ証明書が含まれる証明書チェーンの一部として検証されます。認証エンティティ
は、通常すでに CableLabs サービス プロバイダ ルート証明書を保有しており、証明書チェー
ンの残りの部分では送信されません。
サービス プロバイダ CA 証明書が証明書チェーンに常に明示的に含まれている事実により、
サービス プロバイダはこの証明書チェーンを検証する各エンティティの再設定を行う必要な
く、証明書を柔軟に変更できます。サービス プロバイダ CA 証明書が変更されるたびに、その
署名を CableLabs サービス プロバイダ ルート証明書で検証する必要があります。ただし、同
じサービス プロバイダの新しい証明書は、SubjectName の OrganizationName 属性と同じ値を保
持する必要があります。O と CN に存在する [Company] フィールドは、2 つのインスタンスで
異なる可能性があります。
次の表は、CableLabs サービス プロバイダ CA 証明書に関連する値を示します。
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表 95 : CableLabs サービス プロバイダ CA 証明書

CableLabs サービス プロバイダ ルート証明書
件名フォーム

PacketCable

ヨーロッパ仕様 PacketCable

C=Country

C=Country

O=Company

O=Company

CN=Company CableLabs Service CN=Company tComLabs Service
Provider CA
Provider CA
使用目的

この証明書は、サービス プバイダ CA 証明書に署名するため
に使用されます。この証明書は、製造時または PacketCable セ
キュリティ仕様で指定されたセキュア コードのダウンロード
の時に各 MTA にインストールされ、プロビジョニング サー
バでは更新できません。MTA mib では、このルート証明書や
対応する公開キーが表示されません。

署名者

Self-signed

有効期間

20 年間。有効期間はこの証明書が再発行されないように長く
なることを意図しています。

係数長

2048

拡張機能

keyUsage[c,m](keyCertSign cRLSign), subjectKeyIdentifier[n,m]
basicConstraints[c,m](cA=true)

ローカル システム CA 証明書
サービス プロバイダ CA は、ローカル システム CA（対応するローカル システム証明書と）
と呼ばれる地域の認証局に、証明書の発行を委任する可能性があります。ネットワーク サーバ
は、同じサービス プロバイダの地域の認証局の間で自由に移動が許可されます。したがって、
MTA MIB は、ローカル システム証明書（特定の地域内で MTA から KDC に制限する可能性が
ある）に関する情報を含みません。
次の表は、ローカル システム CA 証明書に関連する値を示します。
表 96 : ローカル システム CA 証明書

ローカル システム CA 証明書
件名フォーム

PacketCable

ヨーロッパ仕様 PacketCable

C=Country

C=Country

O=Company

O=Company

OU=Local System Name

OU=Local System Name

CN=Company CableLabs Local
System CA

CN=Company tComLabs Local
System CA
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ローカル システム CA 証明書
使用目的

サービス プロバイダ CA は、ローカル システム CA（対応す
るローカル システム証明書と）と呼ばれる地域の認証局に、
証明書の発行を委任する可能性があります。ネットワーク
サーバは、同じサービス プロバイダの地域の認証局の間で自
由に移動が許可されます。したがって、MTA MIB は、ローカ
ル システム証明書（特定の地域内で MTA から KDC に制限す
る可能性がある）に関する情報を含みません。

署名者

サービス プロバイダ CA 証明書

有効期間

20 年間

係数の長さ

1024、1536、2048

拡張機能

keyUsage[c,m](keyCertSign, cRLSign), subjectKeyIdentifier[n,m],
authorityKeyIdentifier[n,m](keyIdentifier=subjectKeyIdentifier value
from CA certificate), basicConstraints[c,m](cA=true,
pathLenConstraint=0)

操作補助証明書
これらすべては、ローカル システム CA またはサービス プロバイダ CA によって署名されま
す。その他の補助証明書は、後でこの標準に追加される可能性があります。
KDC 証明書
CableLabs Service Provider Root Certificate、Service Provider CA Certificate、Ancillary Device
Certificatesを含む証明書チェーンの一部として、この証明書を検証する必要があります。PKINIT
仕様では KDC 証明書が必要であり、の値は、KDC の Kerberos プリンシパル名の値である、
subjectAltName v.3 証明書の拡張を含める必要があります。
次の表は、KDC 証明書に関連する値を示します。
表 97 : KDC 証明書

キー発行局
件名

PacketCable

ヨーロッパ仕様 PacketCable

C=Country

C=Country

O=Company

O=Company

[OU=Local System Name]

[OU=Local System Name]

OU= ey Distribution Center
（キー発行局）

OU= tComLabs Key Distribution
Center（キー発行局）

CN =DNS 名

CN =DNS 名

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
505

プライム ケーブル プロビジョニングのトラブルシューティング
配信機能（DF）

キー発行局
使用目的

PKINIT 交換中に MTA へ KDC サーバの ID を確認します。こ
の証明書は PKINIT 応答内部の MTA に送信されるため、MTA
MIB には含まれておらず、サーバのプロビジョニングにより
更新またはクエリできません。

署名者

サービス プロバイダ CA 証明書またはローカル システム証明
書

有効期間

20 年間

係数の長さ

1024、1536 または 2048

拡張機能

keyUsage[c,o](digitalSignature)authorityKeyIdentifier[n,m](keyIdentifier=subjectKeyIdentifier
value from CA certificate)subjectAltName[n,m]

配信機能（DF）
CableLabs Service Provider Root Certificate、Service Provider CA Certificate、Ancillary Device
Certificates を含む証明書チェーンの一部として、この証明書を検証する必要があります。この
証明書は、DF 間のフェーズ 1 内部ドメイン交換の署名に使用されます（これは、電子監視で
使用されます)。ローカル システム名はオプションですが、ローカル システムの CA 証明書に
署名するときに必須です。標準的な表記で IP アドレスを指定する必要があります。
例： 245.120.75.22。
次の表は、DF 証明書に関連する値を示します。
表 98 : DF 証明書

DF 証明書
件フォーム

使用目的

PacketCable

ヨーロッパ仕様 PacketCable

C=Country

C=Country

O=Company

O=Company

[OU=Local System Name]

[OU=Local System Name]

OU=PacketCable Electronic
Surveillance

OU=Euro-PacketCable Electronic
Surveillance

CN =IP address

CNe =IP address

IKE キー管理を認証するため、DF ペア間の IPsec セキュリティ
アソシエーションを確立するのに使用します。合法的に通信
傍受されたサブジェクトを通話に転送したり、通話情報を含
むイベント メッセージを新しい通信傍受サーバ（DF）に転送
する必要がある場合、これらのセキュリティ アソシエーショ
ンが使用されます。
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DF 証明書
署名者

サービス プロバイダ CA 証明書またはローカル システム CA
証明書

有効期間

20 年間

係数長

2048

拡張機能

keyUsage[c,o](digitalSignature)authorityKeyIdentifier[n,m](keyIdentifier=subjectKeyIdentifier
value from CA certificate)subjectAltName[n,m]
(dNSName=DNSName)

PacketCable Server Certificates
これらの証明書は CableLabs サービス プロバイダ ルート証明書、サービス プロバイダ証明書、
ローカル システム オペレータ証明書（使用する場合）、補助デバイス証明書を含む証明書
チェーンの一部として、これらの証明書を検証する必要があります。これらの証明書を使用し
て、PacketCable システムのさまざまなサーバを識別します。たとえば、フェーズ 1 IKE の交換
に署名するか、PKINIT 交換の認証にこれらを使用できます。ローカル システム名はオプショ
ンですが、ローカル システムの CA 証明書に署名するときに必須です。標準的なドット付き
10 進表記で 2IP アドレスを指定する必要があります。例；245.120.75.22。DNS 名の値は、完全
修飾ドメイン名（FQDN）として指定する必要があります。例：device.packetcable.com。
次の表は、PacketCable サーバ証明書に関連する値を示します。
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表 99 : PacketCable サーバ証明書

PacketCable サーバ証明書
件名フォーム

ヨーロッパ仕様 PacketCable
C=Country
O=Company
OU = ヨーロッパ仕様
PacketCable
[OU=Local System Name]
OU=Sub-system Name
CN=Server Identifier[:Element
ID]
commonName 追加仕様につい
ては、
[PKT-SP-SEC-IO8-030415] を参
照してください。
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PacketCable サーバ証明書
PacketCable
C=Country
O=Company
OU = PacketCable
OU=[Local System Name]
OU=Sub-System Name
CN=Server Identifier[:Element
ID]
Server Identifier の値は、サー
バの FQDN またはコロン（:）
にする必要があり、オプショ
ンでコロンに続き、前後にス
ペースを入れない要素 ID で
す。
Element ID は請求イベント
メッセージに表示する ID で
す。イベント メッセージを生
成可能なすべてのサーバの証
明書に含める必要がありま
す。これには、CMS、CMTS、
および MGC が含まれます。
[8] は 5 オクテットの右揃え、
スペース埋め込み、ascii 文字
エンコード、数字の文字列と
して要素 ID を定義します。証
明書で使用するための要素 ID
を変換するとき、スペースを
ASCII ゼロ（0x48）に変換す
る必要があります。
たとえば、要素 ID 311 および
IP アドレス 123.210.234.12 を
持つ CMTS は、共通名
「123.210.234.12: 00311」があ
ります。
Sub-System Name の値は、次の
いずれかである必要がありま
す。
• 境界プロキシ：bp
• ケーブル モデム終端シス
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PacketCable サーバ証明書
テム：CMTS
• コール管理サーバ：CMS
• メディア ゲートウェイ：
mg
• メディア ゲートウェイ コ
ントローラ：MGC
• Media Player：mp
• メディア プレーヤー コン
トローラ：mpc
• プロビジョニング サー
バ：ps
• 記録保持サーバ：RKS
• ゲートウェイのシグナリ
ング：sg
使用目的

これらの証明書を使用して、PacketCable システムのさまざま
なサーバを識別します。たとえば、フェーズ 1 IKE の交換に
署名するか、PKINIT 交換のデバイス認証にこれらを使用でき
ます。

署名者

テレフォニー サービス プロバイダ証明書またはローカル シ
ステム証明書

有効期間

MSO ポリシーによる設定

係数長

2048

拡張機能

keyUsage[c,o](digitalSignaturekeyEncipherment)
authorityKeyIdentifier [n、m] (keyIdentifiersubjectKeyIdentifier が
CA 証明書から値を =)
subjectAltName [n、m] (dNSName =DNSName | iPAddress =IP
「addressname」)
KeyUsage タグはオプションです。使用する際に、重大として
マークする必要があります。後述のようにしない限り、
subjectAltName 拡張には、件名の [CN] フィールドで指定され
た対応する名前値を含む必要があります。

CMS 証明書の CN 属性値は、要素の ID である必要があります。SubjectAltName 拡張には、IP
アドレスまたは CMS の FDQN のどちらかを含む必要があります。CMTS 証明書の CN 属性値
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は、要素 ID である必要があります。SubjectAltName 拡張には、IP アドレスまたは CMTS の
FDQN のどちらかを含む必要があります。
MGC 証明書の CN 属性値は、要素 ID である必要があります。SubjectAltName 拡張には、IP ア
ドレスまたは MGC の FDQN のどちらかを含む必要があります。

証明書の失効
この時点で PacketCable の範囲外です。

ケーブル検証証明書階層
CableLabs Code Verification Certificate (CVC) PKI は、本来一般的であり、CVC が必要なすべて
のすべての CableLabs プロジェクトに適用されます。これは、基本的なインフラストラクチャ
があらゆる CableLabs プロジェクトの再利用できることを意味します。各プロジェクトに必要
なエンド エンティティ証明書に違いがある可能性がありますが、エンドエンティティ証明書が
重複する場合、エンド エンティティ証明書を重複のサポートのために使用可能です。
CableLabs CVC 階層は、eMTAs には適用されません。

共通 CVC 要件
次の要件は、すべてのコード検証証明書に適用します。
• 証明書は、DER エンコードが行われる必要があります。
• 証明書は、バージョン 3 である必要があります。
• 証明書は、次の表で指定される拡張機能を含め、追加の拡張機能は含まないようにする必
要があります。
• [Public exponent] は F4 である必要があります（65537 10 進数）。

CableLabs Code Verification Root CA Certificate
CableLabs コード検証ルート CA 証明書、CableLabs コード検証 CA、コード検証証明書を含む
証明書チェーンの一部として、この証明書を検証する必要があります。証明書を検証する方法
についての詳細は、『証明書の検証』を参照してください。
次の表は、CableLabs コード検証ルート CA 証明書に関連する値を示します。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
511

プライム ケーブル プロビジョニングのトラブルシューティング
CableLabs Code Verification CA Certificate

表 100 : CableLabs コード検証ルート CA 証明書

CableLabs コード検証ルート CA 証明書
件名フォーム

PacketCable

ヨーロッパ仕様 PacketCable

c=US

C = BE

O = CableLabs

O = tComLabs

CN=CableLabs CVC Root CA

CN = tComLabs CVC Root CA

使用目的

この証明書は、コード検証 CA 証明書の署名に使用されます。
この証明書は、製造時に S MTA の不揮発性メモリに含める必
要があります。

署名者

Self-signed

有効期間

20 年以上

係数長

2048

拡張機能

KeyUsage [c,m] (keyCertSign, cRL Sign) subjectkeyidentifier [n,m]
basicConstraints [c,m](cA=true)

CableLabs Code Verification CA Certificate
CableLabs コード検証 CA 証明書は、CableLabs コード検証ルート CA 証明書、CableLabs コー
ド検証 CA 証明書、CableLabs コード検証証明書を含む証明書チェーンの一部として検証する
必要があります。証明書を検証する方法についての詳細は、『証明書の検証』を参照してくだ
さい。1 つ以上の CableLabs コード検証 CA がある可能性があります。S-MTA は一度に 1 個の
CableLabs CVC CA をサポートする必要があります。
次の表は、CableLabs コード検証 CA 証明書に関連する値を示します。
表 101 : CableLabs コード検証 CA 証明書

CableLabs コード検証 CA 証明書
件名フォーム

PacketCable

ヨーロッパ仕様 PacketCable

c=US

C = BE

O = CableLabs

O = tComLabs

CN=CableLabs CVC CA

CN = tComLabs CVC CA

使用目的

この証明書は、CableLabs コード検証ルート CA によって
CableLabs に発行されます。この証明書は、コード検証証明書
を発行します。この証明書は、製造時に S MTA の不揮発性メ
モリに含める必要があります。

署名者

CableLabs コード検証ルート CA
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CableLabs コード検証 CA 証明書
有効期間

CableLabs ポリシーにより設定

係数の長さ

2048

拡張機能

KeyUsage [c,m] (keyCertSign, cRL Sign) subjectKeyIdentifier [n,m]
authorityKeyIdentifier [n,m] basicConstraints [c,m](cA=true,
pathLenConstraint=0)

Manufacturer Code Verification Certificate
CableLabs コード検証 CA は、承認済みの各製造元にこの証明書を発行します。安全なソフト
ウェア ダウンロードのケーブル オペレータにより、ポリシー設定で使用されます。
次の表は、製造元コード検証証明書に関連する値を示します。
表 102 : 製造業者コード検証証明書

製造元コード検証証明書
件名フォーム

PacketCable

ヨーロッパ仕様 PacketCable

C=Country

C=Country

O=Company Name

O=Company Name

[ST=State/Province]

[ST=state/province]

[L=City]

[L=City]

CN=Company Name Mfg CVC

CN=Company Name Mfg CVC

使用目的

CableLabs コード検証 CA は、承認済みの各製造元にこの証明
書を発行します。安全なソフトウェア ダウンロードのケーブ
ル オペレータにより、ポリシー設定で使用されます。

署名者

CableLabs コード検証 CA

有効期間

CableLabs ポリシーにより設定

係数の長さ

1024、1536、2048

拡張機能

extendedKeyUsage [c,m] (id-kp-codeSigning) authorityKeyIdentifier
[n,m]

tCableLabs コード検証 CA 証明
書

組織内の会社名は、共通の会社名と異なる可能性があります。

サービス プロバイダ コード検証証明書
サービス プロバイダ コード検証証明書は、CableLabs コード検証ルート CA 証明書、CableLabs
コード検証 CA 証明書、サービス プロバイダ コード検証証明書を含む証明書チェーンの一部
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として検証する必要があります。証明書を検証する方法についての詳細は、『証明書の検証』
を参照してください。
次の表では、サービス プロバイダ コード検証証明書に関連する値を示します。
表 103 : サービス プロバイダ コード検証証明書

サービス プロバイダ コード検証証明書
件名フォーム

C=Country

C=Country

O=Company Name

O=Company Name

[ST=State/Province]

[ST=State/Province]

[L=City]

[L=City]

CN=Company Name Service
Provider CVC

CN=Company Name Service
Provider CVC

使用目的

CableLabs コード検証 CA は、承認済みの各サービス プロバイ
ダにこの証明書を発行します。安全なソフトウェア ダウン
ロードのケーブル オペレータにより、ポリシー設定で使用さ
れます。

署名者

CableLabs コード検証 CA

有効期間

CableLabs ポリシーにより設定

係数の長さ

1024、1536、2048

拡張機能

extendedKeyUsage [c,m] (id-kp-codeSigning) authorityKeyIdentifier
[n,m]

tCableLabs コード検証 CA 証明
書

組織内の会社名は、共通の会社名と異なる可能性があります。

Certificate Revocation Lists for CVCs
S-MTA は、CVC の証明書失効リスト（Crl）をサポートする必要はありません。
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章

FAQ
この章では、プライム ケーブル プロビジョニングについてよく寄せられる質問（FAQ）のリ
ストを提供します。
• プライム ケーブル プロビジョニング設定 （515 ページ）
• IPv6 設定 （519 ページ）
• CMTS 設定 （522 ページ）
• RPD デバイスのカスタム リレー エージェントのリモート ID 検証 （524 ページ）

プライム ケーブル プロビジョニング設定
このセクションでは、一般的なプライム ケーブル プロビジョニング設定に関連する FAQ につ
いて説明します。
• Network Registrar 拡張機能を有効または無効にするには？
• How do I enable tracing for Network Registrar extensions?
• DPE サーバ登録が失敗したのは何故ですか？
• agent.conf を更新する間に RDU がクラッシュするのはなぜですか？
• コンポーネントが通信できないのはなぜですか？
• Radius 専用ユーザーの信頼性の高いバッチの実行が失敗した理由は何ですか？
• BAC 4.x および 4.x.x API クライアントが未認証バッチ ID を取得した理由は何ですか？
• 外部エージェントを PCP コンポーネントに接続するには？ （519 ページ）

Network Registrar 拡張機能を有効または無効にするには？
このセクションで説明されている手順は、次を仮定しています。
• プライム ケーブル プロビジョニング コンポーネントは、/Opt/CSCObac にインストールさ
れています。
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• Cisco Prime Network Registrar は /opt/nwreg2 にインストールされます。
Network Registrar 拡張ポイントを手動でインストールします
Network Registrar 拡張ポイントを手動でインストールするには。

ステップ 1 root アクセスで Network Registrar サーバにログインします。
ステップ 2 バックアップを作成し、libbprextensions.so ディレクトリを NR_HOME/local/extensions/dhcp/dex/ ディレクト
リにコピーします。
ステップ 3 バックアップを作成し、 cnr_ep.properties ファイルを BPR_HOME/cnr_ep/conf ディレクトリにコピーしま
す。
ステップ 4 次からNetwork Registrar コマンド ライン ツール（nrcmd）から拡張機能を設定します。
NR_HOME/local/usrbin/nrcmd -s -b < BPR_HOME/cnr_ep/bin/bpr_cnr_enable_extpts.nrcmd
ステップ 5 DHCP サーバをリロードします。

Network Registrar 拡張ポイントを手動で無効にします
Network Registrar 拡張ポイントを手動で無効にするには。

ステップ 1 root アクセスで Network Registrar サーバにログインします。
ステップ 2 入力
NR_HOME /local/usrbin/nrcmd -s -b < BPR_HOME/cnr_ep/bin/bpr_cnr_disable_extpts.nrcmd
ステップ 3 libbprextensions.so ファイルを削除します。これは、NR_HOME/local/extensions/dhcp/dex/ ディレクトリに存
在します。
ステップ 4 DHCP サーバをリロードします。

How do I enable tracing for Network Registrar extensions?
Network Registrar 拡張ポイントのトレースを有効にするには。

ステップ 1 Network Registrar web UI にログインします。デフォルトのログインおよびパスワードは admin および
changeme です。
ステップ 2 メニューから、DHCP > DHCP Server ページをクリックします。
[Manage DHCP Server（DHCP サーバの管理）] ページが表示されます。
ステップ 3 DHCP サーバのリンクをクリックします。
[Edit DHCP Server（DHCP サーバの編集）] ページが表示されます。
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ステップ 4 拡張カテゴリを展開し、extension-trace-level 値を 3 または 4 に設定します。
ステップ 5 受信および発信パケットを表示するには、ロギング カテゴリを展開し、incoming-packet-detail および
outgoing-packet-detail チェック ボックスをオンにします。
ステップ 6 [Modify Server（サーバの変更）] をクリックします。
ステップ 7 DHCP サーバをリロードします。

DPE サーバ登録が失敗したのは何故ですか？
DPE はプロビジョニング グループの最大要件ではないため、DPE サーバの登録は失敗する可
能性があります。
以下を必要とすることを示すエラー メッセージの DPE ログ ファイルを確認します。
• たとえば DPE で TFTP サービスを有効にする必要がある場合、追加設定を有効にします。
• プライム ケーブル プロビジョニングでのみ使用可能な機能を有効にするためにサーバを
アップグレードします。
• IPv6 PG 通信を有効にする前に、すべての拡張ポイントをアップグレードします。

agent.conf を更新する間に RDU がクラッシュするのはなぜですか？
RDU または DPE では、agent.conf を介して拡張 JVM 引数を設定する必要があります。

コンポーネントが通信できないのはなぜですか？
Prime ケーブル プロビジョニング コンポーネントがインストールされているサーバでは、ファ
イアウォールを無効にする必要があります。Prime ケーブル プロビジョニングで使用されてい
るポートを確認するには、サポートのサイトからポート情報を参照してください。

レガシDPEおよびLinuxRDU間の接続がドロップしたのは何故ですか？
単一 CM 背後のデバイス設定の大規模な再生成が存在する場合、または CRS ジョブが開始さ
れている CoS レベル変更を使用して 100 万 CM デバイスの設定の再生成が発生する場合、Solaris
DPE および Linux RD 間の接続のドロップが発生します。

Radius 専用ユーザーの信頼性の高いバッチの実行が失敗した理由は何
ですか？
Radius 専用ユーザによって送信された信頼性の高いバッチは、再起動またはユーザーのログア
ウト時に実行することを保証できません。これは、RDU アカウントで定義されている権限を
持たないユーザーに適用しますが、リモートの Radius サーバによりのみ提供されています。
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BAC 4.x および 4.x.x API クライアントが未認証バッチ ID を取得した理
由は何ですか？
プライム ケーブル プロビジョニング 5.0 で、以前のリリースの API クライアントが認識して
いない、いくつかの新しいコマンドのエラー メッセージとエラー コードが追加されます。こ
れは、RDU へのバッチ応答を求める API クライアントになります。しかし、バッチがすでに
処理され応答が送信さていると、RDU バッチ応答は保存されておらず、二回目の試行以降か
らエラーメッセージで応答します。
プライム ケーブル プロビジョニング RDU と 4.x および 4.x.x API クライアント間で正常な通信
を行うには、5.0 bpr.jar、bacbase.jar、および bac common.jar ファイルが 4.x および 4.x.x API ク
ライアント設定にコピーされていることを確認します。これらの jar は、適切なクラスパスに
ロードされます。Cisco では、Java バージョン 1.6.0_32 移行を使用して、プライム ケーブル プ
ロビジョニングの API クライアントをサポートするように推奨します。

（注）

注：4.2.x から 5.0 にアップグレードする場合、RDU を 5.0 にアップグレードする前に、すべて
の API クライアントが 4.2.1 にアップグレードされていることを確認します。すべての RDU を
5.0 にアップグレードした後、すべての API クライアントを 5.0 にアップグレードします。
RDU が新しいコマンド エラーコードを送信できるシナリオの一部を次に示します。
• ユーザーには、コマンドを実行する特定の権限がありません。
• インスタンス レベルの認証に失敗しました。
• ユーザー情報（アクセス権限、アクセス可能なドメイン、アクティブ セッション）は、
RDU にキャッシュされません。これは、RDU に再接続するときに再認証されないように
するため、4.2 以前のプライム ケーブル プロビジョニング jar とともに永続的な API クラ
イアントで発生します。そのため、ユーザー情報は RDU にキャッシュされません。この
問題を解決するための回避策は、すべての RDU が再起動した後 API クライアントを再起
動し、API クライアントの再起動後にユーザーが再認証することです。問題を修正するに
は、以前のリリースの API クライアント jar をプライム ケーブル プロビジョニング 5.0 に
アップグレードします。

（注）

ユーザー情報は、ユーザーが認証されるときにのみ RDU キャッシュに保存されます。ユーザー
情報は、最後のアクティブなユーザー セッションの期限が切れるか、終了するまでキャッシュ
に保存されます。

ファイル システムのスプリット ブレーンは何故発生するのですか？
ファイルシステムのスプリット ブレーンは、RDU HA インストール中に自動フェールバック
と自動スプリット ブレーンが no に設定されている場合や、プライマリおよびセカンダリ サー
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バの両方が同時にオンラインになった場合に発生します。この状況では、ユーティリティ スク
リプトを使用して分散管理を手動で修正する必要があります。

外部エージェントを PCP コンポーネントに接続するには？
次の JVM 標準オプションは、PCP コンポーネントでサポートされています。RDU、DPE CLI、
DPE、KDC、および SNMP エージェント。
オプション

説明

- agentlib:< libname>[=< options>]

ネイティブ エージェント ライブラリ < libname
> をロードするには。

-agentpath:<pathname>[=<options>]

完全なパス名でネイティブ エージェント ライ
ブラリをロードするには。

-javaagent:<jarpath>[=<options>]

Java プログラミング言語エージェントをロー
ドするには。

これらのオプションを使用して、外部エージェントを PCP コンポーネントに接続し、JVM パ
フォーマンスをモニタできます。

IPv6 設定
このセクションでは、プライム ケーブル プロビジョニングを設定する際の IPv6 に関連する
Faq を説明します。
• DPE の IPv6 でプロビジョニングを有効にするには？
• プロビジョニングに IPv4 インターフェイスを設定するには？
• DPE は IPv6 プロビジョニングに設定されていますが、プライム ケーブル プロビジョニン
グは IPv6 DOCSIS 3.0 デバイスをプロビジョニングしません。どうしてですか。
• MAC アドレスを使用してすべてのデバイスを検索する場合、一部の IPv6 デバイスは表示
されません。どうしてですか。
• インターフェイスで IPv6 を有効にするには？
• ループバック インターフェイスで IPv6 を設定するには？
• 静的 IP アドレスをインターフェイスに割り当てるには？

DPE の IPv6 でプロビジョニングを有効にするには？
DPE に IPv6 プロビジョニングを有効にするには、DPE コマンド ラインから次の手順を実行し
ます。
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ステップ 1 IPv6 プロビジョニングを有効にするには、次のコマンドを使用して 2 つのインターフェイスを設定する必
要があります。
a)

指定されたインターフェイスを使用するように DPE を設定するには、IP アドレス別に特定し、Network
Registrar 拡張と通信するときに以下を入力します。
interface ip ipv4_address pg-communication
ipv4_address：特定の DPE インターフェイスの IPv4アドレスを特定します。
interface ip ipv6_address pg-communication
ipv6_address：特定の DPE インターフェイスの IPv6 アドレスを特定します。
（注）

• このコマンドを使用して、IPv4アドレスのみまたは IPv4 と IPv6 の両方のアドレスのいず
れかを設定できます。
• 拡張機能との通信にインターフェイス（IPv4 / IPv6）を設定する場合（interface ip
pg-communication コマンドを使用）、拡張機能は指定したインターフェイスで DPE と通
信します。
• IPv4アドレスのみが指定されている場合、Network Registrar 拡張機能と通信するため、
IPv4 および IPv6 モードの両方に対して、拡張機能は指定した IPv4 インターフェイス経
由で DPE と通信します。
• IPv4 と IPv6 アドレス両方で Network Registrar 拡張機能と通信するためのインターフェイ
スが指定されている場合、拡張機能は IPv4 モードの場合指定された IPv4 インターフェイ
ス経由で DPE と通信し、IPv6 モードの場合指定された IPv6 インターフェイス経由で通
信します。
• IPv6 グローバル アドレスまたはリンク ローカル アドレスは、interface ip pg-communication
コマンドで使用できます。
• この設定を使用して、管理通信が行われているデバイスを分離する、分割ネットワーキ
ング技術を使用できます。
• Network Registrar 拡張との通信にインターフェイスを指定しない場合、拡張機能はプロビ
ジョニングが有効になっているインターフェイス経由で DPE と通信します。

b) 指定されたインターフェイスを設定し、IP アドレスで識別され、プロビジョニング要求を処理するた
め、以下を入力します。
interface ip ip_address provisioning
ip_address：IPv6 形式でインターフェイスの IP アドレスを指定します。
ステップ 2 それぞれのコマンドを使用してこれらのサービスを有効にします。
• TFTP：service tftp 1..1 ipv6 enabled true
• ToD：service tod 1..1 ipv6 enabled true
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ステップ 3 dpe reload コマンドを使用して DPE をリロードします。

プロビジョニングに IPv4 インターフェイスを設定するには？
プロビジョニングに IPv4 インターフェイスを設定するには、このコマンドを使用して、その
インターフェイスの完全修飾ドメイン名（FQDN）を設定する必要があります。
# interface ip ip_address provisioning fqdn fqdn
• ip_address：IPv4 形式でインターフェイスの IP アドレスを指定します。
• fqdn：指定されたインターフェイスで設定されている FQDN を特定します。

DPE は IPv6 プロビジョニングに設定されていますが、プライム ケーブ
ル プロビジョニングは IPv6 DOCSIS 3.0 デバイスをプロビジョニングし
ません。どうしてですか。
DPE が属するプロビジョニング グループの DOCSIS 3.0 を有効にする必要があります。
プライム ケーブル プロビジョニングの Admin UI：

ステップ 1 [Servers（サーバ）] > [Provisioning Grou（プロビジョニング グループ）] を選択します。
[Provisioning Group Details（プロビジョニング グループの詳細）] ページが表示されます。
ステップ 2 特定の DPE に対応する [Provisioning Groups（プロビジョニング グループ）] リンクをクリックします。
ステップ 3 [Capabilities Management（機能管理）] 領域で、IPv6 - DOCSIS 3.0 に対応する Enabled ラジオ ボタンをク
リックします。
ステップ 4 [Submit] をクリックします。`

MAC アドレスを使用してすべてのデバイスを検索する場合、一部の
IPv6 デバイスは表示されません。どうしてですか。
一部の IPv6 デバイスでは、Vista IPv6 コンピュータなどのデバイスが要請メッセージで MAC
アドレスを報告しないため、MAC アドレス オプションを使用したすべてのデバイスの検索は
表示されません。その結果、DUID のみで呼ばれます。
デバイスが CableLabs デバイス ID オプションの MAC アドレスを報告する場合、DUID または
MAC アドレスを使用してデバイスを検索できます。
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インターフェイスで IPv6 を有効にするには？
インターフェイスで IPv6 を有効にするには、次のコマンドを実行します。
#
#
#

ifconfig intf inet6 plumb up
/usr/lib/inet/in.ndpd
touch /etc/hostname6.intf

intf が IPv6 を有効にするインターフェイスを特定します。

ループバック インターフェイスで IPv6 を設定するには？
ループバック インターフェイスで IPv6 を設定する前に、ループバック インターフェイスが次
のコマンドを使用していることを確認します。
#

ifconfig -a

ループバック インターフェイスが起動しない場合は、 root としてログインし、次のコマンド
を実行します。
#
#
#

ifconfig lo0 inet6 plumb
route add -inet6 ::1/128 localhost
ifconfig lo0 inet6 up

静的 IP アドレスをインターフェイスに割り当てるには？
静的 IPアドレスを割り当てることが必須ではない場合、実行するには次のコマンドを実行しま
す。
#

ifconfig bge0 inet6 addif 2001:420:3800:601::1/64 up

CMTS 設定
このセクションでは、ケーブル モデム終端システム（CMTS）の設定に関連するいくつかの
FAQ について説明します。
• 両方のケーブル ライン カードによるケーブル バンドル 1 の使用方法を知るには？
• 使用可能な IPv6 ケーブル ヘルパー アドレスはありますか？
• IPv4 プライマリおよびセカンダリ IPv4 サブネットと同様に複数の IPv6 サブネットを設定
するには？
• CMTS の IPv6 モデムのリストを表示するには？
• IPv6 単一スタックのみを承認するように CMTS インターフェイスを設定するには？

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
522

プライム ケーブル プロビジョニングのトラブルシューティング
両方のケーブル ライン カードによるケーブル バンドル 1 の使用方法を知るには？

• モデム状態 init(x) とはどういう意味ですか？

両方のケーブル ライン カードによるケーブル バンドル 1 の使用方法
を知るには？
各ケーブル インターフェイスにこの設定を追加する必要があります。
interface Cable3/0
cable bundle 1

使用可能な IPv6 ケーブル ヘルパー アドレスはありますか？
はい。バンドル上のこの設定は、IPv4 のヘルパー アドレスと同じです。
ipv6 dhcp relay destination FC00:420:3800:710::2 GigabitEthernet0/1

IPv4 プライマリおよびセカンダリ IPv4 サブネットと同様に複数の IPv6
サブネットを設定するには？
IPv6 のバンドルに複数のプレフィックスを割り当てる場合、IPv6 のこれらのサブネットのプ
ライマリまたはセカンダリ タイプはありません。

CMTS の IPv6 モデムのリストを表示するには？
次のコマンドを使用して、IPv6 モデムのリストを参照してください。
show cable modem ipv6

IPv6 単一スタックのみを承認するように CMTS インターフェイスを設
定するには？
ケーブル モデム終端システム（CMTS）のインターフェイスにこのオプションを追加する必要
があります。
(config-if)#

cable ip-init ipv6

モデム状態 init(x) とはどういう意味ですか？
show cable modems (Scm) コマンドは、接続されているケーブル モデムとそれぞれの状態を表
示します。
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次の表に、IPv4 と IPv6 の両方でさまざまなモデム状態を示します。
表 104 : ケーブル モデムの状態

状態

説明

IPv4
init(d)

DHCP Discover

init(io)

DHCP Offer

init(dr)

DHCP REQUEST

init(i)

DHCP Ack

init(o)

TFTP 要求

Init(t)

ToD 要求

online

Online

IPv6
init6(s)

solicit

init6(a)

Advertise

init6(r)

Request

init6(i)

Reply

init6(o)

IPv6 TFTP 要求

init6(t)

IPv6 ToD 要求

online

Online

RPDデバイスのカスタム リレーエージェントのリモート
ID 検証
リレー エージェント リモート ID DHCPオプション relay-agent-remote-idは、DHCPv4 デバイス
で必須です。このオプションは要求に存在するものではない場合、CNR-EP はエラーを表示
し、パケットを廃棄します。
RPD デバイスのrelay-agent-remote-id なしで RPD デバイスをサポートする必要がある場合、検
証は次の手順を使用して、RDU デバイス検出拡張機能に移動します。
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1.

1. [NR デフォルト値] > [DHCPv4 要求ディクショナリで必要な属性] に変更し、属性値
relay-agent-remote-id と chaddrに変更します。dhcp を再ロードすると、relay-agent-remote-id
は必須でないものとなり、chaddr が CNR で必須です。

1.

2. デフォルト デバイス拡張機能とともにのリモート ID の検証のカスタム デバイス検出拡
張機能を設定します。
com.cisco.provisioning.cpe.extensions.builtin.detection.EnableRemoteIdPresenceValidation,com.cisco.provisioning.cpe.extensions.
builtin.detection.DeviceDetector,com.cisco.provisioning.cpe.extensions.builtin.detection.RemoteIdOptionDetector

これら 2 つのカスタム デバイス検出拡張機能はすでに bpr.jar で利用可能です。
relay-agent-remote-id の検証は拡張レベルで行われ、RPD デバイス許可のみが relay-agent-remote-id
なしで許可されますが、その他のタイプのデバイスの場合、検出は relay-agent-remote-id 値が
見つからない場合に、エラーをスローします。
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章

プライム ケーブル プロビジョニング サ
ポート ツール
このセクションでは、プライム ケーブル プロビジョニングのみならず速度を維持し、本製品
のインストール、展開、および使用の改善を行う上で役立つツールの情報と使用法を説明しま
す。

（注）

このセクションには、ツールの使用方法のいくつかの例が含まれています。多くの場合は、
ツールのファイル名には、 BPR_HOMEとして指定されたパスが含まれます。これは、デフォ
ルトのホーム ディレクトリの場所を示します。
ここでは、次の項目について説明します。
• プライム ケーブル プロビジョニング ツール （528 ページ）
• RDU エクスポート インポート ツール （530 ページ）
• PKCert.sh の使用 （537 ページ）
• KeyGen ツールの使用 （543 ページ）
• changeNRProperties.sh の使用 （546 ページ）
• disk_monitor.sh の使用 （549 ページ）
• runEventMonitor.sh ツールの使用 （550 ページ）
• rdu.properties の使用 （553 ページ）
• adminui.properties の使用 （554 ページ）
• verifydb.sh ツールの使用 （556 ページ）
• passwordEncryption.sh の使用 （557 ページ）
• changeSSLProperties.sh の使用 （557 ページ）
• ws-cli.sh の使用 （561 ページ）
• RDU 冗長性を管理してトラブルシューティングするスクリプト （563 ページ）
• deviceReader ツールの使用 （567 ページ）
• ライブ DB 圧縮ツールの使用 （569 ページ）
• DPE イベント パブリッシャ （574 ページ）
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プライム ケーブル プロビジョニング ツール
プライム ケーブルのプロビジョニングは特定の機能をより効率的に実行するために使用する自
動ツールを提供します。次の表に、このプライム ケーブル プロビジョニング リリースをサポー
トするさまざまなツールを示します。
表 105 : プライム ケーブル プロビジョニング ツール

ツール

説明

参照...

設定ファイルのユーティリ
ティ

プライム ケーブル プロビジョ テンプレートの設定ファイル
ニング テンプレートと設定
ユーティリティの使用
ファイルをテスト、検証、お
よび表示するために使用しま
す。

プライム ケーブル プロビジョ プライム ケーブル プロビジョ CLI からプライム ケーブル プ
ニング プロセス ウォッチドッ ニング システム コンポーネン ロビジョニング プロセス
グ
トの状態を観察し、サーバを ウォッチドッグを使用する
停止または開始するために、
プライム ケーブル プロビジョ
ニング ウォッチドッグ デーモ
ンと双方向通信をします。
RDU ログ レベル ツール

RDU のログ レベルを設定し、 RDU ログ レベル ツールの使
ログのデバッグ出力を有効ま 用
たは無効にします。

PacketCable 証明書ツール

KDC により操作のために必要 PKCert.sh の使用
とされる KDC 証明書をインス
トールし、管理します。

KeyGen ツール

PacketCable サービス キーを生 KeyGen ツールの使用
成します。

Network Registrar プロパティ
ツールの変更

Prime Network Registrar DHCP changeNRProperties.sh の使用
サーバに組み込まれるプライ
ム ケーブル プロビジョニング
拡張機能で使用されている
キー設定と SSL関連のプロパ
ティを変更するために使用さ
れます。

SNMP エージェント設定ツー SNMP エージェントを管理し PKCert.sh の使用
ル
ます。
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ツール

説明

参照...

診断ツール

システム パフォーマンスとト 診断ツールを使用したトラブ
ラブルシューティングに関連 ルシューティング
するサーバ データを収集しま
す。

BundleState.sh ツール

エスカレーションをサポート サポートのためのサーバ状態
するサーバの状態に関連する のバンドリング
診断データをバンドルしま
す。

ディスク領域のモニタリング 1 つまたは複数のファイル シ disk_monitor.sh の使用
ツール
ステムのしきい値を設定しま
す。これらのしきい値を超え
ると、追加のディスク容量が
使用可能になるまで、アラー
トが生成されます。
changeSSLProperties.sh ツール SSL 接続を有効または無効に changeSSLProperties.sh の使用
する、セキュア キーを変更
（557 ページ）
し、ポート番号、秘密キーと
キー パスワードのセキュリ
ティを保持するなど、さまざ
まな SSL プロパティを変更す
るために使用されます。
ws cli.sh ツール

RDU アカウントの追加と削
ws-cli.sh の使用
除、ログ重大度レベルの変更
など、キー PWS 設定プロパ
ティを変更するために使用さ
れます。

RDU エクスポート ツール

デバイスのグループを RDU か RDU エクスポート インポート
ら中間データベースにエクス ツール （530 ページ）
ポートするために使用できる
$BPR_HOME/rdu/内部/db/bin
にあるエクスポート ツール。
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ツール

説明

参照...

RDU インポート ツール

インポート ツールは、
RDU エクスポート インポート
$BPR_HOME/rdu/内部/db/bin ツール （530 ページ）
にあります。このツールは、
(エクスポート ツールによって
生成された) 中間データベース
からすべてのデバイスをター
ゲット RDU データベースにイ
ンポートするために使用でき
ます。

ツールの削除

中間データベースにエクス
RDU エクスポート インポート
ポートできる送信元 RDU から ツール （530 ページ）
デバイスを削除できる
$BPR_HOME/rdu/内部/db/bin
にある削除ツール。

deviceReader ツール

関連するリソース、CoS、
deviceReader ツールの使用 （
DHCP 基準と共にデバイス オ 567 ページ）
ブジェクトを読み込み、RDU
データベースからデバイスの
詳細を抽出します。

ライブ DB 圧縮ツール

ライブ DB 圧縮ツールは、
ライブ DB 圧縮ツールの使用
RDU を停止することがなく、 （569 ページ）
RDU データベースに圧縮する
ために使用されます。

RDU エクスポート インポート ツール
このツールは、ユーザが 1 つの RDU から別の RDU にデバイスのデータをエクスポートまたは
インポートすることができるようにします。エクスポートされたデバイスのデータには、サー
ビス プロバイダがRDU 間でデバイスをシームレスに移行することができるようにする DHCP
検出情報を含みます。エクスポート ツールは、サービスがプロビジョニング グループ（PG）
または「giaddr」に基づくデバイスを移動することができるようにするフィルタ ベースのサ
ポートを提供します。
RDU エクスポート インポート ツールは、プラットフォームから独立しています。たとえば、
ツールはユーザが Solaris プラットフォームで実行中の RDU からデータをエクスポートし、
Linux プラットフォームで実行中の RDU にデータをインポートすることができるようにしま
す。
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（注）

エクスポート インポート ツールを使用して 1 つの RDU から別の RDU へのデバイスのデータ
を移行中に、別のテンプレート ファイルで使用されているテンプレート ファイルはエクスポー
トまたはインポートされません。したがって、デバイス データを移行する前に、ターゲット
データベースにソース データベースからすべてのリソースを移行することをお勧めします。

エクスポート ツール
$BPR_HOME/rdu/内部/db/binにあるエクスポート ツールは、RDU から中間データベースにデバ
イスのグループをエクスポートするために使用できます。エクスポートするデバイスで、次を
提供することでフィルタ リングできます。
1. グループのプロビジョニング

プロビジョニングのグループに属しているデ
バイスがエクスポートされます。

2. プロビジョニング グループと giaddr

指定された giaddr を持っているプロビジョニ
ンググループの下にあるデバイスがエクスポー
トされます。

エクスポート ツールのヘルプ オプション (exportTools.sh-help) は、ツールに使用可能なさまざ
まなオプションを提供します。
パラメータ：
-dbdir

デバイスがエクスポートされるディレクトリ
は、-dbdirパラメータで提供されます。デフォ
ルトの場所は、RDU の $BPR_DATA ディレク
トリになります。

-dblogdir

このオプションのパラメータは、ソース デー
タベースの dblog ディレクトリを記述します。

-targetdbdir

中間のデータベースを作成する必要があるディ
レクトリは-targetdbdirにより示されます。

-targetdblogdir

このオプションのパラメータは、中間データ
ベースの dblog ディレクトリを記述します。

PG

これは、そのプロビジョニング グループ内の
デバイスをエクスポートするために必要なパ
ラメータです。

giaddr

これは省略可能なパラメータです。指定され
た giaddr をもつデバイスがエクスポートされ
ます。
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-expaddrdir

このオプションのパラメータは、MAC ファイ
ルと DUID ファイルで構成されている指定さ
れた場所にディレクトリを作成します。MAC
ファイルには、エクスポートされたデバイス
の MAC アドレスが含まれています。DUID
ファイルには、MAC アドレスをもたないエク
スポートされたデバイスの DUID アドレスが
含まれています。

-logfile

これは、exportTool のログファイルの場所を指
定するための必須パラメータです

-help

ツールがサポートするオプションを表示する
ヘルプ オプション

使用例:
ソース RDU からエクスポートするデバイスをフィルタするには、2 つの方法があります。
1.

プロビジョニング グループ (PG) を使用してフィルタ リング:
プロビジョニング グループに基づくフィルタ リングにより、デバイスとそのデータをエ
クスポートするために、次のコマンドを使用できます。
./exportTool.sh dbdir < source_dir_path > targetdbdir < intermediate_db_path >-pg <
PG_id > expaddrdir < location_where_MAC_and_DUID_file_to_be_generated > logfile <
export_tool_logfile >

2.

giaddr を使用してフィルタ リング:
プロビジョニング グループで giaddr に基づくフィルタリングにより、デバイスとそのデー
タをエクスポートするために、次のコマンドを使用できます。
./exportTool.sh dbdir < source_dir_path > targetdbdir < intermediate_db_path >-pg <
PG_id > giaddr < giaddr > expaddrdir < location_where_MAC_and_DUID_file_to_be_generated
>-logfile < export_tool_logfile

インポート ツール:
インポート ツールは、$BPR_HOME/rdu/内部/db/bin にあります。このツールは、(エクスポー
ト ツールによって生成された) 中間データベースからすべてのデバイスをターゲット RDU デー
タベースにインポートするために使用できます。ソースとターゲット データベースの間のリ
ソース (ファイル、CoS、DHCPCriteria または OwnerID) の名前の競合を解決するオプションが
あります。
インポート ツールのヘルプ オプション (importTool.sh -help) は、ツールで選択可能なメニュー
オプションのリストを表示します。
表 106 : 基本パラメータ:

-dbdir

-dbdir は、エクスポート ツールによって生成された中間データベースのパス
を指定するための必須パラメータです。
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-dblogdir

このオプションのパラメータは、中間データベースの dblog ディレクトリを記
述します。

-targetdbdir

これは、デバイスがインポートされるターゲット データベースを記述する必
須パラメータです。これは、ターゲット RDU のバックアップ スナップショッ
トでなければなりません。

-targetdblogdir このオプションのパラメータは、ターゲット データベースの dblog ディレク
トリを示します。
-logfile

-logfileは、インポート ツールのログをログするたの必須パラメータです。

-help

ツールがサポートするオプションを表示するためのヘルプ オプション。

競合を解決するパラメータ:
同じ名前をもつリソース (ファイル、CoS、DHCPCriteria または OwnerID) がすでにターゲット
データベースで使用可能である場合、競合が発生する可能性があります。次のパラメータは、
インポート中に名前の競合シナリオを処理するため、また競合するオブジェクトに適切なアク
ションを講ずるために使用できます。
-reportconflicts

このパラメータは、ソースとターゲット デー
タベースの名前の強豪のレポートを生成しま
す。
このオプションは、-prefixfileオプションの入
力として使用できる設定ファイルを生成しま
す。

-prefix

このパラメータとともに渡される値は、競合
するオブジェクトのプレフィックスが付けら
れた名前で、ターゲット データベースに新し
いリソースを作成するために使用されます。
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-prefixfile

このオプション パラメータは、-prefi\オプショ
ンがのみ特定の競合するオブジェクトまたは
競合するオブジェクトのみを選択してプレ
フィックスをつける方法をコントロールしま
す。
このパラメータは、 -reportconflictsオプショ
ンによって生成される設定ファイルの場所が
後に続く必要があります。
-prefixfileオプションが指定されると、上記に
示したプレフィックスの機能がこの設定ファ
イルで使用可能な競合するオプションにのみ
適用されます。
プレフィックス オプションとともにこのprefixfileオプションが指定されていない場合、
プレフィックス機能は、競合するすべてのオ
ブジェクトに適用されます。

-forcecreate

これは、プレフィクス オプションとともに使
用するオプション パラメータです。
プレフィックスが付けられた名前と競合する
名前がある場合、 - forcecreate オプションは、
プレフィックス付きの名前にシーケンス番号
を追加することによって一意の名前を作成し
ます。

-fileconflicts

このパラメータがインポートされるファイル
名競合を確認するために使用します。
このパラメータは、 -reportconflicts オプショ
ンによって生成されたレポートの競合ファイ
ルの場所が後に続く必要があります。
プレフィックスが付けられた所有者 ID の関係
と競合する名前がある場合、データベースの
インポートを終了します。

使用例:
./importTool.sh - dbdir <intermediate_db_dir_path> targetdbdir <backup_ dir_path> logfile <log_path>

上記のコマンドは、<intermediate_db_dir_path> から
をインポートします。

backup_dir_path>にデバイスとリソース

プレフィックス オプションがここで指定されていないため、名前の競合するリソースはイン
ポートされず、ターゲット データベースからのリソースは、インポートされたデバイスにマッ
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ピングされます。このデフォルトの動作は、パラメータの競合の解決を使用して変更できま
す。
./importTool.sh - dbdir < intermediate_db_dir_path > targetdbdir < backup_ dir_path >
logfile < log_path > – reportconflicts

上記のコマンドでは、 -prefixfile および -fileconflictsのオプションの入力として使用できる設定
を生成します。
削除ツール:
中間データベースにエクスポートできる送信元RDUからデバイスを削除できる$BPR_HOME/rdu/
内部/db/bin にある削除ツール。ソース RDU のエクスポートされたデバイスは、次の入力を使
用して、削除できません。
1.

中間データベース

2.

MAC ファイルと DUID ファイル

削除ツールのヘルプ オプション (deleteTool.sh-ヘルプ) はツールで使用可能なさまざまなオプ
ションを提供します。
パラメータ：
-inputdbdir

-Inputmacfileまたは- inputduidfileが指定され
ていない場合は、必要なパラメータです。こ
れは、入力データベース ディレクトリのパス
です。これがエクスポート ツールによって作
成された中間データベースのディレクトリに
なります。指定すると、このデータベースか
ら削除するデバイスを読み取ります。

-inputdblogdir

-inputdbdirが使用される場合に、入力データ
ベース ログ ディレクトリ パスのオプションの
パラメータ。指定しない場合、デフォルトで、
inputdbdir パラメータで指定されたディレク
トリがデフォルトにより使用されます。

-inputmacfile

-Inputdbdirまたは-inputduidfileが指定されて
いない場合に必要なパラメータです。
指定されている場合、ツールはこのファイル
から削除する MAC を読み取ります。

-inputduidfile

-inputdbdirまたは-inputmacfileが指定されてい
ない場合は、必要なパラメータです。
指定されている場合、ツールは、このファイ
ルから削除する DUID を読み取ります。
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-dbdir

デバイスが削除されるデータベースのディレ
クトリのオプション パラメータ。これは、エ
クスポート ツールを使用してデバイスがエク
スポートされるデータベースである必要があ
ります。指定しない場合、デフォルトで、RDU
データベースの場所が使用されます。

-dblogdir

データベース ログ ディレクトリ パスのオプ
ション パラメータ。指定しない場合、-dbdir
で指定されたディレクトリまたは RDU データ
ベース ロケーションがデフォルトで使用され
ます。

cache_size

db の MB のキャッシュ サイズを指定するオプ
ション パラメータ。指定しない場合、デフォ
ルトのキャッシュ サイズは 100 MB です

-includeCPEs

背後のデバイスを削除することを指定するオ
プション パラメータ。
-Inputmacfileパラメータが使用されるときに
適用されます。
デバイスはデフォルトでは削除されません、
ただし、デバイス MAC の背後 に inputMACfile
が含まれているか、 -includeCPEsが入力とし
て指定されている場合は除きます。

-help

ツールがサポートするオプションを表示する
ためのヘルプ オプション。

使用例:
1.

中間データベースを使用して削除するには:
次のコマンドは、中間データベースを使用してを削除するために使用しなければなりませ
ん。
./deleteTool.sh -dbdir <source_dir_path> -inputdbdir <intermediate_db_dir_path>

2.

MAC および DUID ファイルを使用して削除するには:
次のコマンドは、MAC ファイルを使用して、ソース RDU からデバイスを削除するために
使用されなければなりません。
./deleteTool.sh -dbdir <source_dir_path> -inputmacfile <mac_file>

（注）

デフォルトで、エクスポート中に生成された MAC ファイルが deleteTool への入力として指定
される場合、背後のデバイスは自動的に削除されます。
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次のコマンドは、ソース RDU からデバイスを削除するために使用するものと DUID ファイル
を使用します。
./deleteTool.sh -dbdir <source_dir_path> -inputduidfile <duid_file>

PKCert.sh の使用
PKCert ツールでは、KDC 証明書と、対応する秘密キーを作成します。証明書チェーンを検証
して、証明書チェーンを kdc により必要な名前に変更することもできます。

（注）

このツールは、KDC コンポーネントがインストールされているときにのみ使用できます。

PKCert ツールの実行
BPR_HOME/kdcディレクトリにデフォルトで存在する PKCert.sh コマンドを実行して、PKCert
ツールを実行します。
構文の説明
PKCert.sh 関数オプション
• 関数—実行する関数を特定します。次のオプションを選択できます。
• -c-KDC 証明書を作成します。KDC 証明書の作成を参照してください。
• -v―PacketCable 証明書のセットを正規化します。KDC 証明書の検証を参照してくだ
さい。
• -z—pkcert.logファイルに保存されているデバッグ出力のログ レベルを設定します。デ
フォルト出力にログ レベルを設定するを参照してください。

（注）

これらのオプションを使用して問題がある場合、-?を指定して、
利用可能な情報を表示します。

• オプション—選択した機能によって、オプションの機能を実装します。

KDC 証明書の作成
KDC 証明書を作成するには：

ステップ 1 /opt/CSCObac/kdc にディレクトリを変更します。
ステップ 2 この構文を使用して、PKCert.sh ツールを実行します。
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PKCert.sh -s dir -d dir -c cert -e -r realm -a name -k keyFile [-n serial#] [-o]
• -sdir: 送信元ディレクトリを指定します
• -ddir：宛先ディレクトリを指定します
• -c cert：サービス プロバイダ証明書（DER エンコード）を使用します
• -e：欧州仕様の PacketCable 証明書として証明書を識別します
• rrealm：KDC 証明書の Kerberos レルムを指定します
• -name：KDC の DNS 名を指定します
• -kkeyFile：サービス プロバイダ秘密キー（DER エンコード）を使用します
• -n serial#：証明書のシリアル番号を設定します
• -o：既存ファイルを上書きします
新しい証明書が作成されインストールされているときに、新しい証明書は件名代行ユーザー名フィー
ルドのレルムを識別します。新しい証明書は、次が含まれている現在の環境に固有のものです。
• KDC レルム。
• マルチ メディア ターミナル アダプタ（MTA）を使用してこの KDC に関連付けられている DNS 名。
例
# ./PKCert.sh -c "-s . -d /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates
-k CLCerts/Test_LSCA_privkey.der -c CLCerts/Test_LSCA.cer -r PCTEST.CISCO.COM -n 100
-a kdc.pctest.cisco.com -o"
Pkcert Version 1.0
Logging to pkcert.log
Source Directory: .
Destination Directory: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates
Private Key File: CLCerts/Test_LSCA_privkey.der
Certificate File: CLCerts/Test_LSCA.cer
Realm: PCTEST.CISCO.COM
Serial Number: 100
DNS Name of KDC: kdc.pctest.cisco.com
WARNING - Certificate File will be overwritten
SP Cert subject name: C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs Local
System CA
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/KDC_private_key.pkcs8
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating
System>/packetcable/certificates/KDC_private_key_proprietary.
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/KDC_PublicKey.der
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/KDC.cer
KDC Certificate Successfully Created at /opt/CSCObac/kdc/<Operating
System>/packetcable/certificates/KDC.cer

このコマンドは、次のファイルを作成します。

• /opt/CSCObac/kdc//packetcable/certificates/KDC.cer
• /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/KDC_private_key.pkcs8。
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KDC 証明書は PCTEST.CISCO.COM にレルムを設定し、シリアル番号を 100 に設定して、KDC
サーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）を kdc.pctest.cisco.com に設定します。

KDC 証明書の検証
このコマンドは、指定された発信元ディレクトリ内のすべてのファイルを確認し、それらの
X.509 証明書として識別しようとします。正規の X.509 証明書がある場合、ファイルの名前が
適切に変更され、宛先ディレクトリにコピーされます。特定の目的（サービス プロバイダまた
はデバイス）で複数の正当な証明書チェーンが識別された場合、エラーが発生します。これが
発生した場合、送信元ディレクトリから余分な証明書を削除し、コマンドを再度実行する必要
があります。

（注）

PKCert.sh -v -? コマンドを入力すると、PKCert ツールを使用して KDC 証明書を検証するため
の使用方法が表示されます。
KDC 証明書を検証するには：

ステップ 1 /opt/CSCObac/kdc にディレクトリを変更します。
ステップ 2 この構文を使用して、PKCert.sh ツールを実行します。
PKCert.sh -v -s dir -d dir -r dir -e
• -sdir: 送信元ディレクトリを指定します
• -ddir：宛先ディレクトリを指定します
• -o：既存のファイルを上書きします
• rdir：参照証明書のディレクトリを指定します。
• -e：欧州仕様の PacketCable 証明書として証明書を識別します
このパッケージに組み込まれている参照証明書に対する検証が実行されます。-D オプションを指定す
ると、証明書は正規の名前で対象ディレクトリにインストールされます。
例
# ./PKCert.sh -v "-s /opt/CSCObac/kdc/TestCerts -d /opt/CSCObac/kdc/<Operating
System>/packetcable/certificates -o"
Pkcert Version 1.0
Logging to pkcert.log
Output files will overwrite existing files in destination directory
Cert Chain(0)
Chain Type: Service Provider
[Local File]
[Certificate Label]
CableLabs_Service_Provider_Root.cer
CableLabs_Service_Provider_Root.cer
Service_Provider.cer
Service_Provider.cer
Local_System.cer
Local_System.cer
KDC.cer
KDC.cer

[PacketCable Name]
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Cert Chain(1)
Chain Type: Device
[Local File]
[Certificate Label]
[PacketCable Name]
MTA_Root.cer
MTA_Root.cer
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating
System>/packetcable/certificates/CableLabs_Service_Provider_Root.cer
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/Service_Provider.cer
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/Local_System.cer
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/KDC.cer
Service Provider Certificate Chain Written to Destination Directory /opt/CSCObac/kdc/<Operating
System>/packetcable/certificates

File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/MTA_Root.cer
Device Certificate Chain Written to Destination Directory /opt/CSCObac/kdc/<Operating
System>/packetcable/certificates

デフォルト出力にログ レベルを設定する
このコマンドを使用すると、 BPR_HOME/kdc に存在する pkcert.log にログインしたデバッグ出
力のログ レベルを設定できます。要求されたタスクを実行中に発生した可能性がある問題のト
ラブルシューティングに、ログファイルのデータを使用できます。
デバッグ出力のログ レベルを設定するには：

ステップ 1 /opt/CSCObac/kdc にディレクトリを変更します。
ステップ 2 この構文を使用して、PKCert.sh ツールを実行します。
PKCert.sh -s dir -d dir -k keyFile -c cert -r realm -a name -n serial# -o {-z error | info | debug}
• -sdir: 送信元ディレクトリを指定します
• -ddir：宛先ディレクトリを指定します
• -kkeyFile：サービス プロバイダ秘密キー（DER エンコード）を使用します
• -c cert：サービス プロバイダ証明書（DER エンコード）を使用します
• rrealm：KDC 証明書の Kerberos レルムを指定します
• -name：KDC の DNS 名を指定します
• -n serial#：証明書のシリアル番号を設定します
• -o：既存ファイルを上書きします
• -z：pkcert.log ファイルに保存されているデバッグ出力のログ レベルを設定します。選択できる値は次
のとおりです。
• error：エラー メッセージのロギングを指定します。
• info：情報メッセージのロギングを指定します。
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• debug：デバッグ メッセージのロギングを指定します。これがデフォルト設定です。

例
例1
この例では、エラー メッセージを収集するため、ログ レベルが設定されています。
# ./PKCert.sh -c "-s /var/certsInput -d /var/certsOutput -k
/var/certsInput/Local_System.der -c /var/certsInput/Local_System.cer -r PCTEST.CISCO.COM
-n 100 -a kdc.pctest.cisco.com -o -z error"
Pkcert Version 1.0
Logging to pkcert.log
Source Directory: /var/certsInput
Destination Directory: /var/certsOutput
Private Key File: /var/certsInput/Local_System.der
Certificate File: /var/certsInput/Local_System.cer
Realm: PCTEST.CISCO.COM
Serial Number: 100
DNS Name of KDC: kdc.pctest.cisco.com
Setting debug to error
WARNING - Certificate File will be overwritten
SP Cert subject name: C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs
Local System CA
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key.pkcs8
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key_proprietary.
File written: /var/certsOutput/KDC_PublicKey.der
File written: /var/certsOutput/KDC.cer
KDC Certificate Successfully Created at /var/certsOutput/KDC.cer
Copy KDC.cer to the KDC certificate directory (i.e.
/opt/CSCObac/kdc/linux/packetcable/certificates)
Copy KDC_private_key.pkcs8 to the KDC platform directory (i.e. /opt/CSCObac/kdc/linux)
Copy KDC_private_key_proprietary. to the KDC platform directory (i.e.
/opt/CSCObac/kdc/linux)

例2
この例では、情報メッセージを収集するため、ログ レベルが設定されています。
# ./PKCert.sh -c "-s /var/certsInput
> -d /var/certsOutput
> -k /var/certsInput/Local_System.der
> -c /var/certsInput/Local_System.cer
> -r PCTEST.CISCO.COM
> -n 100
> -a kdc.pctest.cisco.com
> -o -z info"
INFO [main] 2007-05-02 06:32:26,280 (PKCert.java:97) - Pkcert Version 1.0
Pkcert Version 1.0
Logging to pkcert.log
Source Directory: /var/certsInput
Destination Directory: /var/certsOutput
Private Key File: /var/certsInput/Local_System.der
Certificate File: /var/certsInput/Local_System.cer
Realm: PCTEST.CISCO.COM
Serial Number: 100
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DNS Name of KDC: kdc.pctest.cisco.com
Setting debug to info
INFO [main] 2007-05-02 06:32:26,289 (PKCCreate.java:69) - PKCCreate startup
WARNING - Certificate File will be overwritten
INFO [main] 2007-05-02 06:32:26,291 (PKCCreate.java:341) - WARNING - Certificate File
will be overwritten
SP Cert subject name: C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs
Local System CA
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key.pkcs8
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key_proprietary.
File written: /var/certsOutput/KDC_PublicKey.der
File written: /var/certsOutput/KDC.cer
KDC Certificate Successfully Created at /var/certsOutput/KDC.cer
Copy KDC.cer to the KDC certificate directory (i.e.
/opt/CSCObac/kdc/linux/packetcable/certificates)
Copy KDC_private_key.pkcs8 to the KDC platform directory (i.e. /opt/CSCObac/kdc/linux)
Copy KDC_private_key_proprietary. to the KDC platform directory (i.e.
/opt/CSCObac/kdc/linux)

例3
この例では、デバッグのためログ レベルが設定されています。

（注）

出力例では、デモンストレーション目的でトリミングされています。

# ./PKCert.sh -c "-s /var/certsInput -d /var/certsOutput -k
/var/certsInput/Local_System.der -c /var/certsInput/Local_System.cer -r PCTEST.CISCO.COM
-n 100 -a kdc.pctest.cisco.com -o -z debug"
INFO [main] 2007-05-02 06:32:06,029 (PKCert.java:97) - Pkcert Version 1.0
Pkcert Version 1.0
Logging to pkcert.log
Source Directory: /var/certsInput
Destination Directory: /var/certsOutput
Private Key File: /var/certsInput/Local_System.der
Certificate File: /var/certsInput/Local_System.cer
Realm: IPFONIX.COM
Serial Number: 100
DNS Name of KDC: bacdev3-dpe-4.cisco.com
Setting debug to debug
INFO [main] 2007-05-02 06:32:06,038 (PKCCreate.java:69) - PKCCreate startup
WARNING - Certificate File will be overwritten
INFO [main] 2007-05-02 06:32:06,039 (PKCCreate.java:341) - WARNING - Certificate File
will be overwritten
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,054 (PKCert.java:553) - Characters Read: 1218
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,056 (PKCert.java:583) - Binary File:
/var/certsInput/Local_System.der Read. Length: 1218
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,062 (PKCert.java:553) - Characters Read: 943
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,063 (PKCert.java:583) - Binary File:
/var/certsInput/Local_System.cer Read. Length: 943
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,064 (PKCert.java:455) - Jar File Path:
/opt/CSCObac/lib/pkcerts.jar
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,065 (PKCert.java:456) - Opened jar file:
/opt/CSCObac/lib/pkcerts.jar
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,067 (PKCert.java:460) - Jar entry unfiltered:
Tag_Packetcable_Tag/
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,068 (PKCert.java:460) - Jar entry unfiltered:
Tag_Packetcable_Tag/CableLabs_Service_Provider_Root.cer
...
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,115 (PKCert.java:472) - File: Tag_Packetcable_Tag/Manu.cer
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DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,116 (PKCert.java:472) - File:
Tag_Packetcable_Tag/Service_Provider.cer
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,121 (PKCCreate.java:91) - Found 7 files in jar.
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,827 (KDCCert.java:98) - SP Cert subject name:
C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs Local System CA
SP Cert subject name: C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs
Local System CA
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:07,687 (KDCCert.java:293) - Setting issuer to:
C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs Local System CA
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:07,699 (KDCCert.java:231) - DERVisibleToGeneral
org.bouncycastle.asn1.DERGeneralString@bd0b4ea6
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:07,700 (KDCCert.java:231) - DERVisibleToGeneral
org.bouncycastle.asn1.DERGeneralString@5035bc0
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:07,701 (KDCCert.java:231) - DERVisibleToGeneral
org.bouncycastle.asn1.DERGeneralString@5035bc0
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:07,703 (KDCCert.java:210) - DERCombineTagged [0] IMPLICIT
DER ConstructedSequence
ObjectIdentifier(1.3.6.1.5.2.2)
Tagged [0]
DER ConstructedSequence
Tagged [0]
org.bouncycastle.asn1.DERGeneralString@5035bc0
Tagged [1]
DER ConstructedSequence
Tagged [0]
Integer(2)
Tagged [1]
DER ConstructedSequence
org.bouncycastle.asn1.DERGeneralString@bd0b4ea6
org.bouncycastle.asn1.DERGeneralString@5035bc0
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key.pkcs8
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key_proprietary.
File written: /var/certsOutput/KDC_PublicKey.der
File written: /var/certsOutput/KDC.cer
KDC Certificate Successfully Created at /var/certsOutput/KDC.cer
Copy KDC.cer to the KDC certificate directory (i.e.
/opt/CSCObac/kdc/linux/packetcable/certificates)
Copy KDC_private_key.pkcs8 to the KDC platform directory (i.e. /opt/CSCObac/kdc/linux)
Copy KDC_private_key_proprietary. to the KDC platform directory (i.e.
/opt/CSCObac/kdc/linux)

KeyGen ツールの使用
KeyGen ツールは、PacketCable サービス キーを生成するために使用されます。サービス キー
は、KDC 通信に必要な対称 triple データ暗号規格（triple DES または 3 des）キー（共有秘密）
です。KDC サーバには、DPE のプロビジョニング Fqdn ごとのサービス キーが必要です。DPE
コマンドライン インターフェイス（CLI） から DPE プロビジョニング FQDN への変更には、
KDC サービス キー ファイル名に対応する変更が必要です。KDC サービス キーがファイル名
の一部として DPE プロビジョニング FQDN を使用するため、この変更が必要です。
BPR_HOME/kdc ディレクトリにある KeyGen ツールでは、DPE プロビジョニング FQDN、レル
ム名、パスワードのコマンドライン引数を使用し、サービス キー ファイルを生成します。
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（注）

このツールを実行するときに、DPE でサービス キーを生成するために使用される同じパスワー
ドを入力するようにしてください（DPE から service packetCable 1..1 registration kdc-service-key
コマンドを使用）。このパスワードの設定については、Cisco プライム ケーブル プロビジョニ
ング 6.1.2 リファレンス ガイド を参照してください。
KDC サーバは、起動時にサービス キーを読み取ります。サービス キーを変更すると、KDC
サーバを再起動する必要があります。
構文の説明
keygen options fqdn realm password
• 次のオプションがあります。
• -?：この使用メッセージを表示し、コマンドを終了します。
• -v または -version：このツールのバージョンを表示し、コマンドを終了します。
• -q または -quiet：出力が作成される静音モードを実装します。
• -c または -cms：CMS システムのサービス キーを作成します。
• fqdn：DPE の FQDN を特定し、必須なエントリです。
• realm：Kerberos レルムを特定し、必須なエントリです。
• password：使用するパスワードを指定します。これも必須のフィールドです。パスワード
は、6 ～ 20 文字で指定する必要があります。
3 つのサービス キー ファイルは、このファイル名の構文を使用して、KDC キー ディレクトリ
に書き込まれます。
mtafqdnmap,fqdn@REALM
mtaprovsrvr,fqdn@REALM
krbtgt,REALM@REALM
• fqdn：DPE の FQDN を特定します。
• REALM：Kerberos レルムを特定します。
サービス キー ファイルには、常に 0x0000 のバージョン フィールドが含まれています。
例
# keygen dpe.cisco.com CISCO.COM changeme

このコマンドを実行すると、これらの KDC サービス キーが BPR_HOME/kdc/<Operating
System>/keys ディレクトリに書き込まれます。
mtafqdnmap,dpe.cisco.com@CISCO.COM
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mtaprovsrvr,dpe.cisco.com@CISCO.COM
krbtgt,CISCO.COM@CISCO.COM

新しいキーが認識されるように、KDC を再起動します。このプライム ケーブル プロビジョニ
ング プロセス ウォッチドッグ コマンドを使用して、KDC を再起動します。
# /etc/init.d/bprAgent restart kdc

この例では、CMS サービス キーの生成を示します。
# keygen -c cms-fqdn.com CMS-REALM-NAME changeme

このコマンドを実行すると、この CMS サービス キーが BPR_HOME/kdc/<Operating System>/keys
ディレクトリに書き込まれます。
cms,cms-fqdn.com@CMS-REALM-NAME

KDC サービス キーの確認
KDC および DPE サービス キーを生成したら、サービス キーが両方のコンポーネントで一致す
るか確認します。
KeyGen ツールでは、service packetCable 1..1 registration kdc-service-key コマンドを使用して、
DPE でサービス キーを生成するために使用された同じパスワードを入力する必要があります。
DPE でこのパスワードを設定すると、BPR_HOME/dpe/conf ディレクトリからサービス キーを
表示できます。これは、dpe.properties ディレクトリに存在します。/pktcbl/regsvr/KDCServiceKey
= プロパティに対する値を検索します。
次に例を示します。
# more dpe.properties
/pktcbl/regsvr/KDCServiceKey=2e:d5:ef:e9:5a:4e:d7:06:67:dc:65:ac:bb:89:e3:2c:bb:
71:5f:22:bf:94:cf:2c

（注）

この例の出力はデモのために削除されています。
KDC で生成されたサービス キーを表示するには、BPR_HOME/kdc/<Operating System>/keys ディ
レクトリから次のコマンドを実行します。
od -Ax -tx1 mtaprovsrvr,fqdn@REALM
• fqdn：DPE の FQDN を特定します。
• REALM：Kerberos レルムを特定します。
このコマンドが生成する出力は、/pktcbl/regsvr/KDCServiceKey =（dpe.propertiesファイル内）プ
ロパティの値と一致する必要があります。
次に例を示します。
# od -Ax -tx1 mtaprovsrvr,dpe.cisco.com@CISCO.COM
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0000000 00 00 2e d5 ef e9 5a 4e d7 06 67 dc 65 ac bb 89
0000010 e3 2c bb 71 5f 22 bf 94 cf 2c
000001a

次に示す例では、KDC で生成されたサービス キーが DPE のサービス キーと一致することに注
意してください。

changeNRProperties.sh の使用
プライム ケーブル プロビジョニング インストール プログラムは、Network Registrar DHCP サー
バに組み込まれている プライム ケーブル プロビジョニング 拡張により使用されている設定プ
ロパティの値を確立します。キー設定プロパティを変更するには、 changeNRProperties.sh コ
マンドを使用します。これは、BPR_HOME/cnr_ep/bin ディレクトリにあります。
パラメータを使用せずスクリプトを呼び出すと、設定可能なプロパティを一覧表示したヘルプ
メッセージが表示されます。
このコマンドを実行するには。

ステップ 1 BPR_HOME/cnr_ep/bin にディレクトリを変更します。
ステップ 2 この構文を使用して changeNRProperties.sh コマンドを実行します。
changeNRProperties.sh options
オプションは次のとおりです。
• -help：ヘルプ メッセージを表示します。 -help オプションのみを使用する必要があります。他のオプ
ションで使用しないでください。
• -d: 現在のプロパティが表示されます。-d オプションのみを使用する必要があります。他のオプション
で使用しないでください。
• -ep enabled | disabled：PacketCable プロパティを有効または無効にします。-ep enabled を入力してプロ
パティを有効にして、-ep disabled を入力して無効にします。
• -epv6 enabled | disabled：PacketCable v6 プロパティを有効または無効にします。-epv6 enabled を入力
してプロパティを有効にして、-epv6 disabled を入力して無効にします。
• -ee enabled | disabled：eRouter 有効プロパティを設定します
例：ee- 有効または ee- 無効に
• -eev6 enabled | disabled：eRouter v6 有効プロパティを設定します
例：-eev6 有効または - eev6 無効
• -ec enabled | disabled：CableHome プロパティを有効または無効にします。-ec enabled を入力してプロ
パティを有効にし、-ec disabled を入力して無効にします。
• -s secret：プライム ケーブル プロビジョニング共有秘密鍵を特定します。例：共有秘密鍵が単語 secret
である場合、-s secret を入力します。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
546

プライム ケーブル プロビジョニングのトラブルシューティング
changeNRProperties.sh の使用

• -pdss <primary dss_id>：<primary dss_id> が非公開 ID であり、最大のバイト数が 32 バイトの場合、オ
プション CL_V4OPTION_CCCV6(123) および CL_OPTION_CCCV6(2171) のプライマリ DHCPv6 サーバ
セレクタを設定します。
例：pdss FF:FF:FF:FF
• -sdss <secodary dss_id>：<primary dss_id> が非公開 ID であり、最大のバイト数が 32 バイトの場合、オ
プション CL_V4OPTION_CCCV6(123) および CL_OPTION_CCCV6(2171) のセカンダリ DHCPv6 サーバ
セレクタを設定します。
例：- sdss 00:00:00:00
• -ffqdn：RDU FQDN を特定します。たとえば、完全修飾ドメイン名として rdu.example.com を使用する
場合は、-f rdu.example.com を入力します。
• -p port：使用する RDU ポートを特定します。たとえば、ポート番号 49187 を使用する場合は、-p 49187
を入力します。
• -r relam：PacketCable レルムを特定します。たとえば、PacketCable レルムが EXAMPLE.COM の場合、
-r EXAMPLE.COM を入力します。
（注）

レルムは大文字で入力する必要があります。

• -g prov_group：プロビジョニング グループを特定します。たとえば、group1 と呼ばれるプロビジョニ
ング グループを使用している場合、 -g group1 を入力します。
• t00 |01：PacketCable TGT がオフまたはオンになっているか特定します。たとえば、TGT をオフに設定
するには、-t 00; を入力してオンにして、-t 01 と入力します。
• -a ip：PacketCable プライマリ DHCP サーバ アドレスを特定します。たとえば、プライマリ DHCP サー
バの IP アドレスが 10.10.10.2 の場合、-a 10.10.10.2 を入力します。
• -bip：PacketCable セカンダリ DHCP サーバ アドレスを特定します。たとえば、セカンダリ DHCP サー
バの IP アドレスが 10.10.10.4 の場合、 -b 10.10.10.4 を入力します。適切な場合、null 値を設定するに
は -b null を入力できます。
• -y ip：PacketCable プライマリ DNS サーバ アドレスを特定します。たとえば、PacketCable プライマリ
DNS サーバの IP アドレスが 10.10.10.6 の場合は、入力-y 10.10.10.6。
• -z ip: PacketCable セカンダリ DNS サーバ アドレスを特定します。たとえば、セカンダリ DNS サーバ
の IP アドレスが 10.10.10.8 の場合、-z 10.10.10.8 を入力します。適切な場合、-z null を入力して null 値
を設定します。
• -edns < ip >：eRouter DNS サーバ アドレスを設定します。単一の IP アドレスまたは IP アドレス（CSV
形式）のリストを指定できます。例：- edns 192.168.4.3,192.168.5.1
• -o prov_ip man_ip：特定のプロビジョニング アドレスで識別される DPE との通信に使用する管理アド
レスを設定します。たとえば、プロビジョニング グループの IP アドレスが 10.10.10.7 の場合、-o
10.10.10.7 10.14.0.4 を入力します。適切な場合、null 値を入力することもできます。たとえば、-o
10.10.10.7 null です。
• -ssl：RDU との通信の CNR-EP セキュア モードを有効または無効にします。
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• -ckl：rootCA.pem 証明書の場所を設定します。デフォルトでは、証明書は BPR_HOME/lib/security ディ
レクトリに保存されます。
• -ckp：Keystore パスワードを変更します。
• -sk secretkey：インストール時に設定される秘密鍵を更新し、通信の共有秘密鍵で使用されます。
ステップ 3 DHCP サーバを再起動します。

例
これは、NR 拡張プロパティ ツールを使用して、Network Registrar の拡張機能の変更の例です。
# /opt/CSCObac/cnr_ep_bin/changeNRProperties.sh -g primary1
RDU Port: 49187
RDU FQDN: bactst-lnx-4
RDU Secure Communication: false
Provisioning Group: primary1
Shared Secret: fgL7egT9zcYHs
Keystore Location: /opt/CSCObac/lib/security/.keystore
PacketCable V4 Enable: enabled
PacketCable V6 Enable: enabled
DSS_ID Primary: aa:aa:aa:aa
DSS_ID Secondary: dd:dd:dd:dd:dd
CableHome V4 Enable: NOT SET
CableLabs client TGT: 01
CableLabs client Realm: CISCO.COM
CableLabs client Primary DHCP Server: 10.81.90.90
CableLabs client Secondary DHCP Server: NOT SET
CableLabs client Primary DNS Server: 10.81.90.90
CableLabs client Secondary DNS Server: NOT SET

（注）

変更を有効にするには、Prime Network Registrar DHCP サーバを再起動する必要があります。
これは、現在のプロパティの表示例です。
# opt/CSCObac/cnr_ep/bin/changeNRProperties.sh -d
Current NR Properties:
RDU Port: 49187
RDU FQDN: bactst-lnx-4
RDU Secure Communication: false
Provisioning Group: default
Shared Secret: fgL7egT9zcYHs
Keystore Location: /opt/CSCObac/lib/security/.keystore
PacketCable V4 Enable: enabled
PacketCable V6 Enable: enabled
DSS_ID Primary: aa:aa:aa:aa
DSS_ID Secondary: dd:dd:dd:dd:dd
CableHome V4 Enable: NOT SET
CableLabs client TGT: 01
CableLabs client Realm: CISCO.COM
CableLabs client Primary DHCP Server: 10.81.90.90
CableLabs client Secondary DHCP Server: NOT SET
CableLabs client Primary DNS Server: 10.81.90.90
CableLabs client Secondary DNS Server: NOT SET
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disk_monitor.sh の使用
使用可能なディスク容量のモニタリングは、重要なシステム管理タスクです。そのためには、
多数の書き込みカスタム スクリプトまたは市販のツールを使用できます。
BPR_HOME/rdu/samples/tools ディレクトリにある disk_monitor.sh コマンドは、1 個以上のファ
イル システムのしきい値を設定します。これらのしきい値を超えると、追加のディスク容量が
使用可能になるまで、60 秒間隔で Solaris syslog ファシリティからアラートが生成されます。

（注）

少なくとも、disk_monitor.sh スクリプトを使用して、BPR_DATA および BPR_DBLOG ディレ
クトリをモニタすることをお勧めします。
構文の説明
disk_monitor.sh filesystem-directory x [filesystem-directory* x*]
• filesystem-directory：モニタするファイル システムで任意のディレクトリを特定します。
• x：指定されたファイル システムに適用されるパーセンテージのしきい値を特定します。
• filesystem-directory*：複数のファイル システムを特定します。
• x *：複数のファイル システムに適用されるパーセンテージのしきい値を指定します。
例1
この例では、 /var/CSCObacファイル システムの容量が 80% に達したときに、通知が送信され
るように指定します。
# ./disk_monitor.sh /var/CSCObac 80

データベースのログ ディスク容量が 80% に達すると、次のうちのいずれかと同様のアラート
が syslog ファイルに送信されます。
Dec 7 8:16:06 perf-u80-1 BPR: [ID 702911 local6.warning] File system /var/bpr usage is
81% (threshold is 80%)

例2
この例では、バック グラウンド プロセスとして disk_monitor.sh ツールを実行する方法につい
て説明します。コマンドの最後にアンパサンド（&）を指定すると、バックグラウンドでプロ
セスを実行中にすぐに出力を返します。
# ./disk_monitor.sh /var/CSCObac 80 &
1020

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
549

プライム ケーブル プロビジョニングのトラブルシューティング
runEventMonitor.sh ツールの使用

runEventMonitor.sh ツールの使用
runEventMonitor.sh ツールを実行して、プライム ケーブル プロビジョニング で発生したイベ
ントを表示できます。BPR_HOME/rdu/internal/bin ディレクトリからこのツールを実行できま
す。
次の表では、イベント モニタから表示可能なイベントのタイプについて説明します。
イベント

subevent

説明

バッチ

Completion

クライアントアプリケーションが送信したバッ
チが終了したことを表示します。バッチステー
タスが含まれています。

Class Of Service
（サービス クラ
ス）

新規（New）

サービス クラスがシステムに追加されている
ことを示します。

Class Of Service
（サービス クラ
ス）

削除される。

サービス クラスがシステムに削除されている
ことを示します。

設定
（Configuration）

生成日時

設定が生成された日時を示します。

設定
（Configuration）

コミットされていない生 DPE に一時的に保存されている設定が生成さ
成
れたことを示します。

設定
（Configuration）

コミットされていない
ロールバック

DPE からコミットされていない設定を破棄す
る必要があることを示します。

CRS

イネーブル

設定の再生成サービスが有効になっていること
を示します。

CRS

ディセーブル

設定の再生成サービスが無効になっていること
を示します。

CRS

Paused （一時停止）

設定の再生成サービスが一時停止していること
を示します。

CRS

Resumed

設定の再生成サービスを再開していることを示
します。

CRS

アップデート

CRS 要求が更新されることを示します。

CRS

削除

CRS 要求が削除されることを示します。

CRS

完了

CRS 要求が実行を完了したことを示します。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
550

プライム ケーブル プロビジョニングのトラブルシューティング
runEventMonitor.sh ツールの使用

イベント

subevent

説明

デバイス

変更されたサービス ク
ラス

デバイスがサービス クラスを変更したことを
示します。

デバイス

変更されたドメイン名

デバイスがそのドメイン名を変更したことを示
します。

デバイス

変更されたホスト名

デバイスがそのホスト名を変更したことを示し
ます。

デバイス

変更されたデバイス プ
ロパティ

デバイスがそのデバイス プロパティを変更し
たことを示します。

デバイス

変更された IP アドレス デバイスの IP アドレスが変更されたことを示
します。

デバイス

削除される。

デバイス

削除された音声サービス デバイスから音声サービスが削除されたことを
示します。

デバイス

プロビジョニングされた プロビジョニング API を使用してデバイスが
新規デバイス
追加されたことを示します。

デバイス

プロビジョニングされて ネットワーク起動時にデバイスが追加されたこ
いない新規デバイス
とをを示します。

デバイス

新規音声サービス

音声サービスがデバイスに追加されたことを示
します

デバイス

ローミング

デバイスがプロビジョニング グループをロー
ミングしたことを示します。

DHCP 条件

新規（New）

DHCP 条件がシステムに追加されたことを示し
ます。

DHCP 条件

削除される。

DHCP 基準がシステムから削除されたことを示
します。

外部ファイル

追加

ファイルがシステムに追加されたことを示しま
す。

外部ファイル

削除される。

ファイルがシステムから削除されたことを示し
ます。

外部ファイル

置換済み

ファイルがシステムで置換されたことを示しま
す。

デバイスが削除されることを示します。
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イベント

subevent

説明

メッセージ

接続アップ

メッセージング システムのローカル インスタ
ンスの接続が開始することを示します

メッセージ

接続ダウン

メッセージング システムのローカル インスタ
ンスの接続が停止することを示します。

メッセージ

キューフル

メッセージング システムのローカル インスタ
ンスのキューが満杯でありメッセージの廃棄を
開始することを示します。

プロビジョニング
グループ

変更

プロビジョニング グループが変更されたこと
を示します。

サーバ プロパティ

[Common Properties]

RDU または DPE に影響する共通のプロパティ
が変更されたことを示します。

システム設定

サーバのデフォルト設定 ユーザー、RDU、または DPE のプロパティが
変更
変更されることをを示します。

システム設定

System Configuration
Changed

システム設定

システムのデフォルト変 デフォルト設定が変更されたことを示します。
更

システム設定が変更されたことを示します。

構文の説明
イベントのモニタを実行するには、次のコマンドを入力します。
# /opt/CSCObac/rdu/internal/bin/runEventMonitor.sh [options]

RDU 接続パラメータと出力量を指定するオプションが使用されます。次の選択肢があります。
• -noverbose：イベント モニタで内容ではなく発生するイベント タイプのみ表示するように
します。
• -host host：RDU がを配置するホストを指定します。デフォルトは localhost です。
• -username username：RDU ホストのユーザー名を指定します。
• -password password：RDU ホストのパスワードを指定します。
• -port port：RDU がリスニングするポートを指定します。デフォルトは 49187 です。
• -secure：RDU との通信にセキュア モードを設定します。
• -stopOnDisconnect：RDU から接続解除したイベント モニタリング プロセスを停止しま
す。
• -help：ツールのヘルプを表示します。
イベント モニタ出力の例
If need help, please restart command with '?' parameter.
Verbose mode: true
RDU host: localhost
RDU port: 49187
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Connecting to RDU...ok
Listening for events...
ExternalFileEvent added filename=gold.cm
rev=1014671115124(Mon Feb 25 16:05:15 EST 2002)
source=BPR Provisioning API:BPR Regional Distribution Unit:AddExternalFile command
DeviceEvent newProvDevice ID=1,6,01:02:03:04:05:06
rev=1014671179380(Mon Feb 25 16:06:19 EST 2002)
source=BPR Provisioning API:BPR Regional Distribution Unit:AddIPDevice command IP=null
FQDN=null group=null

rdu.properties の使用
注意

Cisco サポートに問い合わせを行わず、rdu.properties を変更しないでください。このファイル
への変更は、RDU に悪影響を与える可能性があります。
Rdu.properties ファイルには、RDU の動作を指定するさまざまな制御が含まれます。テキスト
エディタを使用してこのファイルを開き、内容を変更して、目的の機能を実行できます。
Rdu.properties ファイルのオプションを使用して、RDU を設定することができます。これらの
オプションはプライム ケーブル プロビジョニング設定によって制御されるか。
BPR_HOME/rdu/conf ディレクトリの rdu.properties ファイルで定義されています。デフォルト
の設定パラメータは次の通りです。
• /server/port：非保護モードの RDU のリスニング ポートを指定します。デフォルトのポー
ト番号は 49187 です。
• /server/secure/port：SSL を使用したセキュア モードで RDU のリスニング ポートを指定し
ます。デフォルトのポート番号は 49188 です。
• /server/rdu/secure/enabled：RDU とその他のプライム ケーブル プロビジョニング コンポー
ネント間の通信がセキュアであるとを指定します。
• /server/rdu/unsecure/enabled：RDU とその他のプライム ケーブル プロビジョニング コンポー
ネント間の通信が非セキュアであると指定します。
• /secure/keystore/password：キーストア ファイルのキーストア パスワードを指定します。パ
スワードは 6 ～ 30 文字である必要があります。
• /secure/keystore/file：キーストア ファイルの場所を指定します。
• /secure/rdu/certificateKeyPassword：キーストアに追加された証明書キーを暗号化するために
使用するパスワードを指定します。
• /rdu/sharedSecret：プライム ケーブル プロビジョニング コンポーネントと RDU 間の通信
を暗号化するために使用するパスワードを指定します。
• /auth/user/session/limit/enabled = true：ユーザー セッションが有効になっていることを指定
します。ユーザー セッション制限はデフォルトで無効になっており、有効にする必要があ
ります。
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（注）

rdu.properties ファイル内のプロパティを手動で変更するときに、RDU を再起動するようにして
ください。プロパティの変更を有効にするには、RDU を再起動する必要がありま
す。/etc/init.d/bprAgent restart rdu コマンドを使用します。
サンプル rdu.properties ファイル
cat /opt/CSCObac/rdu/conf/rdu.properties
/server/port=49187
/server/secure/port=49188
/server/rdu/secure/enabled=true
/server/rdu/unsecure/enabled=true
/secure/keystore/password=f2c2060fdbca0e60ae1864adb73155b9
/secure/keystore/file=/opt/CSCObac/lib/security/.keystore
/secure/rdu/certificateKeyPassword=b46411a3f24f08cd090bddd6e55d8de3
/rdu/sharedSecret=fgL7egT9zcYHs

adminui.properties の使用
Admin UI を使用する前に、adminui.properties ファイルを調べます。このファイルには、さまざ
まなインターフェイスの動作を指定する制御が含まれています。
テキスト エディタを使用してこのファイルを開き、内容を変更して、目的の機能を実行できま
す。変更を保存した後は、変更を反映するため Admin UI を再起動します。
Admin UI を開始するには、次のように入力します。
# /etc/init.d/bprAgent start adminui

Admin UI を停止するには、次のように入力します。
# /etc/init.d/bprAgent stop adminui

Admin UI を再起動するには、次のように入力します。
# /etc/init.d/bprAgent restart adminui

adminui.properties ファイルにあるオプションを使用して、Admin UI を設定できます。これらの
オプションはプライム ケーブル プロビジョニング設定によって制御されるか。
BPR_HOME/rdu/conf ディレクトリの adminui.properties ファイルで定義されています。設定パ
ラメータは次のとおりです。
• /adminui/port：RDU のリスニング ポートを指定します。デフォルトのポート番号は 49187
です。
• /adminui/fqdn：RDU を実行しているホストの完全修飾ドメイン名を指定します。デフォル
ト値はホストの FQDN です。例：bac_test.EXAMPLE.COM。
• /adminui/maxReturned：検索結果の最大数を指定します。この値は最大 5000 まで設定でき
ます。デフォルト値は 1000 です。
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• /adminui/maxDetailsReturned：詳細情報の検索を要求する場合、検索結果の最大数を指定し
ます。デフォルト値でもある最大 1000 にこの値を設定できます。

（注）

導入されているサーバのメモリが小さいヒープ サイズである場
合、maxReturned および maxDetailsReturned は値の半分になりま
す。たとえば、maxReturned の値が 5000 に設定されている場合、
2500 を取得します。

• /adminui/pageSize：ページあたりに表示される検索結果の数を指定します。この数は、25、
50、75 に設定できます。デフォルト値は 25 です。
• /adminui/refresh：更新機能が有効または無効かどうか指定します。デフォルトでは、この
オプションは無効になっています。
• /adminui/extensions：プライム ケーブル プロビジョニングの拡張機能の使用が有効または
無効になっているか指定します。プライム ケーブル プロビジョニングの動作を補完した
り、新しいデバイス テクノロジーのサポートを追加したりするには、拡張機能を使用しま
す。デフォルトでは、拡張機能の使用は有効になっています。
• /adminui/maxFileSize：プライム ケーブル プロビジョニングにアップロードされたファイ
ルの最大サイズを指定します。デフォルトのファイル サイズは 20 MB です。
• /adminui/refreshRate：画面の更新後に、時間（秒単位）を指定します。デフォルト値は 90
秒です。このオプションの値を設定する前に、/adminui/refresh オプションが有効になって
いることを確認します。
• /adminui/file/extensions：Admin UI がサポートするファイルの拡張子を指定します。デフォ
ルトでサポートされる拡張子は .bin、 .cm、および .jar です。
• /adminui/timeout：アイドル セッションがタイムアウトするまでの時間を指定します。デ
フォルトは 10 分です。10 分以下の値の場合、アイドル セッション タイムアウとは引き続
き 10 分後に発生します。
• /adminui/noOfLines：Admin UI で表示される rdu.log または dpe.log からラインの最後の番
号を指定します。表示されるラインのデフォルト数は 250 です。
• /adminui/redirectToHttps：Admin UI が HTTPS モードであるかどうかを指定します。デフォ
ルトは true です。
• /adminui/enableDomainAdministration：セキュリティ ドメイン（RBAC）がさまざまなエン
ティティに割り当て可能か指定します。ture に設定する場合、[Instance Level Authorization
（インスタンス レベル認証）] チェックボックスが RDU デフォルト ページに表示されま
す。デフォルト値は false です。
サンプル adminui.properties ファイル
/adminui/port=49187
/adminui/fqdn=doc.example.com
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/adminui/maxReturned=5000
/adminui/pageSize=25
/adminui/refresh=disabled
/adminui/extensions=enabled
/adminui/maxFileSize=20000000
/adminui/refreshRate=90
/adminui/file/extensions=.bin,.cm,.jar
/adminui/timeout=10
/adminui/noOfLines=250
/adminui/redirectToHttps=false

（注）

デフォルトでは、プライム ケーブル プロビジョニングは HTTPS ですべての HTTP 通信をリダ
イレクトします。HTTPS リダイレクトをバイパスする場合は、adminui.properties ファイルのプ
ロパティ adminui/redirectToHttps を false に設定します。

verifydb.sh ツールの使用
このツールでは、データベースの整合性を確認します。リソースを消費する操作であり、RDU
サーバがダウンするか、バックアップのスナップショット時に RDU データベースで実行する
必要があります。大規模なデータベースの確認は長時間かかる可能性があります。RAM ディ
スクの合計使用時間を削減するか、ヒープ サイズをより大きな値に設定します。例：
Xms1024M-Xmx2048M。
VerifyDb.sh ツールは、$BPR_HOME/rdu/internal/db/bin/ ディレクトリに存在します。任意のパ
ラメータなしでスクリプトを呼び出すには、アクティブな RDU データベースを検証します。
この場合、RDU サーバは verifyDb.sh ツールにダウンして動作する必要があります。
このコマンドを実行するには。

ステップ 1 ディレクトリを BPR_HOME/rdu/internal/db/bin/ に変更します。
ステップ 2 この構文を使用して verifyDb.sh コマンドを実行します。
verifyDb.sh options
options は次のとおりです。
• -dbdir：検証するデータベース バックアップの場所を指定します。
• -dblogdir：検証するデータベース ログの場所を指定します。
• -logdir：検証するログの場所を指定します。
• -help：このヘルプ メッセージが表示されます。-help オプションのみを使用する必要があります。
• -cachesize：MB のメモリ キャッシュのサイズを指定します。
• -physical：低レベル DB 構造の一貫性を確認します。
• -logical：データの論理の一貫性を確認します。
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論理オプションのサブオプションを次に示します。これらのオプション単独で使用するか組み合わせ
て使用して、-logcal 整合性チェックの範囲を絞り込むことができます。
• -attrindexes：属性インデックスを検証します。
• -objects：オブジェクトと関係を検証します。
• -relindexes：関係インデックスを検証します。
• -relayagent：リレー エージェントの関係を検証します。
• -properties：オブジェクト プロパティ マップを検証します。
• -cosFileProperty：COS -File 関係の問題を検証します。
例：
# $BPR_HOME/rdu/internal/db/bin/verifydb.sh -dbdir /disk1/backup
/disk1/backup は RDU データベースのバックアップのスナップショット パスです。
（注）

データベースを検証中にエラーが発生した場合、Cisco サポートに連絡してください。

passwordEncryption.sh の使用
パスワードの暗号化ツール passwordEncryption.sh を使用すると、SHAI を使用してパスワード
の暗号化を有効にできます。このツールは BPR_HOME/rdu/bin で使用できます。デフォルトで
は、SHAI 暗号化はプライム ケーブル プロビジョニングの新規インストールに有効になってい
ますが、以前のバージョンからアップグレードする場合は無効になっています。アップグレー
ド後に暗号化を有効にする場合は、次のコマンドを実行します。
./passwordEncryption.sh -enable

暗号化を有効にすると、プライム ケーブル プロビジョニングは 4.0 および 4.0.x API クライア
ントをサポートできません。
SHA1 暗号化が有効かどうかを確認するには、コマンドを実行します。
./passwordEncryption.sh -status

changeSSLProperties.sh の使用
BPR_HOME/bin ディレクトリにある changeSSLProperties.sh ツールを使用して、キー SSL 設定
プロパティを変更します。
次の表は、SSL 設定を変更するために使用できるさまざまなオプションを示します。
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表 107 : changeSSLProperties.sh オプション

Option Parameters

オプション

説明

./changeSSLProperties.sh ssl

-ssl を使用して、RDU、API ク [rdu|api|adminui|pws]
ライアント、Admin UI または [enable/disable]
PWS で SSL またはセキュア接 次に例を示します。
続を有効または無効にしま
す。Admin UI および PWS の ./changeSSLProperties.sh
-ssl rdu enable
場合、これにより通信の
HTTPS モードを有効または無
効にします。

./changeSSLProperties.sh -nssl

-nssl を使用して、RDU、API [rdu|api| adminui|pws]
クライアント、Admin UI また [enable/disable]
は PWS で非セキュア接続を有 次に例を示します。
効または無効にします。Admin
UI および PWS の場合、これ ./changeSSLProperties.sh
により通信の HTTP モードを -nssl rdu disable
有効または無効にします。

./changeSSLProperties.sh -secret -secret を使用して、RDU、
[secret]
DPE、PWS の秘密鍵を変更し 次に例を示します。
ます。
./changeSSLProperties.sh
-secret changeme

./changeSSLProperties.sh -csp

-csp を使用して、RDU、Admin [rdu|api|adminui|pws]
UI、API クライアント、PWS 次に例を示します。
がリッスンするデフォルトの
非セキュア ポート番号を変更 ./changeSSLProperties.sh
-csp rdu
します。デフォルトでは、
RDU は 49188 でリッスンしま
す。
API クライアントの場合、コ
マンドはセキュア RDU ホスト
すべてを一覧にして、ツール
を使用してこれらの RDU ホス
トのポート番号を変更できま
す。
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Option Parameters

オプション

説明

./changeSSLProperties.sh -cnsp

[rdu|api|adminui|pws]
-cnsp を使用して、RDU、
Admin UI、API クライアント、 次に例を示します。
PWS がリッスンするデフォル
トの非セキュア ポート番号を ./changeSSLProperties.sh
-cnsp rdu
変更します。デフォルトで
は、RDU は 49187 でリッスン
します。
API クライアントの場合、コ
マンドはセキュア RDU ホスト
すべてを一覧にして、ツール
を使用してこれらの RDU ホス
トのポート番号を変更できま
す。

./changeSSLProperties.sh -list

-list を使用して、セキュアま （SNS）
たは非セキュア ホストを一覧
次に例を示します。
にします。s 引数を使用して、
非セキュア ホストにセキュア ./changeSSLProperties.sh
ホストおよび ns を一覧にしま -list n
す。

./changeSSLProperties.sh -ckl

-ckl を使用して、デフォルト [new location]
のキーストアの場所を変更し 次に例を示します。
ます。それぞれのプロパティ
ファイルは、この新しいキー ./changeSSLProperties.sh
ストアの場所の更新を取得し -ckl /opt/CSCObac/lib/
security/.keystore
ます。
デフォルトでは、キーストア
は BPR_HOME/lib/security フォ
ルダに保存されます。

./changeSSLProperties.sh -ckp

-ckp を使用して、キーストア [new location]
パスワードを変更します。旧 次に例を示します。
および新規パスワードの入力
を求められます。セキュリ
./changeSSLProperties.sh
ティ上の理由により、すべて -ckp
のパスワードを求められま
す。
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Option Parameters

オプション

説明

./changeSSLProperties.sh utp

utp を使用して、デフォルトの 次に例を示します。
の truststore（cacerts）パスワー
ドを変更した場合に truststore ./changeSSLProperties.sh
-utp
パスワードを更新します。こ
のオプションは、関連するプ
ロパティ ファイルのみを更新
して、cacerts パスワードは変
更されません。Cacerts には他
の信頼できるエントリ/証明書
チェーンを含めることが可能
なため、truststore のパスワー
ドを変更するオプションはあ
りません。ただし、希望する
場合は java keytool コマンドを
使用して truststore（cacerts）パ
スワードを変更できます。

./changeSSLProperties.sh -cpkp

[rdu|adminui|pws]
-cpkp を使用して、RDU、
Admin UI および PWS キーを 次に例を示します。
保存するために使用するパス
ワードを変更します。旧およ ./changeSSLProperties.sh
び新規パスワードを求められ -cpkp
ます。セキュリティ上の理由
により、すべてのパスワード
を求められます。

./changeSSLProperties.sh -gk

-gk を使用して、キー ペア、 次に例を示します。
公開キー、関連付けられてい
る秘密キーが生成されます。 ./changeSSLProperties.sh
-gk

新規作成した RDU キー ペア
は、BPR_HOME/lib/security の
.keystore ファイルに保存され
ます。次の値はデフォルトで
設定されます（keylength
1024、2 年間有効、keyalg
RSA、エイリアス rducert、
storetype JCEKS）。
キーストアおよびキー パス
ワードの両方を入力するよう
に求められます。
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Option Parameters

オプション

説明

./changeSSLProperties.sh -exp

-exp を使用して、自己署名し 次に例を示します。
て証明書をエクスポートしま
./changeSSLProperties.sh
す。
-exp

このオプションはキーストア
ファイルを検索しRDU 証明書
を自己署名し、rootCA.crt およ
び rootCA.pem ファイルを
BPR_HOME/lib/security フォル
ダにエクスポートします。
./changeSSLProperties.sh -imp

[location form where to import]
-imp を使用して、cacerts
truststore に証明書をインポー [alias]
トして、信頼チェーンを証明 次に例を示します。
書および RDU 間で確立できま
す。信頼のチェーンを確立で ./changeSSLProperties.sh
きない場合、エラーメッセー -imp
ジが表示されます。
CNR-EP 場合に、rootCA.pem
ファイルを CNR-EP がインス
トールされているマシンにコ
ピーする必要があります。
ファイルは、
BPR_HOME/bin/security フォル
ダにコピーする必要がありま
す。

./changeSSLProperties.sh -help

-help を使用して、ヘルプのヒ 次に例を示します。
ントを表示します。
./changeSSLProperties.sh
-help

ws-cli.sh の使用
SOAP の BPR_HOME/restpws/bin、RESTful ディレクトリの BPR_HOME/restpws/bin にある ws
cli.sh ツールを使用して、PWS 設定機能の一部を実行できます。
次の表は、ws cli ツールの一部であるさまざまなオプションを示します。
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表 108 : WS CLI ツール

Option Parameters

オプション

説明

./ws-cli.sh -ardu,--addrdu <host> <port>
<username> <password>

新しい RDU アカウントを追加するに 次に例を示します。
は、このオプションを使用します。
-Ardu または--addrdu のどちらかを使用 #./ws-cli.sh -ardu test1-host
admin changeme
する可能性があります。

49187

複数の RDU を追加するには同じコマ
ンドを繰り返します。
./ws-cli.sh -rrdu,--removerdu <host>

既存の RDU アカウントを削除するの 次に例を示します。
には、このオプションを使用します。
-Rrdu、または --removerdu のどちらか
を使用する可能性があります。

./ws-cli.sh -srduc <host> <port>
<username> <password>

./ws-cli.sh -rrdu bac-test-lnx

ホストおよびポート番号を提供するこ 次に例を示します。
とで、このオプションを使用して、
RDU ユーザー名とパスワードを更新し #./ws-cli.sh -srductest1
admin changeme
ます。

-host 49187

-Srduc、または --setrducredentials のい
ずれかを使用する可能性があります。
#./ws-cli.sh -lrdu <host>

このオプションを使用して、RDU コマ 次に例を示します。
ンドを一覧表示します。
-Lrdu、または --listrdu のいずれかを使
用する可能性があります。

./ws-cli.sh -ll,--listlog <logger>

#./ws-cli.sh -lrdu test1-host

このオプションを使用して、すべての 次に例を示します。
ロガーとその現在の重大度レベルを一
./ws-cli.sh -ll
覧表示します。
-Ll、または --listlog のいずれかを使用
する可能性があります。

./ws-cli.sh -lp,--listproperty <property>

このオプションを使用して、すべての 次に例を示します。
プロパティと値を一覧表示します。
./ws-cli.sh -lp
- lp または --listproperty のいずれかを使
用する可能性があります。

./ws-cli.sh -rm,--removeproperty
<property>

このオプションを使用して、指定され 次に例を示します。
た削除プロパティ -rm、--removeroperty ./ws-cli.sh -removeproperty
を削除します。実行中のアプリをトリ /cache/timeout
ガして、プロパティをリロードしま
す。
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オプション

Option Parameters

説明

./ws-cli.sh -rp,--reloadproperty <property> 指定したプロパティ
次に例を示します。
-rp,--reloadproperty を削除するには、 ./ws-cli.sh -removeproperty
このオプションを使用します。実行中 /cache/timeout
のアプリをトリガして、プロパティを
リロードします。
./ws-cli.sh -rpd,--reloadpropertydef

./ws-cli.sh -sap,--saveproperty

すべての RDU プロパティ def キャッ
シュをクリアしてリロードします。

次に例を示します。

変更を保存します。

次に例を示します。

./ws-cli.sh -rpd

./ws-cli.sh -sap

./ws-cli.sh -sl,--setlog <logger=value>

ロガー レベルをエラー、警告、情報、 次に例を示します。
またはデバッグのいずれかに更新しま ./ws-cli.sh -sl general=DEBUG
す。

./ws-cli.sh -sp,--setproperty
<property=value>

新しいプロパティを追加するか、既存 次に例を示します。
のプロパティを更新します。
./ws-cli.sh -sp /cache/timeout=100

RDU 冗長性を管理してトラブルシューティングするスク
リプト
RDU 冗長性をトラブルシューティングして、HA リソースのプロパティを設定するために実行
するスクリプトを次に示します。これらのスクリプトは、冗長モードで RDU がインストール
されている場合にのみ使用できます。これらすべてのスクリプトは、BPR_HOME/agent/HA/bin
の下にあります。
次の表では、RDU 冗長性を設定、モニタ、トラブルシューティングするために使用可能なス
クリプトを一覧にしています。
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表 109 : RDU 冗長性スクリプトの設定

Description

オプション

Option Parameters

BPR_HOME/agent/HA/bin/
このスクリプトは、失敗した CRM リ 次に例を示します。
manage_ha_resources.sh <stop|start|restart> ソースを停止、開始、および再起動す
BPR_HOME/agent/HA/bin/
<(res_IPaddr2_1/res_VIPArip)r|es_Filesystem_1r|es_Filesystem_2r|es_Filesystem_3r|es_bprAgent_1a|l> るために使用します。それぞれの説明 manage_ha_resources.sh
res_IPaddr2_1
は次のとおりです。

stop

• res_IPaddr2_1：仮想 IP リソース
• res_Filesystem_1：このファイル シ
ステムは BPR_HOME を参照しま
す
• res_Filesystem_2：このファイル シ
ステムは BPR_DATA を参照しま
す
• res_Filesystem_3：このファイル シ
ステムは BPR_DBLOG を参照しま
す
• res_bprAgent_1：これは RDU
ウォッチドッグ プロセスである
bprAgent のリソースです
このスクリプトは、冗長性のセット
次に例を示します。
アップの VIP アドレスを設定します。 BPR_HOME/agent/HA/bin/
2 個の入力があり最初に新しい VIP ア configure_vip.sh ipaddress
10.105.202.46
GEO HA:
ドレス、2 番目は CIDR 値です。これ
BPR_HOME/agent/HA/bin/configure_vip.sh は範囲 >0 および <=30 です。
<ipaddress> <ipaddress value>
Local HA: BPR_HOME/agent/HA/bin/
configure_vip.sh <ipaddress> <ipaddress
value> <CIDR> <CIDR value>

BPR_HOME/agent/HA/bin/
configure_failover_threshold.sh
<timeout|threshold> <value in mins>

このスクリプトは、フェールオーバー 次に例を示します。
タイムアウト値と冗長性設定の移行の BPR_HOME/agent/HA/bin/
しきい値を設定します。分単位での時 configure_failover_threshold
.sh timeout 60
間を指定する必要があります。
BPR_HOME/agent/HA/bin/
configure_failover_threshold
.sh threshold 6

BPR_HOME/agent/HA/bin/
set_prefered_ha_location.sh
<primary|secondary|none>

このスクリプトは、自動フェールバッ 次に例を示します。
クのためのプライマリ ノードまたはセ BPR_HOME/agent/HA/
カンダリ ノードのいずれかとして、適 bin/set_prefered_ha_location
.sh primary
切な場所を設定するために使用しま
す。自動フェールバックを無効にする BPR_HOME/agent/HA/
bin/set_prefered_ha_location
には、[none] に設定します。
.sh none
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オプション

Description

Option Parameters

BPR_HOME/agent/HA/bin/ping_resource_ha.sh スクリプトは ping リソースを作成、更 次に例を示します。
<create|update|delete>
新、削除するためのクラスタを設定
BPR_HOME/agent/HA/
bin/ping_resource_ha.sh
し、外部接続が切断されたときにリ
create
ソースを移動します。Ping のリソース
を監視するをスペースで区切られた IP BPR_HOME/agent/HA/
bin/ping_resource_ha.sh
アドレスのリストを要求します。
update
BPR_HOME/agent/HA/
bin/ping_resource_ha.sh
delete

表 110 : RDU 冗長性のスクリプト：モニタリング

オプション

Description

Option Parameters

BPR_HOME/agent/HA/bin/
monitor_ha_cluster.sh [timing-details]

CRM リソース ステータスの詳細を表 次に例を示します。
示し、タイミングの詳細はオプション BPR_HOME/agent/HA/bin/
のパラメータです。提供される場合、 monitor_ha_cluster.sh
timing-details
タイミング詳細とともに CMR リソー
スについての完全な概要を表示しま
す。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
monitor_fs_sync_status.sh

このスクリプトは、プライマリとセカ 次に例を示します。
ンダリ ノード間のファイル システム BPR_HOME/agent/HA/bin/
syncup の現在のステータスを表示しま monitor_fs_sync_status.sh
す。
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表 111 : RDU 冗長性のスクリプト：トラブルシューティング

Description

オプション

Option Parameters

BPR_HOME/agent/HA/bin/
このスクリプトは、CRM リソースを 次に例を示します。
cleanup_ha_resources.sh
クリーンアップします。パラメータと BPR_HOME/agent/HA/bin/
<(res_IPaddr2_1/res_VIPArip)r|es_Filesystem_1r|es_Filesystem_2r|es_Filesystem_3r|es_bprAgent_1a|l> してをクリーンアップするリソースの manage_ha_resources.sh
res_Filesystem_1
名前を指定します。移動内ですべての
リソースをクリーンアップするには、
すべてのオプションを使用します。
CRM リソースの場所
• res_IPaddr2_1：仮想 IP リソース
• res_Filesystem_1：このファイル シ
ステムは BPR_HOME を参照しま
す
• res_Filesystem_2：このファイル シ
ステムは BPR_DATA を参照しま
す
• res_Filesystem_3：このファイル シ
ステムは BPR_DBLOG を参照しま
す
• res_bprAgent_1：これは bprAgent
のリソースが RDU の犬プロセス
ウォッチ
BPR_HOME/agent/HA/bin/
このスクリプトは、セットアップを手 次に例を示します。
standby_ha_switch.sh <primary|secondary> 動でトラブルシューティングまたはテ
BPR_HOME/agent/HA/bin/
<on|off>
ストします。このスクリプトを使用し standby_ha_switch.sh
secondary off
て、スタンバイとしてプライマリまた
はセカンダリノードを作成できます。
このオプションをオンにしてノードを
スタンバイして、オフにしてオンライ
ンで取得します。
BPR_HOME/agent/HA/bin/
resolve_sb_victim.sh
<bprHome|bprData|bprLog|all>

split-brain シナリオ中に、サーバに行わ 次に例を示します。
れる更新を破棄する場合、スクリプト BPR_HOME/agent/HA/bin/
を実行します。更新を破棄するサーバ resolve_sb_victim.sh
bprData
から、スクリプトを実行する必要があ
ります。どのデータを破棄するか指定
し、bprHome、bprData、または bprLog
オプションのいずれかとしてオプショ
ンを提供します。すべての更新を破棄
するには、すべてのオプションを使用
します。
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オプション

Description

Option Parameters

BPR_HOME/agent/HA/bin/
resolve_sb_survivor.sh
<bprHome|bprData|bprLog|all>

このスクリプトは、split-brain シナリオ 次に例を示します。
が存在するとき、ユーザーが更新を取 BPR_HOME/agent/HA/bin/
得する他のサーバから実行する必要が resolve_sb_survivor.sh
bprLog
あります。ユーザーは bprHome、
bprData、または bprLog のいずれかの
オプションを指定する必要がありま
す。

deviceReader ツールの使用
DeviceReader ツール（deviceReader.sh）は、RDU データベースからデバイスの詳細を抽出す
るために使用されます。CoS、DHCP 条件などの関連するリソースとともにデバイス オブジェ
クトを読み取り、デフォルトのファイルにデバイス情報を示します。RDU サーバがダウンし
た時に RDU データベースに対して、または - dbdir および - dblogdir オプションで場所を指定
することで RDU データベースに対してこのツールを使用できます。
この deviceReader ツールは、ファイルのデバイス詳細を保存するオプションを提供し、デバ
イスの詳細を処理するカスタム オプションを提供します。
DeviceReader.sh ツールは、$BPR_HOME/rdu/internal/db/bin/ ディレクトリに存在します。
構文の説明
deviceReader.sh [-file outputfile] [-dbdir dir] [-dblogdir dir]
• -file：出力ファイル名前とデバイスの情報を保存するパスを指定します。デフォルトでは、
出力ファイル（deviceinfo.txt）は現在の作業ディレクトリで生成されます。
• -dbdir：データベース ディレクトリのパスを指定します。デフォルトでは、RDU データ
ベースの場所が使用されます。
• -dblogdir：データベース ログ ディレクトリ パスを指定します。デフォルトでは、dbdir オ
プションまたは RDU データベースの場所を指定したディレクトリが使用されます。
• -help：ツールのヘルプを表示します。
例
# ./deviceReader.sh -dbdir /opt/backup/rdu-backup-20170410-150614/ -file
/opt/result/devicedump.txt

それぞれの説明は次のとおりです。
：/opt/backup/rdu-backup-20170410-150614/ はデータベース ディレクトリです
：/opt/result/devicedump.txt は出力ファイルとファイルを保存するパスです。
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出力デバイス ファイル形式
出力デバイス ファイルでは、デバイス プロパティは「I」で区切られて保存されています。
MAC/DUID | OwnerID| Hostname | Domain| ProvGroupName | CoS | DHCPCriteria | docsis_version|
device_serial_number| custom_properties

次に例を示します。
# cat /opt/result/devicedump.txt
000000000211|testowner1|testhost1|testdomain1|chennai|null|null|1.0|000000000211|
/snmp/writeCommunityString|write123|test2|22|test1|11|/snmp/readCommunityString|read123
000000000212|testowner2|testhost2|testdomain2|chennai|null|null|1.0|000000000212|
/snmp/writeCommunityString|write1234|test2|2234|test1|1123|/snmp/readCommunityString|read1234
000000000290|null|null|null|chennai|null|null|null|null
000000000291|null|null|null|chennai|null|null|null|null

デバイス データの使用状況のカスタマイズ
デフォルトでは、 deviceReader ツールは、ファイル内のデバイスのデータを提供します。こ
のツールでは、要求に応じてデバイス データ出力もカスタマイズできます。例：データ処理に
おいてデバイス プロパティを必要な形式でリモート サーバ/別のファイルに送信するようにカ
スタマイズされているなど。
データ ハンドラのカスタマイズ
1.

Java でカスタム DataPrinter 実装を記述します。
インターフェイス com.cisco.csrc.db.util.devicereader.DataPrinter を実装します。
// Source code of the interface
package com.cisco.csrc.db.util.devicereader;
import java.util.Map;
/**
* The interface to mandate the methods to be implemented by the custom printer
* implementations
*/
public interface DataPrinter
{
/**
* This method will be invoked while reading each device object from the
* database.
* @param properties the device properties
*/
public void print(Map<String, Object> properties);
/**
* This method will be called the the tool has completed reading all the
* devices. This can be used to close any resources used by the custom
* printer implementations
*/
public void closeConnections();
}
The print method
public void print(Map<String, Object> properties)
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This method exposes the device properties in a Map.
This method will be invoked when each IP device object is read from database by
the tool
The keys for accessing the device device properties are available in
com.cisco.provisioning.cpe.constants.DeviceDetailsKeys.
The keys are same as that of a getDetails() API result
Connection handling
public void closeConnections();
This method will be invoked when the tool has completed.
This can be used to close any resources opened by the custom data printer
implementation
// A sample data printer implementation
package com.test;
import java.util.Map;
/**
* No op printer used for testing
*/
public class MyCusomDataPrinter implements DataPrinter
{
public void print(Map<String, Object> properties)
{
// process the device properties here.
// Eg Write to console
//System.out.println(" CoS "+properties);
}
public void closeConnections()
{
// Optional - handle (if any) connection house keeping here
}
}

2.

インターフェイス com.cisco.csrc.db.util.devicereader.DataPrinter を実装し、ツールのクラスパ
スに接続します。

3.

カスタム データ リーダーを < BPR_HOME>/rdu/internal/db/bin/devicereader.conf で設定でき
ます。たとえば、このファイルでクラス ファイルの名前を次に設定します。
device=com.test.MyCusomDataPrinter

ライブ DB 圧縮ツールの使用
ライブ DB 圧縮ツール（configureDbCompaction .sh）は、RDU を停止することがなく、RDU
データベースを圧縮するために使用します。
プライム ケーブル プロビジョニング 6.1 以前では、オフライン DB 圧縮は次のリンクで説明し
たようにサポートされていました。
https://supportforums.cisco.com/t5/network-infrastructure-documents/db-compression-tech-note-pdf/ta-p/3149689
。
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オフライン圧縮手順を実行するには、RDU サーバをシャット ダウンする必要があります。こ
のオフライン圧縮では RDU サーバの長時間のダウンタイムが必要になるため、RDU サーバの
ダウンタイムを回避する RDU Berkeley DB のライブ圧縮がプライム ケーブル プロビジョニン
グ 6.1 でサポートされます。
RDU サーバが起動したときに、デフォルトではライブ DB 圧縮は無効です。
configureDbCompaction.sh を使用してトリガされるライブ DB 圧縮は、Berkeley DB の FILL
FACTOR で増加します（ライブ圧縮のデフォルトの FILL FACTOR は 80% です)。
$BPR_HOME/rdu/internal/db/native/runTool.sh は、ライブ圧縮を実行後データベースの FILL
FACTOR をチェックするために使用できます。

（注）

データベースのバックアップ スナップショットに対してや、RDU サーバがダウンしたときに
runTool.shを起動することをお勧めします。
定期的にライブ圧縮を実行すると、Berkeley DB で再利用されるデータベース内のページが空
き、新規データを書き込みます。ディスク容量は再要求されませんが、ディスク容量の増加が
大幅に少なくなります。したがって、データベース ディスク サイズの急激な増加を回避でき
ます。ライブ圧縮が順次実行され（たとえば、毎週 1 回）必要な合計時間は 1 分未満です。
データベース チェックポイントは、数分かかる DB にコミットされていない変更を同期させる
圧縮直語、すぐにトリガされます。
ディスク容量を再要求するには、オフライン モードで使用できる
$BPR_HOME/rdu/bin/internal/db/bin で別のツール runCompactDB.sh が提供されます。このツー
ルはオフライン DB 圧縮と同様であり、唯一の違いは追加のオプション -reclaimspace をサポー
トすることです。-Reclaimspace オプションでこのツールを実行するは、ディスク容量を回復し
ます。このツールで再要求されるディスク容量は、空ではないページが割り当てられる方法に
よって異なります。このツールのファイル システムに、ファイルの最後のページのみ返されま
す。コンパクト アルゴリズムでは、ファイルの最後のページを空でないことが回避されます
(つまり空きリストに配置されます) 空きページ ファイル システムに返されるために、データ
ベースのページに 1 回をなります。これが DB ディスク サイズの増加を避けるため通常のライ
ブ DB 圧縮を推奨する理由であり、圧縮は場合によりオンライン DB 圧縮ツールとともに使用
可能です。
オンライン DB 圧縮ツールが定期的にライブ DB 圧縮のスケジューリングをサポートする場合
でも、データベース バックアップを実行後に、定期的な間隔でオンライン DB 圧縮の実行を 1
回トリガすることをお勧めします。データは非常に重要でありデータベース操作には最大限の
注意が必要なため、DB 圧縮中に予期しない障害が発生した場合でも、このアプローチにより
ユーザーは DB および有効なバックアップで制御して復元できます。
オンラインまたはオフライン DB 圧縮ツールは DBdump/dbload ユーティリティへの直接交換で
はありません。ユーザーがオンラインまたはオフラインの DB 圧縮ツールを定期的に操作しな
い場合、DBdump/dbload ユーティリティはディスク容量を再利用するための最適なツールで
す。一般に、データ アクセスのほとんどはキャッシュにより提供される必要があるため、ファ
イル フラグメンテーションまたは低 FILL FACTOR はパフォーマンスに大きな影響を与えませ
ん。
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ConfigureDbCompaction .sh ツールは $BPR_HOME/rdu/bin/ ディレクトリにあります。圧縮が
実行されると、圧縮と経過時間のステータスは $BPR_DATA/rdu/db/history.log で確認できます。

（注）

1.

上記のサポート フォーラム リンクで前述したように、（db_dump および db_load BDB ユー
ティリティ）を使用し始めてから最初のころに、オフライン圧縮を 1 回使用することをお
勧めします。これにより DB ディスク サイズを削減して、ライブ圧縮でディスク容量の増
加を停止できるようにします。

2.

ライブ圧縮を実行する前に、毎回データベースのバックアップを作成することをお勧めし
ます。

エラー処理：
データベースのバックアップまたは DB ログの削除が進行しているときに圧縮が実行される場
合、エラーが発生し終了します。
コミットが実行される場合圧縮プロセスにより DB テーブルの一部をロックするため、その時
点で DB 障害バッチを書き込みます。圧縮を進行中に 10/秒以上の書き込みバッチが送信され
る場合、RDU_BUSY が表示される可能性があります。
オンライン圧縮ツールの構文の説明
configureDbCompaction.sh [-show] [-run option] [-interval value] [-fillfactor ff]
• -show：圧縮パラメータの現在値が表示されます。
• -run：このパラメータは、圧縮プロセスを 1 回実行する必要があるか、またはスケジュー
ル設定あるいは無効にする必要があるか指定します。有効な値は 1、2、3 です。デフォル
ト値は 3 です。
1 (Once)：圧縮を 1 回トリガします。
2 (Schedule)：一定の間隔で圧縮をスケジュールします。
3 (Disable)：圧縮の無効化
• -interva：圧縮プロセスがスケジュールされる間隔を指定します。週の日付が月曜日～日曜
日の日時であり、日の時間が 00～23 の値の場合、間隔は「day of week:hour of day」です。
デフォルト値は「sunday:00」です。
• -fillfactor：このパラメータは、PAGE FILL FACTOR を指定します。有効な値は 1 ~ 100 で
す。デフォルト値は 80% です。
• -help：ツールのヘルプを表示します。
例：
1.

1 回圧縮を実行します

$BPR_HOME/rdu/bin/configureDbCompaction.sh -run 1
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Please enter RDU username: admin
Please enter RDU password:
Live DB Compaction is enabled to run once.

注意：DB 圧縮のステータスについては、$BPR_DATA/rdu/db ディレクトリにある history.log
をチェックします。
2.

スケジュールの圧縮

$BPR_HOME/rdu/bin/configureDbCompaction.sh -run 2
Please enter RDU username: admin
Please enter RDU password:
Enter the compaction interval (sunday:0):
monday:02
Live DB Compaction is scheduled to run at regular intervals MONDAY at 02 hrs.

注意：DB 圧縮のステータスについては、$BPR_DATA/rdu/db ディレクトリにある history.log
をチェックします。
3.

圧縮間隔の変更

$BPR_HOME/rdu/bin/configureDbCompaction.sh -interval Tuesday:20
Please enter RDU username: admin
Please enter RDU password:
Live Compaction interval set to TUESDAY at 20 hrs.

4.

圧縮の無効化に

$BPR_HOME/rdu/bin/configureDbCompaction.sh -run 3
Please enter RDU username: admin
Please enter RDU password:
Live DB Compaction is disabled.

5.

PAGE FILL FACTOR の設定

$BPR_HOME/rdu/bin/configureDbCompaction.sh -fillfactor 70
Please enter RDU username: admin
Please enter RDU password:
Fill Factor for Live Compaction set to 70

6.

-hep オプションの使用

$BPR_HOME/rdu/bin/configureDbCompaction.sh -help
This tool can be used to configure the DB Compaction parameters. The command line
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syntax for this tool is as follows:
configureDbCompaction.sh [-show] [-run option] [-interval value] [-fillfactor ff]
-show
Displays the current values of the compaction parameters
-run
An optional parameter to specify whether the Compaction process is
to be run once or scheduled or disabled. Valid values 1,2 and 3.
1 Once
Enter 1 to trigger compaction once.
2 Schedule
Enter 2 to schedule compaction at regular intervals.
3 Disable
Enter 3 to disable compaction.
-interval
An optional parameter to provide the interval in which the compaction
process is to be scheduled.
The interval is value is'day of week:hour of day' where day of week
is any day from monday-sunday and hour of day is any value from 00-23.
For example, to schedule compaction every sunday at 1am, it can be
set to 'sunday:01'.
-fillfactor
An optional parameter to provide the page fill factor. Valid values
1-100.

オフライン圧縮ツールの構文の説明
runCompactDB.sh[-cachesize mb] [-dbdir dir] [-dblogdir dir] [-fillfactor ff] [-reclaimspace]
• -cachesize: MB のキャッシュ サイズを指定するオプション パラメータ。デフォルトのキャッ
シュ サイズは 10 です。
• -dbdir：データベース ディレクトリ パスを持つオプション パラメータ。デフォルトでは、
RDU データベースの場所が使用されます。
• -dblogdir：データベース ディレクトリ パスを持つオプション パラメータ。デフォルトで
は、-dbdir オプションまたは RDU データベースの場所を指定したディレクトリが使用さ
れます。
• -fillfactor：PAGE FILL FACTOR を提供するオプション パラメータ。
• -reclaimspace：圧縮を実行する際に、ディスク容量の再要求を可能にするオプション パラ
メータ。
ディスク容量を空ける例：

$BPR_HOME//runCompactDB.sh -reclaimspace
-----------------------------------Starting DB Compaction
-----------------------------------Reclaim Disk Space option value: true
Running DB Compaction with a fill factor of 100%

Time Taken for DB Compaction: 286584
Running DB Compaction with a fill factor of 90%
Time Taken for DB Compaction: 164891

Disk Space Reclaimed after compaction in bytes: 24576
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------------------------------------

DPE イベント パブリッシャ
DPE イベント パブリッシャでは、ユーザーが プライム ケーブル プロビジョニング DPE で発
生するイベントを表示できます。パブリッシャ フレームワークにより、ユーザーの要件に従っ
て DPE イベント パブリッシングをカスタマイズできます。DPE イベントを公開するため、プ
ロデューサ実装にプラグインするオプションを提供し、DPE イベントで次のことが可能になり
ます。
：プロデューサ実装に基づいて、メッセージング システムに公開します（デフォルトでは、
DPE は Kafka ベース プロデューサ実装を提供します）。
：すべてのリモート サーバに公開します。
：必要な形式のファイルにログインします。
カスタム プロデューサ実装については、下記の『Custom DPE Event Implementation』セクショ
ンを参照してください。
サンプル実装ファイル SampleEventPublisherImpl.javaは、$BPR_HOME/dpe/samples/event/ ディレ
クトリに存在します。
DPE イベント スキーマ：
パブリッシャは、下記で定義された Avro スキーマごとにイベントを送信します。
{
"namespace": "com.cisco.csrc.dpe.events.specific",
"type": "record",
"name": "DpeEvent",
"fields": [
{"name": "dpe_event_id", "type": "int"},
{"name": "event_source", "type": "string"},
{"name": "host_name", "type": "string"},
{"name": "received_time", "type": "string"},
{"name": "display_message_tag", "type": "string"},
{"name": "display_message", "type": "string"},
{"name": "event_data", "type": {"type": "map", "values": "string"}}
]
}

dpe_event_schema.avsc スキーマ ファイルは、$BPR_HOME/dpe/samples/event/ ディレクトリに存
在します。
カスタム DPE イベントの実装
カスタム DPE イベントの実装：
1.

インターフェイス com.cisco.csrc.dpe.events.ProduceEvent を実装することで、カスタム メッ
セージング システムにイベントを発行する java で、カスタム プロデューサ イベントの実
装を書き込みます。
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// Source code of the interface
package com.cisco.csrc.dpe.events;
import org.apache.commons.io.output.ByteArrayOutputStream;
/**
* The interface to mandate the methods to be implemented by the custom produce event
* implementations
*/
public interface ProduceEvent extends DpeEventConstants
{
/**
* This method will be invoked if DPE event enable to send event.
* @param topic event type represents in DpeEventConstants
* @param event event data represents as avro standard ByteArrayOutputStream
*/
public void eventPublisher(int topic, ByteArrayOutputStream event);
}

EventPublisher 方式は、イベントのパブリッシングに Avro 標準 ByteArrayOutputStream の
DPE オブジェクト データを公開します。ファイル操作、設定/キャッシュ操作、ログ操作、
TFTP 操作、デバイス レベル要求操作、ToD 要求、SNMP リセット操作など、DPE 操作時
にこの方法が呼び出されます。
イベントにアクセスするキーは、$BPR_HOME/dpe/samples/event/ ディレクトリに存在する
dpe_event_schema.avsc スキーマ ファイルにあります。
トピックは、イベント タイプを区別するために使用されます。
/** DPERequestEvent */
final public static int DPE_REQUEST_EVENT = 1;
/** FileEvent */
final public static int FILE_EVENT = 2;
/** ConfigurationEvent */
final public static int CONFIGURATION_EVENT = 3;
/** TftpEvent */
final public static int TFTP_EVENT = 4;
/** LogEvent */
final public static int LOG_EVENT = 5;
// A sample produce event implementation
package com.cisco.test.dpeevent;
import org.apache.commons.io.output.ByteArrayOutputStream;
import com.cisco.csrc.dpe.events.ProduceEvent;
public class MyCustomProducerEventImpl implements ProduceEvent
{
@Override
public void eventPublisher(int topic, ByteArrayOutputStream event)
{
// process the event data here.
// Eg Write to console
//System.out.println(" Event Type “ + topic “ : "+ event);
// Or Implement your custom code for any messaging system
}
}

（注）

カスタム実装クラスをコンパイルするには、$BPR_HOME/lib/ ディレクトリに存在する bpr.jar、
bac-common.jar、bacbase.jar、commons-io.jar を含む必要があります。
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2.

MyCustomProducerEventImpl.javaをコンパイルして、jar ファイルとしてバンドルします
（例：dpeevent.jar）。パブリッシャの classpath $BPR_HOME/lib/ にバンドルされた jar およ
びその依存関係を追加します（例：メッセージング システム依存関係 jars）。

3.

カスタム イベントは、$BPR_HOME/dpe/internal/bin/dpeeventmonitor.conf で設定できます。
このファイルでクラス ファイル名を設定することもできます。例：/dpe/producer/class =
com.cisco.test.dpeevent.MyCustomProducerEventImpl。

4.

BPR_CP をエクスポートする前に、$BPR_HOME/bpr_definitions.sh の BPR_CP 変数に jar と
その依存関係のパスを追加します。
BPR_JAVA = $BPR_HOME/jre/bin/java
BPR_CP=$BPR_CP:$BPR_HOME/lib/dpeevent.jar:$BPR_HOME/lib/dependentJar1.jar:$BPR_HOME/lib/dependentJar2.jar:。

5.

DPE を再起動します。

6.

CLI を使用して DPE イベント モニタを有効にするには、Cisco プライム ケーブル プロビ
ジョニング 6.1.2 リファレンス ガイド の『Event System Management Commands』章を参
照してください。

7.

有効なイベント タイプに基づき、DPE イベントはカスタムの実装のメッセージング シス
テムに公開されます。

DPE イベント モニタ CLI コマンド
プライム ケーブル プロビジョニングは DPE サーバからイベント メッセージを生成し、カスタ
ム メッセージング システムを使用して公開します。DPE サーバで発生したイベント メッセー
ジは、設定で有効になっているイベント タイプに基づいています。CLI コマンドを使用して、
イベント モニタおよびイベント タイプを有効/無効にできます。
イベント タイプおよび説明
次の表では、DPE イベント モニタから表示可能なイベントのタイプについて説明します。
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イベント ID

イベント タイプ

Description

1

要求イベント

デバイス要求
• プロビジョニング グループのデバ
イスに対するキャッシュされてい
ない設定をデバイスに送信しま
す。
• プロビジョニング グループのデバ
イスに対する設定をデバイスに送
信します。
ToD 要求
• デバイスから日要求の UDP 時間
を受信します。
• ToD 成功/失敗。
SNMP リセット
• デバイスの SNMP デバイス リセッ
トを処理します。
• デバイスの SNMP リセットを正常
に送信します。

2

ファイル イベント

• RDU からファイルを受信します。
• RDU から更新ファイルを受信しま
す。
• キャッシュからファイルを削除し
ます。

3

設定イベント

• RDU からデバイスの設定を受信し
ます。
• RDU からデバイスの更新設定を受
信します。
• キャッシュからデバイスの設定を
削除します。
• デバイス属性ダンプ プロセスを完
了します

4

TFTP イベント

• ファイルのデバイスから TFTP
[read] を受信します。
• ファイルのデバイスから [read] 要
求の処理を完了します。
• TFTP の例外。
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イベント ID

イベント タイプ

5

ログ イベント

Description
• イベントとして DPE ログを送信し
ます。
• DPE ログ レベルに応じてイベント
としてログを送信します。

（注）

1.

クレデンシャルを使用して Telnet にログインします。

2.

CLI コマンドを使用して DPE イベント モニタを有効にします。dpe イベント モニタ。

3.

さまざまなイベント レベルを有効/無効にするには、Cisco プライム ケーブル プロビジョ
ニング 6.1.2 リファレンス ガイド の『Event System Management Commands』章を参照し
てください。

イベントを有効/無効にした後、DPE サービスを再起動する必要はありません。
サンプル DPE イベント
サンプル DPE イベントを使用するには（必要なソフトウェアは kafka および scala）：
1.

次に示すように、デフォルト設定で kafka および zookeeper サーバを起動します。
nohup ./zookeeper-server-start.sh ../config/zookeeper.properties > zoo.out &
nohup ./kafka-server-start.sh ../config/server.properties > kafka.out &

2.

サーバのステータスを確認するには：
ps -ef | grep zookeeper
ps -ef | grep kafka

3.

Telnet コマンドを使用して DPE イベント プロパティ（モニタ、ファイル、ログ、設定、要
求、tftp）を有効にします。

4.

サンプル DPE イベントは、イベントを localhost:2181 ポートにトピック dpeevent で送信し
ます。公開済みのイベントを使用するには：
./kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic dpeevent
--from-beginning

5.

コンシューマが異なるサーバにある場合、公開されたイベントを使用するには：
./kafka-console-consumer.sh --zookeeper pcp-lnx-xx:2181 --topic dpeevent
--from-beginning

出力の例
統合を完了します。カスタム メッセージング システムで公開済みのイベントを表示できます。
サンプル出力の例
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{
"dpe_event_id" : 1,
"event_source" : "DPE_REQUEST_EVENT",
"host_name" : "pcp-lnx-90",
"received_time" : "2018-10-15 04:49:55,955 IST",
"mnemonic_tag" : "0112",
"display_message" : "Sending configuration for device [1,6,11:00:00:00:00:10] in
provisioning group [default] to [10.78.109.52:55946]. Time since request received [2
ms]. Rate [0.017/s over 1 min].",
"event_data" : {
"device_id" : "1,6,11:00:00:00:00:10",
"provisioning_group" : "default",
"event_message" : "Protocol Version=13, Type=CONFIGURATION_REQUEST, Transaction
ID=1533394698, Device ID=1,6,11:00:00:00:00:10, Prov Group=default",
"inet_address" : "10.78.109.52:55946"
}
}
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部

付録
• テクノロジー オプション サポート （583 ページ）
• PacketCable DHCP オプションをプライム ケーブル プロビジョニング プロパティにマッピ
ングする （633 ページ）

第

29

章

テクノロジー オプション サポート
このセクションでは、プライム ケーブル プロビジョニング が各テクノロジー バージョンをサ
ポートし、各オプションの次の属性を指定するテクノロジー固有のオプションを特定します。
• オプション番号： 整数としてまたはドット付き表記で、オプション番号を特定します。
• 説明：オプションについて説明します。
• エンコーディング：データ形式とオプション値のエンコーディングを指定します。エン
コーディング タイプの詳細については、『定義されたオプションのエンコーディング タ
イプ』を参照してください。
• 検証：有効なオプション値を制限する検証ルールを指定します。
• Multivalued：複数のオプションをが単一設定ファイルで指定可能かを示します。サブオプ
ションについては、値が親オプション内でオプションが繰り返されるか指定します。
• バージョン：オプション番号とエンコーディングをサポートするテクノロジー バージョン
を特定します。
このセクションでは、次のテクノロジーについて説明します。
• DOCSIS Option Support （583 ページ）
• DPoE オプション サポートOption Suppor （626 ページ）
• PacketCable オプション サポート （627 ページ）
• CableHome オプション サポート （629 ページ）
• eRouter オプション サポート （631 ページ）

DOCSIS Option Support
次の表では、DOCSIS オプションについて説明し、各オプションの特定のバージョンのサポー
トを識別します。
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DOCSIS オプションとバージョン サポート
オプ
ショ
ン No

0

説明

PAD

エンコー
ディング

長さと値
がありま
せん。

検証

なし

複数
値

1

1.1

2

3

3.1

True

✓

✓

✓

✓

✓

1

Downstream 符号なし 62500 の
Frequency 32 ビット
倍数
整数

False

✓

✓

✓

✓

✓

2

アップスト 符号なし
リーム チャ 整数 8
ネル ID

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

3

ネットワー
ク アクセス
コントロー
ル

ブール

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

4

Class of
Service

複合

なし

True

✓

✓

✓

✓

✓

4.1

クラス ID

符号なし
8 ビット
整数

1 ~ 16

False

✓

✓

✓

✓

✓

4.2

ダウン スト 符号なし
リームの最 32 ビット
大レート
整数

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

4.3

appu スト 符号なし
リームの最 32 ビット
大レート
整数

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

4.4

アップスト 符号なし 8 より小
リーム チャ 整数 8
さい
ネル優先順
位

False

✓

✓

✓

✓

✓

4.5

アップスト 符号なし
リーム チャ 32 ビット
ネルの保証
整数
された最小
データ レー
ト

False

✓

✓

✓

✓

✓

なし
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4.6

最大のアッ 符号なし
プ ストリー 整数 16
ム チャネル
送信バース
ト

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

4.7

サービス ク
ラスのプラ
イバシーの
有効化

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

ブール

6

CM MIC の 16 バイト
設定項目

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

7

CMTS MIC
の設定項目

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

9

ソフトウェ NVTASCII
ア アップグ
レード ファ
イル名

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

10

SNMP 書き
込みアクセ
ス コント
ロール

なし

True

✓

✓

✓

✓

✓

11

SNMP MIB SNMPVarBind
オブジェク
ト

なし

True

✓

✓

✓

✓

✓

14

CPE イーサ
ネットMAC
アドレス

MAC
Address

なし

True

✓

✓

✓

✓

✓

15

電話の設定
オプション

複合

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

15.2

Service
Provider
Name

NVTASCII

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

15.3 電話番号 (1) NVTASCII

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

15.4 電話番号 (2) NVTASCII

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

15.5 電話番号 (3) NVTASCII

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

接続のしき 符号なし
い値
整数 8

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

15.6
15.7

Login
Username

Bytes

OIDCF

NVTASCII
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15.8

Login
Password

NVTASCII

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

15.9

DHCP 認証

ブール

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

15.10 DHCP サー IP アドレ
バ
ス

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

15.11 RADIUS レ NVTASCII
ルム

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

符号なし
整数 8

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

15.13 デマンド ダ 符号なし
イヤル非ア 32 ビット
クティブ タ
整数
イマーのし
きい値

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

16

SNMP の IP アドレ
IPv4 アドレ
ス
ス (使用さ
れていませ
ん)

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

17

ベースライ
ン プライバ
シ設定の設
定

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

15.12

PPP 認証

複合

17.1

許可待機タ 符号なし
イムアウト 32 ビット
整数

1 ~ 30

False

✓

✓

✓

✓

✓

17.2

再許可待機 符号なし
タイムアウ 32 ビット
ト
整数

1 ~ 30

False

✓

✓

✓

✓

✓

17.3

認証猶予時 符号なし 1 ~ 1800
間
32 ビット
整数

False

✓

17.3

1~
認証猶予時 符号なし
6047999
間
32 ビット
整数

False

✓

✓

✓

✓

17.4

動作待機タ 符号なし
イムアウト 32 ビット
整数

False

✓

✓

✓

✓

1 ~ 10
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False

✓

✓

✓

✓

✓

TEK 猶予時 符号なし 1 ~ 1800
間
32 ビット
整数

False

✓

17.6

TEK 猶予時 符号なし
間
32 ビット
整数

1~
302399

False

✓

✓

✓

✓

17.7

許可拒否待 符号なし
機タイムア 32 ビット
ウト
整数

1 ~ 600

False

✓

✓

✓

✓

17.8

SA マップ
待機時間

符号なし
32 ビット
整数

1 ~ 10

False

✓

✓

✓

✓

17.9 SA マップの 符号なし
最大再試行 32 ビット
回数しま
整数
す。

1 ~ 10

False

✓

✓

✓

✓

CPE の最大 符号なし
数
整数 8

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

19

TFTP サー 符号なし
バ タイムス 32 ビット
タンプ
整数

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

20

TFTP サー IP アドレ
バのモデム
ス
のアドレス
のプロビ
ジョニング

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

21

ソフトウェ IP アドレ
ア アップグ
ス
レードの
TFTP サー
バ

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

22

アップ スト
リームのパ
ケットの分
類エンコー
ディング

なし

True

✓

✓

✓

✓

17.5

キー再生成 符号なし
待機タイム 32 ビット
アウト
整数

17.6

複合

1 ~ 10

✓
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22.1

分類子の参 符号なし
照
整数 8

1 ~ 255

False

✓

✓

✓

✓

22.2

分類子の識 符号なし
別子
整数 16

1～
65535

False

✓

✓

✓

✓

22.3

サービスの 符号なし
フローの参 16 ビット
照
整数

1～
65535

False

✓

✓

✓

✓

22.4 サービス フ 符号なし 0よりも False
ロー ID
32 ビット 大きい値
整数

✓

✓

✓

✓

22.5

ルールの優 符号なし
先順位
整数 8

なし

False

✓

✓

✓

✓

22.6

分類子のア
クティブ状
態

なし

False

✓

✓

✓

✓

22.7

ダイナミッ 符号なし
ク サービス 整数 8
変更アク
ション

3 未満

False

✓

✓

✓

✓

22.9

IPv4 パケッ
トの分類エ
ンコーディ
ング

なし

False

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

22.9.2 IP プロトコ 符号なし 258 未満
ル
整数 16

False

✓

✓

✓

✓

22.9.3 IPv4 Source IP アドレ
Address
ス

なし

False

✓

✓

✓

✓

22.9.4 IPv4 Source IP アドレ
Mask
ス

なし

False

✓

✓

✓

✓

ActInact

複合

22.9.1 サービス範 符号なし
囲とマスク 整数 8 ト
の IPv4 タイ リプレッ
プ
ト

22.9.5

IPv4
Destination
Address

IP アドレ
ス

なし

False

✓

✓

✓

✓

22.9.6

IPv4
Destination
Mask

IP アドレ
ス

なし

False

✓

✓

✓

✓
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符号なし
整数 16

なし

False

✓

✓

✓

✓

22.9.8 TCP/UDP 発 符号なし
信元ポート 整数 16
終了

なし

False

✓

✓

✓

✓

22.9.9 TCP/UDP 発 符号なし
信元ポート 整数 16
開始

なし

False

✓

✓

✓

✓

22.9.10 TCP/UDP 発 符号なし
信元ポート 整数 16
終了

なし

False

✓

✓

✓

✓

22.10 イーサネッ
ト LLC パ
ケットの分
類エンコー
ディング

複合

なし

False

✓

✓

✓

✓

MAC アド
レスとマ
スク

なし

False

✓

✓

✓

✓

MAC
Address

なし

False

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

22.11.1 IEEE 802.1 P 符号なし 8 より小
User_Priority 整数 8 ペ
さい
ア

False

✓

✓

✓

✓

22.11.2 IEEE 802.1Q 符号なし
VLAN_ID
整数 16

False

✓

✓

✓

✓

22.9.7

22.10.1

TCP/UDP
Source Port
Start

宛先 MAC
アドレス

22.10.2 Source MAC
Address

22.10.3 Ethertype/DSAP/MacType 符号なし
整数 8 お
よび符号
なし整数
16
22.11

IEEE 802.1
P/Q パケッ
トの分類エ
ンコーディ
ング

複合

なし
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なし

False

✓

✓

なし

False

✓

✓

22.12.2 IPv6 フロー 符号なし 0よりも False
ラベル
32 ビット 大きい値
整数

✓

✓

22.12.3 IPv6 次ヘッ 符号なし 258 未満
ダー タイプ 整数 16

False

✓

✓

22.12.4 送信元 IPv6 IPv6 アド
アドレス
レス

False

✓

✓

22.12.5 IPv6 発信元 符号なし 129 未満
プレフィッ
整数 8
クス長

False

✓

✓

22.12.6 宛先 IPv6 ア IPv6 アド
ドレス
レス

False

✓

✓

False

✓

✓

22.12 IPv6 パケッ
トの分類エ
ンコーディ
ング
22.12.1

複合

IPv6 トラ 符号なし
フィック ク 整数 8 ト
ラスの範囲 リプレッ
とマスク
ト

なし

なし

22.12.7 IPv6 宛先プ 符号なし 129 未満
レフィック
整数 8
ス長
CM イン
ターフェイ
ス マスク
(CMIM)

Bytes

なし

False

✓

✓

22.16 ICMPv4/ICMPv6
パケットの
分類のエン
コーディン
グ

複合

なし

False

✓

✓

22.16.1 ICMPv4/ICMPv6 符号なし
タイプの開
整数 8
始

なし

False

✓

✓

22.16.2 ICMPv4/ICMPv6 符号なし
タイプの終
整数 8
了

なし

False

✓

✓

22.13
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22.43 ベンダー固
有の分類子
パラメータ

複合

なし

False

✓

✓

✓

✓

22.43.8

OUI

なし

False

✓

✓

✓

✓

22.43.5 L2VPN エン
コーディン
グ

複合

なし

False

✓

✓

✓

22.43.5.1 VPNID サブ
タイプ

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

22.43.5.2 NSI カプセ
ル化のサブ
タイプ

複合

なし

False

✓

✓

✓

22.43.5.2.1 その他の形 長さと値
式のサブタ がありま
イプ
せん。

なし

False

✓

✓

✓

22.43.5.2.2 IEEE 802.1Q 符号なし
フォーマッ 整数 16
ト サブタイ
プ

なし

False

✓

✓

✓

IEEE
符号なし
802.1ad
32 ビット
フォーマッ
整数
ト サブタイ
プ

なし

False

✓

✓

✓

22.43.5.2.3

Vendor ID

22.43.5.2.4 MPLS ピア
形式のサブ
タイプ

Inet
Address
Peer

なし

False

✓

✓

✓

22.43.5.2.5 L2TPv3 ピア
形式のサブ
タイプ

Inet
Address
Peer

なし

False

✓

✓

✓

22.43.5.3

eSAFE
DHCPス
ヌーピング
の有効化

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

22.43.5.4

CM イン
ターフェイ
スのマスク

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

22.43.5.5 Attachment
Group ID

Bytes

0 ~ 16

False

✓

✓

✓

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
591

付録
DOCSIS Option Support

22.43.5.6

Source
Attachment
Individual ID

Bytes

０ ~ 16

False

✓

✓

✓

22.43.5.7

Target
Attachment
Individual ID

Bytes

０ ~ 16

False

✓

✓

✓

22.43.5.8 イングレス 符号なし
ユーザ プラ 整数 8
イオリティ

0~7

False

✓

✓

✓

22.43.5.9 ユーザ プラ 符号なし
イオリティ 整数 16
の範囲

なし

False

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

False

✓

✓

✓

22.43.5.43 Vendor-Specific

複合

22.43.5.43.8

Vendor ID

OUI

23

ダウンスト
リーム パ
ケット分類
子のエン
コーディン
グ

複合

なし

True

✓

✓

✓

✓

23.1

分類子基準 符号なし
整数 8

1 ~ 255

False

✓

✓

✓

✓

23.2

分類子識別 符号なし
子
整数 16

1～
65535

False

✓

✓

✓

✓

23.3 サービス フ 符号なし
ロー基準
整数 16

1～
65535

False

✓

✓

✓

✓

23.4 サービス フ 符号なし 0よりも False
ロー ID
32 ビット 大きい値
整数

✓

✓

✓

✓

23.5

ルールの優 符号なし
先順位
整数 8

なし

False

✓

✓

✓

✓

23.6

分類子のア
クティブ状
態

なし

False

✓

✓

✓

✓

23.7

ダイナミッ 符号なし
ク サービス 整数 8
変更アク
ション

3 未満

False

✓

✓

✓

✓

ブール
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23.8

分類子エ
ラー エン
コーディン
グ

複合

なし

False

✓

✓

✓

✓

23.9

IPv4 パケッ
トの分類エ
ンコーディ
ング

複合

なし

False

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

23.9.2 IP プロトコ 符号なし 258 未満
ル
整数 16

False

✓

✓

✓

✓

23.9.3 IPv4 Source IP アドレ
Address
ス

なし

False

✓

✓

✓

✓

23.9.4 IPv4 Source IP アドレ
Mask
ス

なし

False

✓

✓

✓

✓

23.9.1 IPv4 サービ 符号なし
ス タイプ範 整数 8 ト
囲とマスク リプレッ
ト

23.9.5

IPv4
Destination
Address

IP アドレ
ス

なし

False

✓

✓

✓

✓

23.9.6

IPv4
Destination
Mask

IP アドレ
ス

なし

False

✓

✓

✓

✓

23.9.7 TCP/UDP 発 符号なし
信元ポート 整数 16
開始

なし

False

✓

✓

✓

✓

23.9.8 TCP/UDP 発 符号なし
信元ポート 整数 16
終了

なし

False

✓

✓

✓

✓

23.9.9 TCP/UDP 発 符号なし
信元ポート 整数 16
開始

なし

False

✓

✓

✓

✓

23.9.10 TCP/UDP 発 符号なし
信元ポート 整数 16
終了

なし

False

✓

✓

✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

False

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

23.11.1 IEEE 802.1P 符号なし 8 より小
User_Priority 整数 8 ペ
さい
ア

False

✓

✓

✓

✓

23.11.2 IEEE 802.1Q 符号なし
VLAN_ID
整数 16

なし

False

✓

✓

✓

✓

23.12 IPv6 パケッ
トの分類エ
ンコーディ
ング

なし

False

✓

✓

なし

False

✓

✓

23.12.2 IPv6 フロー 符号なし 0よりも False
ラベル
32 ビット 大きい値
整数

✓

✓

IPv6 Next 符号なし 258 未満
ヘッダー タ 整数 16
イプ

✓

✓

23.10 イーサネッ
ト LLC パ
ケットの分
類エンコー
ディング
23.10.1

宛先 MAC
アドレス

23.10.2 Source MAC
Address

複合

なし

False

MAC アド
レス マス
ク

なし

False

MAC
Address

なし

23.10.3 Ethertype/DSAP/MacType 符号なし
整数 8 お
よび符号
なし整数
16
23.11

23.12.1

23.12.3

IEEE 802.1
P/Q パケッ
トの分類エ
ンコーディ
ング

複合

複合

IPv6 トラ 符号なし
フィック ク 整数 8 ト
ラス範囲 お リプレッ
よびマスク
ト

False
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False

✓

✓

23.12.5 IPv6 発信元 符号なし 129 未満
プレフィッ
整数 8
クス長

False

✓

✓

23.12.6 宛先 IPv6 ア IPv6 アド
ドレス
レス

False

✓

✓

False

✓

✓

なし

False

✓

✓

23.16.1 ICMPv4/ICMPv6 符号なし
タイプ開始
整数 8

なし

False

✓

✓

23.16.2 ICMPv4/ICMPv6 符号なし
タイプの終
整数 8
了

なし

False

✓

✓

23.43 ベンダ指定
分類子パラ
メータ

複合

なし

False

✓

✓

✓

23.43.4 VPN ルート
識別子

VPNRD

長さ 8 8

False

✓

✓

✓

23.43.5 L2VPN エン
コーディン
グ

複合

なし

False

✓

✓

✓

23.43.5.1 VPNID サブ
タイプ

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

23.43.5.2 NSI カプセ
ル化のサブ
タイプ

複合

なし

False

✓

✓

✓

23.43.5.2.1 その他の形 長さと値
式のサブタ
なし
イプ

なし

False

✓

✓

✓

23.43.5.2.2 IEEE 802.1Q 符号なし
形式サブタ 整数 16
イプ

なし

False

✓

✓

✓

23.12.4 送信元 IPv6 IPv6 アド
アドレス
レス

なし

なし

23.12.7 IPv6 宛先プ 符号なし 129 未満
レフィック
整数 8
ス長
23.16 ICMPv4/ICMPv6
パケットの
分類エン
コーディン
グ

複合

✓
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IEEE
符号なし
802.1ad 形式 32 ビット
サブタイプ
整数

なし

False

✓

✓

✓

23.43.5.2.4 MPLS ピア Inet アド
形式サブタ レス ピア
イプ

なし

False

✓

✓

✓

23.43.5.2.5 L2TPv3 ピア Inet アド
形式サブタ レス ピア
イプ

なし

False

✓

✓

✓

23.43.5.3

eSAFE
DHCPス
ヌーピング
の有効化

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

23.43.5.4

CM イン
ターフェイ
ス マスク

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

23.43.5.5 Attachment
Group ID

Bytes

０ ~ 16

False

✓

✓

✓

23.43.5.6

Source
Attachment
Individual ID

Bytes

０ ~ 16

False

✓

✓

✓

23.43.5.7

Target
Attachment
Individual ID

Bytes

０ ~ 16

False

✓

✓

✓

23.43.5.8 イングレス 符号なし
ユーザ プラ 整数 8
イオリティ

0～7

False

✓

✓

✓

23.43.5.9 ユーザ プラ 符号なし
イオリティ 整数 16
の範囲

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

23.43.5.2.3

23.43.5.43 Vendor-Specific

複合

なし

False

23.43.8

Vendor ID

OUI

なし

False

23.43.5.43.8

Vendor ID

OUI

なし

False
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234.35.4.33.5 TrafficMPLS 符号なし
ディスポジ 整数 8 ペ
ション パ
ア
ケットのト
ラフィック
分類 Class
for MPLS
Disposition
Packets
(MPLS-TC-RANGE)

なし

False

なし

True

24.1 サービス フ 符号なし 0 よりも False
ロー基準
整数 16 大きい値

24

アップスト
リーム サー
ビス フロー
スケジュー
リング

複合

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

符号なし
整数 16

なし

False

複合

なし

False

✓

✓

符号なし
32 ビット
整数

なし

False

✓

✓

24.35.2 ターゲット 符号なし
バッファ 32 ビット
整数

なし

False

✓

✓

符号なし
32 ビット
整数

なし

False

✓

✓

24.4 サービス ク ZTASCII
ラス名

なし

False

✓

✓

✓

✓

False

✓

✓

✓

✓

24.3

Service
Identifier

24.35 アップ スト
リームの
バッファの
制御
24.35.1

24.35.3

24.6

最小バッ
ファ

最大バッ
ファ

Quality of ビット フ 8 より小
Service
ラグ 8
さい
（QoS）パ
ラメータ
セット タイ
プ
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24.7

トラフィッ 符号なし 8 より小
ク プライオ 整数 8
さい
リティ

False

✓

✓

✓

✓

24.8

アップスト 符号なし
リーム最大 32 ビット
持続トラ
整数
フィック
レート

なし

False

✓

✓

✓

✓

符号なし
32 ビット
整数

なし

False

✓

✓

✓

✓

24.10 最小予約ト 符号なし
ラフィック 32 ビット
レート
整数

なし

False

✓

✓

✓

✓

24.11 想定される 符号なし
最小リザー 整数 16
ブド レート
パケット サ
イズ

なし

False

✓

✓

✓

✓

24.12 アクティブ 符号なし
な QoS パラ 整数 16
メータのタ
イムアウト

なし

False

✓

✓

✓

✓

24.13 許可された 符号なし
QoS パラ
整数 16
メータのタ
イムアウト

なし

False

✓

✓

✓

✓

符号なし
整数 16

なし

False

✓

✓

✓

✓

24.15 サービスの サービス
フローのス フロー
ケジューリ
ングの種類

1~6

False

✓

✓

✓

✓

24.16 要求/伝送ポ ビット フ 512 未満
リシー
ラグ 32

False

✓

✓

✓

✓

24.17 公称ポーリ 符号なし
ング間隔 32 ビット
整数

False

✓

✓

✓

✓

24.9

24.14

最大トラ
フィック
バースト

最大連結
バースト

なし
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24.18 ポーリング 符号なし
ジッター発 32 ビット
生させずに
整数
許容

なし

False

✓

✓

✓

✓

24.19 非送信請求 符号なし
許可サイズ 整数 16

なし

False

✓

✓

✓

✓

24.20 公称許可間 符号なし
隔
32 ビット
整数

なし

False

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

24.22 間隔あたり 符号なし 128 未満
の付与数
整数 8

False

✓

✓

✓

✓

24.23 サービスの 符号なし
上書きの 整数 8 ペ
IPv4 タイプ
ア

なし

False

✓

✓

✓

✓

24.24 非送信請求 符号なし
許可時間の 32 ビット
参照
整数

なし

False

✓

✓

✓

✓

コンテン 符号なし
ション要求
整数 8
バックオフ
ウィンドウ
に乗数

4 ~ 12

False

✓

✓

24.26 要求された 符号なし 1、2、 False
バイト数に
整数 8 4、8、ま
乗数
たは 16
の値

✓

✓

24.27 SID クラス 符号なし 256 未満
タごとの要
整数 8
求の最大数

False

✓

✓

24.28 SID クラス 符号なし 4294967296 False
未満
タごとに最 32 ビット
大未処理バ
整数
イト数

✓

✓

24.21

24.25

許容付与
ジッタ

符号なし
32 ビット
整数
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24.29 SID クラス 符号なし 4294967296 False
未満
タごとに要 32 ビット
求された最
整数
大の合計バ
イト数

✓

✓

24.30 SID クラス 符号なし 65535 未
タ内の最大 整数 16
満
時間

False

✓

✓

24.31 サービスの ビット フ
フローの必 ラグ 32
要な属性マ
スク

なし

False

✓

✓

24.32 サービス フ ビット フ
ロー禁止属 ラグ 32
性マスク

なし

False

✓

✓

24.33 サービス フ ビット フ
ロー属性の ラグ 32
集約マスク

なし

False

✓

✓

24.34 アプリケー ビット フ
ション識別 ラグ 32
子

なし

False

✓

✓

AQM エン SubOptions
コーディン
グ

なし

False

✓

✓

24.40.1 SF AQM の 符号なし
無効化
整数 8

0~1

False

✓

✓

24.40.2 SF AQM 遅 符号なし
延のター
整数 8
ゲット

なし

False

✓

✓

24.43 ベンダー固
有の QoS パ
ラメータ

複合

なし

False

✓

✓

✓

24.43.4 VPN ルート
識別子

VPNRD

長さ 8 8

False

✓

✓

✓

OUI

なし

False

✓

✓

✓

複合

なし

False

✓

✓

✓

24.40

24.43.8

Vendor ID

24.43.5 L2VPN エン
コーディン
グ
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24.43.5.1 VPNID サブ
タイプ

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

24.43.5.2 NSI カプセ
ル化のサブ
タイプ

複合

なし

False

✓

✓

✓

24.43.5.2.1 その他の形 長さと値
式のサブタ
なし
イプ

なし

False

✓

✓

✓

24.43.5.2.2 IEEE 802.1Q 符号なし
形式サブタ 整数 16
イプ

なし

False

✓

✓

✓

IEEE
符号なし
802.1ad 形式 32 ビット
サブタイプ
整数

なし

False

✓

✓

✓

24.43.5.2.4 MPLS ピア Inet アド
形式サブタ レス ピア
イプ

なし

False

✓

✓

✓

24.43.5.2.5 L2TPv3 ピア Inet アド
形式サブタ レス ピア
イプ

なし

False

✓

✓

✓

24.43.5.3

eSAFE
DHCPス
ヌーピング
の有効化

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

24.43.5.4

CM イン
ターフェイ
ス マスク

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

24.43.5.5 Attachment
Group ID

Bytes

０ ~ 16

False

✓

✓

✓

24.43.5.6

Source
Attachment
Individual ID

Bytes

０ ~ 16

False

✓

✓

✓

24.43.5.7

Target
Attachment
Individual ID

Bytes

０ ~ 16

False

✓

✓

✓

0～7

False

✓

✓

✓

24.43.5.2.3

24.43.5.8 イングレス 符号なし
ユーザ プラ 整数 8
イオリティ
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24.43.5.9 ユーザ プラ 符号なし
イオリティ 整数 16
の範囲

なし

False

✓

✓

✓

24.43.5.43 Vendor-Specific

複合

なし

False

✓

✓

✓

24.43.5.43.8

OUI

なし

False

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

なし

True

✓

✓

✓

✓

25.1 サービス フ 符号なし 0 よりも False
ロー基準
整数 16 大きい値

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Vendor ID

244.35.4.33.4 MPLS ディ 符号なし
スポジショ 整数 8 ペ
ン パケット
ア
のトラ
フィック分
類
(MPLS-TC-SET)
25

ダウンスト
リーム サー
ビス フロー
スケジュー
リング

複合

符号なし
整数 16

なし

False

複合

なし

False

✓

✓

符号なし
32 ビット
整数

なし

False

✓

✓

25.35.2 ターゲット 符号なし
バッファ 32 ビット
整数

なし

False

✓

✓

符号なし
32 ビット
整数

なし

False

✓

✓

25.4 サービス ク ZTASCII
ラス名

なし

False

✓

✓

25.3

Service
Identifier

25.35 アップスト
リーム バッ
ファ制御
25.35.1

25.35.3

最小バッ
ファ

最大バッ
ファ
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25.6

Quality of ビット フ 8 より小
Service
ラグ 8
さい
（QoS）パ
ラメータ
セット タイ
プ

False

✓

✓

✓

✓

25.7

トラフィッ 符号なし 8 より小
ク プライオ 整数 8
さい
リティ

False

✓

✓

✓

✓

25.8

ダウンスト 符号なし
リーム最大 32 ビット
持続トラ
整数
フィック
レート

なし

False

✓

✓

✓

✓

符号なし
32 ビット
整数

なし

False

✓

✓

✓

✓

25.10 最小予約ト 符号なし
ラフィック 32 ビット
レート
整数

なし

False

✓

✓

✓

✓

25.11 想定される 符号なし
最小リザー 整数 16
ブド レート
パケット サ
イズ

なし

False

✓

✓

✓

✓

25.12 アクティブ 符号なし
な QoS パラ 整数 16
メータのタ
イムアウト

なし

False

✓

✓

✓

✓

25.13 承認された 符号なし
QoS パラ
整数 16
メータのタ
イムアウト

なし

False

✓

✓

✓

✓

25.14 ダウン スト 符号なし
リームの最 32 ビット
大遅延
整数

なし

False

✓

✓

✓

✓

25.23 IPv4 Type of 符号なし
Service
整数 8 ペ
(DSCP) を上
ア
書きします

なし

False

✓

✓

25.9

最大トラ
フィック
バースト
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25.27 ダウン スト 符号なし
リームの 32 ビット
ピーク トラ
整数
フィック
レート

なし

False

✓

✓

25.31 属性マスク ビット フ
に必要な
ラグ 32
サービス フ
ロー

なし

False

✓

✓

25.32 属性マスク ビット フ
に禁じられ ラグ 32
ているサー
ビス フロー

なし

False

✓

✓

25.33 サービス フ ビット フ
ロー属性集 ラグ 32
約マスク

なし

False

✓

✓

25.34 アプリケー ビット フ
ション識別 ラグ 32
子

なし

False

✓

✓

AQM エン サブオプ
コーディン ション
グ

なし

False

✓

✓

25.40.1 SF AQM 無 符号なし From 0 to False
1
効化
整数 8

✓

✓

25.40.2 SF AQM 遅 符号なし
延目標
整数 8

なし

False

✓

✓

25.43 ベンダ指定
ＱoS パラ
メータ

複合

なし

False

✓

✓

✓

✓

25.43.8

Vendor ID

OUI

なし

False

✓

✓

✓

✓

26

ペイロード
ヘッダー抑
制

複合

なし

True

✓

✓

✓

✓

26.1

分類子基準 符号なし 0 よりも False
整数 8 大きい値

✓

✓

✓

✓

26.2

分類子識別 符号なし 0 よりも False
子
整数 16 大きい値

✓

✓

✓

✓

26.3 サービス フ 符号なし 0 よりも False
ロー基準
整数 16 大きい値

✓

✓

✓

✓

25.40
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26.4 サービス フ 符号なし 0 よりも False
ロー ID
32 ビット 大きい値
整数

✓

✓

✓

✓

4 未満

False

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

26.8

ペイロード 符号なし 0 よりも False
ヘッダー抑
整数 8 大きい値
制インデッ
クス
（PHSi）

✓

✓

✓

✓

26.9

ペイロード
ヘッダー抑
制マスク
(PHSM)

26.10

Payload
符号なし
Header
整数 8
Suppression
Size (PHSS)

26.5

ダイナミッ SrvChangeAct
ク サービス
変更アク
ション

26.7

ペイロード
ヘッダー抑
制フィール
ド（PHSF）

26.11 ペイロード
ヘッダー抑
制検証
(PHSV)

Bytes

Bytes

検証

26.13 ダイナミッ 符号なし
ク結合アク
整数 8
ションの変
更

なし

False

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

2 未満

False

✓

✓

26.43 ベンダー固
有 PHS パラ
メータ

複合

なし

False

✓

✓

✓

✓

26.43.8

OUI

なし

False

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

28

Vendor ID

分類子の最 符号なし
大数
整数 16
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29

プライバ
シーの有効
化

ブール

なし

False

✓

✓

✓

✓

32

製造元 CVC

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

✓

33

署名者が連
CVC

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

✓

34

SnmpV3
キック ス
タート イ
メージ値

複合

なし

False

✓

✓

✓

✓

34.1

SnmpV3 NVTASCII
キック ス
タート イ
メージ セ
キュリティ
名

なし

False

✓

✓

✓

✓

34.2

SnmpV3
キック ス
タート イ
メージ
Manager パ
ブリック番
号

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

✓

35

サブスクラ
イバ管理制
御

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

✓

36

サブスクラ IP Address
N
イバ管理
CPE IPv4
テーブル

なし

False

✓

✓

✓

✓

37

サブスクラ
イバ管理
フィルタ グ
ループ

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

✓

38

SNMPv3 通
知レシーバ

複合

なし

True

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

38.1

SNMPv3 通 IP アドレ
知レシーバ
ス
IPv4 アドレ
ス
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38.2

SNMPv3 通 符号なし
知レシーバ 整数 16
の UDP ポー
ト

なし

False

✓

✓

✓

✓

38.3

SNMPv3 通 SNMP ト
知レシーバ ラップ タ
トラップの
イプ
タイプ

1~5

False

✓

✓

✓

✓

38.4

SNMPv3 通 符号なし
知レシーバ 整数 16
のタイムア
ウト

なし

False

✓

✓

✓

✓

38.5

SNMPv3 通 符号なし
知レシーバ 16 ビット
の再試行回
整数
数

0 ~ 255

False

✓

✓

✓

✓

38.6

通知レシー
バのフィル
タ リング パ
ラメータ

なし

False

✓

✓

✓

✓

38.7

通知レシー NVTASCII
バ セキュリ
ティ名

なし

False

✓

✓

✓

✓

38.8

SNMPv3 通 IPv6 アド
知レシーバ
レス
IPv6 アドレ
ス

なし

False

✓

✓

39

2.0 モードの
有効化

ブール

なし

False

✓

✓

✓

40

テスト モー
ドの有効化

ブール

なし

True

✓

✓

✓

41

ダウンスト
リーム チャ
ネル リスト

複合

なし

True

✓

✓

✓

41.1

1 つのダウ
ン ストリー
ム チャネル

複合

なし

True

✓

✓

✓

OID
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False

✓

✓

✓

False

✓

✓

✓

なし

True

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

41.2.2 ダウンスト 符号なし 62500 の
リーム周波 32 ビット
倍数
数範囲開始
整数

False

✓

✓

✓

41.2.3 ダウンスト 符号なし 62500 の
リーム周波 32 ビット
倍数
数範囲終了
整数

False

✓

✓

✓

41.2.4 ダウンスト 符号なし
リーム周波 32 ビット
数範囲ス
整数
テップ サイ
ズ

なし

False

✓

✓

✓

デフォルト 符号なし
のスキャン 整数 16

なし

True

✓

✓

✓

42

マルチキャ
スト MAC
アドレス

MAC
Address

なし

True

✓

✓

✓

43

DOCSIS 拡
張フィール
ド (OUI FF:
FF: FF)

複合

なし

True

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

41.1.1 1 つのダウ 符号なし
ン ストリー 整数 16
ム チャネル
のタイムア
ウト

なし

41.1.2 1 つのダウ 符号なし 62500 の
ン ストリー 32 ビット
倍数
ム チャネル
整数
周波数
41.2

ダウンスト
リーム周波
数範囲

複合

41.2.1 ダウンスト 符号なし
リーム周波 整数 16
数範囲タイ
ムアウト

41.3

43.1

CM ロード 符号なし
バランシン 32 ビット
グ ポリシー
整数
ID
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43.2

CM のロー 符号なし
ド バランシ 32 ビット
ングの優先
整数
順位

なし

False

✓

✓

✓

43.3

CM ロード 符号なし
バランシン 32 ビット
グ グループ
整数
ID

なし

False

✓

✓

✓

43.4

CM レンジ 符号なし
ング クラス 整数 16
ID の拡張

なし

False

✓

✓

✓

43.5 L2VPN エン
コーディン
グ

複合

なし

False

✓

✓

✓

43.5.1 VPNID サブ
タイプ

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

43.5.2 NSI カプセ
ル化のサブ
タイプ

複合

なし

False

✓

✓

✓

43.5.2.1 その他の形 長さと値
式のサブタ
なし
イプ

なし

False

✓

✓

✓

43.5.2.2 IEEE 802.1Q 符号なし
形式サブタ 整数 16
イプ

なし

False

✓

✓

✓

IEEE
符号なし
802.1ad 形式 32 ビット
サブタイプ
整数

なし

False

✓

✓

✓

43.5.2.4 MPLS ピア Inet アド
形式サブタ レス ピア
イプ

なし

False

✓

✓

✓

符号なし From 1 to False
整数 8 4294967296

✓

✓

✓

43.5.2.3

43.5.2.4.1

MPLS
Pseudowire
ID

43.5.2.4.2 MPLS ピア InetAddressPeer
アドレス

なし

False

✓

✓

✓

43.5.2.5 L2TPv3 ピア Inet アド
形式サブタ レス ピア
イプ

なし

False

✓

✓

✓
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43.5.3

eSAFE
DHCPス
ヌーピング
の有効化

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

43.5.4

CM イン
ターフェイ
ス マスク

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

43.5.5 Attachment
Group ID

Bytes

０ ~ 16

False

✓

✓

✓

43.5.6

Source
Attachment
Individual ID

Bytes

０ ~ 16

False

✓

✓

✓

43.5.7

Target
Attachment
Individual ID

Bytes

０ ~ 16

False

✓

✓

✓

43.5.8 イングレス 符号なし
ユーザ プラ 整数 8
イオリティ

0～7

False

✓

✓

✓

43.5.9 ユーザ プラ 符号なし
イオリティ 整数 16
の範囲

なし

False

✓

✓

✓

43.5.11 Pseudowire
ID

符号なし
32 ビット
整数

なし

False

✓

✓

✓

43.5.12 Pseudowire
Type

符号なし
整数 8

なし

False

✓

✓

✓

43.5.43 Vendor-Specific

複合

なし

False

✓

✓

✓

43.5.43.8

Vendor ID

OUI

なし

False

✓

✓

✓

43.6

拡張 CMTS
MIC 設定の
設定

複合

なし

False

✓

✓

43.6.1 CMTS MIC 符号なし 値を 1、
HMAC タイ 整数 8
2、43
プの拡張

False

✓

✓

43.6.2 拡張 CMTS
MIC ビット
マップ

False

✓

✓

Bytes

なし
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✓

✓

✓

✓

✓

False

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

False

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

43.6.3 明示的な拡
張 CMTS
MIC ダイ
ジェスト サ
ブタイプ

Bytes

なし

False

送信元アド
レスの検証
(SAV) 認証
エンコー
ディング

複合

なし

False

ZTASCII

1 ~ 15

複合

43.7

43.7.1 CMTS で設
定されてい
る SAV グ
ループの名
前
43.7.2

SAV スタ
ティック プ
レフィック
ス サブタイ
プ エンコー
ディング

43.7.2.1

SAV プレ IPv4また
フィックス はIPv6ア
のスタ
ドレス
ティック ア
ドレス サブ
タイプ

43.7.2.2

SAV スタ ビット フ 129 未満
ティック プ ラグ 8
レフィック
ス長サブタ
イプ

43.8

Vendor ID

43.9 ケーブル モ
デムのマス
ク サブタイ
プのエン
コーディン
グ

OUI

なし

False

複合

なし

False

✓

✓
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43.9.1 ケーブル モ ビット フ
デム必須属 ラグ 32
性マスク

なし

False

✓

✓

43.9.2 ケーブル モ ビット フ
デム禁止属 ラグ 32
性マスク

なし

False

✓

✓

43.9.3 ケーブル モ ビット フ
デム アップ ラグ 32
ストリーム
必須属性マ
スク

なし

False

✓

✓

43.9.4 ケーブル モ ビット フ
デム アップ ラグ 32
ストリーム
禁止属性マ
スク

なし

False

✓

✓

IP マルチ サブオプ
キャスト認 ション
可エンコー
ディングへ
の参加しま
す。

なし

False

✓

✓

1 ～15

True

✓

✓

なし

True

✓

✓

なし

False

✓

✓

43.10

43.10.1 CMTS で設 NVTASCII
定されてい
る、IP マル
チキャスト
プロファイ
ルの名前
43.10.2

IP マルチ
キャスト参
加の許可ス
タティック
セッション
ルール サブ
タイプ エン
コーディン
グ

複合

43.10.2.1 ルールの優 符号なし
先順位
整数 8
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なし

False

✓

✓

なし

False

✓

✓

43.10.2.4 送信元プレ ビット フ 129 未満
フィクス長
ラグ 8
サブタイプ

False

✓

✓

43.10.2.5 グループ プ IPv4 アド
レフィック レスまた
ス アドレス は IPv6 ア
サブタイプ ドレス

False

✓

✓

False

✓

✓

✓

✓

43.10.2.2

認証アク
ション

認証アク
ション
（PX
IA
/ SAF/WSM）

43.10.2.3 送信元プレ IPv4 アド
フィックス レスまた
アドレス サ は IPv6 ア
ブタイプ
ドレス

なし

43.10.2.6 グループの ビット フ 129 未満
プレフィッ
ラグ 8
クス長のサ
ブタイプ
43.10.3

43

エンコー 符号なし
ディング マ 整数 16
ルチキャス
ト セッショ
ンの最大数

なし

False

DOCSIS 拡
張フィール
ド (OUI
00-00-0 C)

なし

True

✓

✓

✓

✓

✓

複合

43.1

静的差運ス 符号なし
トリーム周 32 ビット
波数
整数

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.2

同期損失タ 符号なし
イムアウト 32 ビット
整数

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.3

モニタの NVTASCII
ブート イ
メージを更
新します。

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.4

電源バック 符号なし
オフ
整数 16

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.8

Vendor ID

OUI
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43.9

工場出荷時
のシステム
イメージを
更新しま
す。

ブール

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.10

電話回線

符号なし
整数 8

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.11

IP
Precedence
設定

複合

なし

True

✓

✓

✓

✓

✓

43.11.1

IP
precedence
値

符号なし
整数 8

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.11.2

Rate Limit

符号なし
32 ビット
整数

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.12 DEMARC 自 サブオプ
動設定のエ ション
ンコーディ
ング

なし

False

✓

✓

43.12.1 DAC 有効/ EnableDisable
無効の設定

なし

False

✓

✓

BitFlag32
CM イン
ターフェイ
ス マスク
(CMIM) エ
ンコーディ
ング

なし

False

✓

✓

43.12.3 アップスト ZTASCII
リーム サー
ビス クラス
名

2 ~ 16 の False
長さ

✓

✓

43.12.4 ダウン スト ZTASCII
リームの
サービス ク
ラス名

Length 2
to 16

False

✓

✓

43.13 ダイナミッ
ク フロー
VPN ルート
識別子

長さ 8 8

False

✓

✓

43.12.2

VPNRD
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43.14 ワイドバン 符号なし 0 よりも False
ド プライマ 整数 16 大きい値
リ ダウン ス
トリーム
チャネル ID

✓

✓

✓

43.15 ワイドバン EnableDisable
ド ハンド
セットの有
効化

False

✓

✓

✓

43.16 ワイドバン 符号なし 0 よりも False
ド非プライ 整数 16 大きい値
マリ ダウン
ストリーム
チャネル ID

✓

✓

✓

IOS 設定 NVTASCII
ファイル名

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.129 コンソール NVTASCII
の無効化な
しで IOS 設
定ファイル

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.131 IOS CLI コ NVTASCII
マンド

なし

True

✓

✓

✓

✓

✓

43.128

43.132

1.0 plus フ
ロー エン
コーディン
グ

複合

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.1

1.0 plus フ
ロー ID

符号なし
整数 8

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.2

クラス ID

符号なし
整数 8

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.3 非送信請求 符号なし
許可サイズ 整数 16

1～
65535

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.4 公称許可間 符号なし
隔
32 ビット
整数

1～
65535

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.5 間隔あたり 符号なし
の付与数
整数 8

0 ~ 127

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.6 組み込みの 符号なし From 0 to False
127
音声コール
整数 8

✓

✓

✓

✓

✓
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0 ~ 4096

False

✓

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.8.1 輻輳の破棄 符号なし
しきい値
整数 16

1 ~ 4096

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.8.2 ダイナミッ 符号なし
ク変換
整数 16
キューの数

16 ～
4096

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.8.3 予約可能な 符号なし
メッセージ 整数 16
交換キュー
の数

0 ~ 1000

False

✓

✓

✓

✓

✓

1 ~ 16

False

✓

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.11 プライオリ 符号なし
ティ グルー 8 ビット
プ
整数

1 ~ 16

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.12 サービス ポ NVTASCII
リシー ファ
イル

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.13 非アクティ 符号なし 1 ~ 10080 False
ブ タイマー 整数 16

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.7 保持キュー 符号なし
の長さ
整数 16
43.132.8

43.132.9

Fair Queue

複合

カスタム 符号なし
キュー リス 8 ビット
トの長さ
整数

43.132.10 ランダム検
出

ブール

NVTASCII

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

43.133 ダウンスト 符号なし
リーム サブ 整数 8
チャネル ID

0 ~ 15

False

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

43.132.14

COS タグ

43.134

SU タグ

NVTASCII

なし

False

45

ダウンスト
リーム非暗
号化トラ
フィック
（DUT）の
フィルタリ
ングのエン
コーディン
グ

複合

なし

False
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45.1

ダウンスト
リーム非暗
号化トラ
フィック
（DUT）制
御

ブール

なし

False

✓

✓

✓

45.2

ダウンスト
リーム非暗
号化トラ
フィック
（DUT）
CMIM

Bytes

なし

False

✓

✓

✓

53

SNMPv1v2c
共存設定

複合

なし

True

✓

✓

53.1

SNMPv1v2c
コミュニ
ティ名

ZTASCII

1 ~ 32

False

✓

✓

53.2

SNMPv1v2c
転送アドレ
スのアクセ
ス

複合

なし

True

✓

✓

トランス
ポート ア
ドレスお
よびマス
ク

なし

False

✓

✓

53.2.2 SNMPv1v2c トランス
転送アドレ ポート ア
ス マスク ドレスお
よびマス
ク

なし

False

✓

✓

53.3

SNMPv1v2c アクセス
アクセス ビューの
ビューのタ タイプ
イプ

なし

False

✓

✓

53.4

SNMPv1v2c
アクセス
ビューの名
前

1 ~ 32

False

✓

✓

53.2.1 SNMPv1v2c
トランス
ポート アド
レス

ZTASCII
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54

SNMPv3 ア
クセス
ビュー

複合

なし

True

✓

✓

54.1

SNMPv3 ア ZTASCII
クセス デー
タビューの
名前

1 ~ 32

False

✓

✓

54.2

SNMPv3 ア
クセス
ビュー サブ
ツリー

OID

なし

False

✓

✓

54.3

SNMPv3 ア
クセス
ビュー マス
ク

Bytes

1 ~ 16

False

✓

✓

54.4

SNMPv3 ア ビューの
クセス
アクセス
ビューのタ の制御
イプ

なし

False

✓

✓

55

SNMP CPE CPE アク
アクセス コ セス制御
ントロール

なし

False

✓

✓

56

チャネル割
り当て構成
の設定

なし

True

✓

✓

複合

56.1

チャネル割 符号なし
り当て構成
整数 8
の設定を送
信します。

なし

False

✓

✓

56.2

チャネル割 符号なし
り当て構成 32 ビット
の設定を送
整数
信します。

なし

False

✓

✓

58

ソフトウェ IPv6 アド
ア アップグ
レス
レードの
IPv6 TFTP
サーバ

なし

False

✓

✓
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59

TFTP は、 IPv6 アド
モデム IPv6
レス
アドレスの
プロビジョ
ニング

なし

False

✓

✓

60

アップ スト
リームのド
ロップ パ
ケットの分
類エンコー
ディング

なし

True

✓

✓

複合

60.1

分類子基準 符号なし
整数 8

1 ~ 255

False

✓

✓

60.2

分類子識別 符号なし
子
整数 16

1～
65535

False

✓

✓

60.5

ルールの優 符号なし
先順位
整数 8

なし

False

✓

✓

60.6

分類子のア
クティブ状
態

なし

False

✓

✓

60.7

ダイナミッ 符号なし
ク サービス 整数 8
変更アク
ション

3 未満

False

✓

✓

60.9

IPv4 パケッ
トの分類エ
ンコーディ
ング

なし

False

✓

✓

なし

False

✓

✓

60.9.2 IP プロトコ 符号なし 258 未満
ル
整数 16

False

✓

✓

60.9.3 IPv4 Source IP アドレ
Address
ス

なし

False

✓

✓

60.9.4 IPv4 Source IP アドレ
Mask
ス

なし

False

✓

✓

ActInact

複合

60.9.1 IPv4 サービ 符号なし
ス タイプ範 整数 8 ト
囲とマスク リプレッ
ト
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60.9.5

IPv4
Destination
Address

IP アドレ
ス

なし

False

✓

✓

60.9.6

IPv4
Destination
Mask

IP アドレ
ス

なし

False

✓

✓

60.9.7 TCP/UDP 発 符号なし
信元ポート 整数 16
開始

なし

False

✓

✓

60.9.8 TCP/UDP 発 符号なし
信元ポート 整数 16
終了

なし

False

✓

✓

60.9.9 TCP/UDP 発 符号なし
信元ポート 整数 16
開始

なし

False

✓

✓

60.9.10 TCP/UDP 発 符号なし
信元ポート 整数 16
終了

なし

False

✓

✓

60.10 イーサネッ
ト LLC パ
ケットの分
類エンコー
ディング

複合

なし

False

✓

✓

MAC アド
レスとマ
スク

なし

False

✓

✓

60.10.2 Source MAC MAC アド
Address
レス

なし

False

✓

✓

60.10.3 Ethertype/DSAP/MacType 符号なし
整数 8 お
よび 16

なし

False

✓

✓

なし

False

✓

✓

False

✓

✓

60.10.1

60.11

宛先 MAC
アドレス

IEEE 802.1
P/Q パケッ
トの分類エ
ンコーディ
ング

複合

60.11.1 IEEE 802.1P 符号なし 8 より小
User_Priority 整数 8 ペ
さい
ア
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60.11.2 IEEE 802.1Q 符号なし
VLAN_ID
整数 16

なし

False

✓

✓

60.12 IPv6 パケッ
トの分類エ
ンコーディ
ング

なし

False

✓

✓

なし

False

✓

✓

60.12.2 IPv6 フロー 符号なし 0 よりも False
ラベル
32 ビット 大きい値
整数

✓

✓

IPv6 Next 符号なし 258 未満
ヘッダー タ 整数 16
イプ

False

✓

✓

False

✓

✓

60.12.5 IPv6 発信元 符号なし 129 未満
プレフィッ
整数 8
クス長

False

✓

✓

60.12.6 宛先 IPv6 ア IPv6 アド
ドレス
レス

False

✓

✓

False

✓

✓

60.12.1

60.12.3

複合

IPv6 トラ 符号なし
フィック ク 整数 8 ト
ラス範囲 お リプレッ
よびマスク
ト

60.12.4 送信元 IPv6 IPv6 アド
アドレス
レス

なし

なし

60.12.7 IPv6 宛先プ 符号なし 129 未満
レフィック
整数 8
ス長
CM イン
ターフェイ
ス マスク
(CMIM)

Bytes

なし

False

✓

✓

60.16 ICMPv4/ICMPv6
パケットの
分類エン
コーディン
グ

複合

なし

False

✓

✓

60.16.1 ICMPv4/ICMPv6 符号なし
タイプ開始
整数 8

なし

False

✓

✓

60.16.2 ICMPv4/ICMPv6 符号なし
タイプの終
整数 8
了

なし

False

✓

✓

60.13
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60.43 ベンダ指定
分類子パラ
メータ

複合

なし

False

✓

✓

60.43.8

OUI

なし

False

✓

✓

Vendor ID

61

サブスクラ IPv6 アド
イバ管理
レス N
CPE IPv6
テーブル

なし

False

✓

✓

62

アップ スト
リームのド
ロップ分類
子グループ
ID

なし

False

✓

✓

63

サブスクラ 符号なし
イバ管理コ 整数 16
ントロール
Max CPE
IPv6 プレ
フィックス

なし

False

✓

✓

64

CMTS スタ
ティック マ
ルチキャス
ト セッショ
ンのエン
コーディン
グ

なし

True

✓

✓

Bytes

複合

64.1

スタティッ IPv4 アド
ク マルチ レスまた
キャスト グ は IPv6 ア
ループのエ ドレス
ンコーディ
ング

なし

False

✓

✓

64.2

スタティッ IPv4 アド
ク マルチ レスまた
キャスト は IPv6 ア
ソースのエ ドレス
ンコーディ
ング

なし

False

✓

✓
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64.3

スタティッ
ク マルチ
キャスト
CMIM エン
コーディン
グ

Bytes

なし

False

65

L2VPN
MAC エージ
ングの制御

複合

なし

False

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

65.1

L2VPN
EnableDisable
MAC エージ
ング モード

なし

False

66

管理イベン Unsigned
トのエン interger 32
コーディン
グ

なし

True

✓

✓

67

サブスクラ Ipv6 アド
イバ管理
レス N
CPE IPv6 リ
スト

なし

True

✓

✓

68

デフォルト 符号なし
のアップ ス 整数 16
トリームの
ターゲット
バッファの
設定

なし

False

✓

✓

69

MAC アドレ
ス学習制御
エンコー
ディング

なし

False

✓

✓

69.1 MAC アドレ EnableDisable
ス学習コン
トロール

なし

False

✓

✓

69.2 MAC アドレ 符号なし
ス学習保持
整数 8
タイマー

0 ~ 10

False

✓

✓

エネルギー サブオプ
管理パラ
ション
メータ エン
コーディン
グ

なし

False

✓

✓

74

複合
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74.1

エネルギー BitFlag32 From 0 to False
1
管理機能の
制御

✓

✓

74.2

エネルギー サブオプ
管理 1 x 1
ション
モード エン
コーディン
グ

なし

False

✓

✓

74.2.1 ダウン スト サブオプ
リームのア ション
クティビ
ティ検出パ
ラメータ

なし

False

✓

✓

74.2.1.1 ダウン スト 符号なし
リームのエ 32 ビット
ントリの
整数
ビットレー
トしきい値

なし

False

✓

✓

74.2.1.2 ダウン スト 符号なし
リーム エン 整数 16
トリ時間し
きい値

なし

False

✓

✓

74.2.1.3 ダウン スト 符号なし
リームの終 32 ビット
了ビット
整数
レートしき
い値

なし

False

✓

✓

74.2.1.4 ダウン スト 符号なし
リームの終 整数 16
了時間のし
きい値

なし

False

✓

✓

74.2.2 アップ スト サブオプ
リームのア ション
クティビ
ティ検出パ
ラメータ

なし

False

✓

✓

74.2.2.1 アップ スト 符号なし
リームのエ 32 ビット
ントリの
整数
ビットレー
トしきい値

なし

False

✓

✓
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74.2.2.2 アップ スト 符号なし
リーム エン 整数 16
トリ時間し
きい値

なし

False

✓

✓

74.2.2.3 アップ スト 符号なし
リームの終 32 ビット
了ビット
整数
レートしき
い値

なし

False

✓

✓

74.2.2.4 アップ スト 符号なし
リームの終 整数 16
了時間のし
きい値

なし

False

✓

✓

74.3

Energy
符号なし
Management 整数 16
サイクル期
間

なし

False

✓

✓

75

エネルギー 符号なし
の管理モー
整数 8
ド インジ
ケータ

0~2

False

✓

✓

79

UNI 制御エ サブオプ
ンコーディ ション
ング

なし

False

✓

✓

79.1

コンテキス
ト CMIM

なし

False

✓

✓

79.2

UNI Admin 符号なし
ステータス
整数 8

0～1

False

✓

✓

79.3

UNI 自動ネ 符号なし
ゴシエー
整数 8
ション ス
テータス

0～1

False

✓

✓

79.4

UNI 動作速 符号なし
度
整数 8

1~6

False

✓

✓

Bytes

79.5

UNI 二重

符号なし
整数 8

1~2

False

✓

✓

79.6

EEE Status

符号なし
整数 8

0～1

False

✓

✓
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79.7

Maximum
Frame Size

符号なし
整数 16

なし

False

✓

✓

79.8

Power Over
Ethernet
Status

符号なし
整数 8

0～1

False

✓

✓

79.6 メディア タ 符号なし
イプ
整数 8

0～1

False

✓

✓

データの終 長さと値
了マーカー
なし

なし

False

✓

✓

255

✓

✓

✓

DPoE オプション サポートOption Suppor
次の表では、プライム ケーブル プロビジョニングがサポートする DPoE オプションを特定し
ます。
表 112 : DPoE オプション

エンコーディング Validation

説明

22.14

：IEEE 802.1ad S サブオプション
VLAN および C
VLAN フレーム分
類エンコーディン
グ

22.14.1

IEEE 802.1ad S
VLAN TPID

Bytes

@length 2 2

false

22.14.2

IEEE 802.1ad S
VLAN VID

Bytes

@length 2 2

false

22.14.5

IEEE 802.1ad C
VLAN TPID

Bytes

@length 2 2

False

22.14.6

IEEE 802.1ad C
VLAN VID

Bytes

@length 2 2

False

22.15

IEEE 802.1ah I タ
グ パケット分類
エンコーディング

22.15.1

IEEE 802.1ah
I-TAG I-TPID

Bytes

@length 2 2

False

22.15.2

IEEE 802.1ah
I-TAG I-SID

Bytes

@length 3 3

false

false

False
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エンコーディング Validation

Multi-valued

オプション番号

説明

23.14

IEEE 802.1ad
複合
S-VLAN および
C-VLAN フレーム
分類エンコーディ
ング

なし

false

23.14.1

IEEE 802.1ad S
VLAN TPID

Bytes

@length 2 2

false

23.14.2

IEEE 802.1ad S
VLAN VID

Bytes

@length 2 2

false

23.14.5

IEEE 802.1ad C
VLAN TPID

Bytes

@length 2 2

false

23.14.6

IEEE 802.1ad C
VLAN VID

Bytes

@length 2 2

false

23.15

IEEE 802.1ah I タ 複合
グ パケット分類
エンコーディング

なし

false

23.15.1

IEEE 802.1ah
I-TAG I-TPID

Bytes

@length 2 2

false

23.15.2

IEEE 802.1ah
I-TAG I-TPID

Bytes

@length 2 2

false

PacketCable オプション サポート
次の表は、プライム ケーブル プロビジョニング をサポートしている PacketCable MTA オプショ
ンを識別します。
表 113 : PacketCable MTA オプション

オプ 説明
ショ
ン番
号

エンコー
ディング

Validation Multi-valued PacketCable バージョン
1.0

1.1

1.5

2.0

11

SNMP MIB オブ 1 バイトの長 なし
ジェクト
さの
SNMPVarBind

True

✓

✓

✓

✓

38

SNMPv3 通知レ サブオプ
シーバ
ション

True

✓

✓

✓

✓

なし
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オプ 説明
ショ
ン番
号

エンコー
ディング

Validation Multi-valued PacketCable バージョン
1.1

1.5

2.0

なし

False

✓

✓

✓

✓

38.2 SNMPv3 通知レ 符号なし 16 なし
シーバの UDP ビット整数
ポート番号

False

✓

✓

✓

✓

38.3 SNMPv3 通知レ SNMP ト
1～5
シーバ トラッ ラップ タイ
プ タイプ
プ

False

✓

✓

✓

✓

38.4 SNMPv3 通知レ 符号なし 16 なし
シーバのタイム ビット整数
アウト

False

✓

✓

✓

✓

38.5 SNMPv3 通知レ 符号なし 16 0 ～ 255 False
シーバの再試行 ビット整数

✓

✓

✓

✓

38.6 通知レシーバ OID
フィルタリング
パラメータ

なし

False

✓

✓

✓

✓

38.7 通知レシーバ NVTASCII
セキュリティ名

なし

False

✓

✓

✓

✓

なし

True

✓

✓

✓

✓

なし

False

✓

✓

✓

✓

64

SNMP MIB オブ 2 バイトの長 なし
ジェクト
さの
SNMPVarBind

True

✓

✓

✓

✓

254

テレフォニー設 符号なし 8
定ファイルの開 ビット整数
始/終了

False

✓

✓

✓

✓

38.1 SNMPv3 通知レ IP アドレス
シーバの IP ア
ドレス

43

ベンダー固有の サブオプ
情報
ション

43.8 Vendor ID

OUI

1 また
は 255
でなけ
ればな
りませ
ん
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CableHome オプション サポート
次の表では、プライム ケーブル プロビジョニングをサポートする非セキュア CableHome オプ
ションを特定します。
表 114 : CableHome オプションとバージョン サポート

オプション番 説明
号

エンコーディ Validation
ング

Multi-valued

CableHome
バージョン 1.0

0

PAD

長さなし、値 なし
なしNo length
and no value

True

✓

9

ソフトウェア NVTASCII
アップグレー
ド ファイル名

なし

False

✓

10

SNMP 書き込 OIDCF
みアクセス制
御

なし

True

✓

12

モデム IP アド IP アドレス
レス

なし

False

✓

14

AP イーサネッ MAC アドレス なし
ト MAC アド
レス

True

✓

21

ソフトウェア IP アドレス
アップグレー
ド TFTP サー
バ

なし

False

✓

28

SNMP MIB オ SNMPVarBind なし
ブジェクト

True

✓

32

製造元 CVC

Bytes

なし

False

✓

33

Co-signer CVC Bytes

なし

True

✓

34

SnmpV3 キッ サブオプショ なし
クスタート値 ン

False

✓

34.1

SnmpV3 キッ NVTASCII
クスタート セ
キュリティ名

False

✓

なし
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オプション番 説明
号

エンコーディ Validation
ング

CableHome
バージョン 1.0

38

SNMPv3 通知 サブオプショ なし
レシーバ
ン

True

✓

38.1

SNMPv3 通知 IP アドレス
レシーバの IP
アドレス

なし

False

✓

38.2

SNMPv3 通知 符号なし 16
レシーバの
ビット整数
UDP ポート番
号

なし

False

✓

38.3

SNMPv3 通知 SNMP トラッ 1 ～ 5
レシーバ ト
プ タイプ
ラップ タイプ

False

✓

38.4

SNMPv3 通知 符号なし 16
レシーバのタ ビット整数
イムアウト

なし

False

✓

38.5

SNMPv3 通知 符号なし 16
レシーバの再 ビット整数
試行

なし

False

✓

38.6

通知レシーバ OID
フィルタリン
グ パラメータ

なし

False

✓

38.7

通知レシーバ NVTASCII
セキュリティ
名

なし

False

✓

43

ベンダー固有 サブオプショ なし
の情報
ン

True

✓

43.1

Vendor ID

なし

False

✓

53

PS MIC. PS 設 Bytes
定ファイルの
A 20-octet
SHA-1 hash

なし

False

✓

255

終了日メー
カー

長さなし、値 なし
なし

False

✓

OUI
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eRouter オプション サポート
オプショ Description
ン番号

エンコー
ディング

Validation

複数値

eRouter バー
ジョン 1.0

なし

False

✓

True

✓

False

✓

1

eRouter 初期化モード
Encoding64

eRouter Init
モード

2

TR 069 管理サーバ

複合

2.1

CWMP の有効化

ブール

0 = False
1 = True

2.2

URL

NVTASCII

なし

False

✓

2.3

[Username]

NVTASCII

なし

False

✓

2.4

[Password]

NVTASCII

なし

False

✓

2.5

ConnectionRequestUsername NVTASCII

なし

False

✓

2.6

ConnectionRequestPassword NVTASCII

なし

False

✓

2.7

ACS Override66

False

✓

False

✓

False

✓

EnableDisable 0 = 無効
1 = 有効

3

eRouter 初期化モード
オーバーライド

eRouter 初期 なし
化モード
オーバーラ
イド

10

ルータ アドバタイズメ UInt16
ントの送信間隔

11

SNMP MIB オブジェク SNMPVarBind なし
ト

False

✓

42

トポロジ モード エン
コーディング

TopologyMode なし

False

✓

43

ベンダー固有情報

複合

なし

False

✓

43.8

ベンダー ID エンコー
ディング

OUI

なし

False

✓

53

SNMPv1v2c Coexistence 複合
設定

なし

True

✓

53.1

SNMPv1v2c コミュニ
ティ名

1 ～ 32

False

✓

NVTASCII

3 ~ 1800

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
631

付録
eRouter オプション サポート

53.2

SNMPv1v2c トランス 複合
ポート アドレス アクセ
ス

なし

True

✓

53.2.1

トランスポート アドレ トランス
なし
ス
ポート アド
レスおよび
マスク

False

✓

53.2.2

SNMPv1v2c トランス トランス
なし
ポート アドレス マスク ポート アド
レスおよび
マスク

False

✓

53.3

SNMPv1v2c アクセス表 アクセス表
示タイプ
示タイプ

なし

False

✓

53.4

SNMPv1v2c アクセス表 NVTASCII
示名

1 ～ 32

False

✓

54

SNMPv3 アクセス表示 複合
設定

なし

True

✓

54.1

SNMPv1v2c アクセス表 NVTASCII
示名

1 ～ 32

False

✓

54.2

SNMPv3 アクセス表示 OID
サブツリー

なし

False

✓

54.3

SNMPv1v2c アクセス表 Bytes
示マスク

0 ～ 16

False

✓

54.4

SNMPv3 アクセス表示 アクセス表
タイプ
示制御

なし

False

✓

202.12

IP マルチキャスト設定 NVTASCII
サーバ

なし

False

✓

202.13

リンク ID 制御

EnableDisable なし

False

✓
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PacketCable DHCP オプションをプライム
ケーブル プロビジョニング プロパティに
マッピングする
このセクションでは、PacketCable のプロビジョニングに使用された PacketCable DHCP オプショ
ンに対するプライム ケーブル プロビジョニング プロパティのマッピングを識別し、次のもの
が含まれます。
• オプション 122 およびプライム ケーブル プロビジョニング プロパティの比較
• オプション 177 およびプライム ケーブル プロビジョニング プロパティの比較 （636 ペー
ジ）
• オプション 17.2171 または 125.123 と プライム ケーブル プロビジョニングプロパティの比
較 （637 ページ）
BPR_HOME/cnr_ep/conf/cnr_ep.properties ファイルのインストール時に、これらのプロパティで
必要な最小セットが必要です。このファイルは、プライム ネットワーク レジスタのホストに
存在します。Cnr_ep.propertiesで定義されたプロパティのセットは、プロビジョニング グルー
プ内のすべての PacketCable 音声テクノロジー デバイスに適用されます。その他のプライム
ケーブル プロビジョニング プロパティと同様に、デバイスまたはサービス クラスでもこれら
のプロパティを設定できます。管理者ユーザー インターフェイスまたはアプリケーション プ
ログラミング インターフェイス（API）のいずれかを使用して RDU で設定すると、
cnr_ep.propertiesファイルの対応値セットよりも優先されます。これらのキー設定プロパティの
変更に関する詳細は、『KeyGen ツールの使用』を参照してください。
プライム ケーブル プロビジョニングは、PacketCable DHCP オプション 122（RFC 3495 および
3594 で指定）と廃止された PacketCable DHCP オプション 177 の両方をサポートします。オプ
ション 122 や 177 コンテンツを入力できない場合、プライム ケーブル プロビジョニングは
DHCP 要求を無視しません。オプション 122/177 コンテンツが入力されているか否かに関係な
く、オプションを無視する決定は eMTA に残ります。
プライム ケーブル プロビジョニングがオプション 122 および 177 の両方に求める DHCP 要求
を受信するとき、プライム ケーブル プロビジョニングはオプション 177 の要求を無視し、オ
プション 122 コンテンツのみを入力します。

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 ユーザー ガイド
633

付録
PacketCable DHCP オプションをプライム ケーブル プロビジョニング プロパティにマッピングする

注意

BPR_HOME/cnr_ep/conf/cnr_ep.properties 内の各プロパティのインスタンスのうち 1 個のみ必要
です。
• PacketCable DHCP オプションをプライム ケーブル プロビジョニング プロパティにマッピ
ングする （634 ページ）
• Mapping eRouter DHCP Options to Prime Cable Provisioning Properties （637 ページ）
• RPD DHCP オプションをプライム ケーブル プロビジョニング プロパティにマッピングす
る （639 ページ）
• IPDevice DHCP オプションをプライム ケーブル プロビジョニング プロパティにマッピン
グする （639 ページ）

PacketCable DHCP オプションをプライム ケーブル プロビ
ジョニング プロパティにマッピングする
このセクションでは、PacketCable のプロビジョニングに使用された PacketCable DHCP オプショ
ンに対するプライム ケーブル プロビジョニング プロパティのマッピングを識別し、次のもの
が含まれます。
• オプション 122 およびプライム ケーブル プロビジョニング プロパティの比較
• オプション 177 およびプライム ケーブル プロビジョニング プロパティの比較 （636 ペー
ジ）
• オプション 17.2171 または 125.123 と プライム ケーブル プロビジョニングプロパティの比
較 （637 ページ）
BPR_HOME/cnr_ep/conf/cnr_ep.properties ファイルのインストール時に、これらのプロパティで
必要な最小セットが必要です。このファイルは、プライム ネットワーク レジスタのホストに
存在します。Cnr_ep.propertiesで定義されたプロパティのセットは、プロビジョニング グルー
プ内のすべての PacketCable 音声テクノロジー デバイスに適用されます。その他のプライム
ケーブル プロビジョニング プロパティと同様に、デバイスまたはサービス クラスでもこれら
のプロパティを設定できます。管理者ユーザー インターフェイスまたはアプリケーション プ
ログラミング インターフェイス（API）のいずれかを使用して RDU で設定すると、
cnr_ep.propertiesファイルの対応値セットよりも優先されます。これらのキー設定プロパティの
変更に関する詳細は、『KeyGen ツールの使用』を参照してください。
プライム ケーブル プロビジョニングは、PacketCable DHCP オプション 122（RFC 3495 および
3594 で指定）と廃止された PacketCable DHCP オプション 177 の両方をサポートします。オプ
ション 122 や 177 コンテンツを入力できない場合、プライム ケーブル プロビジョニングは
DHCP 要求を無視しません。オプション 122/177 コンテンツが入力されているか否かに関係な
く、オプションを無視する決定は eMTA に残ります。
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プライム ケーブル プロビジョニングがオプション 122 および 177 の両方に求める DHCP 要求
を受信するとき、プライム ケーブル プロビジョニングはオプション 177 の要求を無視し、オ
プション 122 コンテンツのみを入力します。

注意

BPR_HOME/cnr_ep/conf/cnr_ep.properties 内の各プロパティのインスタンスのうち 1 個のみ必要
です。

オプション 122 およびプライム ケーブル プロビジョニング プロパティ
の比較
次の表では、RFC 3495 および RFC 3594 のオプション 122 の説明に適用するように、プライム
ケーブル プロビジョニング プロパティを識別します。
表 115 : DHCP オプション 122 から プライム ケーブル プロビジョニング プロパティの比較

DHCP オプション

タイプ

プライム ケーブル プロビジョ
ニング プロパティ名

6

ip-addr

/ccc/dns/primary

6

ip-addr

/ccc/dns/secondary

122.1

ip-addr

/ccc/dhcp/primary

122.2

ip-addr

/ccc/dhcp/secondary

122.3

FQDN

/ccc/prov/fqdn
（注）

オプション 122.3 は
プライム ケーブル
プロビジョニング に
よって自動的に入力
されます。したがっ
て、プロパティを手
動で設定しないでく
ださい。

12.2(4)

整数

c/cck/erba/uhtb/ackon/fomTm
i eouc/tcck/erba/uhtb/ackom
/f axTm
i eouc/tcck/erba/uhtb/ackom
/f axRerteis

122.5

整数

c/cck/erba/ppb/ackon/fomTm
i eouc/tcck/erba/ppb/ackom
/f axTm
i eouc/tcck/erba/ppb/ackom
/f axRerteis

122.6

文字列

/ccc/kerb/realm

122.7

ブール

/ccc/tgt

122.8

整数

/ccc/prov/timer
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注意

DHCP オプション

タイプ

プライム ケーブル プロビジョ
ニング プロパティ名

122.9

整数

/ccc/security/ticket/invalidation

/Ccc/kerb/auth/backoff/nomTimeout、 /ccc/kerb/auth/backoff/maxTimeout、また
は/ccc/kerb/auth/backoff/maxRetries のいずれかを定義した場合、すべてが定義されます。同様
に、/ccc/kerb/app/backoff/nomTimeout、/ccc/kerb/app/backoff/maxTimeout、または
/ccc/kerb/app/backoff/maxRetries のいずれかを定義した場合、すべてが定義されます。

オプション 177 およびプライム ケーブル プロビジョニング プロパティ
の比較
PacketCable コンプライアンス ウェーブ 26 に準拠し、オプション 177 は推奨されません。オプ
ション 122 では、MTA プロビジョニング オプションが優先されます。まだオプション 177 を
サポートしているレガシー デバイスについては、次の表でオプション 177 の定義に適用される
プライム ケーブル プロビジョニング プロパティを確認できます。
表 116 : DHCP オプション 177 と プライム ケーブル プロビジョニングプロパティの比較

オプション 177

タイプ

プライム ケーブル プロビジョ
ニング プロパティ名

177.1

ip-addr

/pktcbl/dhcp/primary

177.2

ip-addr

/pktcbl/dhcp/secondary

177.3

fqdn

/pktcbl/snmp/entity/fqdn

177.4

ip-addr

/pktcbl/dns/primary

177.5

ip-addr

/pktcbl/dns/secondary

177.6

string

/pktcbl/snmp/realm

177.7

boolean

/pktcbl/snmp/tgt

177.8

integer

/pktcbl/provisioning/timer

177.10

integer

p/kctbk/lerberosa/uhtencitaoitnb/ackon/fomTm
i eoup/tkctbk/lerberosa/uhtencitaoitnb/ackom
/faxTm
i eoup/tkctbk/lerberosa/uhtencitaoitnb/ackom
/faxRertis

177.11

integer

p/kctbk/lerberosa/ppcilaoitnb/ackon/fomTm
i eoup/tkctbk/lerberosa/ppcilaoitnb/ackom
/f axTm
i eoup/tkctbk/lerberosa/ppcilaoitnb/ackom
/f axReretis

177.12

integer

/pktcbl/snmp/kerberos/ticket/invalidation
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オプション 17.2171 または 125.123 と プライム ケーブル プロビジョニン
グプロパティの比較
次の表は、RFC 3315 のオプション 17.2171、RFC 3925 のオプション 125.123 の定義に適用され
る プライム ケーブル プロビジョニング プロパティを確認できます。
表 117 : DHCPv6 オプション 17.2171 と DHCPv4 オプション 125.123 と プライム ケーブル プロビジョニング プロパティの
比較

DHCP サブオプション

タイプ

プライム ケーブル プロビジョ
ニング プロパティ名

1

string

/cccv6/dssid/primary

2

string

/cccv6/dssid/secondary

3

fqdn

/ccc/prov/fqdn

6

string

/ccc/kerb/realm

125.3

バイト

/eRouter/v4/container

82

整数

/eRouter/solMaxRt

17.1.1027

バイト

/eRouter/v6/container

Mapping eRouter DHCP Options to Prime Cable Provisioning
Properties
このセクションでは、eRouter のプロビジョニングに使用された eRouter DHCP オプションに対
するプライム ケーブル プロビジョニング プロパティのマッピングを識別し、次のものが含ま
れます。
IPv4 オプション
• DNS_SERVER アドレス：オプション 6（必須オプション）
• V4EROUTER_CONTAINER：オプション 125.3
IPv6 オプション
• SOL_MAX_RT：オプション 82
• EROUTER_CONTAINER：オプション 17.1027
BPR_HOME/cnr_ep/conf/cnr_ep.properties ファイルで、インストール時に最小限必要なプロパ
ティが設定されています。
存在しない場合、cnr_ep.properties ファイルに下のプロパティを追加します
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/eRouter/dns/server=<PNR IP Address>

このファイルは、プライム ネットワーク レジスタのホストに存在します。cnr_ep.properties で
定義されたプロパティは、プロビジョニング グループ内のすべての eRouter デバイスに適用さ
れます。その他のプライム ケーブル プロビジョニング プロパティと同様に、デバイス、サー
ビス クラス、またはDHCP 条件でもこれらのプロパティを設定できます。管理者ユーザー イ
ンターフェイスまたはアプリケーション プログラミング インターフェイス（API）のいずれか
を使用して RDU で設定すると、cnr_ep.propertiesファイルの対応値セットよりも優先されます。
プライム ケーブル プロビジョニングは、eRouter IPv4 および IPv6 DHCP オプションの両方を
サポートしています。これらのオプションを設定できない場合、プライム ケーブル プロビジョ
ニング DHCP 要求を無視しません（IPv4 の必須のオプション excluding/eRouter/dns/server）。
DHCP IPv4 オプション

Type

PCP プロパティ名

6

IpAddress

/eRouter/dns/server

125.3

バイト

/eRouter/v4/container

DHCP IPv6 オプション

Type

PCP プロパティ名

82

整数

/eRouter/solMaxRt

17.1027

バイト

/eRouter/v6/container

SOL_MAX_RT は、勧誘最大再送信時間であり、値の範囲は 60 ~ 86400 です。
EROUTER_CONTAINER オプションは、1 つ以上の TLV エンコード オプションです。
ERouterV4Container および ERouterV6Container ユーティリティ クラスは、
EROUTER_CONTAINER オプションに DHCPv4 と DHCPv6 オプションを追加するために使用
できます。
次の例のコード スニペットは、デバイス プロパティの ERouterV4Container の設定を示してい
ます。
Map changeProp = new HashMap<String,Object>();
ERouterV4Container erouter_v4_cont = new ERouterV4Container();
try
{
// here we give the encoding type, option number and value.
// below is DHCPv4 Option 1 - Subnet Mask. Since it is a mask, the encoding type is
IPAddress
erouter_v4_cont.addSubOption("IPAddress",1,new String[]{"255.255.255.0"});
// DHCPv4 option 5 - Name Server
erouter_v4_cont.addSubOption("IPAddressN",5,new String[]{"192.168.2.3"});
changeProp.put(ERouterKeys.EROUTER_V4_CONTAINER, erouter_v4_cont.toByteArray());
}catch(Exception ee)
{
ee.printStackTrace();
}
myBatch.changeProperties(modemMACAddress,changeProp, null);
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RPD DHCP オプションをプライム ケーブル プロビジョニ
ング プロパティにマッピングする
このセクションでは、RPD プロビジョニングに使用された RPD DHCP オプションに対する、
プライム ケーブル プロビジョニング プロパティのマッピングを特定します。RPD は DHCP
サーバから CCAP コア アドレスのリストを受信し、RDU は DHCP 応答設定で新しく追加され
た DHCP オプションを設定できます。RPD 仕様で次の DHCP オプションが追加され、 CCAP
コア アドレスを設定します。
• IPv4 オプション：DHCP ベンダー固有 sub-option - 43.61
• IPv6 オプション：OPTION_VENDOR_OPTS sub-option - 17.61
RPD デバイスのプロパティ階層レベル では、次のデバイスのプロパティを設定できます。こ
れらのプロパティは、カンマ区切りの文字列として CCAP コア アドレスのリストを指定しま
す。インターフェイス、com.cisco.provisioning.cpe.constants.RPDKeys には、プロパティ定数が
含まれています。
DHCP IPv4 オプション

Type

PCP プロパティ名

43.61

カンマ区切り IP アドレス

/rpd/ccap/core/addresses/csv/ipv4
または
/rpd/ccap/core/addresses/csv

DHCP IPv6 オプション

Type

PCP プロパティ名

17.61

カンマ区切り IP アドレス

/rpd/ccap/core/addresses/csv/ipv6
または
/rpd/ccap/core/addresses/csv

IPDeviceDHCPオプションをプライムケーブルプロビジョ
ニング プロパティにマッピングする
このセクションでは、IPDevice プロビジョニングに使用された IPDevice DHCP オプションにプ
ライム ケーブル プロビジョニングのプロパティ（/IPDevice/dns/servers）のマッピングを識別
し、以下が含まれます。
• IPv4 オプション：DNS_SERVER アドレス-オプション 6
この dns プロパティは、すべてのタイプのデバイスに使用できます。その他のプライム ケーブ
ル プロビジョニング プロパティと同様に、管理者ユーザー インターフェイスまたはアプリケー
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ション プログラミング インターフェイス（API）のいずれかを使用して、プロパティ階層レベ
ルでこのプロパティを設定することもできます。
Dns プロパティの値は、カンマ区切り値（CSV）であり、デバイスに割り当てる必要がある 1
つ以上の IP アドレスで構成されます。

（注）

DHCP IPv4 オプション

Type

PCP プロパティ名

6

IP アドレス

/IPDevice/dns/servers

eRouter および packetCable デバイス
に、/eRouter/dns/server、/pktcbl/dns/primary、/pktcbl/dns/secondary プロパティを使用して、DNS
サーバ アドレスを追加できます。ただし、 /IPDevice/dns/servers は、これらのプロパティで追
加する場合、より高い優先順位になります。
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