
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（2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。
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表 1 :デバイスの混合アクセスの設定

APIコールの使用設定範囲

getProvGroupDetails

changeProvGroupProperties
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

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

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。

addClassOfService

changeClassOfServiceProperties

getClassOfServiceProperties

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、

特定のサービスクラス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タにのみ、混合アクセスを設定でき

ます。

addDHCPCriteria

changeDHCPCriteriaProperties

getDHCPCriteriaDetails

ケーブルモデムのDHCP条件：たとえば、特定のDHCP条件
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
タにのみ、混合アクセスを設定できます。

changeDefaults

getDefaults
テクノロジー固有デフォルト：たとえば、DOCSISモデムの
テクノロジーデフォルトを使用する DOCSISモデムの背後に
あるコンピュータに、混合アクセスを設定できます。

changeSystemDefaults

getSystemDefaults
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

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、PropertyHierarchy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。

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。

（注）
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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 1 :デバイスの混合アクセスの設定（3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 2 :混合アクセスを有効にするた
めのプロパティ（5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

表 1 :デバイスの混合アクセスの設定（3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。

（注）

表 2 :混合アクセスを有効にするためのプロパティ（5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 2 :混合アクセスを有効にするためのプロパティ

説明プロパティ名

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。

/promiscuousMode/enable/Computer

API固定値

PolicyKeys.COMPUTER_PROMISCUOUS_MODE_ENABLED
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説明プロパティ名

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
PacketCableMTA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
PacketCableMTA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。

/promiscuousMode/enable/ PacketCableMTA

API固定値

PolicyKeys.PACKET_CABLE_MTA_PROMISCUOUS_MODE_

ENABLED

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。

/promiscuousMode/enable/STB

API固定値

PolicyKeys.STB_PROMISCUOUS_MODE_ENABLED
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説明プロパティ名

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。

/promiscuousMode/有効化/CableHomeWanData

API固定値

PolicyKeys.CABLE_HOME_WAN_DATA_PROMISCUOUS_MODE_

ENABLED

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。

/promiscuousMode/enable/ CableHomeWanMan

API固定値

PolicyKeys.CABLE_HOME_WAN_MAN_PROMISCUOUS_MODE_

ENABLED
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説明プロパティ名

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。

/promiscuousMode/enable/ERouter

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。

「true」または「false」のブール値を設定しま
す。

/promiscuousMode/enable/

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 3 :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

説明サービスクラスプロパティ名

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

定します。

/provisioning/cpeClassOfService/
Computer

API固定値

PolicyKeys.COMPUTER_CLASS_OF_SERVICE

混合 PacketCable MTAに選択される既存のサービスクラス名
を指定します。

/provisioning/cpeClassOfService/
PacketCableMTA

API固定値

PolicyKeys.PACKET_CABLE_MTA_CLASS_OF_SERVICE
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説明サービスクラスプロパティ名

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

ス名を指定します。

/provisioning/cpeClassOfService/
STB

API固定値

PolicyKeys.STB_CLASS_OF_SERVICE

混合CableHomeWANデータデバイスに選択される既存のサー
ビスクラス名を指定します。

/provisioning/cpeClassOfService/
CableHomeWanMan

API固定値

PolicyKeys.CABLEHOME_WAN_DATA_CLASS_OF_SERVICE

混合CableHomeWAN-MANデバイスに選択される既存のサー
ビスクラス名を指定します。

/provisioning/cpeClassOfService/
CableHomeWanData

API固定値

PolicyKeys.CABLEHOME_WAN_MAN_CLASS_OF_SERVICE

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。

/provisioning/cpeClassOfService/ERouter

API固定値

PolicyKeys。EROUTER_CLASS_OF_SERVICE

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。

/provisioning/cpeClassOfService/

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 4 :混合アクセス：DHCP条件の読み取り/書き込みプロパティ

説明DHCPの条件のプロパティ名

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。

/provisioning/cpeDhcpCriteria/
Computer

API固定値

PolicyKeys.COMPUTER_DHCP_CRITERIA
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説明DHCPの条件のプロパティ名

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。

/provisioning/cpeDhcpCriteria/
PacketCableMTA

API固定値

PolicyKeys.PACKET_CABLE_MTA_DHCP_CRITERIA

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。

/provisioning/cpeDhcpCriteria/STB

API固定値

PolicyKeys.STB_ DHCP_CRITERIA

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。

/provisioning/cpeDhcpCriteria/
CableHomeWanData

API固定値

PolicyKeys.CABLEHOME_WAN_DATA_ DHCP_CRITERIA

混合CableHomeWAN-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。

/provisioning/cpeDhcpCriteria/
CableHomeWanMan

API固定値

PolicyKeys.CABLEHOME_WAN_MAN_ DHCP_CRITERIA

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。

/provisioning/cpeDhcpCriteria/ERouter

API固定値

PolicyKeys。EROUTER_ DHCP_CRITERIA

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。

/provisioning/cpeDhcpCriteria/

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 5 :混合モードアクセス：読み取り専用プロパティ

説明プロパティ名

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。

/isSystemWide/default/promiscuous

API固定値

PolicyKeys.IS_SYSTEM_WIDE_

DEFAULT_PROMISCUOUS

該当する APIコール

getClassOfServiceProperties

getDHCPCriteriaDetails

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

/referencedBy/deviceTypes/forPromiscuousDevices

API固定値

PolicyKeys.REFERENCED_BY_

DEVICE_TYPE_FOR_

PROMISCUOUS_DEVICES

該当する APIコール

getClassOfServiceProperties

getDHCPCriteriaDetails

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

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。

（注）

/related/classesOfService

API固定値

PolicyKeys.RELATED_CLASS_

OF_SERVICE

該当する APIコール

getClassOfServiceProperties

getDHCPCriteriaDetails

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

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。

（注）

/related/dhcpCriteria

API固定値

PolicyKeys.RELATED_DHCP_

CRITERIA

該当する APIコール

getClassOfServiceProperties

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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