
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（1ページ）
•デバイスオブジェクトモデル（2ページ）
•検出されたデータ（4ページ）
•設定の生成と処理（7ページ）
•プライムケーブルのデバイス導入（11ページ）
• CM背後にある CPE数の制限（16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 1 :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 1 :デバイスオブジェクトの関係

関連付け…オブジェクト

•オーナー ID（Owner ID）

•プロビジョニンググループ

• Class of Service

• DHCP条件

•デバイスのタイプ

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）。

•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

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。

ipDeviceDevice 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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関連付け…オブジェクト

Class of Serviceファイル

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。

• ipDevice

•ファイル

• DHCP条件

•設定テンプレート（オプション）

Class of Service

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）。

• ipDevice

• Class of Service

•設定テンプレート（オプション）

DHCP条件

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

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NetworkRegistrar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 2 : IPv4デバイスから検出されたデータ

説明オプション

クライアントのハードウェアアドレスを指定

します。

chaddr

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

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

client-id-created-from-mac-address

DHCP検出、DHCPAckなどのDHCPメッセー
ジのタイプを指定します。

dhcp-message-type

DHCPサーバが応答する IPアドレスを指定し
ます。

giaddr

ハードウェアアドレスの長さを指定します。hlen

ハードウェアタイプを指定しますhtype

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-circuit-id

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

relay-agent-info
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説明オプション

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

relay-agent-remote-id

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

v-i-vendor-opts

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-encapsulated-options

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

vendor-class

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 3 : IPv6デバイスから検出されたデータ

説明オプション

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。

peer-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。

link-address

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。

client-identifier

要求されたオプションを特定しますoro

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。

vendor-opts
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説明オプション

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。

vendor-class

[DeviceDetails]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。

CPEプロビジョニング概要
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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。

CPEプロビジョニング概要
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図 2 :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. 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。

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。

（注）

2. 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。

（注）
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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 3 :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. 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。

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。

（注）

2. 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。

（注）

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。

CPEプロビジョニング概要
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図 4 :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。

CPEプロビジョニング概要
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表 4 :

説明プロパティ

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。

制限プロパティのみが追加される場合

/rdu/cpe/restrict/enable =true
/rdu/log/cpe/threshold = <integer>

例： /rdu/log/cpe/threshold = 3

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。

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>

例：/rdu/log/cpe/threshold = 2

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。

/rdu/log/cpeCountOnUpdate /enable =true
/rdu/cpe/restrict/enable =true
/rdu/log/cpe/threshold=<integer>

例：/rdu/log/cpe/threshold = 3
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