
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（1ページ）
•地域の配布ユニット（3ページ）
• Webサービスのプロビジョニング（36ページ）
•デバイスプロビジョニングエンジン（41ページ）
• Cisco Prime Network Registrar拡張ポイント（48ページ）
• Key Distribution Center（キー発行局）（48ページ）
•プロセスウォッチドッグ（49ページ）
• SNMPエージェント（50ページ）
•管理者ユーザインターフェイス（50ページ）
•プロビジョニングの概念（51ページ）
•コンポーネントベースのログファイル（53ページ）
•プライムプロビジョニングケーブルの導入（54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（3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（36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（48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（51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）（48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（50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（4ページ）

• RBAC管理（21ページ）

•ユーザセッションのクリア（30ページ）

•サービスレベルの選択（30ページ）

•認証のサポート（32ページ）

• GSLBサポート（35ページ）

•設定再生成サービス (CRS)（27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』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 1 : 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 2 : RDU VIPセットアップ

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）

（注）

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。

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。

（注）
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図 3 :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（13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。

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
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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

/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。

注目

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

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
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res_Filesystem_3 (ocf::heartbeat:Filesystem): Started
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

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 1 :リソースのタイムアウト値

タイムアウトの値リソース

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
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。

すべてのリソー

ス

• start interval="0" timeout="30 sec"

• stop interval="0" timeout="20 sec"

• monitor interval="10" timeout="20 Sec" start-delay="0"

VIPアドレスリ
ソース
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タイムアウトの値リソース

• start interval="0" timeout="180 sec"

• stop interval="0" timeout="180 sec"

• monitor interval="30 sec" timeout="120 sec " start-delay="15 sec"

bprAgentリソー
ス

• 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"

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

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。

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
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図 4 :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 5 :デュアルリングのサポート

以前のRDUHA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、RDUHA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。
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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 6 :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。

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。

（注）

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（15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 2 :スプリットブレーン状況：該当するポリシー

アプリケーションポリシースプリットブ

レーン状況

•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。

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

• 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。

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

• 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

2プライマリ

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。

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
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図 7 : 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。

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
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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、『Configuring RBAC Using Admin UI』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。

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
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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。

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
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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。

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。

（注）

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。

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
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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

DPECLI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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。
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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または
Configuration.changeRDUDefaultsAPI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（PacketCableMTA、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。

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。

注意

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 3 :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

付与されたデバイスアクセスのタイプ説明原因コード

Registered無差別デフォルト

✓デバイスが必要な

ケーブルモデム

の背後にありませ

ん。

NOT_BEHIND_
REQUIRED_DEVICE

✓デバイスが必要な

プロビジョニング

グループにありま

せん。

NOT_IN_REQUIRED_
PROV_GROUP

✓デバイスが登録さ

れていません。

NOT_REGISTERED

✓混合アクセスは

ケーブルモデム

で有効です。

PROMISCUOUS_
ACCESS_ENABLED
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付与されたデバイスアクセスのタイプ説明原因コード

Registered無差別デフォルト

✓デバイスが登録さ

れている。

REGISTERED

✓ケーブルモデム

が必要なプロビ

ジョニンググ

ループにありませ

ん。

RELAY_NOT_IN_
REQUIRED_PROV_GROUP

✓ケーブルモデム

が登録されていま

せん。

RELAY_NOT_REGISTERED

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。

（注）

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、新規ユーザの追加お

よびRDU Defaults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。

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。（注）

•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。

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。

（注）

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コンポーネントと展開

33

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

リモート認証

CiscoPrimeCableProvisioning-6_1_2-UserGuide_chapter11.pdf#nameddest=unique_72


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。

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。

（注）

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（37ページ）

•非同期サービス（40ページ）

•セッション管理（40ページ）

•トランザクション型（41ページ）

•エラー処理（41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 4 : PWS API

説明API名

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。

createSession

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。

closeSession

新しいデバイスを追加するため、要求を送信

します。

addDevice

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。

addDevices

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。

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。

getDevicesBehindDevice
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説明API名

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。

getDevicesBehindDevices

指定したデバイスのプロパティを更新します。

デバイスを更新中に、FQDNの場
合、ホストおよびドメインの詳細が

提供され、詳細のいずれかが無視さ

れます。3つすべての詳細を提供し
ないことをお勧めします。

（注）

updateDevice

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。

updateDevices

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。deleteDevices

デバイスを登録解除します。unregisterDevice

複数のデバイスの登録を解除します。unregisterDevices

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。

getDHCPLeaseInfo

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。

regenConfigs

デバイスを再起動します。rebootDevice

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。

addDeviceType

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。

getDeviceTypes

指定したデバイスタイプを更新します。updateDeviceTypes

指定したデバイスタイプを削除します。deleteDeviceType
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説明API名

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。

deviceOperation

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。

addClassOfService

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。

getClassOfService

指定された CoSオブジェクトのプロパティを
更新します。

updateClassOfService

指定された CoSを削除します。deleteClassOfService

新しい DHCPCriteriaを追加するため、要求を
送信します。

addDHCPCriteria

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。

getDHCPCriteria

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

updateDHCPCriteria

指定された DHCPCriteriaを削除します。deleteDHCPCriteria

新しいファイルを追加するため、要求を送信

します。

addFile

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。

getFile

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。

updateFile

指定されたファイルを削除します。DELETE_FILE

新しいグループを追加します。addGroup

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。

getGroup

指定されたグループのプロパティを更新しま

す。

updateGroup

指定されたグループを削除します。#delete_group

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。

pollOperationStatus
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説明API名

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。

検索

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。
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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。

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。（注）

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）。

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。

（注）

ライセンスの詳細については、『Managing Licenses』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

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

43

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

DPE CLI認証

CiscoPrimeCableProvisioning-6_1_2-UserGuide_chapter2.pdf#nameddest=unique_19
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12728/prod_command_reference_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12728/prod_command_reference_list.html


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 5 : TACACS+サービス

説明モード

router> promptでのユーザレベルのコマンド。Login

router# promptでの Eneble-levelコマンド。Enable

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 6 : Radiusのサービスレベル

説明モード

router> promptでのユーザレベルのコマンド。Login

router# promptでの Eneble-levelコマンド。Enable

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 7 :関連する DPEの状態

説明状態

開始中初期化中（Initializing）

停止プロセス中ですシャットダウン中

Network Registrar拡張ポイントからのクエリに
応答しません

停止中

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。

レディー過負荷

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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、AdminUI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。

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。（注）
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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、Using PKCert.shを参照してください。

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。注意

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 Licenses』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、『Default KDC Properties』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
加のレルムの設定を参照してください。

KDCは PacketCableセキュアモードにのみ必要です。（注）

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（『Monitoring Servers Using SNMP』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-serverCLI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「Accessing Admin UI」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「Configuring Prime Cable Provisioning Using Admin UI」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「Provisioning Devices Using Admin UI」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「Configuring Groups Using Admin UI」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「Monitoring Servers Using Admin UI」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「Configuring RBAC Using Admin UI」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（51ページ）

•スタティックとダイナミックの比較（52ページ）

•プロビジョニンググループ機能（53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。

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。

（注）

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。

•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

51

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

プロビジョニングの概念

CiscoPrimeCableProvisioning-6_1_2-UserGuide_chapter11.pdf#nameddest=unique_104
CiscoPrimeCableProvisioning-6_1_2-UserGuide_chapter18.pdf#nameddest=unique_105
CiscoPrimeCableProvisioning-6_1_2-UserGuide_chapter12.pdf#nameddest=unique_106
CiscoPrimeCableProvisioning-6_1_2-UserGuide_chapter21.pdf#nameddest=unique_107
CiscoPrimeCableProvisioning-6_1_2-UserGuide_chapter13.pdf#nameddest=unique_57


•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 8 :動的プロビジョニングと静的プロビジョニング

テンプレートファイルを使用した動的プロビ

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

グ

使用可能なサービスが多い場合に使用使用可能なサービスが少ない場合に使用

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

制限された柔軟性の提供

より安全安全性が比較的低い

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。

パフォーマンスの向上

より複雑さらに使いやすい
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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
（『Monitoring Provisioning Groups』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
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、『Bundling Server State for Support』を参
照してください。
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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、『Log
Levels and Structures』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 8 :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 9 :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 10 :プライムケーブルプロビジョニングネットワークの OS

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

56

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

プライムプロビジョニングケーブルの導入


	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
	プライム ケーブル プロビジョニングのコンポーネント
	地域の配布ユニット
	RDU のハイ アベイラビリティ
	1:1 アクティブ/パッシブのセットアップ
	VIP およびインターフェイスの冗長性
	bprAgent および RDU プロセス
	ファイル システムの複製
	ファイル システム同期プログラム
	ハートビートの設定
	HA クラスタ管理
	RDU クラスタ メンテナンスの設定変更

	クラスタのタイムアウトの設定
	ディスクの状態
	クラスタのデュアル リング サポート
	スプリット ブレーン リカバリ（Split Brain Recovery）
	RDU HA 通知
	プライマリ専用および HA 対応
	HA のノードの復元
	RDU Geo 冗長性

	RBAC 管理
	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

	DPE CLI アクセスの施行
	プロパティがフィルタ リングおよびプロパティの施行

	設定再生成サービス (CRS)
	デバイス再生成エラーの処理

	ユーザ セッションのクリア
	サービス レベルの選択
	認証のサポート
	ローカル認証
	リモート認証

	GSLB サポート

	Web サービスのプロビジョニング
	Web サービス API のプロビジョニング
	非同期サービス
	セッション管理
	トランザクション型
	エラー処理

	デバイス プロビジョニング エンジン
	DPE ライセンス
	DPE CLI 認証
	TACACS+ 認証
	Radius Authentication

	DPE-RDU 同期
	同期プロセス

	TFTP サーバ
	ToD サーバ

	Cisco Prime Network Registrar 拡張ポイント
	Key Distribution Center（キー発行局）
	プロセス ウォッチドッグ
	SNMP エージェント
	管理者ユーザ インターフェイス
	プロビジョニングの概念
	プロビジョニング グループ
	スタティックとダイナミックの比較
	プロビジョニング グループ機能

	コンポーネント ベースのログ ファイル
	プライム プロビジョニング ケーブルの導入


