
アイコンと状態の参照

ここでは、次の内容について説明します。

•デバイスの到達可能性状態と管理状態（1ページ）
•ポートまたはインターフェイスの状態（3ページ）
•リンクの有用性状態（5ページ）
•リンクの特徴（5ページ）
•機器の動作状態（シャーシビュー）（6ページ）
•アラーム重大度アイコン（7ページ）
•デバイスタイプのアイコン（7ページ）

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

表 1 :デバイスの到達可能性状態

トラブルシューティング説明デバイスの

到達可能性

状態

アイコ

ン

—Prime Infrastructure
は、SNMPを使用し
てデバイスに、また

は ICMPを使用して
NCS2Kデバイスにア
クセスすることがで

きます。

到達可能
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ICMP pingは成功しますが、SNMP通信が失敗
する原因すべてをチェックします。デバイス

SNMPクレデンシャルがデバイスと Prime
Infrastructureの両方で同じであること、SNMP
がデバイス上で有効になっているかどうか、ま

たはトランスポートネットワークが設定ミスな

どの理由で SNMPパケットをドロップしていな
いかどうかをチェックします。

Prime Infrastructure
は、pingを使用して
デバイスに到達でき

ますが、SNMP経由
では到達できませ

ん。

ping到達可
能

物理デバイスが動作中でネットワークに接続さ

れていることを確認します。

Prime Infrastructure
は、pingを使用して
デバイスに到達でき

ません。

到達不能

デバイスをチェックします。Prime Infrastructure
は、デバイスに接続

できません。

不明

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

合などです）。

表 2 :デバイスの管理状態

トラブルシューティング説明デバイスの管

理状態

該当なし。Prime Infrastructureは、
デバイスを積極的にモ

ニタしています。

管理対象

デバイスを管理対象状態に移行するには、デバイスの

メンテナンス状態の切り替えを参照してください。

Prime Infrastructureは、
デバイスの到達可能性

をチェックしています

が、トラップ、syslog、
または TL1メッセージ
を処理していません。

メンテナンス
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[ネットワークデバイス（NetworkDevices）]テーブル
で、デバイスを特定し、[最新のインベントリ収集ス
テータス（Last Inventory Collection Status）]列でデー
タの横にある [i]アイコンをクリックします。ポップ
アップウィンドウに、詳細とトラブルシューティン

グのヒントが表示されます。収集問題の一般的な原因

は次のとおりです。

•デバイスSNMPクレデンシャルが間違っている。
• Prime Infrastructure展開がライセンスで許可され
ているデバイスの数を上回っている。

•デバイスがスイッチパストレース専用になって
いる。

デバイスタイプがサポートされていない場合は、そ

の [デバイスタイプ（Device Type）]が [不明
（Unknown）]になります。そのデバイスタイプのサ
ポートが Cisco.comで提供されているかをチェックす
るには、[管理（Administration）] > [ライセンスおよ
びソフトウェアアップデート（Licenses and Software
Updates）] > [ソフトウェアアップデート（Software
Update）]を選択してから、[更新の確認（Check for
Updates）]をクリックします。

Prime Infrastructureは、
デバイスをモニタして

いません。

管理対象外

デバイスをチェックします。Prime Infrastructureは、
デバイスに接続できま

せん。

不明

ポートまたはインターフェイスの状態
ポートまたはインターフェイスのプライマリ状態：管理者と運用状態を組み合わせることで

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

ポート/インターフェイスにアラームが関連付けられている場合、アラームアイコンが表示さ
れ、ポートアイコンは表示されません。

（注）

動作状態管理ステー

タス

アイコンポートまたは

インターフェ

イスのプライ

マリ状態
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不明不明不明

Downアップダウン

—テストテスト

—管理上ダウ

ン

管理上ダウン

UpUpUp

自動アップアップ自動アップ

ポートまたはインターフェイスの管理状態：ポートまたはインターフェイスの設定状態を表し

ます（たとえば、管理者が手動でポートをシャットダウンした場合など）。

説明アイコンポートまたはイ

ンターフェイス

の管理状態

ポートまたはインターフェイスの管理状態は不明です。デバイス

からの応答（または不十分な応答）はありません。

不明

ポートまたはインターフェイスは管理者によって手動でシャット

ダウンされました。

管理上ダウン

ポートまたはインターフェイスは管理者によって有効にされてい

ます。

アップ

ポートまたはインターフェイスは管理者によってテストされてい

ます。

テスト

ポートまたはインターフェイスの動作状態：ポートまたはインターフェイスの実行状態と、そ

れが適切に動作しているかどうかを伝えます。

説明アイコンポートまたは

インターフェ

イスの動作状

態

ポートまたはインターフェイスの動作状態は不明です。デバイス

からの応答（または不十分な応答）はありません。

不明

ポートまたはインターフェイスは正しく動作していません。ダウン

ポートまたはインターフェイスがデータを送受信しています。アップ
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ポートまたはインターフェイスがデータを送受信しています（特

定のデバイスのみがこの状態をサポートしています。他のデバイ

スは [アップ（Up）]を使用します）。

自動アップ

リンクの有用性状態

アイコンサービスアビ

リティ状態

リンクは意図的に管理者によってシャットダウンされました。管理上ダウン

リンクがダウンしています（ただしダウンは不適切な状態）。

説明

ダウン

リンクはアップの状態で、トラフィックがリンクを通過していま

す。

アップ

リンクがまだ検出されていないか、またはステータスが取得でき

ません。

[取得不可
（Unavailable）]

リンクの要求、リソース、またはリソース状態に不一致がありま

す。例：

•リンクが、一部のサービスリソースをアクティブ化し、他の
サービスリソースを非アクティブにする要求を処理してい

る。

•リンクにいくつかのアクティブリソースといくつかの非アク
ティブリソースがある。

•アップしているリンクリソースとダウンしているリンクリ
ソースがある。

•リンクのリソースのいずれかの状態が不明である。

Partial

リンクの特徴
以下の表では、Prime Infrastructureの [トポロジマップ（Topology Map）]ビューでデバイス間
の接続を表すために使用されるさまざまなタイプのリンクについて説明します。

説明リンクタイプ
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[実線（SolidLine）]：2つのデバイス間のリン
クなど、物理リンク、トポロジリンク、また

はサービスリンクを示します。

[破線（Dashed Line）]：EVC、VPLSサービス
インスタンス、またはVPNコンポーネントな
ど、要素間の関連性またはビジネスリンクを

示します。

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

説明アイコン機器の動作状態

機器が正常に動作しています。（なし）サービス中（In Service）

（Cisco NCS 2000およびCisco ONSデバイスの
み）機器は設定されていますが、シャーシには

物理的に存在していません。

事前プロビジョニング済み

機器は正常に動作していません。失敗/無効/ダウン/休止中/メ
ンテナンス中のため休止中

機器の動作状態は不明です。デバイスからの応

答はありません（または不十分な応答）。

不明
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アラーム重大度アイコン
次の表に、WebGUIのさまざまな部分に表示されるアイコンのアラームの色とその重大度を示
します。

色説明重大度ア

イコン

赤クリティカルア

ラーム

オレンジメジャーアラーム

黄マイナーアラーム

ライトブルー警告アラーム

緑アラームはクリア

済み。正常、OK

青情報アラーム

暗い青色不確定アラーム

デバイスタイプのアイコン
次の表では、Prime Infrastructureの [トポロジ（Topology）]ビューと [マルチレイヤトレース
（Multi-layer Trace）]ビューでさまざまなデバイスタイプを表すために使用されるアイコンを
定義します。

定義アイコン

スイッチ（Switch）

ルータ（Router）
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定義アイコン

ルータ集約

セキュアドメインルータ（SDR）が搭載された Cisco NCS 6000
デバイス。SDRの名前はデバイスのアイコン上に直接表示されま
す。

クラスタまたはユーザ定義グループに属するデバイスの

SDRラベルが表示されない場合（自動クラスタリングが
デバイスのプロキシミティに基づいてデバイスに適用さ

れるため）などがあります。

（注）

L3VPNサービスで構成されたルータ。

スイッチ集約

アクセスポイント（Access Point）

サービスモジュール

UCS Cシリーズ

NAMブレード

グループ
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定義アイコン

汎用デバイス

仮想サーバ

ワイヤレス LANコントローラ

[不明（Unknown）]

DWDM ROADM再生/NCS 2000
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