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説明　　19-6

バックプレーンへの接続　　1-58

LAP-D　　3-27
LCD

IP アドレスの変更　　3-14

アラーム カウントの表示　　8-17, 23-2

ソフトウェア バージョンの確認　　1-80

デフォルト ルータの変更　　3-14

ネットワーク設定のプロビジョニング　　3-10

ネットワーク マスクの変更　　3-14
Link State Protocol

LSP バッファを参照

LSP バッファ　　3-27, 3-28

M

MAC アドレス

AIP　　15-28

テーブルの削除　　20-5

テーブルの取得　　20-5

表示　　3-12

プロキシ ARP　　22-5
MetroPlanner

OSC 終端のプロビジョニング　　3-84

インストール パラメータ　　18-33

設定ファイルのインポート　　3-82

内部接続　　3-56

ネットワークのプロビジョニング　　6-8

要件　　1-70, 3-1
MIB

SNMP　　3-38

イーサネット RMON　　9-34
MIC-A/P FMEC

アラーム線の取り付け　　1-51

温度範囲　　B-7

仕様　　B-11

所要電力　　B-5

説明　　16-21

前面プレート　　16-21

取り付け　　1-31

ピン配置　　16-22?16-23

ブロック図　　16-21
MIC-C/T/P FMEC

LAN 線の取り付け　　1-54

温度範囲　　B-7

仕様　　B-12

所要電力　　B-5

説明　　16-23

タイミング線の取り付け　　1-53

取り付け　　1-31

MTU　　3-27

MXP_2.5G_10E カード

ALS　　16-106

DWDM インターフェイス　　16-102

E-FEC　　16-100, 16-104

LED　　16-106

NE のデフォルト値　　D-4, D-59

OTN 回線設定の変更　　5-36

RMON スレッシュホールドの作成　　9-34

PPM も参照

SFP も参照

SONET/SDH オーバーヘッド バイト処理　　16-104

TCA スレッシュホールドのプロビジョニング　　
5-34, 5-35

Y 字型ケーブル保護　　16-103
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Y 字型ケーブル保護の作成　　3-53

温度範囲　　B-7

オンボードのトラフィック生成　　16-106

カード設定の変更　　5-26

回線スレッシュホールド設定の変更　　5-32

回線設定および PM スレッシュホールドの変更　
　5-25

回線設定の変更　　5-27

管理状態の変更　　5-28, 5-31

機能　　16-100

クライアント インターフェイス　　16-102

クライアント インターフェイスのモニタリング　
　16-104

クライアント ポート アラームのプロビジョニング
　　5-35

サービス状態の遷移　　C-14

ジッタ　　16-106

仕様　　B-38

所要電力　　B-6

セクション トレース設定の変更　　5-30

説明　　16-99

前面プレート　　16-101

タイミング　　6-6

タイミング同期　　16-103

多重化機能　　16-102

トランク設定の変更　　5-31

トランク波長　　16-105

トランク ポート アラームのプロビジョニング　　
5-34

取り付け　　3-46

波長の識別情報　　16-105

パフォーマンスの監視　　9-20

光パラメータの表示　　9-24

ブロック図　　16-102

ペイロード パラメータの表示　　9-25

ポートのアウト オブ サービス化　　12-4

ポートの状態の遷移　　C-18

ポート レベルの LED　　16-107

ランプ テスト　　16-106

リセット　　13-18

MXP_2.5G_10G カード

GCC 終端　　7-16

LED　　16-99

NE のデフォルト値　　D-8, D-54

OTN 回線設定の変更　　5-36

RMON スレッシュホールドの作成　　9-34

PPM も参照

SFP も参照

TCA スレッシュホールドのプロビジョニング　　
5-34, 5-35

Y 字型ケーブルの説明　　16-115

Y 字型ケーブル保護　　16-98

Y 字型ケーブル保護の作成　　3-53, 6-6

温度範囲　　B-7

カード設定の変更　　5-26

回線スレッシュホールド設定の変更　　5-32

回線設定および PM スレッシュホールドの変更　
　5-25

回線設定の変更　　5-27

管理状態の変更　　5-28, 5-31

クライアント ポート アラームのプロビジョニング
　　5-35

サービス状態の遷移　　C-14

仕様　　B-32

所要電力　　B-6

セクション トレース設定の変更　　5-30

説明　　16-95

前面プレート　　16-97

タイミング同期　　16-98

トランク設定の変更　　5-31

トランク ポート アラームのプロビジョニング　　
5-34

取り付け　　3-46

パフォーマンスの監視　　9-20

光パラメータの表示　　9-24

ブロック図　　16-98

ペイロード パラメータの表示　　9-25

ポートのアウト オブ サービス化　　12-4

ポートの状態の遷移　　C-18

ポート レベルの LED　　16-99

リセット　　13-18

MXP_MR_2.5G カード

LED　　16-113

NE のデフォルト値　　D-13, D-63

OC-48/STM-16 設定の変更　　5-58

RMON スレッシュホールド（MIB）の作成　　
9-34

PPM も参照

SFP も参照

TCA スレッシュホールドのプロビジョニング　　
5-62, 5-63

UDC 回線のプロビジョニング　　7-23

Y 字型ケーブルの説明　　16-115

Y 字型ケーブル保護の作成　　3-53
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温度範囲　　B-7

カード設定の変更　　5-53

回線スレッシュホールド設定の変更　　5-61

回線設定および PM スレッシュホールドの変更　
　5-52

回線設定の変更　　5-54

管理状態の変更　　5-54, 5-59

距離拡張設定の変更　　5-56

クライアント インターフェイスのデータ レート　
　16-108

クライアント ポート アラームのプロビジョニング
　　5-63

警告ラベル　　16-112

サービス状態の遷移　　C-14

仕様　　B-36

所要電力　　B-6

セクション トレース設定の変更　　5-60

説明　　16-107

前面プレート　　16-110

タイミング　　6-6

トランク ポート アラームのプロビジョニング　　
5-62

取り付け　　3-46

バージョン　　16-107

パフォーマンスの監視　　9-20

光パラメータの表示　　9-24

ブロック図　　16-111

ペイロード SONET PM パラメータの表示　　9-32

ペイロード統計情報 PM パラメータの表示　　9-28

ペイロード利用率 PM パラメータの表示　　9-30

ペイロード履歴 PM パラメータの表示　　9-31

ポートのアウト オブ サービス化　　12-4

ポートの状態の遷移　　C-18

ポート レベルの LED　　16-114

リセット　　13-18

MXPP_MR_2.5G カード

LED　　16-113

NE のデフォルト値　　D-16, D-66

OC-48/STM-16 設定の変更　　5-58

RMON スレッシュホールド（MIB）の作成　　
9-34

PPM も参照

SFP も参照

TCA スレッシュホールドのプロビジョニング　　
5-62, 5-63

UDC 回線のプロビジョニング　　7-23

Y 字型ケーブル保護の作成　　3-53

温度範囲　　B-7

カード設定の変更　　5-53

回線スレッシュホールド設定の変更　　5-61

回線設定および PM スレッシュホールドの変更　
　5-52

回線設定の変更　　5-54

管理状態の変更　　5-54, 5-59

距離拡張設定の変更　　5-56

クライアント インターフェイスのデータ レート　
　16-108

クライアント ポート アラームのプロビジョニング
　　5-63

警告ラベル　　16-112

サービス状態の遷移　　C-14

仕様　　B-36

所要電力　　B-6

スプリッタ保護も参照

セクション トレース設定の変更　　5-60

説明　　16-107

前面プレート　　16-110

タイミング　　6-6

トランク ポート アラームのプロビジョニング　　
5-62

取り付け　　3-46

バージョン　　16-107

パフォーマンスの監視　　9-20

光パラメータの表示　　9-24

ブロック図　　16-111

ペイロード SONET PM パラメータの表示　　9-32

ペイロード統計情報 PM パラメータの表示　　9-28

ペイロード利用率 PM パラメータの表示　　9-30

ペイロード履歴 PM パラメータの表示　　9-31

ポートのアウト オブ サービス化　　12-4

ポートの状態の遷移　　C-18

ポート レベルの LED　　16-114

リセット　　13-18

N

Netscape Navigator

UNIX 設定中のテスト接続　　2-23

ブラウザも参照

プロキシ サービスの無効化　　2-27

ログイン　　2-30

NE のデフォルト値

ANSI CTC のデフォルト設定　　D-52

ANSI カードのデフォルト値の設定　　D-3
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ANSI ノードのデフォルト設定　　D-45

ETSI CTC のデフォルト設定　　D-104

ETSI カードのデフォルト設定　　D-53

ETSI ノードのデフォルト設定　　D-95

PPM のデフォルト動作の変更　　5-4

インポート　　13-50

エクスポート　　13-52

説明　　D-2

復元　　13-6

編集　　13-48

NSP　　18-2

NTP サーバ　　3-7

O

OADM ノード

AD-xC-xx.x カードを追加　　12-11

ANS パラメータ　　17-38

CTC アイコン　　A-3

OSC-CSM の電力を確認　　4-35

アイコン、ハイブリッド　　A-3

アド / ドロップ接続の確認　　4-46, 4-49

受け入れテスト　　4-24, 4-26, 4-29

エクスプレス チャネル接続の確認　　4-36, 4-37

説明　　17-5

電力値の確認　　6-9

ハイブリッド　　17-22

パススルー接続の変換　　10-52

パススルー チャネル接続の確認　　4-41

光パフォーマンス　　18-8

ファイバの取り付け　　3-69

OAM&P アクセス　　19-7

OC-48/STM-16 設定

MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G カードの変
更　　5-58

OCHNC

OCHNC のアラームの表示　　8-16

回線のステータス　　7-5

検索　　7-2

検索と表示　　7-2

サービス状態の遷移　　C-12

削除　　7-10, 7-13

作成　　7-10

スパンにおける表示　　7-8

表示　　7-3

フィルタ　　7-7

プロビジョニング　　7-11

ONS 以外のノード

外部ノード設定を参照

Open Shortest Path First

OSPF を参照

OPT-BST-E カード

LED　　16-42

ゲイン チルト制御　　18-30

自動レーザー遮断　　18-25

説明　　16-39

前面プレート　　16-40

電力モニタリング　　16-41

ブロック図　　16-41

ポート 較正　　16-41

OPT-BST カード

LED　　16-39

アラーム プロファイル　　23-13

温度範囲　　B-7

回線設定および PM スレッシュホールドの変更　
　11-12

管理状態の変更　　11-13, 11-16

ゲイン チルト制御　　18-30

サービス状態の遷移　　C-4

自動電力制御　　18-18

自動レーザー遮断　　18-25

仕様　　B-15, B-16

所要電力　　B-5

説明　　16-36

前面プレート　　16-37

電力モニタリング　　16-38

取り付け　　3-41

初めてのターンアップ　　6-9

パフォーマンスの監視　　9-12

光回線スレッシュホールドの変更　　11-14

光回線設定の変更　　11-13

光増幅器回線設定の変更　　11-16

光チャネル スレッシュホール設定の変更　　11-18

ファイバ クリップ　　3-77

ブロック図　　16-38

ポート 較正　　16-38

ポートのアウト オブ サービス化　　12-6

リセット　　13-18

レーザーと電力の確認　　4-31

OPT-PRE カード

LED　　16-36

温度範囲　　B-7
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回線設定および PM スレッシュホールドの変更　
　11-12

管理状態の変更　　11-13, 11-16

ゲイン チルト制御　　18-30

サービス状態の遷移　　C-4

自動電力制御　　18-18

仕様　　B-14

所要電力　　B-5

説明　　16-33

前面プレート　　16-34

電力モニタリング　　16-35

取り付け　　3-41

初めてのターンアップ　　6-9

パフォーマンスの監視　　9-12

光回線スレッシュホールドの変更　　11-14

光回線設定の変更　　11-13

光増幅器回線設定の変更　　11-16

光チャネル スレッシュホール設定の変更　　11-18

必要な DCU の取り付け　　3-44

ファイバ クリップ　　3-77

ブロック図　　16-35

ポート 較正　　16-35

リセット　　13-18

レーザーと電力の確認　　4-32
OSC

OSC 終端の削除　　10-50

OSC ポートのサービス状態の遷移　　C-10

OSC リンク終端に対するファイバの取り付け　　
3-58

終端のプロビジョニング　　3-84

説明　　16-25

OSC-CSM カード

ALS 設定の変更　　11-11

LED　　16-32

NE のデフォルト値　　D-44, D-94

OSC スレッシュホールドの変更　　11-6

OSC 設定の変更　　11-3

アド / ドロップ接続の確認　　4-49

温度範囲　　B-7

管理状態の変更　　11-5, 11-8

サービス状態の遷移　　C-4

自動レーザー遮断　　18-27

仕様　　B-14

所要電力　　B-5

説明　　16-28

前面プレート　　16-30

送信電力の確認　　3-87

対称 OADM ノードの受け入れテスト　　4-26

対称回線ノードの受け入れテスト　　4-19

対称パッシブ OADM ノードの受け入れテスト　　
4-29

電力の確認　　4-34, 4-35

電力モニタリング　　16-32

取り付け　　3-41

入力電力の確認　　4-35

パフォーマンスの監視　　9-11

光回線パラメータの変更　　11-7

非対称回線ノードの受け入れテスト　　4-21

ブロック図　　16-31

ポートのアウト オブ サービス化　　12-5

リセット　　13-18

OSCM カード

ALS 設定の変更　　11-11

LED　　16-28

NE のデフォルト値　　D-43, D-93

OSC スレッシュホールドの変更　　11-6

OSC 設定の変更　　11-3

アド / ドロップ接続の確認　　4-46

温度範囲　　B-7

管理状態の変更　　11-5, 11-8

サービス状態の遷移　　C-4

仕様　　B-13

所要電力　　B-5

説明　　16-25

前面プレート　　16-26

送信電力の確認　　3-87

対称 OADM ノードの受け入れテスト　　4-24

対称回線ノードの受け入れテスト　　4-17

電源モニタリング　　16-27

取り付け　　3-41

パフォーマンスの監視　　9-11

光回線パラメータの変更　　11-7

非対称回線ノードの受け入れテスト　　4-21

ファイバ クリップ　　3-77

ブロック図　　16-27

ポートのアウト オブ サービス化　　12-5

リセット　　13-18

OSC 再生ノード

CTC アイコン　　A-4

説明　　17-13

ファイバの取り付け　　3-67
OSI

LAN インターフェイス　　3-34
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MSTP　　22-32?22-35

OSI Router Editor ダイアログボックス　　3-33

概要　　22-32

サブネット　　3-34

サブネットワーク ポイント オブ アタッチメントの
編集　　10-22

情報の管理　　13-12

情報の表示　　13-12

トンネル　　3-35

ネットワークおよび TCP/IP　　22-32

プライマリ エリア アドレス　　3-33

プロビジョニングの修正　　10-14

マニュアル エリア　　3-33

ルータ　　3-32

ルータ設定の編集　　10-21

ルーティング モードのプロビジョニング　　3-26, 
3-27

ルーティング モードの変更　　10-19
OSNR

確認　　6-15

ネットワーク適用例　　18-2
OSPF

IP アドレッシング シナリオ　　22-11

IP ネットワーキング概要　　22-2

スタティック ルートの代替　　22-9

設定または変更　　3-19

プロビジョニング可能なパッチコード　　22-23

無効化　　10-31

OTDR　　10-4, 18-23
OTN

ITU-T G.709 が有効なトランク ビット レート　　
16-90

ITU-T G.709 パフォーマンス モニタリングの有効化
　　9-21

OTN FEC のパフォーマンス モニタリングの有効化
　　9-22

OTN 設定（ITU-T G.709、FEC、Trail Trace）の変更
　　5-36, 5-49

PM パラメータの表示　　9-26

TXP_MR_10G および TXP_MR_10E カードの設定変
更　　5-21

終端モードの MXP_2.5G_10E カード　　5-26

P

PCM　　7-22, 16-18

PC 設定

CTC インストール ウィザードの実行　　2-3, 2-7

CTC ソフトウェアのインストール　　19-3

ONS 15454 への PC の接続　　2-2

クラフト接続も参照

社内 LAN 接続　　2-25

条件　　2-3, 19-5

ブラウザのインストール　　2-2

プロキシ サービスの無効化　　2-26

リモート（モデム）アクセス　　2-28

ローカル クラフト接続　　2-11

PING　　22-2
PPM

SFP も参照

事前プロビジョニング　　3-48

デフォルト動作の変更　　5-4

光回線レートのプロビジョニング　　5-5

光回線レートの変更　　5-9

プロビジョニングの削除　　5-9

マルチレート PPM のプロビジョニング　　5-3, 5-4

PST　　C-1

PSTQ　　C-1

R

RADIUS

概要　　20-10

共有する秘密　　20-10

認証　　20-10

ノードの設定　　10-66
RAM

CTC の UNIX 要件　　2-7

RAM、CTC における PC 要件　　2-3

RIP　　3-21

RJ-11 コネクタ　　16-19
RMON

SNMP も参照

アラーム スレッシュホールドの削除　　9-36

アラーム スレッシュホールドの作成　　9-34
ROADM

32DMX カード　　16-53

32WSS カード　　16-77

ANS パラメータ　　17-40

CTC ノード アイコン　　A-4

MXP_2.5G_10E カード　　16-102

ROADM ノード電力等化の表示　　10-9
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カード要件　　16-53

ゲイン チルト制御　　18-31, 18-33

電力等価　　18-22

ノード受け入れテスト　　4-10

ノード タイプの説明　　17-8

ファイバの取り付け　　3-74

S

Service Request　　xl
SFP

PPM も参照

XFP の仕様　　B-45

互換性　　16-119

事前プロビジョニング　　3-48

仕様　　16-121, B-43

説明　　16-119, 16-120

取り付け　　3-50

取り外し　　3-51

プロビジョニングの削除　　5-9
Small Form-Factor Pluggables

SFP を参照

SNMP

設定　　3-37

設定の変更　　10-72

トラップ宛先の削除　　10-73

トラップ宛先の修正　　10-72

SNTP　　3-7
SOCKS

プロキシ サーバを参照

Solaris

UNIX を参照

SSH　　20-7
SSM

OSCM および OSC-CSM カードでの有効化　　11-4

メッセージ セット　　6-5, 10-54

有効　　6-5, 10-55

SST　　C-1

ST3 クロック　　21-2

Standard Constant　　3-24

T

TARP

MAT エントリの削除　　10-19

MAT エントリの追加　　3-31, 10-18

TDC の管理　　13-15

修正　　3-28, 10-15

静的な TID to NSAP エントリを TDC から削除　　
10-18

静的な TID to NSAP エントリを TDC に追加　　
3-31, 10-17

プロビジョニング　　3-26, 3-28, 10-15

TARP データ キャッシュ

TARP を参照

TCA　　5-19, 5-20, 5-34, 5-35, 5-46, 5-47, 5-62, 5-63, 9-3

TCC2P カード

LAN ポート　　2-12, 2-28, 3-16, 10-29

LED　　16-15

TL1 クラフト インターフェイス　　B-2

温度範囲　　B-7

機能　　16-14

仕様　　B-8

障害回復でデータベースをクリア　　13-6

所要電力　　B-5

セキュアモードも参照

説明　　16-12

前面プレート（図）　　16-13

ソフトウェア インストールの概要　　19-2

ソフト リセット　　13-16, 19-16

データベースのバックアップ　　13-3, 19-16

データベースの復元　　13-4

取り付けの確認　　3-3

ネットワーク レベルの LED　　16-15

モデム インターフェイス　　B-2

リブート動作　　3-13

TCC2 カード

LAN ポート　　2-12, 2-28

TL1 クラフト インターフェイス　　B-2

温度範囲　　B-7

カード レベルのインジケータ　　16-11

機能　　16-10

クラフト線と EIA/TIA ポート　　1-60

仕様　　B-8

障害回復でデータベースをクリア　　13-6

冗長取り付け　　16-11

所要電力　　B-5

説明　　16-9

ソフトウェア インストールの概要　　19-2

ソフト リセット　　13-16, 19-16

データベースのバックアップ　　13-3, 19-16

データベースの復元　　13-4

取り付け　　1-78
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取り付けの確認　　3-3

ネットワーク レベルのインジケータ　　16-12

モデム インターフェイス　　B-2

リブート動作　　3-13

TCP/IP　　2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-20, 2-21, 
22-32

TDC

TARP を参照

TDM ノード、増幅　　17-25
TL1

CTC の AID　　23-7

TCC2 EIA/TIA-232 ポート接続　　1-59

インターフェイス仕様　　B-2

クラフト インターフェイス接続　　1-59, 15-50

コマンド　　19-4

接続　　19-7

ツールバー アイコン　　A-7

ピンの割り当て　　1-60

trace route　　2-13, 2-19

TXP_MR_10E カード

DWDM トランク インターフェイス　　16-86

E-FEC　　16-87

LED　　16-88

NE のデフォルト値　　D-19, D-69

OTN 設定の変更　　5-21

RMON スレッシュホールドの作成　　9-34

TCA スレッシュホールドのプロビジョニング　　
5-19, 5-20

Y 字型ケーブル保護　　16-86

Y 字型ケーブル保護の作成　　3-53

温度範囲　　B-7

カード設定の変更　　5-12

回線 スレッシュホールド設定の変更　　5-18

回線設定および PM スレッシュホールドの変更　
　5-11

回線設定の変更　　5-13

機能　　16-85

クライアント インターフェイス　　16-86

クライアントからトランクへのマッピング　　
16-87

クライアント ポート アラームのプロビジョニング
　　5-20

サービス状態の遷移　　C-14

仕様　　B-40

所要電力　　B-6

説明　　16-84

前面プレート　　16-85

トランク ポート アラームのプロビジョニング　　
5-19

取り付け　　3-46

パフォーマンスの監視　　9-20

光パラメータの表示　　9-24

ブロック図　　16-85

ペイロード パラメータの表示　　9-25

ポートのアウト オブ サービス化　　12-4

ポートの状態の遷移　　C-18

ポート レベルの LED　　16-88

リセット　　13-18

TXP_MR_10G カード

GCC 終端　　7-16

LED　　16-84

NE のデフォルト値　　D-24, D-74

OTN 設定の変更　　5-21

PPM の警告　　5-6

RMON スレッシュホールドの作成　　9-34

TCA スレッシュホールドのプロビジョニング　　
5-19, 5-20

Y 字型ケーブルの説明　　16-115

Y 字型ケーブル保護　　16-83

Y 字型ケーブル保護の作成　　3-53

温度範囲　　B-7

カード設定の変更　　5-12

回線 スレッシュホールド設定の変更　　5-18

回線設定および PM スレッシュホールドの変更　
　5-11

回線設定の変更　　5-13

クライアント ポート アラームのプロビジョニング
　　5-20

サービス状態の遷移　　C-14

仕様　　B-30

所要電力　　B-6

セクション トレース設定の変更　　5-16

説明　　16-82

前面プレート　　16-83

トランク ポート アラームのプロビジョニング　　
5-19

取り付け　　3-46

パフォーマンスの監視　　9-20

光パラメータの表示　　9-24

ブロック図　　16-83

ペイロード パラメータの表示　　9-25

ポートのアウト オブ サービス化　　12-4

ポートの状態の遷移　　C-18

ポート レベルの LED　　16-84
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リセット　　13-18

TXP_MR_2.5G カード

GCC 終端　　7-16

ITU-T G.709　　16-89

LED　　16-95

NE のデフォルト値　　D-29, D-36, D-79, D-86

OTN 設定の変更　　5-49

RMON スレッシュホールド（MIB）の作成　　
9-34

PPM も参照

SFP も参照

TCA スレッシュホールドのプロビジョニング　　
5-46, 5-47

Y 字型ケーブルの説明　　16-115

Y 字型ケーブル保護　　16-93

Y 字型ケーブル保護の作成　　3-53

受け入れテストのプロビジョニング　　4-5

温度範囲　　B-7

回線スレッシュホールド設定の変更　　5-44

回線設定および PM スレッシュホールドの変更　
　5-39

回線設定の変更　　5-41

管理状態の変更　　5-42

クライアント ポート アラームのプロビジョニング
　　5-47

警告ラベル　　16-93

サービス状態の遷移　　C-14

仕様　　B-34

所要電力　　B-6

スプリッタ保護　　16-93

スプリッタ保護も参照

セクション トレース設定の変更　　5-43

説明　　16-88

前面プレート　　16-91

トランク ポート アラームのプロビジョニング　　
5-46

取り付け　　3-46

パフォーマンスの監視　　9-20

光パラメータの表示　　9-24

ブロック図　　16-92

ペイロード パラメータの表示　　9-25

ポートのアウト オブ サービス化　　12-4

ポートの状態の遷移　　C-18

ポート レベルの LED　　16-95

リセット　　13-18

U

UNIX

CTC インストール ウィザードの実行　　2-7

ONS 15454 へのクラフト接続の設定　　2-22

ONS 15454 へのケーブルの接続　　2-12

工場出荷時のパラメータ（NE のデフォルト値）の
復元　　13-10

ソフトウェア インストールの概要　　19-3

プロキシ サービスの無効化　　2-27

ワークステーションから社内 LAN ポートに LAN 
ケーブルを接続　　2-25

ワークステーションの要件　　2-7, 19-5

V

VOA

32WSS カードでの変更　　11-30

APC 修正　　18-19

OSCM および OSC-CSM カードでの変更　　11-8

OSCM カード　　16-27

ゲイン チルト制御　　18-29

自動ノード設定の調整　　17-28

自動ノード設定も参照

低下または障害アラーム　　18-20

マルチプレクサ カードの変更　　11-26

W

WAN　　22-2

WDM-ANS のプロビジョニング　　17-33

WINS 設定　　2-13, 2-17, 2-20, 2-25

X

XFP

SFP を参照

Y

Y 字型ケーブル保護

FlexLayer シェルフの取り付け　　1-72

FlexLayer モジュールの取り付け　　1-73

MXP_2.5G_10E カード　　16-103

MXP_2.5G_10G カード　　16-98

TXP_MR_10E カード　　16-86
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TXP_MR_10G カード　　16-83

TXP_MR_2.5G カードおよび TXPP_MR_2.5G カー
ド　　16-93

Y 字型ケーブル保護 モジュール　　1-75

コネクタ マッピングおよびラベリング　　15-15

削除　　10-41

修正　　10-39

説明　　15-10, 16-115

ブロック図　　15-14

ポート マッピング　　15-16

モジュール設定　　15-13

あ

アース

ANSI シェルフへの接続　　1-36

ETSI シェルフへの接続　　1-35

オフィス アースも参照

接地ポスト　　15-45

説明　　15-45

取り付け　　1-33

アース ストラップ

カードの干渉を防止　　3-90

図　　15-21

取り外し　　1-25

アイドル時間　　3-5

アイドル ユーザのタイムアウト　　20-6

アクティブ ログイン

終了　　10-68

表示　　10-68

圧着工具　　1-42

宛先

ホスト　　22-5

ルーティング テーブル　　22-25

アラート　　2-38, A-8

アラーム

LCD のアラーム カウントの表示　　8-17, 23-2

MXP_2.5G_10G および MXP_2.5G_10E カードのク
ライアント ポートのプロビジョニング　　
5-35

MXP_2.5G_10G および MXP_2.5G_10E カードのト
ランク ポートのプロビジョニング　　5-34

MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G クライアン
ト ポート スレッシュホールドのプロビ
ジョニング　　5-63

MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G トランク 
ポート スレッシュホールドのプロビジョニ
ング　　5-62

TXP_MR_10G および TXP_MR_10E クライアント 
ポートのプロビジョニング　　5-20

TXP_MR_10G および TXP_MR_10E トランク ポー
トのプロビジョニング　　5-19

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G カード クラ
イアント ポートのプロビジョニング　　
5-47

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G カード トラ
ンク ポートのプロビジョニング　　5-46

アラーム接点接続　　15-48

インターフェイス仕様　　B-2

概要　　23-2

クリアされたアラームの表示からの削除　　8-15, 
23-3

時間帯の変更　　8-12, 23-3

取得、履歴　　23-7

セッションのエントリ　　23-6

デフォルトの重大度の変更

アラーム プロファイルを参照

同期化　　8-12, 23-3

トラブルシューティング

『Cisco ONS 15454 Troubleshooting Guide』を参照

発生（抑制しない）　　8-36

非互換性アラーム　　13-38

表示　　8-7, 23-3

フィルタ

アラーム フィルタを参照

抑制　　8-34, 23-14

履歴　　8-9, 8-10, 23-6

履歴、カラム説明　　23-7

アラーム インターフェイス パネル

AIP を参照

アラーム拡張パネル

AEP を参照

アラームの重大度

アラーム プロファイルのオプション　　23-12

説明　　23-8

変更

アラーム プロファイルを参照

アラーム表示信号

AIS を参照

アラーム フィルタ

Filter ツール　　23-4

修正　　8-31

説明　　23-4
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無効化　　8-33

有効　　8-30

アラーム プロファイル

カードおよびノードへの適用　　8-27

削除　　8-28

作成　　8-20, 23-9

修正　　23-9

説明　　23-9

ダウンロード　　8-23

適用　　23-13

表示の変更　　23-12

編集　　23-12

ポートへの適用　　8-25

ボタンの定義　　23-11

安全、情報の検出　　xxxvi

い

緯度　　3-7

イベント

アラームを参照

状態を参照

色

FMEC　　19-9

カード　　19-9, 19-10

ノード　　19-13

インターネット プロトコル

IP を参照

インベントリ　　19-15, A-13

う

受け入れテスト

OSCM カードが取り付けられた対称回線ノード　
　4-17

32MUX-O および 32DMX-O カードが取り付けられ
た終端ノードとハブ ノード　　4-3

32WSS および 32DMX カード搭載終端ノード　　
4-7

anti-ASE ハブ ノード　　4-14

OSC-CSM および OSCM カード搭載非対称回線ノー
ド　　4-21

OSC-CSM カードが取り付けられた対称回線ノード
　　4-19

OSC-CSM カード搭載対称 OADM ノード　　4-26

OSC-CSM カード搭載対称パッシブ OADM ノード
　　4-29

OSCM カード搭載対称 OADM ノード　　4-24

ROADM ノード　　4-10

シェルフ接続　　1-83

シェルフ取り付けの受け入れテスト　　1-82

え

エアー フィルタ

外部ブラケットの取り付け　　1-13

説明　　15-44

装着位置　　1-44

点検、クリーニング、交換　　13-28

フィルタの取り付け　　1-13

要件　　1-44

エアー ランプ

ANSI 配置概要　　15-3

ETSI 配置概要　　15-6

一般的なサイト レイアウト　　15-18

取り付け　　1-21

エクスプレス チャネル接続　　4-36, 4-37

エンタープライズ LAN

企業 LAN を参照

遠端レーザー制御

FELC を参照

お

オーダーワイヤ

OSCM および OSC-CSM カード　　16-25

削除　　7-25

設定の変更　　11-39

説明　　16-18

ピンの割り当て　　16-19

プロビジョニング　　7-21

オーバーヘッド回線

IP カプセル化トンネルも参照

オーダーワイヤも参照

削除　　7-24, 7-25

作成　　7-15

修正　　7-24

ショートカット　　A-7

ユーザ データ チャネルも参照

オープン GNE　　22-29

オフィス アース

ANSI シェルフへの接続　　1-36

ETSI シェルフへの接続　　1-35
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オフィス電源

ANSI シェルフへの接続　　1-40

ETSI シェルフへの接続　　1-38

投入と検証　　1-42

か

カード

ANSI NE のデフォルト値　　D-3

CTC によるリセット　　13-16

ETSI NE のデフォルト値　　D-53

インターフェイス クラス　　16-6

記号とスロットの対応　　15-53

交換　　15-53

互換性　　16-5

シリアル番号　　A-13

スロット

スロットを参照

スロットの要件　　15-52

トランスポンダの取り付け　　3-46

ノード ビューの色　　19-9

部品番号　　A-13

ポートのアウト オブ サービス化　　7-20

保護

Y 字型ケーブル保護を参照

スプリッタ保護を参照

マックスポンダの取り付け　　3-46

リビジョン番号　　A-13

カード ビュー

Alarms タブ　　19-15

Circuit タブ　　19-15

Conditions タブ　　19-15

History タブ　　19-15

Maintenance タブ　　19-15

Performance タブ　　19-15

Provisioning タブ　　19-15

説明　　19-14, A-2

タブのリスト　　19-15

ビューの変更　　A-2

カード保護

Y 字型ケーブル保護を参照

スプリッタ保護を参照

開梱　　1-8

回線

DWDM

OCHNC を参照

オーバーヘッド回線を参照

回線の検出無効　　2-32
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