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トランスポンダ カードおよびマックスポンダ
カードのプロビジョニング
この章では、トランスポンダ（TXP）カード、マックスポンダ（MXP）カード、X ポンダ カード
（GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE）、および ADM-10G カードをプロビジョニング
する方法について説明します。プロビジョニングは、Dense Wavelength Division Multiplexing
（DWDM; 高密度波長分割多重）ネットワークをプロビジニョングして回線を作成する前に実行する必
要があります。

（注）

この章で説明されている Cisco ONS 15454 プラットフォームに関する手順およびタスクは、特に明記
されていない限り、Cisco ONS 15454 M2 プラットフォームおよび Cisco ONS 15454 M6 プラット
フォームにも適用されます。

（注）

別途指定されていない限り、「ONS 15454」は ANSI と ETSI の両方のシェルフ アセンブリを指しま
す。

はじめる前に
次の手順を実行する前に、すべてのアラームをよく調査し、問題となる状況をすべて解消してくださ
い。必要に応じて、『Cisco ONS 15454 DWDM Troubleshooting Guide 』を参照してください。

注意

TXP および MXP カードのプロビジョニングは、サービスに影響することがあります。すべての変
更は、スケジュールされたメンテナンス時間中に行ってください。
ここでは、主要手順（NTP）を示します。適切なタスクの手順（DLP）を参照してください。

1. 「NTP-G128 着脱可能ポート モジュールの管理」（P.6-3）：この手順を実行して、マルチレート
Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）のプロビジョニング、PPM の光回線
レートのプロビジニョングおよび変更、または PPM の削除を行います。PPM は TXP、MXP、お
よび ADM-10G カードにファイバ インターフェイスを提供します。TXP_MR_10G カードを除い
て、すべての TXP、MXP、および ADM-10G カードで PPM を使用できます。
2. 「NTP-G33 Y 字型ケーブル保護グループの作成」（P.6-21）：必要に応じてこの手順を実行して、
TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、または OTU2_XP カードを Y 字型
ケーブル保護で保護します。
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3. 「NTP-G199 OTU2_XP カードのスプリッタ保護グループの作成」（P.6-24）：必要に応じてこの手
順を実行して、OTU2_XP カード用のスプリッタ保護グループを作成します。
4. 「NTP-G198 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードに対する 1+1 保護の作成」
（P.6-27）
：必要に応じてこの手順を実行して、1+1 保護を GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE カード用に作成します。
5. 「NTP-G98 2.5G マルチレート トランスポンダ カードの回線設定と PM パラメータしきい値のプロ
ビジョニング」（P.6-29）：必要に応じてこの手順を実行して、TXP_MR_2.5G および
TXPP_MR_2.5G カードの送信設定を変更します。
6. 「NTP-G96 10G マルチレート トランスポンダ カード回線設定、PM パラメータおよびしきい値の
プロビジョニング」（P.6-51）：必要に応じてこの手順を実行して、TXP_MR_10G、
TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、および TXP_MR_10EX_C カードの送信
設定を変更します。

7. 「NTP-G170 ADM-10G カードのピア グループ、イーサネット設定、回線設定、PM パラメータ、
およびしきい値のプロビジョニング」（P.6-77）：必要に応じてこの手順を実行して、ADM-10G
カードの送信設定をプロビジョニングします。

8. 「NTP-G97 4x2.5G マックスポンダ カードの回線設定と PM パラメータしきい値の変更」
（P.6-103）：必要に応じてこの手順を実行して、MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、および MXP_2.5G_10EX_C カードの送信設定を変更
します。

9. 「NTP-G99 2.5G データ マックスポンダ カードの回線設定と PM パラメータしきい値の変更」
（P.6-125）：必要に応じてこの手順を実行して、MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G カード
の送信設定を変更します。

10.「NTP-G148 10G データ マックスポンダ カードの回線設定と PM パラメータしきい値の変更」
（P.6-144）：必要に応じてこの手順を実行して、MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L お
よび MXP_MR_10DMEX_C カードの送信設定を変更します。
11.「NTP-G293 40G マックスポンダ カード回線設定および PM パラメータしきい値の変更」
（P.6-168）：必要に応じてこの手順を実行して、40G-MXP-C カードの送信設定を変更します。
12.「NTP-G281 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE カードのチャネル グループ設定
の管理」（P.6-189）：必要に応じてこの手順を実行して、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE カードのチャネル グループ設定を変更します。
13.「NTP-G283 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE カードの CFM 設定の管理」
（P.6-202）：必要に応じてこの手順を実行して、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE カードの CFM 設定を変更します。
14.「NTP-G285 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE カードの EFM 設定の管理」
（P.6-214）：必要に応じてこの手順を実行して、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE カードの EFM 設定を変更します。
15.「NTP-G287 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE カードの REP 設定の管理」
（P.6-219）：必要に応じてこの手順を実行して、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE カードの REP 設定を変更します。
16.「NTP-G165 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、10GE_XPE カードのイーサネット パラメータ、回
線設定、および PM しきい値の変更」（P.6-224）：必要に応じてこの手順を実行して、GE_XP、
10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードの送信設定を変更します。
17.「NTP-G314 GE_XP カードまたは 10GE_XP カードの FAPS リングへの追加」（P.6-272）：必要に
応じてこの手順を実行して、GE_XP または 10GE_XP カードを FAPS リングに追加します。
18.「NTP-G197 OTU2_XP カードの回線設定、PM パラメータ、およびしきい値のプロビジョニング」
（P.6-274）：必要に応じてこの手順を実行して、OTU2_XP カードの送信設定を変更します。
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19.「NTP-G162 ALS メンテナンス設定の変更」（P.6-298）：必要に応じてこの手順を実行して、TXP
または MXP カードの自動レーザー遮断設定を変更します。
20.「NTP-G192 強制的な FPGA 更新」（P.6-300）：必要に応じてこの手順を実行して、
MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L および MXP_MR_10DMEX_C カードの FPGA イ
メージを強制的にアップグレードします。

21.「NTP-G196 カードが保護グループに含まれている場合の強制的な FPGA 更新」（P.6-301）：カー
ドが保護グループの一部である場合は、必要に応じてこの手順を実行して、
MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L および MXP_MR_10DMEX_C カードの FPGA イ
メージを強制的にアップグレードします。

22.「NTP-G232 エラー デコレレータのイネーブル化」（P.6-302）：必要に応じてこの手順を実行して、
TXP_MR_10EX_C、MXP_2.5G_10EX_C または MXP_MR_10DMEX_C カードでエラー デコレ
レータをイネーブルにします。

NTP-G128 着脱可能ポート モジュールの管理
目的

この手順を実行して、マルチレート PPM のプロビジョニング、マルチ
レート PPM の光回線レートのプロビジニョング、あるいはシングルレー
トまたはマルチレート PPM の削除を行います。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G63 SFP または XFP の取り付け」（P.4-70）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

（注）

シングルレート PPM が取り付けられている場合は PPM 画面で自動的にプロビジョニングされるため、
それ以上作業する必要はありません。

（注）

PPM を自動的にプロビジョニングする場合、初期アラームおよび TCA デフォルトは、使用するポート
とレートの選択および PPM タイプに応じて Cisco Transport Controller（CTC）によって提供されま
す。PPM を取り付けた後、これらのデフォルト値を変更できます。

（注）

TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、ADM-10G、または OTU2_XP カードの
前面プレートに接続されて、そのカードのファイバ インターフェイスになるハードウェア デバイスは、
Small Form-factor Pluggable（SFP または XFP）と呼ばれます。CTC では、SFP および XFP を
Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）と呼びます。SFP および XFP は、ポート
に接続されて、ポートを光ファイバ ネットワークに接続する、ホットスワップ可能な入出力デバイス
です。マルチレート PPM にはプロビジョニング可能なポート レートとペイロードがあります。SFP お
よび XFP の詳細については、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual』で「Transponder and
Muxponder Cards」の章を参照してください。

ステップ 1

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクの作業を行い、ネットワーク上の ONS 15454 にロ
グインします。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。
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ステップ 2

[Alarms] タブをクリックします。
「DLP-G128 アラーム
a. アラーム フィルタがオンになっていないことを確認します。必要に応じて、
フィルタリングのディセーブル化」（P.10-28）のタスクを参照してください。

b. 説明のつかない状態が表示されていないことを確認します。説明のつかない状態が表示されている
場合は、作業を進める前に解決してください。手順については、『Cisco ONS 15454 DWDM
Troubleshooting Guide』を参照してください。
ステップ 3

MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードをプロビジョニングする場合は、「DLP-G235 2.5G
データ マックスポンダのカード モードの変更」（P.6-5）のタスクの作業を行います。該当しない場合
は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 4

MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L または MXP_MR_10DMEX_C カードをプロビジョニ
（P.6-6）のタスクの
ングする場合は、
「DLP-G332 10G データ マックスポンダのポート モードの変更」
作業を行います。該当しない場合は、ステップ 5 に進みます。

ステップ 5

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードをプロビジョニングする場合は、
「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モードの変更」（P.6-8）のタ
スクの作業を行います。該当しない場合は、ステップ 6 に進みます。

ステップ 6

OTU2_XP カードをプロビジョニングする場合は、「DLP-G452 OTU2_XP カード モードの変更」
（P.6-10）のタスクの作業を行います。該当しない場合は、ステップ 7 に進みます。

ステップ 7

ADM-10G カードの PPM をプロビジョニングする場合は、「DLP-G411 ADM-10G PPM およびポート
のプロビジョニング」（P.6-9）のタスクの作業を行います。該当しない場合は、ステップ 8 に進みま
す。

ステップ 8

マルチレート PPM を備える TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、または
（P.6-11）のタスクの
OTU2_XP ポートの場合は「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」
作業を行います。マルチレート PPM を事前にプロビジョニングした場合は（「DLP-G273 SFP または
XFP スロットの事前プロビジョニング」（P.4-72））、この手順を省略してステップ 9 に進みます。

ステップ 9

PPM で IBM External Time Reference - Control Link Oscillator（ETR_CLO）または InterSystem
Coupling Link（ISC）サービスをプロビジョニングする場合は、「DLP-G274 ETR_CLO および ISC
サービスのトポロジ検証」（P.6-12）のタスクを実行します。その他の場合は、ステップ 10 に進みま
す。

ステップ 10

ステップ 11

PPM をプロビジョニングした後、「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）のタスク
を実行して TXP、MXP または OTU2_XP ポートに回線レートを割り当てます（この作業は、GE_XP、
10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードでは行われません）。
この手順のいずれかの時点で PPM を削除することが必要になった場合は、「DLP-G280 PPM の削除」
（P.6-19）のタスクの作業を行います。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。
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DLP-G235 2.5G データ マックスポンダのカード モードの変更
目的

ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G マックスポン
ダ カードのカード モードを変更します。カード モードによって、カード
にプロビジョニングできる PPM が決まります。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、カー
ド設定を変更する MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [SONET]（ANSI）タブまたは [SDH]（ETSI）タブをクリックします。

ステップ 3

トランク ポート テーブルの行を見つけ、[Service State] カラムの値が [OOS-MA,DSBLD]（ANSI）ま
たは [Locked-enabled,disabled]（ETSI）であることを確認します。サービス状態が正しい場合は、ス
テップ 6 に進みます。該当しない場合は、次の手順を実行します。

a. [Admin State] テーブル セルをクリックし、[OOS,DSBLD]（ANSI）または
[Locked,Maintenance]（ETSI）を選択します。
b. [Apply] をクリックし、[Yes] をクリックします。
ステップ 4

[Provisioning] > [Line] > [Client] タブをクリックします。

ステップ 5

トランク ポート テーブルの行を見つけ、[Service State] カラムの値が [OOS-MA,DSBLD]（ANSI）ま
たは [Locked-enabled,disabled]（ETSI）であることを確認します。サービス状態が正しい場合は、ス
テップ 6 に進みます。該当しない場合は、次の手順を実行します。

a. [Admin State] テーブル セルをクリックし、[OOS,DSBLD]（ANSI）または
[Locked,Maintenance]（ETSI）を選択します。
b. [Apply] をクリックし、[Yes] をクリックします。
ステップ 6

[Provisioning] > [Card] タブをクリックします。

ステップ 7

必要に応じてカード モードを変更します。

• [FC-GE]：次の PPM ポート レートのいずれかをプロビジョニングする場合は、このオプションを
選択します。FC1G（ポート 1-1 および 2-1 のみ）、FC2G（ポート 1-1 のみ）、FICON1G（ポート
1-1 および 2-1 のみ）、FICON2G（ポート 1-1 のみ）、ONE_GE（ポート 1-1 ～ 8-1）。
• [Mixed]：次の PPM ポート レートのいずれかをプロビジョニングする場合は、このオプションを
選択します。FC1G および ONE_GE（ポート 1-1 のみ）、ESCON（ポート 5-1 ～ 8-1 のみ）
• [ESCON]：ポート 1-1 ～ 8-1 で ESCON PPM をプロビジョニングする場合は、このオプションを
選択します。

（注）

ステップ 8

[Provisioning] > [Card] タブには、表示専用の [Tunable Wavelengths] フィールドもあります。カード
を取り付けた後に、このフィールドには、トランク ポートのサポートされている波長が次の形式で表
示されます。
最初の波長 - 最後の波長 - 周波数の間隔 - サポート対象の波長の数。
たとえば、「1529.55nm-1561.83nm-50gHz-82」のように表示されます。
[Apply] をクリックします。
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ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G332 10G データ マックスポンダのポート モードの変更
目的

このタスクでは、MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L および
MXP_MR_10DMEX_C マックスポンダ カードのポート モードを変更し
ます。ポート モードによって、ポートにプロビジョニングできる PPM が
決まります。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L および MXP_MR_10DMEX_C カードには、ポート 1
～ 4 とポート 5 ～ 8 の 2 つのポート モード グループがあります。ポート モードを変更するには、選択
したポート グループ内のすべてのポートが Out-of-Service（OOS; アウトオブサービス）サービス状態
である必要があります。2 番めのポート グループのポート モードを変更しない場合は、このグループ
のポートが OOS サービス状態である必要はありません。ポート モードを変更する前に、選択したポー
ト グループにプロビジョニングされた PPM ポート レートをすべて確実に削除する必要があります
（「DLP-G280 PPM の削除」（P.6-19）のタスクを参照）。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、ポー
ト モードを変更する MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L または MXP_MR_10DMEX_C
カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Card] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-1 に示すポート モードを変更します。

（注）

PPM ポート レートは、「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」（P.6-11）のタス
クでプロビジョニングされます。
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表 6-1

10G データ マックスポンダ カードのポート モード

パラメータ

説明

オプション

[Port 1-4
Mode]

ポート 1-1 ～ 4-1 の 次のいずれかを選択します。
動作モードを設定し
• [FC-GE_ISC]：次のいずれかの PPM ポート レートをプロ
ます。
ビジョニングする場合は、このオプションを選択します。
FC1G（ポート 1-1 ～ 4-1）、FC2G（ポート 1-1 および
3-1 のみ）、FICON1G（ポート 1-1 ～ 4-1）、FICON2G
（ポート 1-1 および 3-1 のみ）、ONE_GE（ポート 1-1 ～
4-1）、ISC3 COMPAT（ポート 1-1 ～ 4-1）、ISC3 PEER
1G（ポート 1-1 ～ 4-1）、および ISC3 PEER 2G（ポート
1-1 および 3-1 のみ）。

• [FC4G]：FC4G または FICON4G PPM（ポート 1-1 のみ）
をプロビジョニングする場合は、このオプションを選択し
ます。

[Port 5-8
Mode]

ポート 5-1 ～ 8-1 の 次のいずれかを選択します。
動作モードを設定し
• [FC-GE_ISC]：次の PPM ポート レートのいずれかをプロ
ます。
ビジョニングする場合は、このオプションを選択します。
FC1G（ポート 5-1 ～ 8-1）、FC2G（ポート 5-1 および
7-1 のみ）、FICON1G（ポート 5-1 ～ 8-1）、FICON2G
（ポート 5-1 および 7-1 のみ）、ONE_GE（ポート 5-1 ～
8-1）、ISC3 COMPAT（ポート 5-1 ～ 8-1）、ISC3
PEER1G（ポート 5-1 ～ 8-1）、ISC3 PEER 2G（ポート
5-1 および 7-1 のみ）

• [FC4G]：FC4G または FICON4G PPM ポート レート
（ポート 5-1 のみ）をプロビジョニングする場合は、この
オプションを選択します。

（注）

[Provisioning] > [Cards] タブには、カードがサポートする波長を表示する表示専用の [Tunable
Wavelengths] フィールドがあります。MXP_MR_10DME_C カードが取り付けられる場合は、32 種類
の C 帯域波長が表示されます。MXP_MR_10DME_L カードが取り付けられる場合は、32 種類の L 帯
域波長が表示されます。MXP_MR_10DMEX_C カードが取り付けられる場合は、82 種類の C 帯域波
長が表示されます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

（注）

ファイバ チャネル スイッチが存在する場合は、MXP-MR-10DME のループバックは適用されません。

（注）

ファイバ チャネル スイッチのバージョンが現在のものでない場合は、[Distance Extension] の設定はサ
ポートされません。
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DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カード モードの変更
このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カード モードを変更します。10GE_XP および 10GE_XPE カードはレイ
ヤ 2 イーサネット スイッチまたは 10G イーサネット TXP としてプロビ
ジョニングできます。GE_XP カードおよび GE_XPE カードは、レイヤ 2
イーサネット スイッチ、10G イーサネット MXP、または 20G イーサ
ネット MXP としてプロビジョニングできます。

目的

ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、カー
ド モードを変更する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブルクリックしま
す。

ステップ 2

カード ビューで、[Provisioning] > [Ether Ports] > [Ports] タブをクリックします。

ステップ 3

プロビジョニングしたクライアントまたはトランク ポートが、[Service State] カラムで
[OOS-MA,DSBLD]（ANSI）または [Locked-enabled,disabled]（ETSI）サービス状態であることを確
認します。該当する場合は、ステップ 4 に進みます。該当しない場合は、次のサブステップを実行し
ます。

a. アウト オブ サービスではない最初のポートでは、[Admin State] カラムで [OOS,DSBLD]（ANSI）
または [Locked,disabled]（ETSI）を選択します。
b. アウト オブ サービスではない各ポートで、手順 a を繰り返します。
c. [Apply] をクリックします。
ステップ 4

[Provisioning] > [Card] タブをクリックします。

ステップ 5

表 6-2 で示すカード モードのいずれかを選択します。
表 6-2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード

モード

カード

説明

[L2 over DWDM]

GE_XP

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE をレイ
ヤ 2 スイッチとしてプロビジョニングします。

10GE_XP
GE_XPE
10GE_XPE
[10GE TXP]

10GE_XP
10GE_XPE

10GE_XP または 10GE_XPE を 10 ギガビット イーサネット
トランスポンダとしてプロビジョニングします。10GE クラ
イアントのポート 1-1 で受信したトラフィックは 10 ギガビッ
ト イーサネット トランク ポート 3-1 に送信され、10 ギガ
ビット イーサネット クライアントのポート 2-1 で受信したト
ラフィックは 10 ギガビット イーサネット トランク ポート
4-1 に送信されます。

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2

6-8

78-19286-01-J

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング
はじめる前に

表 6-2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード（続き）

モード

カード

説明

[10GE MXP]

GE_XP

GE_XP または GE_XPE を 10 ギガビット イーサネット マッ
クスポンダとしてプロビジョニングします。ギガビット イー
サネット クライアントのポート 1-1 ～ 10-1 で受信したトラ
フィックは多重化され、10 ギガビット イーサネット トラン
ク ポート 21-1 に送信されます。ギガビット イーサネット ク
ライアントのポート 11-1 ～ 20-1 で受信したトラフィックは
多重化され、10 ギガビット イーサネット トランク ポート
22-1 に送信されます。

GE_XPE

[20GE MXP]

GE_XP
GE_XPE

GE_XP または GE_XPE を 20 ギガビット イーサネット マッ
クスポンダとしてプロビジョニングします。ギガビット イー
サネット クライアントのポート 1-1 ～ 20-1 で受信したトラ
フィックは多重化され、10 ギガビット イーサネット トラン
ク ポート 21-1 に送信されます。トランク ポート 22-1 は使用
しません。

ステップ 6

[Apply] をクリックし、確認用ダイアログボックスで [Yes] をクリックします。

ステップ 7

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G411 ADM-10G PPM およびポートのプロビジョニング
目的

このタスクでは、ADM-10G PPM カード上で固定レートの PPM および
ポートをプロビジョニングします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
PPM 設定をプロビジョニングする ADM-10G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Pluggable Port Modules] タブをクリックします。

ステップ 3

[Pluggable Port Modules] 領域で、[Create] をクリックします。[Create PPM] ダイアログボックスが表
示されます。

ステップ 4

[Create PPM] ダイアログボックスで、次の情報を入力します。
• [PPM]：ドロップダウン リストから、取り付ける SFP を選択します。
• [PPM Type]：ドロップダウン リストから、SFP でサポートされているポート数を選択します。サ
ポートされているポート数が 1 の場合、使用できるのは [PPM (1 port)] オプションのみです。

ステップ 5

[OK] をクリックします。新規作成された PPM が [Pluggable Port Modules] 領域に表示されます。
[Pluggable Port Modules] 領域の行が白色になり、[Actual Equipment Type] カラムに機器名が一覧表示
されます。
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ステップ 6

[Pluggable Ports] 領域で、[Create] をクリックします。[Create Ports] ダイアログボックスが表示され
ます。

ステップ 7

[Create Ports] ダイアログボックスで、次の情報を入力します。
• [Port]：ドロップダウン リストから、設定するポートを選択します。
• [Port Type]：ドロップダウン リストから、OC-3、OC-12、OC-48 または ONE-GE などのポート
タイプを選択します。

–

ポート 1 ～ 8 の場合は OC-3、OC-12 または ONE_GE のみ選択できます。

–

ポート 9 ～ 12 の場合は OC-3 または OC-12 のみ選択できます。

–

ポート 13 ～ 16 の場合は OC-3、OC-12 または OC-48 のみ選択できます。

ステップ 8

[OK] をクリックします。新規作成されたポートが [Pluggable Ports] 領域に表示されます。プロビジョ
ニングしたポート タイプが [Rate] カラムに一覧表示されます。

ステップ 9

PPM または別のポートにもプロビジョニングする場合は、ステップ 4 ～ 8 を繰り返します。

ステップ 10

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G452 OTU2_XP カード モードの変更
目的

このタスクでは、OTU2_XP カード モードを変更します。カード モード
によって、カードにプロビジョニングできる PPM が決まります。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

注意

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy にカード設定を変更すると、自動的に現在のポート設定（ポー
ト 1 および 3）が 10G イーサネットと OC192 に置き換わります。これにより OTU2_XP カードが
リセットされリブートします。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、カー
ド モードを変更する OTU2_XP カードをダブルクリックします。

ステップ 2

カード ビューで [Provisioning] > [Line] > [Ports] タブをクリックします。

ステップ 3

プロビジョニングしたすべてのクライアントまたはトランク ポートが、[Service State] カラムで
[OOS-MA,DSBLD]（ANSI）または [Locked-enabled,disabled]（ETSI）サービス状態であることを確
認します。該当する場合は、ステップ 4 に進みます。該当しない場合は、次のサブステップを実行し
ます。

a. アウト オブ サービスではない最初のポートでは、[Admin State] カラムで [OOS, DSBLD]
（ANSI）または [Locked, disabled]（ETSI）を選択します。
b. アウト オブ サービスではない各ポートで、手順 a を繰り返します。
c. [Apply] をクリックします。
ステップ 4

[Provisioning] > [Card] タブをクリックします。

ステップ 5

必要に応じて、[Card Configuration] を変更します。
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• [Transponder]：OTU2_XP カードをトランスポンダとしてプロビジョニングする場合は、このオ
プションを選択します。ポート ペア 1-3 と 2-4 は両方ともトランスポンダとして設定します。これ
は、デフォルトのカード設定です。

• [Standard Regen]：OTU2_XP カードを標準リジェネレータ（1 ポートのみ E-FEC を設定）として
プロビジョニングする場合は、このオプションを選択します。ポート ペア 1-3 と 2-4 は両方ともリ
ジェネレータとして設定します。

• [Enhanced FEC]：OTU2_XP カードを E-FEC リジェネレータ（2 つのポートに E-FEC を設定）と
してプロビジョニングする場合は、このオプションを選択します。ポート ペア 3-4 は強化されたリ
ジェネレータとして設定されます。ポート 1 および 2 は使用しません。
• [Mixed]：OTU2_XP カードをトランスポンダおよび標準リジェネレータ（混在設定）としてプロ
ビジョニングする場合は、このオプションを選択します。ポート ペア（1-3 または 2-4）の 1 つは、
トランスポンダとして設定され、もう一方のポート ペアは標準リジェネレータとして設定されま
す。

• [10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy]：10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy の変換をイネーブル
にするために OTU2_XP カードをプロビジョニングする場合は、このオプションを選択します。
ポート ペア 1-3 は LAN Phy の WAN Phy への変換をサポートしています。ポート ペア 2-4 はトラ
ンスポンダまたは標準リジェネレータのいずれかとして設定可能です。

（注）

旧版のリリース（9.10 よりも前のリリース）に戻す場合、10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy
変換機能をディセーブルにしてください。10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy 機能をディセー
ブルにしない場合は、旧版のリリースに戻す前に 10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy 機能を
ディセーブルにする必要があるというエラー メッセージが表示されます。

（注）

表 6-124（P.6-289）は、10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy 機能をイネーブルにする
OTU2_XP カードのポート 1 および 3 でサポートされるイーサネット変数の一覧です。カード
が 10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy モードである場合、10G FC RMONS はポート 2 およ
び 4 でサポートされません。

OTU2_XP カード設定ルールの詳細は、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual 』の
「Transponder and Muxponder Cards 」の章を参照してください。
ステップ 6

[Apply] をクリックします。確認ダイアログボックスで [Yes] をクリックします。

ステップ 7

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング
目的

このタスクでは、TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、
10GE_XPE、ADM-10G または OTU2_XP カード上でマルチレート PPM
をプロビジョニングします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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（注）

PPM が「DLP-G273 SFP または XFP スロットの事前プロビジョニング」（P.4-72）のタスクに従って
事前プロビジョニングされた場合は、PPM のサービス状態が Out-of-Service and Autonomous
Management,Unassigned (OOS-AUMA,UAS)（ANSI）または Unlocked-disabled, unassigned（ETSI）
でない限り、この作業は不要です。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
PPM 設定をプロビジョニングする TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、
ADM-10G または OTU2_XP カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Pluggable Port Modules] タブをクリックします。

ステップ 3

[Pluggable Port Modules] 領域で、[Create] をクリックします。[Create PPM] ダイアログボックスが表
示されます。

ステップ 4

[Create PPM] ダイアログボックスで、次の情報を入力します。
• [PPM]：SFP が取り付けられている PPM スロット番号をドロップダウン リストから選択します。
• [PPM Type]：ドロップダウン リストから、SFP でサポートされているポート数を選択します。サ
ポートされているポート数が 1 の場合、使用できるのは [PPM (1 port)] オプションのみです。

ステップ 5

[OK] をクリックします。[Pluggable Port Modules] 領域に新規に作成されたポートが表示されます。
[Pluggable Port Modules] 領域の行が白色になり、[Actual Equipment Type] カラムに機器名が一覧表示
されます。

ステップ 6

PPM を別のポートにもプロビジョニングする場合は、ステップ 3 ～ 5 を繰り返します。該当しない場
合は、ステップ 7 に進みます。

ステップ 7

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G274 ETR_CLO および ISC サービスのトポロジ検証
このタスクでは、DWDM ネットワーク トポロジが IBM ETR_CLO およ
び ISC サービスをサポートできるかどうかを検証します。

目的
ツール / 機器
事前準備手順

Cisco TransportPlanner サイト計画
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

Cisco TransportPlanner のサイト計画を表示します。

ステップ 2

ETR_CLO または ISC サービスを実行する予定のトポロジがサービスをサポートできるかどうか検証
します。次のトポロジは ETR_CLO または ISC をサポートします。
• シングルスパン：2 つの終端サイトがあり、その間に中間サイトはなく、次のカードセットのいず
れかを装着します。

–

32MUX-O および 32DMX-O カード

–

32WSS カードおよび 32DMX カード

–

32WSS および 32-DMX-O カード
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–

40-MUX-C および 40-DMX-C/40-DMX-CE カード

–

40-WSS-C/40-WSS-CE カードおよび 40-DMX-C/40-DMX-CE カード

図 6-1 に、Cisco TransportPlanner で表示されるシングルスパン トポロジを示します。
図 6-1

W

E

ࠨࠗ࠻ 1

ࠨࠗ࠻ 4

134361

シングルスパン トポロジ

• ポイントツーポイント：2 つの終端サイトがあり、次のカードセットのいずれか 1 つを装着しま
す。

–

32MUX-O および 32DMX-O カード

–

32WSS カードおよび 32DMX カード

–

32WSS および 32-DMX-O カード

–

40-MUX-C および 40-DMX-C/40-DMX-CE カード

–

40-WSS-C/40-WSS-CE カードおよび 40-DMX-C/40-DMX-CE カード

回線増幅器は終端サイト間に設置できますが、中間（トラフィック終端）サイトは設置できませ
ん。図 6-2 は、Cisco TransportPlanner に見られるポイントツーポイント トポロジを示します。
図 6-2

ポイントツーポイント トポロジ

ࠨࠗ࠻ 2
W

E

E

W

ࠨࠗ࠻ 1

ࠨࠗ࠻ 4
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W

ࠨࠗ࠻ 3
E

• 2 ハブ：リング内に 2 つのハブ ノードがあり、次のカード セットのいずれか 1 つを装着します。
–

32MUX-O および 32DMX-O カード

–

32WSS カードおよび 32DMX カード

–

32WSS および 32-DMX-O カード

–

40-MUX-C および 40-DMX-C/40-DMX-CE カード

–

40-WSS-C/40-WSS-CE カードおよび 40-DMX-C/40-DMX-CE カード

回線増幅器をハブ間に設置できます。図 6-3 は、回線増幅器ノードを設置しない場合の 2 つのハブ
ノードを示します。図 6-4 は、回線増幅器ノードを設置した場合の 2 つのハブ ノードを示します。
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図 6-3

回線増幅器を設置しない場合のハブ

ࠨࠗ࠻ 1
E
W

E
ࠨࠗ࠻ 2

図 6-4
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回線増幅器を設置する場合のハブ

ࠨࠗ࠻ 2

ࠨࠗ࠻ 1

E

E

W

W

E
E

ࠨࠗ࠻ 2

W

ࠨࠗ࠻ 4
ステップ 3

134359

W

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング
目的

このタスクでは、TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、
10GE_XPE、ADM-10G、および OTU2_XP カードの回線レートをプロ
ビジョニングします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」（P.6-11）
「DLP-G274 ETR_CLO および ISC サービスのトポロジ検証」（P.6-12）
（ETR_CLO サービスをプロビジョニングしている場合）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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（注）

ステップ 1

トランク ポートがアウト オブ サービスである場合に「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニ
ング」（P.6-11）のタスクの作業を行うと、シングルレート PPM を備えたカードの光回線レートが自動
的にプロビジョニングされます。光回線レートが自動的にプロビジョニングされると、
MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、
MXP_2.5G_10EX_C、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE または OTU2_XP カードに対して
この作業を完了する必要はありません。PPM をプロビジョニングしたときにトランク ポートがイン
サービスであった場合、この作業を完了してこれらのカードに対して光回線レートを手動でプロビジョ
ニングします。

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
PPM ポートをプロビジョニングする TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE また
は OTU2_XP カードをダブルクリックします。プロビジョニングするデータレートが、DV-6000、
HDTV、ESCON、SDI/D1 ビデオ、ISC1、ISC3（TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G カード
用）、または ETR_CLO である場合、次の手順を実行します。その他の場合は、ステップ 4 に進みま
す。

a. [Provisioning] > [OTN] > [OTN Lines] タブをクリックします。
b. 該当する PPM の [ITU-T G.709 OTN] フィールドで [Disable] を選択します。
c. 該当する PPM の [FEC] フィールドで [Disable] 選択します。
d. [Apply] をクリックします。
ステップ 2

TXP_MR-10G カードの場合、[Provisioning] > [Data Rate Selection] タブをクリックします。それ以外
のカードの場合は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 3

[Data Rate Selection] 領域で、[Create] をクリックしてドロップダウン リストからポートのタイプを選
択します。サポートされているポートのタイプは SONET（10G Ethernet WAN Phy を含む）および
10G Ethernet LAN Phy です。

ステップ 4

[Provisioning] > [Pluggable Port Modules] タブをクリックします。

ステップ 5

[Pluggable Ports] 領域で、[Create] をクリックします。[Create Port] ダイアログボックスが表示されま
す。

ステップ 6

[Create Port] ダイアログボックスで、次の情報を入力します。
• [Port]：ドロップダウン リストからポートとポート番号を選択します。[Pluggable Port Modules]
領域で最初の番号が PPM を示し、2 番めの番号が PPM 上のポート番号を示します。たとえば、1
つのポートを持つ最初の PPM は 1-1 と表示され、1 つのポートを持つ 2 番めの PPM は 2-1 と表示
されます。PPM 番号は 1 ～ 4 ですが、ポート番号は常に 1 となります。
• [Port Type]：ポートのタイプをドロップダウン リストから選択します。ポート タイプ リストに
は、PPM でサポートされているポート レートが表示されます。TXP、MXP、GE_XP、
10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE または OTU2_XP カードでサポートされるレートの定義につい
ては、表 6-3（P.6-16）を参照してください。

ステップ 7

[OK] をクリックします。SFP が実際に搭載されていると、[Pluggable Ports] 領域の行は白色になり、
搭載されていないとライト ブルーになります。

ステップ 8

必要に応じて、ステップ 5 ～ 7 を繰り返し、残りのポートのレートを設定します。
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表 6-3

PPM ポート タイプ

カード

ポート タイプ

TXP_MR_2.5G

• [OC-3/STM1]：155 Mbps

TXPP_MR_2.5G

• [OC-12/STM4]：622 Mbps
• [OC-48/STM16]：2.48 Gbps
• [ONE_GE]：1 ギガビット イーサネット 1.125 Gbps
• [ESCON]：Enterprise System Connection 200 Mbps （IBM 信
号）

• [DV6000]：ビデオ ベンダー独自の信号
• [SDI_D1_VIDEO]：シリアル デジタル インターフェイスおよ
びデジタル ビデオ信号タイプ 1
• [HDTV]：高精細度テレビ
• [PASS-THRU]：指定なし
• [FC1G]：ファイバ チャネル 1.06 Gbps
• [FC2G]：ファイバ チャネル 2.125 Gbps
• [FICON1G]：ファイバ接続 1.06 Gbps（IBM 信号）
• [FICON2G]：ファイバ接続 2.125 Gbps（IBM 信号）
• [ETR_CLO]：External Time Reference-Control Link
Oscillator
• [ISC compat]：InterSystem Coupling Link 1（ISC1）
• [ISC peer]：InterSystem Coupling Link 3（ISC3）
• [DVB-ASI]：ビデオ ベンダー独自の信号。Digital Video
Broadcast - 非同期シリアル インターフェイス
• [ISC1]：InterSystem Channel 1 Gbps（IBM 信号）

MXP_2.5G_10G

• [OC-48/STM16]：2.48 Gbps1

MXP_2.5G_10E
MXP_2.5G_10E_C
MXP_2.5G_10E_L
MXP_2.5G_10EX_C
TXP_MR_10G2

• SONET（OC-192）/SDH（STM-64）（10G Ethernet WAN
Phy を含む）
• 10G Ethernet LAN Phy

TXP_MR_10E
TXP_MR_10E_C

• SONET（OC-192）/SDH（STM-64）（10G Ethernet WAN
Phy を含む）：10 Gbps

TXP_MR_10E_L

• [10G Ethernet LAN Phy]：10 Gbps イーサネット
• [10G Fibre Channel] ：10 Gbps ファイバ チャネル
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表 6-3

PPM ポート タイプ（続き）

カード

ポート タイプ

MXP_MR_2.5G

カード モードが FC_GE である場合。

MXPP_MR_2.5G

• [FC1G ISL]：ファイバ チャネル 1.06 Gbps（ポート 1-1 と
2-1）
• [FC2G ISL]：ファイバ チャネル 2.125 Gbps（ポート 1-1 限
定）

• [FICON1G ISL]：ファイバ接続 1.06 Gbps（IBM 信号）（ポー
ト 1-1 と 2-1）
• [FICON2G ISL]：ファイバ接続 2.125 Gbps（IBM 信号）
（ポート 1-1 のみ）
• [ONE_GE]：1 ギガビット イーサネット 1.125 Gbps（ポート
1-1 と 2-1 のみ）
カード モードが Mixed である場合。

• [FC1G ISL]：ファイバ チャネル 1.06 Gbps（ポート 1-1 のみ）
• [FICON1G ISL]：ファイバ接続 1.06 Gbps（IBM 信号）（ポー
ト 1-1 のみ）
• [ONE_GE]：ギガビット イーサネット 1.125 Gbps（ポート
1-1 のみ）
• [ESCON]：Enterprise System Connection 200 Mbps （IBM 信
号）（ポート 5-1 ～ 8-1）
カード モードが ESCON である場合。

• [ESCON]：Enterprise System Connection 200 Mbps （IBM 信
号）（ポート 1-1 ～ 8-1）
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表 6-3

PPM ポート タイプ（続き）

カード

ポート タイプ

MXP_MR_10DME_C

ポート モードが FC_GE_ISC である場合。

MXP_MR_10DME_L

• [FC1G]：ファイバ チャネル 1.06 Gbps（ポート 1-1 ～ 8-1）

MXP_MR_10DMEX_C

• [FC2G]：ファイバ チャネル 2.125 Gbps（ポート 1-1、3-1、
5-1 および 7-1 のみ。続くポート（2-1、4-1、6-1、8-1）に
PPM がプロビジョニングされている場合、ポートは使用不
可）。

• [FICON1G]：ファイバ接続 1.06 Gbps（IBM 信号）
FICON2G：ファイバ接続 2.125 Gbps（IBM 信号）（ポート
1-1、3-1、5-1、7-1 のみ。続くポート（2-1、4-1、6-1、8-1）
に PPM がプロビジョニングされている場合、ポートは使用不
可）。

• [ONE_GE]：1 ギガビット イーサネット 1.125 Gbps（ポー
ト 1-1 ～ 8-1）
• [ISC COMPAT]（ポート 1-1 ～ 8-1）
• [ISC3 PEER 1G]（ポート 1-1 ～ 8-1）
• [ISC3 PEER 2G]（ポート 1-1、3-1、5-1 および 7-1 のみ。続
くポート（2-1、4-1、6-1、8-1）に PPM がプロビジョニング
されている場合、ポートは使用不可）。
ポート モードが FC4G である場合。

• [FC4G]：ファイバ チャネル 4.25 Gbps（ポート 1-1 または 5-1
のみ。続く 3 つのポートのいずれかに PPM がプロビジョニン
グされている場合、ポートは使用不可）。

• [FICON4G]：ファイバ接続 4.25 Gbps（IBM 信号）（ポート
1-1 または 5-1 のみ。続く 3 つのポートのいずれかに PPM が
プロビジョニングされている場合、ポートは使用不可）。

40G-MXP-C

• [SONET]（OC-192）/SDH（STM-64）
• [FC8G]
• [FC10G]
• [TEN_GE]
• [OTU2]
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表 6-3

PPM ポート タイプ（続き）

カード

ポート タイプ
1

GE_XP

• GE_XP と GE_XPE クライアント ポート

10GE_XP

• 10GE_XP および 10GE_XPE クライアントおよびトランク
ポート。GE_XP と GE_XPE トランク ポート 1

GE_XPE
10GE_XPE
OTU2_XP

• [SONET（10G Ethernet WAN Phy）]：10 Gbps
• [10G Ethernet LAN Phy]：10 Gbps イーサネット
• [10G Fiber Channel] ：10 Gbps ファイバ チャネル
（注）

4 つの ODU1 信号を多重化することによって、OPU2 信号
が生成されたところに OTU2 信号がある場合、SONET を
ポート レートとして選択します。これにより、OTU2 信号
が、標準または E-FEC リジェネレータの設定で透過的に転
送できます。

1. トランク ポートがアウト オブ サービスの場合、PPM 作成時に自動的にプロビジョニングされます。
2. [Data Rate Selection] タブでプロビジョニングされます。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G280 PPM の削除
目的

ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、TXP、MXP、ADM-10G、GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、10GE_XPE または OTU_2_XP カードに取り付けられている
SFP または XFP の PPM のプロビジョニングを削除します。
なし
「DLP-G63 SFP または XFP の取り付け」（P.4-70）または
（P.4-72）
「DLP-G273 SFP または XFP スロットの事前プロビジョニング」
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

（注）

PPM を削除する前に、プロビジョニング ペインからその PPM を削除します。

（注）

この作業は、TXP_MR_10G カードには適用されません。TXP_MR_10G データ レートを変更するに
は、「DLP-G365 TXP_MR_10G データ レートのプロビジョニング」（P.6-52）のタスクの作業を行い
ます。
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（注）

TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、または ADM-10G カードがリジェネレー
タ グループの一部である場合、PPM を削除できません。OTU2_XP カードでは、カード設定が
Standard Regen または Enhanced FEC モードである場合、PPM を削除できません。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
PPM 設定を削除する TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、ADM-10G または
OTU2_XP カードをダブルクリックします。

ステップ 2

PPM ポートの [Service State] が [OOS,DSBLD] であることを確認します。PPM ポートが、
[OOS,DSBLD] の場合、ステップ 3 に進みます。[OOS,DSBLD] でない場合は、「NTP-G128 着脱可能
ポート モジュールの管理」（P.6-3）の作業に従い、PPM ポートの [Service State] を [OOS,DSBLD] に
変更します。

ステップ 3

[Provisioning] > [Pluggable Port Modules] タブをクリックします。

ステップ 4

PPM および関連ポートを削除するには、次の手順を実行します。
a. [Pluggable Port Modules] 領域で、削除する PPM をクリックします。強調表示がダークブルーに
変化します。

b. [Delete] をクリックします。[Delete PPM] ダイアログボックスが表示されます。
c. [Yes] をクリックします。[Pluggable Port Modules] 領域および [Pluggable Ports] 領域から PPM の
プロビジョニングが削除されます。

（注）

PPM は、そのポートの状態が OOS,DSBLD になるまで削除できません。クライアントが
In Service and Normal（IS-NR）（ANSI）または Unlocked-enabled（ETSI）サービス状態
の場合、保護グループの一部である場合、Generic Communications Channel（GCC; 汎用
通信チャネル）または Data Communications Channel（DCC; データ通信チャネル）を使
用中の場合、タイミング ソースである場合、回線またはオーバーヘッド回線を保有してい
る場合、Link Management Protocol チャネルまたはリンクを転送する場合、クライアント
ポートは削除できません。トランク ポートが動作中で、クライアント ポートが
OOS,DSBLD（ANSI）または Locked-enabled,disabled（ETSI）サービス状態にある場
合、最後のポート以外のクライアント ポートを削除できます。トランク ポートが
MXP_MR_2.5G、MXPP_MR_2.5G、MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L また
は MXP_MR_10DMEX_C を除くすべてのカードについて、OOS,DSBLD（ANSI）また
は Locked-enabled,disabled（ETSI）サービス状態にある場合にのみ、最後のクライアント
ポートを削除できます。ポート状態の詳細については、『Cisco ONS 15454 DWDM
Reference Manual』の付録「Administrative and Service States」を参照してください。

ステップ 5

PPM のプロビジョニングが削除されていることを確認します。
• TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、ADM-10G または OTU2_XP カード
ビューで、PPM が削除された後に CTC に空のポートが表示されます。
• PPM のプロビジョニングを削除する際に SFP または XFP が物理的に存在する場合、CTC は削除
状態に移行し、ポートがあれば削除され、PPM は CTC 内でグレーの図で表示されます。この SFP
または XFP は CTC 内で再度プロビジョニングできるほか、機器自体を削除することもできます。
機器を削除すると、図は表示されなくなります。

ステップ 6

PPM ハードウェア（SFP または XFP）を取り外す必要がある場合は、「DLP-G64 SFP または XFP の
取り外し」（P.4-73）のタスクの作業を行います。

ステップ 7

元の手順（NTP）に戻ります。

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2

6-20

78-19286-01-J

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング
はじめる前に

NTP-G33 Y 字型ケーブル保護グループの作成
目的

ツール / 機器

この手順では、2 つの TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、
10GE_XPE または OTU2_XP カードのクライアント ポートの間で Y 字型
ケーブル保護グループを作成します。Y 字型ケーブル保護の詳細について
は、
『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual』の「Transponder and
Muxponder Cards」の章を参照してください。
取り付けられた TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、
10GE_XPE または OTU2_XP カード

Cisco TransportPlanner のトラフィック マトリクス
事前準備手順

『Cisco ONS 15454 Hardware Installation Guide』の「NTP-G15 Install
the Common Control Cards」
『Cisco ONS 15454 Hardware Installation Guide』の「NTP-G14 Install
DWDM Equipment」
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
「NTP-G139 Cisco TransportPlanner レポートおよびファイルの確認」
（P.4-4）

（注）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードが 10GE MXP、20GE MXP または 10GE
TXP モードでプロビジョニングされている場合、これらのカードで Y 字型ケーブル保護を使用できま
す。GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードが L2 over DWDM モードでプロビ
ジョニングされている場合、これらのカードでは Y 字型ケーブル保護をプロビジョニングできません。
OTU2_XP カードが TXP カード モードでプロビジョニングされている場合、このカードで Y 字型ケー
ブル保護を使用できます。

（注）

Y 字型ケーブル保護を GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードにプロビジョニング
している場合、イーサネット モードをそれぞれ 1000 および 10000 Mbps に設定する必要があります。
イーサネット モードにプロビジョニングするには、「DLP-G380 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、およ
び 10GE_XPE カードのイーサネット設定のプロビジョニング」（P.6-226）のタスクを参照してくださ
い。

（注）

クライアント ポートの 1 つでファイバ切断または SFP の障害が発生すると Y 字型ケーブル保護設定の
MXP_MR_2.5G および MXP_MR_10DME カードでは、最大数百ミリ秒のトラフィック数が発生しま
す。

（注）

SONET または SDH ペイロードでは、ポートが Y 字型ケーブル保護グループにない場合、Loss of
Pointer Path（LOP-P; ポインタ パス損失）アラームがスプリット信号に発生する可能性があります。
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ステップ 1

サイトについて、Cisco TransportPlanner のトラフィック マトリクスを表示します（表 4-1（P.4-4）を
参照）。Y 字型ケーブル保護グループが必要な TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE 、
10GE_XPE または OTU2_XP カードカードを確認します（Y 字型ケーブル保護が必要なカードは、
[Traffic Matrix] テーブルの [Protection Type] カラムに「Y-Cable」と表示されます。詳細については、
『Cisco TransportPlanner DWDM Operations Guide』を参照してください）。

ステップ 2

TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE または OTU2_XP カードが、表 4-4
（P.4-110）で規定された要件に基づいて取り付けられていることを確認します。表 6-4 は、DWDM ク
ライアント カードの ONS 15454 で利用できる保護タイプの一覧です。

表 6-4

保護タイプ

保護タイプ

カード

説明と取り付け要件

Y 字型ケーブル

MXP_2.5_10G

1 つの現用トランスポンダ カード / ポートまたは現用マックスポンダ
カード / ポートを、1 つの保護トランスポンダ カード / ポートまたは保
護マックスポンダ カード / ポートとペアにします。保護ポートは現用

MXP_2.5_10E
MXP_2.5_10E_C
MXP_2.5_10E_L
TXP_MR_10EX_C

ポートと異なるカードにある必要があり、現用ポートと同じカード タ
イプである必要があります。現用カードと保護ポートの数は同じにする
必要があります。つまり、ポート 1 ではポート 1 だけが保護され、ポー
ト 2 ではポート 2 だけが保護されます。以降も同様です。

TXP_MR_10G
TXP_MR_10E
TXP_MR_10E_C
TXP_MR_10E_L

（注）

現用カードとプロテクト カードは、1 つのマルチ
シェルフ ノードの同じシェルフにある必要があ
ります。

TXP_MR_2.5G
MXP_MR_2.5G
MXP_MR_10DME_C
MXP_MR_10DME_L
MXP_MR_10DMEX_C
40G-MXP-C
GE_XP1
10GE_XP2
GE_XPE
10GE_XPE
OTU2_XP
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表 6-4

保護タイプ（続き）

保護タイプ

カード

説明と取り付け要件

スプリッタ

TXPP_MR_2.5G

スプリッタ保護グループは、TXPP_MR_2.5G カードまたは
MXPP_MR_2.5G カードを取り付けると自動的に作成されます。スプ
リッタ保護グループの名前は編集できます。

MXPP_MR_2.5G

1+1

OTU2_XP

スプリッタ保護グループは、OTU2_XP カードで設定可能です。スプ
リッタ保護グループは、「NTP-G199 OTU2_XP カードのスプリッタ保
護グループの作成」（P.6-24）の手順を使用する OTU2_XP カードの
ポート 3 および 4 に作成できます。

GE_XP

レイヤ 2（L2）カード モードでは、クライアント ポートおよびカード
の障害からカードを保護するために 1+1 保護を使用できます。

10GE_XP
GE_XPE
10GE_XPE

1. 10GE MXP または 20GE MXP カード モードでプロビジョニングされた場合。
2. 10GE TXP カード モードでプロビジョニングされた場合。

ステップ 3

Y 字型ケーブル保護グループを作成する TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、
または OTU2_XP カードで、着脱可能ポートが同じペイロードとペイロード レートでプロビジョニン
グされていることを確認します。
a. カード ビューで TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、または OTU2_XP
カードを表示します。

b. [Provisioning] > [Pluggable Port Module] タブをクリックします。
c. [Pluggable Port Module] 領域で着脱可能ポートがプロビジョニングされていること、および
[Pluggable Ports] 領域でペイロードのタイプとレートが、着脱可能ポートに対してプロビジョニン
グされていることを確認します。それらが同じでない場合、たとえば、着脱可能ポートとレートが
同じでない場合は、プロビジョニングされているレートを削除し、一致する新しいレートを
「DLP-G273 SFP または XFP スロットの事前プロビジョニング」（P.4-72）のタスクに従って作成
するか、または「DLP-G64 SFP または XFP の取り外し」（P.4-73）のタスクに従って着脱可能
ポート（SFP または XFP）を交換します。
ステップ 4

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ モード）で、
[Provisioning] > [Protection] タブをクリックします。

ステップ 5

[Protection Groups] 領域で、[Create] をクリックします。

ステップ 6

[Create Protection Group] ダイアログボックスで次の情報を入力します。
• [Name]：保護グループの名前を入力します。保護グループ名には、32 文字までの英数字（a ～ z、
A ～ Z、0 ～ 9）を使用します。特殊文字も使用できます。TL1 と互換性を持たせるために、疑問
符（?）、バックスラッシュ（\）、二重引用符（"）は使用しないでください。
• [Type]：ドロップダウン リストから [Y Cable] を選択してください。
• [Protect Port]：ドロップダウン リストから、アクティブ ポートへのスタンバイまたは保護ポート
となるポートを選択します。リストには、使用可能なトランスポンダ ポートまたはマックスポン
ダ ポートが表示されます。トランスポンダ カードまたはマックスポンダ カードが取り付けられて
いない場合は、ドロップダウン リストにポートは表示されません。
保護ポートを選択すると、使用可能な現用ポートの一覧が [Available Ports] リストに表示されます。使
用可能なカードがない場合は、ポートは表示されません。その場合は、この作業を行う前に、物理カー
ドを取り付けるか、「DLP-G353 スロットの事前プロビジョニング」（P.4-57）のタスクに従って、
ONS 15454 スロットを事前プロビジョニングする必要があります。
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ステップ 7

[Available Ports] リストから、[Protect Ports] で選択したポートで保護するポートを選択します。上に
ある矢印ボタンをクリックして、そのポートを [Working Ports] リストに移動します。

ステップ 8

残りのフィールドを次のように設定します。

• [Revertive]：障害状態が修正された後、[Reversion Time] フィールドに入力された時間でトラ
フィックを現用ポートに復帰させる場合、このチェックボックスをオンにします。

• [Reversion time]：[Revertive] をオンにした場合に、ドロップダウン リストから復元時間を選択し
ます。範囲は 0.5 ～ 12.0 分です。デフォルトは 5.0 分です。復元時間は、トラフィックが現用カー
ドに復帰するまでの時間です。切り替えの原因になった状態がなくなると、復元タイマが開始しま
す。

（注）

[Bidirectional] 切り替えオプションを Y 字型ケーブル保護グループで使用できるのは、次の場合のみで
す。

• ISC3_PEER_1G/ISC3_PEER_2G がクライアント ペイロードである場合の MXP_MR_10DME
カード。

• ファイバ チャネルがクライアント ペイロードである場合の MXP_MR_10DME および
MXP_MR_2.5G カード。この場合、[Bidirectional] 切り替えは次のようになります。
– [Distance Extension] がイネーブルの場合は、自動的にイネーブルになります。
– [Distance Extension] がディセーブルの場合は、自動的にディセーブルになります。

[Bidirectional] 切り替えオプションは、SONET および SDH 1+1 保護グループすべてで利用できます。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

ステップ 10

Cisco TransportPlanner のトラフィック マトリクスで示されたすべての Y 字型ケーブル保護グループに
ついて、この手順を繰り返します。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

NTP-G199 OTU2_XP カードのスプリッタ保護グルー
プの作成

目的

ツール / 機器

この手順により、1 枚の OTU2_XP カードのトランク ポート間にスプ
リッタ保護グループを作成します。スプリッタ保護の詳細については、
『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual 』の「Transponder and
Muxponder Cards」の章を参照してください。
取り付けられた OTU2_XP カード

Cisco TransportPlanner のトラフィック マトリクス

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2

6-24

78-19286-01-J

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング
はじめる前に

事前準備手順

『Cisco ONS 15454 Hardware Installation Guide』の「NTP-G15 Install
the Common Control Cards」
『Cisco ONS 15454 Hardware Installation Guide』の「NTP-G14 Install
DWDM Equipment」
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
「NTP-G139 Cisco TransportPlanner レポートおよびファイルの確認」
（P.4-4）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

（注）

スプリッタ保護グループは、TXPP_MR_2.5G カード、MXPP_MR_2.5G、または PSM カードを取り
付けると自動的に作成されます。これらのカードのスプリッタ保護グループの名前を編集することがで
きます。TXPP_MR_2.5G、MXPP_MR_2.5G、または PSM カードを削除すると、スプリッタ保護グ
ループは削除されます。

（注）

スプリッタ保護は、トランスポンダ コンフィギュレーションにプロビジョニングされるときのみ、
OTU2_XP カードで使用可能となります。スプリッタ保護されているトランスポンダ コンフィギュ
レーションでは、ポート 1 はクライアント ポート、ポート 3 は現用トランク ポート、ポート 4 はスタ
ンバイ トランク ポートとなります。

（注）

SONET または SDH ペイロードでは、ポートがスプリッタ保護グループにない場合、Loss of Pointer
Path（LOP-P; ポインタ パス損失）アラームがスプリット信号に発生する可能性があります。

ステップ 1

ステップ 2

サイトについて、Cisco TransportPlanner のトラフィック マトリクスを表示します（表 4-1（P.4-4）を
参照）。どの OTU2_XP カードがスプリッタ保護グループを必要とするか確認してください（スプリッ
タ保護が必要なカードは、[Traffic Matrix] テーブルの [Protection Type] カラムに「Splitter」と示され
ています。詳細については、『Cisco TransportPlanner DWDM Operations Guide』を参照してくださ
い）。

OTU2_XP カードが表 4-4（P.4-110）で指定されている要件に従って取り付けられているか確認してく
ださい。

ステップ 3

着脱可能なポート（SFP または XFP）スロットが、スプリッタ保護グループを作成する OTU2_XP
カードの着脱可能なポートと同じペイロード レートにプロビジョニングされていることを確認してく
ださい。

a. OTU2_XP カードをカード ビューで表示します。
b. [Provisioning] > [Pluggable Port Module] タブをクリックします。
c. 着脱可能なポート（SFP または XFP）スロットが、[Pluggable Port Module] 領域でプロビジョニ
ングされているか、着脱可能なポート（SFP または XFP）スロットのペイロード レートが、
[Pluggable Ports] 領域でプロビジョニングされた OTU2_XP カード上の着脱可能なポートのペイ
ロード レートと同じか確認してください。同じでない場合、プロビジョニングされたレートのい
ずれかを削除し、「DLP-G273 SFP または XFP スロットの事前プロビジョニング」（P.4-72）のタ
スクに従って一致する新しいレートを作成するか、「DLP-G64 SFP または XFP の取り外し」
（P.4-73）のタスクに従って着脱可能なポート（SFP または XFP）を置き換える必要があります。
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ステップ 4

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
[Provisioning] > [Protection] タブをクリックします。

ステップ 5

[Protection Groups] 領域で、[Create] をクリックします。

ステップ 6

[Create Protection Group] ダイアログボックスで次の情報を入力します。
• [Name]：保護グループの名前を入力します。保護グループ名には、32 文字までの英数字（a ～ z、
A ～ Z、0 ～ 9）を使用します。特殊文字も使用できます。TL1 と互換性を持たせるために、疑問
符（?）、バックスラッシュ（\）、二重引用符（"）は使用しないでください。
• [Type]：ドロップダウン リストから [Splitter] を選択します。
• [Protect Card]：ドロップダウン リストから、アクティブ ポートへのスタンバイまたは保護ポート
となるポートを選択します。この一覧は使用可能な OTU2_XP ポートを表示します。トランスポ
ンダ カードまたはマックスポンダ カードが取り付けられていない、またはカードのトランク ポー
トがリジェネレータ グループの一部である場合は、ドロップダウン リストにポートが表示されま
せん。
保護ポートを選択すると、使用可能な現用ポートの一覧が [Available Cards] リストに表示されます。
使用可能なカードがない場合は、ポートは表示されません。その場合は、この作業を行う前に、物理
カードを取り付けるか、「DLP-G353 スロットの事前プロビジョニング」（P.4-57）のタスクに従って、
ONS 15454 スロットを事前プロビジョニングする必要があります。

ステップ 7

[Available Cards] リストから、[Protect Cards] で選択したポートで保護するポートを選択します。上に
ある矢印ボタンをクリックして、そのポートを [Working Cards] リストに移動します。

ステップ 8

残りのフィールドを次のように設定します。

• [Revertive]：障害状態が修正された後、[Reversion Time] フィールドに入力された時間でトラ
フィックを現用ポートに復帰させる場合、このチェックボックスをオンにします。

• [Reversion time]：[Revertive] をオンにした場合に、ドロップダウン リストから復元時間を選択し
ます。範囲は 0.5 ～ 12.0 分です。デフォルトは 5.0 分です。復元時間は、トラフィックが現用カー
ドに復帰するまでの時間です。切り替えの原因になった状態がなくなると、復元タイマが開始しま
す。

（注）

[Bidirectional] 切り替えオプションは、スプリッタ保護グループには適用されません。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

ステップ 10

Cisco TransportPlanner のトラフィック マトリクスで示されたすべてのスプリッタ保護グループについ
て、この手順を繰り返します。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。
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NTP-G198 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードに対する 1+1 保護の作成
目的

この手順では、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE カードのク
ライアント ポートおよびカード障害に対して保護を行う 1+1 保護グルー
『Cisco ONS 15454 DWDM
プを作成します。1+1 保護の詳細については、
Reference Manual』の「Transponder and Muxponder Cards」の章を参照
してください。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

『Cisco ONS 15454 Hardware Installation Guide』の「NTP-G15 Install
the Common Control Cards」
『Cisco ONS 15454 Hardware Installation Guide』の「NTP-G14 Install
DWDM Equipment」
「NTP-G139 Cisco TransportPlanner レポートおよびファイルの確認」
（P.4-4）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

クライアント ポートおよびカードの障害に対してカードを保護するノードで、「DLP-G46 CTC へのロ
グイン」（P.3-31）のタスクの作業を行います。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みま
す。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが表 4-4（P.4-110）で指定されている要件
に従って取り付けられているか確認してください。

ステップ 3

1+1 保護を作成するトランク ポートで、Trunk to Trunk（L2）オプションを選択し「NTP-G242 内部
パッチコードの手動作成」（P.4-114）の作業を行います。

ステップ 4

「DLP-G461 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、または 10GE_XPE カードに対する 1+1 保護グループの
作成」（P.6-28）のタスクの作業を行い、保護グループを作成します。

ステップ 5

[Protection Action] を [None] または [Squelch] に設定することで、スタンバイ ポート動作を設定しま
す。スタンバイ ポート動作の設定方法については、「DLP-G380 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、およ
び 10GE_XPE カードのイーサネット設定のプロビジョニング」（P.6-226）のタスクを参照してくださ
い。

（注）

100FX および 100LX SFP が保護グループで使用され、（Y 字型ケーブルではなく）パラレル
ケーブルでピアに接続されている場合、1+1 保護グループでスケルチをイネーブルにしないで
ください。

（注）

L2 1+1 保護を 10GE_XP および 10GE_XPE カードに設定する場合、クライアント ポートの
[Protection Action] を [None] に設定してください。[Protection Action] を [Squelch] に設定す
ると、スイッチは予想外の動作となります。
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ステップ 6

モード パラメータを [Auto]、[1000] または他の値に設定することで、スタンバイおよびアクティブ
ポート スピードを設定します。スタンバイ ポート動作の設定方法については、「DLP-G380 GE_XP、
10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードのイーサネット設定のプロビジョニング」（P.6-226）
のタスクを参照してください。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G461 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードに対する 1+1 保護グループの作成
目的

この手順で、1+1 保護グループを内部パッチコードが作成された
GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE スロットに作成しま
す。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G344 プロビジョニング可能パッチコードおよび内部パッチコード
の確認」（P.8-42）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはマルチシェルフ ビュー（マルチシェルフ モード）
で、[Provisioning] > [Protection] タブをクリックします。

ステップ 2

[Protection Groups] 領域で、[Create] をクリックします。

ステップ 3

[Create Protection Group] ダイアログボックスで次の情報を入力します。
• [Name]：保護グループの名前を入力します。保護グループ名には、32 文字までの英数字（a ～ z、
A ～ Z、0 ～ 9）を使用します。特殊文字も使用できます。TL1 と互換性を持たせるために、疑問
符（?）、バックスラッシュ（\）、二重引用符（"）は使用しないでください。
• [Type]：[L2 1+1(port)] をドロップダウン リストから選択します。
• [Protect Port]：ドロップダウン リストから、アクティブ ポートへのスタンバイまたは保護ポート
となるポートを選択します。リストには、使用可能なトランスポンダ ポートまたはマックスポン
ダ ポートが表示されます。トランスポンダ カードまたはマックスポンダ カードが取り付けられて
いない場合は、ドロップダウン リストにポートは表示されません。
保護ポートを選択すると、使用可能な現用ポートの一覧が [Available Ports] リストに表示されます。使
用可能なカードがない場合は、ポートは表示されません。その場合は、この作業を行う前に、物理カー
ドを取り付けるか、「DLP-G353 スロットの事前プロビジョニング」（P.4-57）のタスクに従って、
ONS 15454 スロットを事前プロビジョニングする必要があります。

ステップ 4

[Available Ports] の一覧から、[Protected Port] ドロップダウン リストで選択したポートで保護する
ポートを選択します。上にある矢印ボタンをクリックして、そのポートを [Working Ports] リストに移
動します。

ステップ 5

残りのフィールドを次のように設定します。

• [Revertive]：障害状態が修正された後、[Reversion Time] フィールドに入力された時間でトラ
フィックを現用ポートに復帰させる場合、このチェックボックスをオンにします。

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2

6-28

78-19286-01-J

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング
はじめる前に

• [Reversion time]：[Revertive] をオンにした場合に、ドロップダウン リストから復元時間を選択し
ます。範囲は 0.5 ～ 12.0 分です。デフォルトは 5.0 分です。復元時間は、トラフィックが現用カー
ドに復帰するまでの時間です。切り替えの原因になった状態がなくなると、復元タイマが開始しま
す。

[Bidirectional] 切り替えオプションは、SONET および SDH 1+1 保護グループで利用できます。
ステップ 6

[OK] をクリックします。

ステップ 7

Cisco TransportPlanner のトラフィック マトリクスで示されたすべての 1+1 保護グループについて、こ
の手順を繰り返します。

ステップ 8

元の手順（NTP）に戻ります。

NTP-G98 2.5G マルチレート トランスポンダ カードの
回線設定と PM パラメータしきい値のプロビジョニング
目的

この手順では、TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G のトランスポン
ダ カードの回線およびしきい値の設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、
ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」（P.4-67）
「DLP-G63 SFP または XFP の取り付け」（P.4-70）
（P.6-11）
（必要な場
「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」
合）
「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）（必要な場合）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

トランスポンダ カードの設定を変更するノードで、
「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスク
の作業を行います。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて「NTP-G103 データベースのバックアップ」（P.14-2）の手順を実行し、既存の伝送設定
を保持します。

ステップ 3

必要に応じて、次の任意のタスクを実行します。

• 「DLP-G229 2.5G マルチレート トランスポンダ カードの設定の変更」（P.6-30）
• 「DLP-G230 2.5G マルチレート トランスポンダの回線設定の変更」（P.6-32）
• 「DLP-G231 2.5G マルチレート トランスポンダの回線セクション トレース設定の変更」（P.6-34）
• 「DLP-G232 2.5G マルチレート トランスポンダの SONET または SDH 回線しきい値設定の変更」
（P.6-37）
• 「DLP-G320 2.5G マルチレート トランスポンダの 1G イーサネットまたは 1G FC/FICON ペイロー
ド用回線 RMON しきい値の変更」（P.6-40）
• 「DLP-G305 2.5G マルチレート トランスポンダのトランク ポート アラームと TCA しきい値のプ
ロビジョニング」（P.6-41）
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• 「DLP-G306 2.5G マルチレート トランスポンダのクライアント ポート アラームと TCA しきい値
のプロビジョニング」（P.6-43）
• 「DLP-G234 2.5G マルチレート トランスポンダ OTN 設定の変更」（P.6-47）
• 「DLP-G367 2.5G マルチレート トランスポンダのトランク波長設定の変更」（P.6-36）
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G229 2.5G マルチレート トランスポンダ カードの設定の変更
目的

このタスクでは、TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポン
ダ カードのカード設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、カー
ド設定を変更する TXP_MR_2.5G または TXPP_MR_2.5G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Card] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-5 に示されている任意の設定を変更します。

（注）

[Card] サブタブの [Framing Type] および [Tunable Wavelengths] フィールドは表示専用です。
[Framing Type] は、カードのフレーミング タイプ（SONET または SDH）を表示し、カードが
ANSI または ETSI のいずれのシャーシに取り付けられているかによって変わります。
[Tunable Wavelengths] フィールドは、取り付けられている物理的な TXP_MR_2.5G または
TXPP_MR_2.5G の調整可能な波長を表示します。
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表 6-5

パラメータ

[Termination
Mode]

[Regeneration
Peer Slot]

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポンダ カードの設定

説明

オプション

動作モードを設定します（SONET/SDH
ペイロードの場合にのみサポートされる
オプション）。詳細については、
『Cisco ONS 15454 DWDM Reference
Manual』の「Transponder and
Muxponder Cards」の章を参照してくだ
さい。
もう 1 つの TXP_MR_2.5G または
TXPP_MR_2.5G カードを搭載するス
ロットを設定し、再生ピア グループを作
成します。再生ピア グループを作成する
と、完全な信号再生を実行するために必
要な 2 枚の TXP_MR_2.5G または
TXPP_MR_2.5G カードの管理が容易に
なります。
再生ピア グループは、2 枚のカードのプ
ロビジョニングを同期します。一方の
TXP_MR_2.5G または TXPP_MR_2.5G
カードでペイロード タイプと ITU-T
G.709 Optical Transport Network（OTN;
光転送ネットワーク）に加えられた変更
は、ピアの TXP_MR_2.5G または
TXPP_MR_2.5G カードに反映されます。
（注）

Y 字型ケーブル保護グループは、

• [Transparent]
• [Section]（ANSI）または
[Regeneration Section]（ETSI）
• [Line]（ANSI）または [Multiplex
Section]（ETSI）
• なし
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17

再生ピア グループに属する
TXP_MR_2.5G または
TXPP_MR_2.5G カードでは作成
できません。

[Regeneration
Group Name]

再生ピアグループ名を設定します。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

ユーザ定義です。
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DLP-G230 2.5G マルチレート トランスポンダの回線設定の変更
目的

このタスクでは、TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポン
ダ カードのクライアント ポートの回線設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順
必須 / 適宜

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
設定を変更する TXP_MR_2.5G または TXPP_MR_2.5G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [SONET] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-6 に示されている任意の設定を変更します。

（注）

2.5G マルチレート トランスポンダのトランク設定は、「DLP-G305 2.5G マルチレート トラン
（P.6-41）のタスク
スポンダのトランク ポート アラームと TCA しきい値のプロビジョニング」
でプロビジョニングされます。

表 6-6

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポンダ カードの回線設定

パラメータ

説明

[Port]

（表示のみ）ポート番号を表示します。

オプション

• 1
• 2（トランク）
• 3（トランク）（TXPP_MR_2.5G カードのみ）

[Port Name]

表示されている各ポートに論理名を割り当てるに
は、このフィールドに入力します。

ユーザ定義です。名前は、英数字および特殊文字で
32 文字までです。デフォルトではブランクです。
「DLP-G104 ポートへの名前の割り当て」（P.8-3）
のタスクを参照してください。

[Admin State]

ネットワーク状態が原因で変更できない場合を除
き、ポート サービス状態を設定します。管理状態の
詳細については、『Cisco ONS 15454 DWDM
Reference Manual』の付録「Administrative and
Service States」を参照してください。

• [IS]（ANSI）または [Unlocked]（ETSI）
• [IS,AINS]（ANSI）または
[Unlocked,automaticInService]（ETSI）
• [OOS,DSBLD]（ANSI）または
[Locked,disabled]（ETSI）
• [OOS,MT]（ANSI）または
[Locked,maintenance]（ETSI）
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表 6-6

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポンダ カードの回線設定（続き）

パラメータ

説明

[Service State] （表示のみ）ポートの概況を示す、自動生成された
状態を識別します。サービス状態は、Primary
State-Primary State Qualifier, Secondary State とい
う形式で表示されます。サービス状態の詳細につい
ては、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference
Manual』の付録「Administrative and Service
States」を参照してください。

[SF BER]

（OC-N および STM-N ペイロードのみ）信号障害
ビット エラー レートを設定します。

オプション

• [IS-NR]（ANSI）または [Unlocked-enabled]
（ETSI）
• [OOS-AU,AINS]（ANSI）または
[Unlocked-disabled, automaticInService]
（ETSI）
• [OOS-MA,DSBLD]（ANSI）または
[Locked-enabled,disabled]（ETSI）
• [OOS-MA,MT]（ANSI）または
[Locked-enabled,maintenance]（ETSI）
[1E-3]
•
• [1E-4]
• [1E-5]

[SD BER]

（OC-N および STM-N ペイロードのみ）信号劣化
ビット エラー レートを設定します。

• [1E-5]
• [1E-6]
• [1E-7]
• [1E-8]
• [1E-9]

[ALS Mode]

Automatic Laser Shutdown（ALS; 自動レーザー遮

• [Disabled]（デフォルト）

断）機能を設定します。

• [Auto Restart]
• [Manual Restart]
• [Manual Restart for Test]

[Reach]

クライアント ポートの光の到達距離を表示します。 オプション：ANSI/ETSI

• [Autoprovision/Autoprovision]（デフォルト）
• [SR]
• [SR 1/I-1]：短距離、最大 2 km
• [IR 1/S1]：中距離、最大 15 km
• [IR 2/S2]：中距離、最大 40 km
• [LR 1/L1]：長距離、最大 40 km
• [LR 2/L2]：長距離、最大 80 km

[Wavelength]

クライアント ポートの波長を表示します。

• [LR 3/L3]：長距離、最大 80 km
• [First Tunable Wavelength]
• [Further wavelengths]：1310 ～ 1560.61 nm、
100 GHz の ITU 間隔、Coarse Wavelength
Division Multiplexing（CWDM; 低密度波長分
割多重）間隔
注：サポートされている波長はアスタリスク（**）
でマークされています。
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表 6-6

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポンダ カードの回線設定（続き）

パラメータ

説明

[AINS Soak]

[Type]

オプション

（OC-N および STM-N ペイロードのみ）自動イン
サービスのソーク期間を設定します。

（OC-N および STM-N ペイロードのみ）光トランス
ポート タイプ

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

• hh:mm 形式で示された、有効な入力信号の持
続時間。この時間を経過した後、カードは自動
的に In Service（IS; 稼動中）に設定されます。

• 0 ～ 48 時間で、増分は 15 分です。
• [SONET]
• [SDH]

DLP-G231 2.5G マルチレート トランスポンダの回線セクション ト
レース設定の変更
このタスクでは、TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポン
ダ カードのセクション トレース設定を変更します。

目的
ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

（注）

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

この作業が適用されるのは、SONET サービスだけです。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、セク
ション トレース設定を変更する TXP_MR_2.5G または TXPP_MR_2.5G カードをダブルクリックしま
す。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Section Trace] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-7 に示されている任意の設定を変更します。
表 6-7

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポンダ カード セクション トレースの
設定

パラメータ

[Port]

説明
（表示のみ）ポート番号。

オプション

• 1
• 2（トランク）
• 3（トランク）（TXPP_MR_2.5G の
み）

[Received
Trace Mode]

トレース モードを設定します。

• [Off/None]
• [Manual]
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表 6-7

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポンダ カード セクション トレースの
設定（続き）

パラメータ

説明

[Disable
AIS/RDI on
TIM-S]

J0 オーバーヘッド文字列の不一致が原因
で TIM on Section オーバーヘッド ア

• オン（AIS/RDI on TIM-S はディ

ラームが発生しても、このボックスをオ
ンにしていればアラーム検出信号がダウ
ンストリーム ノードに送信されません。

• オフ（AIS/RDI on TIM-S はディ

[Transmit
Section Trace
String Size]

トレース文字列サイズを設定します。

• 1 バイト

[Transmit]

現在の送信文字列を表示し、新規の送信
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

トレース文字列サイズの文字列

[Expected]

現在の予測文字列を表示し、新規の予測
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

トレース文字列サイズの文字列

[Received]

[Auto-refresh]

オプション
セーブル）
セーブルでない）

• 16 バイト

（表示のみ）現在の受信文字列を表示し
トレース文字列サイズの文字列
ます。[Refresh] をクリックしてこの表示
を手動でリフレッシュするか、
[Auto-refresh every 5 sec] チェックボッ
クスをオンにして、この表示が常に自動
更新されるようにできます。
オンにした場合は、表示が 5 秒ごとに自
動的にリフレッシュされます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

オン / オフ（デフォルト）
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DLP-G367 2.5G マルチレート トランスポンダのトランク波長設定の
変更
このタスクでは、TXP_MR_2.5G と TXPP_MR_2.5G カードのトランク
波長設定を変更します。

目的
ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク波長の設定を変更する TXP_MR_2.5G または TXPP_MR_2.5G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Wavelength Trunk Settings] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-8 を参照して、任意の設定を変更します。
表 6-8

パラメータ

[Port]

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G カード トランク波長の設定

説明
（表示のみ）ポート番号を表示します。

オプション

• 2（トランク）
• 3（トランク）（TXPP_MR_2.5G の
み）

[Wavelength]

トランクにプロビジョニングされる波
長。

• [First Tunable Wavelength]
• その他の 100 GHz ITU-T、C 帯域間
隔の波長。カードが取り付けられて
いる場合、カードで伝送される波長
は 2 つのアスタリスクで識別されま
す。その他の波長は背景色がダーク
グレーになります。カードが取り付
けられていない場合は、すべての波
長がダークグレーの背景色で表示さ
れます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G232 2.5G マルチレート トランスポンダの SONET または
SDH 回線しきい値設定の変更
このタスクでは、OC-3/STM-1、OC-12/STM-4、および OC-48/STM-16
ペイロードを伝送する TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランス
ポンダ カードの回線しきい値設定を変更します。

目的

ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
しきい値設定を変更する TXP_MR_2.5G または TXPP_MR_2.5G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line Thresholds] タブをクリックします。
（注）

ステップ 3

表 6-9 に示されている任意の設定を変更します。

（注）

表 6-9

[Near End] と [Far End]、[15 Min] と [1 Day]、および [Line] と [Section] は、個別に変更する
必要があります。これを行うには、適切なオプション ボタンを選択し、[Refresh] をクリック
します。

表 6-9 に記載されているパラメータとオプションの中には、TXP_MR_2.5G または
TXPP_MR_2.5G カードすべてに適用されないものがあります。パラメータやオプションが適
用されない場合、そのパラメータやオプションは CTC に表示されません。

OC-3/STM-1、OC-12/STM-4、および OC-48/STM-16 ペイロードに対する TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G
トランスポンダ カード回線しきい値設定

パラメータ

[Port]

説明
（表示のみ）ポート番
号

オプション - ANSI

オプション - ETSI

• 1

• 1

• 2（トランク）

• 2（トランク）

• 3（トランク）（TXPP_MR_2.5G の

• 3（トランク）（TXPP_MR_2.5G の

み）

[EB]

み）

Path Errored Block
は、ブロック内で 1

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

つ以上のビットがエ
ラーになっているこ
とを示します。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

各カテゴリのオプションを選択し、

[Refresh] をクリックします。
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表 6-9

OC-3/STM-1、OC-12/STM-4、および OC-48/STM-16 ペイロードに対する TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G
トランスポンダ カード回線しきい値設定（続き）

パラメータ

説明

オプション - ANSI

オプション - ETSI

[CV]

符号化違反

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

—

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Line] または [Section]
（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[ES]

エラー秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）

[SES]

重大エラー秒数

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[Refresh] をクリックします。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[FC]

（Line または

Multiplex Section の
み）障害カウント

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

各カテゴリのオプションを選択し、

各カテゴリのオプションを選択し、

[Refresh] をクリックします。
—

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Line] または [Section]
（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
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表 6-9

OC-3/STM-1、OC-12/STM-4、および OC-48/STM-16 ペイロードに対する TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G
トランスポンダ カード回線しきい値設定（続き）

パラメータ

[SEFS]

オプション - ANSI

説明

オプション - ETSI

（Near End Section ま 数値。しきい値表示オプションは、次の
たは Regeneration
とおりです。
Section のみ）重大エ
• [Direction]：[Near End] または [Far
ラー フレーミング秒
End]
数
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1

—

Day]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、

[Refresh] をクリックします。
[UAS]

使用不可秒数

[BBE]

バックグラウンド ブ
ロック エラー

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]

• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

—

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G320 2.5G マルチレート トランスポンダの 1G イーサネットま
たは 1G FC/FICON ペイロード用回線 RMON しきい値の変更
このタスクでは、1G イーサネットまたは 1G FC/FICON ペイロードを伝
送する TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポンダ カードの
回線 Remote Monitoring（RMON; リモート モニタリング）しきい値設定
を変更します。

目的

ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

カード ビューで、回線しきい値を変更する TXP_MR_2.5G または TXPP_MR_2.5G カードを表示しま
す。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line Thresholds] > [RMON Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

[Create] をクリックします。[Create Threshold] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Port] ドロップダウン リストで、適用可能なポートを選択します。

ステップ 5

[Variable] ドロップダウン リストで、イーサネット変数を選択します。利用可能なイーサネット変数の
一覧については、表 6-10 を参照してください。
表 6-10

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G カードの 1G イーサネットおよび 1G FC/FICON の
しきい値

変数

説明

ifInErrors

上位層のプロトコルに送信されない原因となるエラーを含む着
信パケットの数。

rxTotalPkts

受信されたパケットの合計数。

8b10bStatsEncodingDispErrors

ファイバ チャネル回線側での IETF 8b10b ディスパリティ違反
の数。

8b10bIdleOrderedSets

アイドル状態のオーダー セットを含む受信パケットの数。

8b10bNonIdleOrderedSets

非アイドル状態のオーダー セットを含む受信パケットの数。

8b10bDataOrderedSets

データ オーダー セットを含む受信パケットの数。

ステップ 6

[Alarm Type] ドロップダウン リストを使用して、上昇しきい値、下限しきい値、または上昇しきい値
と下限しきい値の両方のいずれでイベントがトリガーされるのかを指定します。

ステップ 7

[Sample Type] ドロップダウン リストで [Relative] または [Absolute] を選択します。[Relative] の場合
は、ユーザ設定によるサンプリング期間内の発生回数を使用するようにしきい値が制限されます。
[Absolute] の場合は、期間を問わず、合計発生回数を使用するようにしきい値が設定されます。

ステップ 8

[Sample Period] フィールドに適切な秒数を入力します。

ステップ 9

[Rising Threshold] フィールドに適切な発生回数を入力します。
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上昇タイプのアラームの場合は、下限しきい値より小さい値から上昇しきい値より大きい値まで測定値
が変化する必要があります。たとえば、15 秒間ごとに 1000 回のコリジョンに設定されている上昇しき
い値未満で稼動しているネットワークで問題が起こり、15 秒間に 1001 回のコリジョンが発生すると、
発生回数がしきい値を超えるためにアラームがトリガーされます。
ステップ 10

[Falling Threshold] フィールドに適切な発生回数を入力します。通常は、下限しきい値を上昇しきい値
より低く設定します。
下限しきい値は上昇しきい値と対照的なしきい値です。上昇しきい値を超えていた発生回数が下限しき
い値未満になると、上昇しきい値がリセットされます。たとえば、15 秒間に 1001 回のコリジョンを発
生させていたネットワークの問題が収束して 15 秒に発生するコリジョンが 799 回だけになった場合、
発生回数は下限しきい値の 800 コリジョン未満になります。これにより、上昇しきい値がリセットさ
れるため、ネットワーク コリジョンが再び急増して 15 秒間に 1000 回を超えると、上昇しきい値を超
えるときにイベントが再度トリガーされます。イベントは上昇しきい値を初めて超えるときだけにトリ
ガーされます（このようにしないと、1 回のネットワークの問題で上昇しきい値を複数回超えて、イベ
ントをフラッディングさせるおそれがあります）。

ステップ 11

[OK] をクリックします。

ステップ 12

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G305 2.5G マルチレート トランスポンダのトランク ポート ア
ラームと TCA しきい値のプロビジョニング
目的

このタスクでは、TXP_MR_2.5G と TXPP_MR_2.5G のトランク ポート
アラームとおよび Threshold Crossing Alert（TCA; しきい値超過アラー
ト）のしきい値を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

この作業において、トランク ポートは TXP_MR_2.5G カードのポート 2、TXPP_MR_2.5G カードの
ポート 2 と 3 を指します。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク ポート アラームと TCA の設定を変更する TXP_MR_2.5G または TXPP_MR_2.5G カードをダブ
ルクリックします。

ステップ 2

[Pluggable Port Modules] タブをクリックします。[Pluggable Ports] で、プロビジョニングする Rate を
記録します。

ステップ 3

表 6-11 でレートを参照し、2R または 3R のいずれかであるか確認します。
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表 6-11

クライアント インターフェイス別の 2R と 3R モードおよび ITU-T G.709 適合性

クライアント インターフェイス

入力ビット
レート

OC-48/STM-16
DV-6000

ITU-T G.709

2.488 Gbps

3R または 2R
3R

2.38 Gbps

2R

—
1

オンまたはオ
フ

2.125 Gbps

3R

1.48 Gbps

2R

—

Gigabit Ethernet（GE; ギガビット イーサネット） 1.25 Gbps

3R

オンまたはオ
フ

2 Gigabit Fibre Channel（2G-FC; 2 ギガビット
ファイバ チャネル）/Fiber Connectivity
（FICON; 光ファイバ接続）
High-Definition Television（HDTV; 高精細度テ

オンまたはオ
フ

レビ）

1 Gigabit Fibre Channel（1G-FC; 1 ギガビット
ファイバ チャネル）/FICON
OC-12/STM-4

1.06 Gbps

3R

オンまたはオ
フ

622 Mbps

3R

オンまたはオ
フ

OC-3/STM-1

155 Mbps

3R

オンまたはオ
フ

Enterprise System Connection（ESCON）

200 Mbps

2R

—

SDI/D1 ビデオ
ISC-1 Compact

270 Mbps

2R

—

1.06 Gbps

3R

オフ

ISC-3

1.06 または
2.125 Gbps

2R

—

ETR_CLO

16 Mbps

2R

—

1. モニタリングなし

ステップ 4

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 5

[Types] の [TCA] オプション ボタンがオンになっていることを確認します。オンになっていない場合、
確認して [Refresh] をクリックします。

ステップ 6

表 6-12 を参照し、レートが 2R または 3R のいずれかであるに応じて RX Power High と RX Power
Low のトランク ポート TCA しきい値をプロビジョニングします。必要に応じて新しいしきい値をプ
ロビジョニングします。これを行うには、変更するしきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい
値を入力して Enter を押します。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。
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表 6-12

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランク ポート TCA しきい値

信号

TCA RX Power
Low

TCA RX Power
High

3R

-23 dBm

-9 dBm

2R

-24 dBm

-9 dBm

ステップ 7

[Apply] をクリックします。

ステップ 8

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。

ステップ 9

RX Power High のトランク ポート アラームしきい値が -7 dBm、RX Power Low のトランク ポート ア
ラームしきい値が -26 dBm であることを確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニン
グします。これを行うには、変更するしきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して
Enter を押します。

ステップ 10

[Apply] をクリックします。

ステップ 11

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G306 2.5G マルチレート トランスポンダのクライアント ポー
ト アラームと TCA しきい値のプロビジョニング
このタスクでは、TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G カードのクラ
イアント ポート アラームと TCA しきい値をプロビジョニングします。

目的
ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

ステップ 1

ステップ 2

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、クラ
イアント ポート アラームと TCA の設定を変更する TXP_MR_2.5G または TXPP_MR_2.5G カードを
ダブルクリックします。

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。デフォルトでは、TCA しきい値が表示さ
れます。

ステップ 3

表 6-13 を参照し、反対側にあるクライアント インターフェイスに基づいて、RX Power High、RX
Power Low、TX Power High および TX Power Low のポート 1（クライアント）TCA しきい値を確認
します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを行うには、変更するしきい値
をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押します。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。
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（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

（注）

カードへのファイバ インターフェイスを提供するために TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、10GE_XPE、または ADM-10G カードの前面プレートに接続されるハードウェア
デバイスは、Small Form-Factor Pluggable（SFP または XFP）と呼ばれます。CTC では、SFP
および XFP を Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）と呼びます。SFP
および XFP は、ポートに接続されて、ポートを光ファイバ ネットワークに接続する、ホット
スワップ可能な入出力デバイスです。マルチレート PPM にはプロビジョニング可能なポート
レートとペイロードがあります。SFP および XFP の詳細については、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』で「Transponder and Muxponder Cards」の章を参照してくださ
い。

表 6-13

ポート タイ
プ
（CTC）

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G カード クライアント インターフェイス TCA しきい値

着脱可能ポート モ
ジュール
（SFP）

TCA RX
Power
Low

TCA RX
Power
High

TCA TX
Power
Low

TCA TX
Power
High

OC-3

15454-SFP3-1-IR

-23

-8

-21

-2

STM-1

15454E-SFP-L.1.1

-24

-10

-21

-2

OC-12

15454-SFP12-4-IR

-28

-7

-21

-2

STM-4

15454E-SFP-L.4.1

-28

-8

-21

-2

OC-48

ONS-SE-2G-S1

-18

-3

-16

3

15454-SFP-OC48-IR

-18

0

-11

6

ONS-SE-2G-S1

-18

-3

-16

3

15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

-17

0

-16

3

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-20

-3

-16

3

ESCON

15454-SFP-200
15454E-SFP-200
ONS-SE-200-MM

-21

-14

-35

-8

DV6000

15454-SFP-OC48-IR

-18

0

-11

6

15454E-SFP-L.16.1

-18

-3

-16

3

SDI_D1_
VIDEO

15454-SFP12-4-IR

-28

-7

-21

-2

15454E-SFP-L.4.1

-28

-8

-21

-2

HDTV

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-20

-3

-16

3

—

—

—

—

STM-16

15454E-SFP-L.16.1
ONE_GE

PASS-THRU 2R MODE
（指定なし）
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表 6-13

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G カード クライアント インターフェイス TCA しきい値（続き）

TCA RX
Power
Low

TCA RX
Power
High

TCA TX
Power
Low

TCA TX
Power
High

15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

-17

0

-16

3

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-20

-3

-16

3

15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

-15

0

-16

3

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-20

-3

-16

3

15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

-17

0

-16

3

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-20

-3

-16

3

15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

-15

0

-16

3

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-20

-3

-16

3

ETR_CLO

15454-SFP-200
15454E-SFP-200
ONS-SE-200-MM

-17

0

-16

3

ISC compat

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-20

-3

-16

3

ISC peer

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-20

-3

-16

3

ポート タイ
プ
（CTC）

FC1G

FC2G

FICON1G

FICON2G

着脱可能ポート モ
ジュール
（SFP）

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。

ステップ 6

表 6-14 を参照し、プロビジョニングされたクライアント インターフェイスに基づいて RX Power
High、RX Power Low、TX Power High および TX Power Low のアラームしきい値を確認します。必
要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを行うには、変更するしきい値をダブルク
リックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押します。
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表 6-14

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G カード クライアント インターフェイス アラームの
しきい値

ポート タイ
プ
（CTC）

着脱可能ポート モ
ジュール
（SFP）

Alarm RX
Power
Low

Alarm RX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

OC-3

15454-SFP3-1-IR

-26

-5

-17

-6

STM-1

15454E-SFP-L.1.1

-27

-7

-17

-6

OC-12

15454-SFP12-4-IR

-31

-4

-17

-6

STM-4

15454E-SFP-L.4.1

-31

-5

-17

-6

OC-48

ONS-SE-2G-S1

-21

0

-12

-1

15454-SFP-OC48-IR

-21

3

-7

2

ONS-SE-2G-S1

-21

0

-12

-1

15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

-20

3

-12

-2

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-23

0

-12

-1

ESCON

15454-SFP-200
15454E-SFP-200
ONS-SE-200-MM

-24

-11

-31

-12

DV6000

15454-SFP-OC48-IR

-21

3

-7

2

15454E-SFP-L.16.1

-21

0

-12

-5

SDI_D1_
VIDEO

15454-SFP12-4-IR

-31

-4

-17

-6

15454E-SFP-L.4.1

-31

-5

-17

-6

HDTV

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-23

0

-12

-1

—

—

—

—

15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

-20

3

-12

-2

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-23

0

-12

-1

15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

-18

3

-12

-2

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-23

0

-12

-1

STM-16

15454E-SFP-L.16.1
ONE_GE

PASS-THRU 2R MODE
（指定なし）

FC1G

FC2G
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表 6-14

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G カード クライアント インターフェイス アラームの
しきい値（続き）

Alarm RX
Power
Low

Alarm RX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

-20

3

-12

-2

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-23

0

-12

-1

15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

-18

3

-12

-2

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-23

0

-12

-1

ETR_CLO

15454-SFP-200
15454E-SFP-200
ONS-SE-200-MM

-20

3

-12

-2

ISC compat

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-23

0

-12

-1

ISC peer

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-23

0

-12

-1

ポート タイ
プ
（CTC）

FICON1G

FICON2G

着脱可能ポート モ
ジュール
（SFP）

ステップ 7

[Apply] をクリックします。

ステップ 8

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G234 2.5G マルチレート トランスポンダ OTN 設定の変更
目的
ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポン
ダ カードの OTN 設定を変更します。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
OTN 設定を変更する TXP_MR_2.5G または TXPP_MR_2.5G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [OTN] タブをクリックし、[OTN Lines]、[G.709 Thresholds]、[FEC Thresholds]、ま
たは [Trail Trace Identifier] の、いずれかのサブタブを選択します。
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ステップ 3

表 6-15 ～ 6-18 を参照して、任意の設定を変更します。

（注）

[Near End] と [Far End]、[15 Min] と [1 Day]、および [SM] と [PM] の設定は、個別に変更す
る必要があります。これを行うには、適切なオプション ボタンを選択し、[Refresh] をクリッ
クします。

表 6-15 では、[Provisioning] > [OTN] > [OTN Lines] タブの値を説明します。
表 6-15

パラメータ

[Port]
[G.709 OTN]

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポンダ カードの OTN 回線設定

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号を表示します。

ITU-T G.709 に基づいて OTN 回線を設
定します。

[FEC]
[SF BER]
[SD BER]

• 2（トランク）
• 3（トランク）（TXPP_MR_2.5G）
• [Enable]
• [Disable]

OTN 回線を Forward Error Correction
（FEC; 前方誤り訂正）に設定します。

• [Enable]

（表示のみ）信号障害ビット エラー レー
ト。

• [1E-5]

信号劣化ビット エラー レートを設定しま
す。

• [Disable]

• [1E-5]
• [1E-6]
• [1E-7]
• [1E-8]
• [1E-9]

表 6-16 では、[Provisioning] > [OTN] > [G.709 Thresholds] タブの値を説明します。
表 6-16

パラメータ

[Port]1

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポンダ カードの ITU-T G.709 しきい値設定

説明
（表示のみ）ポート番号

オプション

• 2（トランク）
• 3（トランク）（TXPP_MR_2.5G）

[ES]

エラー秒数

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。

[SES]

重大エラー秒数

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。

[UAS]

使用不可秒数

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。
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表 6-16

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポンダ カードの ITU-T G.709 しきい値設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[BBE]

バックグラウンド ブロック
エラー

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。

[FC]

障害カウンタ

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。

1. 1G-FC ペイロードの遅延時間は、ITU-T G.709 を使用しない場合は 4 マイクロ秒、ITU-T G.709 を使用する場合
は 40 マイクロ秒です。2G-FC ペイロードの遅延時間は、ITU-T G.709 を使用しない場合は 2 マイクロ秒、
ITU-T G.709 を使用する場合は 20 マイクロ秒です。遅延時間の影響を受けやすい FC ネットワークを計画する場
合は、これらの値を考慮してください。

表 6-17 では、[Provisioning] > [OTN] > [FEC Threshold] タブの値を説明します。
表 6-17

パラメータ

[Port]

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポンダ カードの FEC しきい値設定

説明

オプション

• 2（トランク）

（表示のみ）ポート番号。

• 3（トランク）（TXPP_MR_2.5G）

[Bit Errors
Corrected]

訂正ビット エラー数の値を設定します。 数値。15 分または 1 日の間隔で設定でき
ます。

[Uncorrectable 訂正不可能なワード数の値を設定しま
Words]
す。

数値。15 分または 1 日の間隔で設定でき
ます。

表 6-18 では、[Provisioning] > [OTN] > [Trail Trace Identifier] タブの値を説明します。
表 6-18

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポンダ カード Trail Trace Identifier の
設定

パラメータ

[Port]
[Level]

説明

オプション

• 2（トランク）

（表示のみ）ポート番号。

• 3（トランク）（TXPP_MR_2.5G）
• [Section]

レベルを設定します。

• [Path]
• [Off/None]

[Received
Trace Mode]

トレース モードを設定します。

[Disable FDI
on TIM]

J0 オーバーヘッド文字列の不一致が原因
で TIM on Section オーバーヘッド ア

• オン（AIS/RDI on TIM-S はディ

ラームが発生しても、このボックスをオ
ンにしていればアラーム検出信号がダウ
ンストリーム ノードに送信されません。

• オフ（AIS/RDI on TIM-S はディ

• [Manual]
セーブル）
セーブルでない）
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表 6-18

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランスポンダ カード Trail Trace Identifier の
設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[Transmit]

現在の送信文字列を表示し、新規の送信
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

トレース文字列サイズの文字列

[Expected]

現在の予測文字列を表示し、新規の予測
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

トレース文字列サイズの文字列

[Received]

[Auto-refresh]

（表示のみ）現在の受信文字列を表示し
トレース文字列サイズの文字列
ます。[Refresh] をクリックすると、この
表示を手動でリフレッシュできます。ま
たは、[Auto-refresh every 5 sec] チェッ
クボックスをオンにすると、このパネル
を最新にしておくことができます。
オンにした場合、表示が 5 分ごとに自動
的にリフレッシュされます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

オン / オフ（デフォルト）

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2

6-50

78-19286-01-J

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング
はじめる前に

NTP-G96 10G マルチレート トランスポンダ カード回
線設定、PM パラメータおよびしきい値のプロビジョニ

ング

目的

ツール / 機器
事前準備手順

この手順では、TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
TXP_MR_10E_L、および TXP_MR_10EX_C カードなどの 10G マルチ
レート トランスポンダ カードの回線およびしきい値設定を変更します。
なし
「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、
ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」（P.4-67）
「DLP-G63 SFP または XFP の取り付け」（P.4-70）
「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」
（P.6-11）
（必要な場
合）
「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）（必要な場合）

（注）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

TXP_MR_10G カードでは PPM はサポートされません。

ステップ 1

トランスポンダ カードの設定を変更するノードで、
「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスク
の作業を行います。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて「NTP-G103 データベースのバックアップ」（P.14-2）の手順を実行し、既存の伝送設定
を保持します。

ステップ 3

TXP_MR_10G カードをプロビジョニングする場合は、「DLP-G365 TXP_MR_10G データ レートのプ
ロビジョニング」（P.6-52）のタスクの作業を行います。該当しない場合は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 4

必要に応じて、次の任意のタスクを実行します。

• 「DLP-G216 10G マルチレート トランスポンダ カード設定の変更」（P.6-52）
• 「DLP-G217 10G マルチレート トランスポンダ回線設定の変更」（P.6-54）
• 「DLP-G218 10G マルチレート トランスポンダの回線セクション トレース設定の変更」（P.6-58）
• 「DLP-G219 10G マルチレート トランスポンダの SONET または SDH ペイロード（10G Ethernet
WAN Phy を含む）用回線しきい値の変更」（P.6-61）
• 「DLP-G319 10G マルチレート トランスポンダの 10G Ethernet LAN Phy ペイロード用回線 RMON
しきい値の変更」（P.6-65）
• 「DLP-G301 10G マルチレート トランスポンダのトランク ポート アラームと TCA しきい値のプロ
ビジョニング」（P.6-68）
• 「DLP-G302 10G マルチレート トランスポンダのクライアント ポート アラームと TCA しきい値の
プロビジョニング」（P.6-70）
• 「DLP-G221 10G マルチレート トランスポンダ OTN の設定の変更」（P.6-72）
• 「DLP-G368 10G マルチレート トランスポンダ トランク波長の設定の変更」（P.6-60）
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ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G365 TXP_MR_10G データ レートのプロビジョニング
目的

このタスクでは、TXP_MR_10G カードのデータ レートを変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、カー
ド データ レート設定を変更する TXP_MR_10G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Data Rate Selection] タブをクリックします。

ステップ 3

[Create] をクリックします。

ステップ 4

[Create Port] ダイアログボックスで、次のデータ レートのいずれかを選択します。
• [SONET]（ANSI）または [SDH]（ETSI）（10G Ethernet WAN Phy を含む）
• [10G Ethernet LAN Phy]

ステップ 5

[Ok] をクリックします。

ステップ 6

元の手順に戻ります。

DLP-G216 10G マルチレート トランスポンダ カード設定の変更
目的

このタスクでは、TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
TXP_MR_10E_L、および TXP_MR_10EX_C カードのカード設定を変更
します。

ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、カー
ド設定を変更する TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、または TXP_MR_10E_L カー
ドをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Card] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-19 に示されている任意の設定を変更します。

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2

6-52

78-19286-01-J

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング
はじめる前に

表 6-19

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C カードの設定

パラメータ

説明

[Termination
Mode]

操作のモードを設定します（このオプション
は、SONET ペイロードまたは SDH ペイロー
ドの場合にのみ使用できます）。詳細について
は、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference
Manual』の「Transponder and Muxponder
Cards」の章を参照してください。

ONS 15454 SDH のオプ

[AIS/Squelch （TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
Configuration] TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C のみ）トランスペアレン

ONS 15454 のオプション
• [Transparent]

ション

• [Transparent]

• [Section]
（TXP_MR_10E のみ）

• [Regeneration Section]
（TXP_MR_10E のみ）

• [Line]

• [Multiplex Section]

• [Squelch]

• [Squelch]

• [AIS]

• [AIS]

• なし

• なし

• 1

• 1

• 2

• 2

• 3

• 3

• 4

• 4

• 5

• 5

• 6

• 6

• 12

• 12

• 13

• 13

• 14

• 14

• 15

• 15

• 16

• 16

• 17

• 17

ト終端モードの設定を行います。

[Regeneration
Peer Slot]

もう 1 枚の TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、
TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、また
は TXP_MR_10EX_C カードを搭載するカー
ドを設定し、再生ピア グループを作成しま
す。再生ピア グループを作成すると、完全な
信号再生を実行するために必要な 2 枚の
TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、
TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、また
は TXP_MR_10EX_C カードの管理が容易に
なります。
再生ピア グループは、2 枚のカードのプロビ
ジョニングを同期します。一方の
TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、
TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、また
は TXP_MR_10EX_C カードでペイロード タ
イプおよび ITU-T G 709 Optical Transport
Network（OTN; 光転送ネットワーク）に変更
が加えられると、ピアの TXP_MR_10G、
TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C カードに反映されます。
（注）

Y 字型ケーブル保護グループは、再生
ピア グループに属する TXP カードに
は作成できません。
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表 6-19

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C カードの設定（続き）

パラメータ

説明

ONS 15454 SDH のオプ
[Regeneration （表示のみ）再生ピア グループ名。
Group Name]

ONS 15454 のオプション
—

[Tunable
（表示のみ）カードが取り付けられた後に、ト —
Wavelengths] ランク ポートのサポートされている波長を表
示します。TXP_MR_10E_C または
TXP_MR_10E_L カードの場合、サポート対

ション

—
—

象の最初と最後の波長、周波数の間隔、サ
ポート対象の波長の数が次の形式で表示され
ます。最初の波長 - 最後の波長 - 周波数の間隔
- サポート対象の波長の数。たとえば、
TXP_MR_10E_C カードでは、
「1529.55nm-1561.83nm-50gHz-82」となりま
す。TXP_MR_10E では、取り付けられた
カードでサポートされている 4 つの波長が表
示されます。TXP_MR_10G では、取り付け
られたカードでサポートされている 2 つの波
長が表示されます。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G217 10G マルチレート トランスポンダ回線設定の変更
目的

このタスクでは、TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
TXP_MR_10E_L、および TXP_MR_10EX_C カードの回線設定を変更し
ます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
設定を変更する TXP_MR_10G 、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [SONET/SDH/Ethernet] タブをクリックします。[SONET] は、10G Ethernet
WAN phy が Pluggable Port Rate であるときの ANSI シェルフのオプションです。[SDH] は、10G
Ethernet WAN phy が Pluggable Port Rate であるときの ETSI シェルフのオプションです。[Ethernet]
は、10GE LAN phy が Pluggable Port Rate であるときの、ANSI または ETSI シェルフのオプションで
す。

ステップ 3

表 6-20 に示されている任意の設定を変更します。
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（注）

表 6-20 のパラメータ タブには、10G マルチレート トランスポンダ カードすべてには適用され
ないものがあります。適用できないタブは、CTC に表示されません。

表 6-20

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C の回線設定

パラメータ

説明

ONS 15454（ANSI）のオプショ ONS 15454 SDH（ETSI）のオ
[Port]

（表示のみ）ポート番号を表示しま
す。

ン

プション

• 1（OC192）（10G Ethernet
WAN Phy）（TXP_MR_10G
の場合）

の場合）

• 1（TEN_GE）（イーサネット
LAN が TXP_MR_10G カー

• 1（TEN_GE）（イーサネット
LAN が TXP_MR_10G カー

ドにプロビジョニングされて
いる場合）

ドにプロビジョニングされて
いる場合）

• 1-1（OC192）
（TXP_MR_10E カード上の
10G Ethernet WAN Phy）

• 1-1（STM-64）
（TXP_MR_10E カード上の
10G Ethernet WAN Phy）

• 1-1（TEN_GE）（イーサネッ
ト LAN が TXP_MR_10E

• 1-1（TEN_GE）（イーサネッ
ト LAN が TXP_MR_10E

カードにプロビジョニングさ
れている場合）

カードにプロビジョニングさ
れている場合）

（10G ファイバ
• 1-1（FC10G）
チャネルが TXP_MR_10E

（10G ファイバ
• 1-1（FC10G）
チャネルが TXP_MR_10E

カードにプロビジョニングさ
れている場合）

カードにプロビジョニングさ
れている場合）

• 2（トランク）

[Port Name]

指定したポートに名前を割り当て
ることができます。

• 1（STM-64）（10G Ethernet
WAN Phy）（TXP_MR_10G

ユーザ定義です。名前は、英数字
および特殊文字で 32 文字までで
す。デフォルトではブランクで
す。

• 2（トランク）
ユーザ定義です。名前は、英数字
および特殊文字で 32 文字までで
す。デフォルトではブランクで
す。

「DLP-G104 ポートへの名前の割 「DLP-G104 ポートへの名前の割
り当て」（P.8-3）のタスクを参照 り当て」（P.8-3）のタスクを参照
してください。
してください。

[Admin State] ポートのサービス状態を設定しま
す。管理状態の詳細については、
『Cisco ONS 15454 DWDM
Reference Manual』の付録
「Administrative and Service
States」を参照してください。

• [IS]

• [Unlocked]

• [IS,AINS]

• [Unlocked,automaticInService]

• [OOS,DSBLD]

• [Locked,disabled]

• [OOS,MT]

• [Locked,maintenance]
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表 6-20

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C の回線設定（続き）

パラメータ

説明

ONS 15454（ANSI）のオプショ ONS 15454 SDH（ETSI）のオ
[Service State] （表示のみ）ポートの概況を示す、
自動生成された状態を識別します。
サービス状態は、Primary

State-Primary State Qualifier,
Secondary State という形式で表示

されます。サービス状態の詳細に
ついては、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』の付録
「Administrative and Service
States」を参照してください。

[SF BER]

[SD BER]

[Type]

ン

プション

• [IS-NR]

• [Unlocked-enabled]

• [OOS-AU,AINS]

• [Unlocked-disabled,
automaticInService]

• [OOS-MA,DSBLD]
• [OOS-MA,MT]

• [Locked-enabled,disabled]
• [Locked-enabled,maintenance]

（SONET（ANSI）または SDH
（ETSI）（10G Ethernet WAN Phy
を含む）のみ）信号障害ビット エ
ラー レートを設定します。

• [1E-3]

• [1E-3]

• [1E-4]

• [1E-4]

• [1E-5]

• [1E-5]

（SONET（ANSI）または SDH
（ETSI）（10G Ethernet WAN Phy
を含む）のみ）信号劣化ビット エ
ラー レートを設定します。

• [1E-5]

• [1E-5]

• [1E-6]

• [1E-6]

• [1E-7]

• [1E-7]

• [1E-8]

• [1E-8]

• [1E-9]

• [1E-9]

• [SONET]

• [SONET]

• [SDH]

• [SDH]

（SONET（ANSI）または SDH
（ETSI）（10G Ethernet WAN Phy
を含む）のみ）光トランスポート
タイプ
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表 6-20

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C の回線設定（続き）

パラメータ

説明

[ALS Mode]

ALS 機能モードを設定します。
DWDM トランスミッタは、
ITU-T G.644（06/99）に基づいて
ALS をサポートします。ALS は、
ディセーブルにすることも、3 つ
のモード オプションの 1 つに設定

ONS 15454（ANSI）のオプショ ONS 15454 SDH（ETSI）のオ

することもできます。

[AINS Soak] （SONET（ANSI）または SDH
（ETSI）（10G Ethernet WAN Phy
を含む）のみ）自動動作のソーク
期間を設定します。時間をダブル
クリックし、上矢印および下矢印
を使用して設定を変更します。

ン

プション

• [Disabled]（デフォルト）：
ALS はオフです。トラフィッ
クが停止（LOS）しても、

• [Disabled]（デフォルト）：
ALS はオフです。トラフィッ
クが停止（LOS）しても、

レーザーが自動的に遮断され
ることはありません。

レーザーが自動的に遮断され
ることはありません。

• [Auto Restart]：ALS はオン

• [Auto Restart]：ALS はオン

です。トラフィックが停止
（LOS）すると、レーザーは
自動的に遮断されます。停止
の原因となった状態が解消さ
れると、レーザーは自動的に
再開されます。

です。トラフィックが停止
（LOS）すると、レーザーは
自動的に遮断されます。停止
の原因となった状態が解消さ
れると、レーザーは自動的に
再開されます。

• [Manual Restart] ：ALS はオ

• [Manual Restart] ：ALS はオ

ンです。トラフィックが停止
（LOS）すると、レーザーは
自動的に遮断されます。ただ
し、停止の原因となった状態
が解消されれば、レーザーを
手動で再開する必要がありま
す。

ンです。トラフィックが停止
（LOS）すると、レーザーは
自動的に遮断されます。ただ
し、停止の原因となった状態
が解消されれば、レーザーを
手動で再開する必要がありま
す。

• [Manual Restart for Test] ：テ

• [Manual Restart for Test]：テ

スト用にレーザーを手動で再
開します。

スト用にレーザーを手動で再
開します。

• hh:mm 形式で示された、有効

• hh:mm 形式で示された、有効

な入力信号の持続時間。この
時間を経過した後、カードは
自動的に In Service（IS; 稼動
中）に設定されます。

な入力信号の持続時間。この
時間を経過した後、カードは
自動的に In Service（IS; 稼動
中）に設定されます。

• 0 ～ 48 時間で、増分は 15 分

• 0 ～ 48 時間で、増分は 15 分

です。

[ProvidesSync （TXP_MR_10E、OC192 のみ）
オンまたはオフ
]
ProvidesSync カード パラメータを

です。
オンまたはオフ

設定します。オンにすると、カー
ドは、Network Element（NE;
ネットワーク要素）のタイミング
基準として、プロビジョニングさ
れます。

[SyncMsgIn] （TXP_MR_10E、OC192 のみ）
オンまたはオフ
[EnableSync] カード パラメータを

オンまたはオフ

設定します。同期ステータス メッ
セージ（S1 バイト）をイネーブル
にします。その結果、ノードで最
適なタイミング ソースを選択でき
るようになります。
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表 6-20

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C の回線設定（続き）

パラメータ

説明

ONS 15454（ANSI）のオプショ ONS 15454 SDH（ETSI）のオ
ン

プション

[Send
DoNotUse]

（TXP_MR_10E、OC192 のみ）
オンまたはオフ
Send DoNotUse カード状態を設定
します。オンにすると、Do Not
Use（DUS）メッセージが S1 バイ
トで送信されます。

[Max Size]

（TXP_MR_10E、TXP_MR_10G
LAN Phy のみ）最大イーサネット
パケット サイズを設定します。

[Incoming
MAC
Address]

• 1548 バイト

• 1548 バイト

• [Jumbo]（64 ～ 9,216 バイト） • [Jumbo]（64 ～ 9,216 バイト）

（TXP_MR_10E、TXP_MR_10G
MAC アドレスの値。16 進形式で
LAN Phy のみ）着信 MAC アドレ 6 バイト。
スを設定します。

[Wavelength]

オンまたはオフ

クライアント ポートの波長を表示
します。

MAC アドレスの値。16 進形式で
6 バイト。

• [First Tunable Wavelength]

• [First Tunable Wavelength]

• [Further wavelengths]：1310
～ 1560.61 nm 、100 GHz の
ITU 間隔、Coarse
Wavelength Division
Multiplexing（CWDM; 低密

• [Further wavelengths]：1310
～ 1560.61 nm、100 GHz の
ITU 間隔、Coarse
Wavelength Division
Multiplexing（CWDM; 低密

度波長分割多重）間隔
注：サポートされている波長はア
スタリスク（**）でマークされて
います。

[Reach]

クライアント ポートの光の到達距
離を表示します。

度波長分割多重）間隔
注：サポートされている波長はア
スタリスク（**）でマークされて
います。

[Reach] オプションは、選択され [Reach] オプションは、選択され
ているトラフィック タイプによっ ているトラフィック タイプによっ
て異なります。
て異なります。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G218 10G マルチレート トランスポンダの回線セクション ト
レース設定の変更
目的

このタスクでは、TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
TXP_MR_10E_L および TXP_MR_10EX_C トランスポンダ カードの回
線セクション トレース設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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（注）

[Section Trace] タブは、PPM がプロビジョニングされていない場合、または OC192 PPM がプロビ
ジョニングされている場合のみ、10G マルチレート トランスポンダ カードに使用できます。10G
Ethernet LAN Phy または 10G ファイバ チャネル PPM がプロビジョニングされている場合は、このタ
ブは使用できません。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、セク
ション トレース設定を変更する TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Section Trace] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-21 に示されている任意の設定を変更します。

表 6-21

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C のセクション ト
レースの設定

オプション：ONS 15454

ONS 15454 のオプション

SDH

パラメータ

説明

[Port]

ポート番号を設定します。

• 1-1（OC192）

• 1-1（STM64）

[Received
Trace Mode]

トレース モードを設定します。

• 2：トランク
• [Off/None]

• 2：トランク
• [Off/None]

• [Manual]

• [Manual]

[Transmit
Section Trace
String Size]

トレース文字列サイズを設定します。

• 1 バイト

• 1 バイト

• 16 バイト

• 16 バイト

[Transmit]

現在の送信文字列を表示し、新規の送信文
字列を設定します。右方のボタンをクリッ
クすると、表示を変更できます。タイトル
は、現在の表示モードに基づいて変更され
ます。表示を 16 進に変更するには [Hex]
をクリックします（ボタンは [ASCII] に変
わります）。表示を ASCII に変更するには
[ASCII] をクリックします（ボタンは
[Hex] に変わります）。

[Disable
AIS/RDI on
TIM-S]

J0 オーバーヘッド文字列の不一致が原因で
TIM on Section オーバーヘッド アラームが

• オン（AIS/RDI on
TIM-S はディセーブル）

• オン（AIS/RDI on
TIM-S はディセーブル）

発生しても、このボックスをオンにしてい
ればアラーム検出信号がダウンストリーム
ノードに送信されません。

• オフ（AIS/RDI on
TIM-S はディセーブル

• オフ（AIS/RDI on
TIM-S はディセーブル

[Expected]

現在の予測文字列を表示し、新規の予測文
字列を設定します。右方のボタンをクリッ
クすると、表示を変更できます。タイトル
は、現在の表示モードに基づいて変更され
ます。表示を 16 進に変更するには [Hex]
をクリックします（ボタンは [ASCII] に変
わります）。表示を ASCII に変更するには
[ASCII] をクリックします（ボタンは
[Hex] に変わります）。

トレース文字列サイズの文字 トレース文字列サイズの文字
列
列

でない）

でない）

トレース文字列サイズの文字 トレース文字列サイズの文字
列
列
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表 6-21

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C のセクション ト
レースの設定（続き）

オプション：ONS 15454

パラメータ

ONS 15454 のオプション

説明

[Received]

SDH

（表示のみ）現在の受信文字列を表示しま
トレース文字列サイズの文字 トレース文字列サイズの文字
す。[Refresh] をクリックすると、この表示 列
列
を手動でリフレッシュできます。または、
[Auto-refresh every 5 sec] チェックボック
スをオンにすると、このパネルを最新にし
ておくことができます。

[Auto-refresh]

オンにした場合は、表示が 5 秒ごとに自動
的にリフレッシュされます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

オン / オフ（デフォルト）

オン / オフ（デフォルト）

DLP-G368 10G マルチレート トランスポンダ トランク波長の設定の
変更
目的

このタスクでは、TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
TXP_MR_10E_L、および TXP_MR_10EX_C カードのトランク波長の設
定を変更します。

ツール / 機器
事前準備手順
必須 / 適宜

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク波長の設定を変更する TXP_MR_10G 、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、
および TXP_MR_10EX_C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Wavelength Trunk Settings] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-22 を参照して、任意の設定を変更します。
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表 6-22

パラメータ

[Port]
[Band]

[Even/Odd]

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、および
TXP_MR_10EX_C カードの波長トランクの設定

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号を表示します。
プロビジョニングできる波長帯域を示し
ます。物理的な TXP_MR_10G、
TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
TXP_MR_10E_L、および
TXP_MR_10EX_C が取り付けられてい
る場合、このフィールドは表示専用で
す。

• [C]：C 帯域波長を [Wavelength]

TXP_MR_10E_C および
TXP_MR_10E_L カードのプロビジョニ

• [Even]：偶数の C 帯域または L 帯域
を [Wavelength] フィールドに表示し

ングに使用できる波長を設定します（こ
のフィールドは、TXP_MR_10G または
TXP_MR_10E カードには適用されませ
ん）。

[Wavelength]

ポート 2（トランク）

トランクにプロビジョニングされる波
長。

フィールドで使用できます。

• [L]：L 帯域波長を [Wavelength]
フィールドで使用できます。

ます。

• [Odd]：奇数の C 帯域または L 帯域
を [Wavelength] フィールドに表示し
ます。

• [First Tunable Wavelength]
• 100 GHz ITU-T の C 帯域や L 帯域の
間隔のその他の波長（取り付けられ
ているカードによります）。
TXP_MR_10G および
TXP_MR_10E カードの場合、その
カードで伝送される波長は 2 つのア
スタリスクで識別されます。カード
が取り付けられていない場合は、す
べての波長がダークグレーの背景色
で表示されます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G219 10G マルチレート トランスポンダの SONET または
SDH ペイロード（10G Ethernet WAN Phy を含む）用回線しきい
値の変更
目的

ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、SONET または SDH ペイロード（物理的な
10G Ethernet WAN Phy ペイロードを含む）を伝送する TXP_MR_10G、
TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、および
TXP_MR_10EX_C トランスポンダ カードの回線しきい値設定を変更し
ます。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
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ステップ 1

ステップ 2

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
しきい値設定を変更する TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、ま
たは TXP_MR_10EX_C カードをダブルクリックします。

[Provisioning] > [Line Thresholds] > [SONET Thresholds]（ANSI）タブまたは [SDH Thresholds]
（ETSI）タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-23 に示されている任意の設定を変更します。

（注）

表 6-23

表 6-23 に示すパラメータは、10G マルチレート トランスポンダ カードすべてに適用されるわ
けではありません。適用されないパラメータまたはオプションは、CTC に表示されません。

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C カードの回線し
きい値設定

パラメータ

説明

[Port]

（表示のみ）ポート番
号

[EB]

Path Errored Block
は、ブロック内で 1

オプション - ANSI

• 1-1（OC192）
• 2（トランク）
—

つ以上のビットがエ
ラーになっているこ
とを示します。

オプション - ETSI

• 1-1（STM64）
• 2（トランク）
数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[CV]

符号化違反

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

—

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Line] または [Section]
（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
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表 6-23

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C カードの回線し
きい値設定（続き）

パラメータ

説明

オプション - ANSI

オプション - ETSI

[ES]

エラー秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）

[SES]

重大エラー秒数

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[Refresh] をクリックします。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[SEFS]

（Near End Section ま 数値。しきい値表示オプションは、次の
たは Regeneration
とおりです。
Section のみ）重大エ
• [Direction]：[Near End] または [Far
ラー フレーミング秒
End]
数
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1

各カテゴリのオプションを選択し、

各カテゴリのオプションを選択し、

[Refresh] をクリックします。
—

Day]

• [Types]：[Line] または [Section]
（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[OFS]

（Near End Section ま —
たは Regeneration
Section のみ）フレー
ムを出る秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Line] または [Section]
（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
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表 6-23

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C カードの回線し
きい値設定（続き）

パラメータ

説明

オプション - ANSI

オプション - ETSI

[BBE]

バックグラウンド ブ
ロック エラー

—

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、

[FC]

（Line または

Multiplex Section の
み）障害カウント

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

[Refresh] をクリックします。
—

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Line] または [Section]
（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[UAS]

（Line または

Multiplex Section の
み）使用不可秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

各カテゴリのオプションを選択し、

[Refresh] をクリックします。
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DLP-G319 10G マルチレート トランスポンダの 10G Ethernet LAN
Phy ペイロード用回線 RMON しきい値の変更
このタスクでは、物理的な 10G Ethernet LAN ペイロードを伝送する
TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、
および TXP_MR_10EX_C トランスポンダ カードの回線しきい値設定の
変更を行います。

目的

ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

カード ビューで、回線しきい値設定を変更する TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C カードを表示します。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line Thresholds] > [RMON Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

[Create] をクリックします。[Create Threshold] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Port] ドロップダウン リストで、適用可能なポートを選択します。

ステップ 5

[Variable] ドロップダウン リストで、イーサネット変数を選択します。利用可能なイーサネット変数の
一覧については、表 6-24 を参照してください。
表 6-24

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C カードの GE LAN Phy 変数

変数

説明

ifInOctets

インターフェイスで受信したオクテットの合計数（フレーミング
文字を含む）。

rxTotalPkts

受信されたパケットの合計数。

ifInMulticastPkts

エラーなしで受信されたマルチキャスト フレームの数。

ifInBroadcastPkts

サブレイヤから上位のサブレイヤに配信され、このサブレイヤで
ブロードキャスト アドレスにアドレス指定されたパケットの数。

ifInErrors

上位層のプロトコルに送信されない原因となるエラーを含む着信
パケットの数。

ifInErrorBytePkts
（TXP_MR_10G のみ）
ifInFramingErrorPkts

受信エラー バイト数。
受信フレーミング エラー カウンタの数。

（TXP_MR_10G のみ）

ifInJunkInterPkts
（TXP_MR_10G のみ）
ifOutOctets
（TXP_MR_10G のみ）

txTotalPkts

受信パケット間ジャンク カウンタの数。
インターフェイスから送信されたオクテットの合計数（フレーミ
ング文字を含む）。
送信パケットの合計数。

（TXP_MR_10G のみ）

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2
78-19286-01-J

6-65

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング

はじめる前に

表 6-24

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C カードの GE LAN Phy 変数（続き）

ifOutMulticastPkts
（TXP_MR_10G のみ）
ifOutBroadcastPkts
（TXP_MR_10G のみ）

エラーなしで送信されたマルチキャスト フレームの数。
上位プロトコルが送信要求したパケットで、このサブレイヤのブ
ロードキャスト アドレス宛てのパケットの総数（廃棄、未送信も
含む）。

dot3StatsFCSErrors

フレーム チェック エラーがあるフレームの数。つまり、オクテッ
トの整数値が存在するが、Frame Check Sequence （FCS; フレー
ム チェック シーケンス）が正しくないフレームの数。

dot3StatsFrameTooLong

最大許容サイズを超えた受信フレームの数。

（TXP_MR_10G のみ）

etherStatsUndersizePkts

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）が
64 オクテット未満であるが、それ以外の形式は良好であった、受
信パケットの合計数。

etherStatsFragments

長さが 64 オクテット未満（フレーミング ビットは除くが、FCS
オクテットは含む）で、整数のオクテットを持つ不良 FCS（FCS
エラー）または非整数のオクテットを持つ不良 FCS（アラインメ
ント エラー）のいずれかがあった受信パケットの合計数。
etherStatsFragments が増分されるのはまったく通常のことである
ことに注意してください。これは、ラント（コリジョンが原因の
通常の発生回数）とノイズ ヒットの両方がカウントされるためで
す。

etherStatsPkts64Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）が
64 オクテットの受信パケット（不良パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts65to127Octets

長さが 65 オクテット以上 127 オクテット以下（フレーミング
ビットを除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケット（不良
パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts128to255Octets

長さが 128 オクテット以上 255 オクテット以下（フレーミング
ビットを除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケット（不良
パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts256to511Octets

長さが 256 オクテット以上 511 オクテット以下（フレーミング
ビットを除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケット（不良
パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts512to1023Octets

長さが 512 オクテット以上 1023 オクテット以下（フレーミング
ビットを除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケット（不良
パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts1024to1518Octets

長さが 1024 オクテット以上 1518 オクテット以下（フレーミング
ビットを除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケット（不良
パケットを含む）の合計数。

etherStatsBroadcastPkts

ブロードキャスト アドレスに送信された受信正常パケットの合計
数。これにはマルチキャスト パケットは含まれていないことに注
意してください。

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2

6-66

78-19286-01-J

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング
はじめる前に

表 6-24

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C カードの GE LAN Phy 変数（続き）

etherStatsMulticastPkts

マルチキャスト アドレスに送信された受信正常パケットの合計数。
この数には、ブロードキャスト アドレス宛てのパケットは含まれ
ていないことに注意してください。

etherStatsOversizePkts

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）が
1518 オクテットを超えるが、それ以外の形式は良好であった、受
信パケットの合計数。

etherStatsJabbers

長さが 1518 オクテットを超え（フレーミング ビットは除くが、
FCS オクテットは含む）、整数のオクテットを持つ不良 FCS
（FCS エラー）または非整数のオクテットを持つ不良 FCS（アラ
インメント エラー）のいずれかがあった受信パケットの合計数。

etherStatsOctets

ネットワーク上での受信データ（不良パケット内のデータを含む）
のオクテットの合計数（フレーミング ビットを除くが、FCS オク
テットは含む）。

etherStatsCRCAlignErrors

長さが 64 オクテット以上 1518 オクテット以下（フレーミング
ビットは除くが、FCS オクテットは含む）で、整数のオクテット
を持つ不良 FCS（FCS エラー）または非整数のオクテットを持つ
不良 FCS（アラインメント エラー）のいずれかがあった受信パ
ケットの合計数。

（TXP_MR_10G のみ）

rxPauseFrames

受信した IETF 802.x のポーズ フレームの数。

（TXP_MR_10G のみ）

rxControlFrames

MAC サブレイヤによって MAC 制御サブレイヤに渡された MAC
制御フレームの数。

rxUnknownOpcodeFrames

デバイスでサポートされない演算コードを含む受信 MAC 制御フ
レームの数。

（TXP_MR_10G のみ）
ステップ 6

[Alarm Type] ドロップダウン リストを使用して、上昇しきい値、下限しきい値、または上昇しきい値
と下限しきい値の両方のいずれでイベントがトリガーされるのかを指定します。

ステップ 7

[Sample Type] ドロップダウン リストで [Relative] または [Absolute] を選択します。[Relative] の場合
は、ユーザ設定によるサンプリング期間内の発生回数を使用するようにしきい値が制限されます。
[Absolute] の場合は、期間を問わず、合計発生回数を使用するようにしきい値が設定されます。

ステップ 8

[Sample Period] に適切な秒数を入力します。

ステップ 9

[Rising Threshold] に適切な発生回数を入力します。
上昇タイプのアラームの場合は、下限しきい値より小さい値から上昇しきい値より大きい値まで測定値
が変化する必要があります。たとえば、15 秒間ごとに 1000 回のコリジョンに設定されている上昇しき
い値未満で稼動しているネットワークで問題が起こり、15 秒間に 1001 回のコリジョンが発生すると、
発生回数がしきい値を超えるためにアラームがトリガーされます。

ステップ 10

[Falling Threshold] フィールドに適切な発生回数を入力します。通常は、下限しきい値を上昇しきい値
より低く設定します。
下限しきい値は上昇しきい値と対照的なしきい値です。上昇しきい値を超えていた発生回数が下限しき
い値未満になると、上昇しきい値がリセットされます。たとえば、15 秒間に 1001 回のコリジョンを発
生させていたネットワークの問題が収束して 15 秒に発生するコリジョンが 799 回だけになった場合、
発生回数は下限しきい値の 800 コリジョン未満になります。これにより、上昇しきい値がリセットさ
れるため、ネットワーク コリジョンが再び急増して 15 秒間に 1000 回を超えると、上昇しきい値を超
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えるときにイベントが再度トリガーされます。イベントは上昇しきい値を初めて超えるときだけにトリ
ガーされます（このようにしないと、1 回のネットワークの問題で上昇しきい値を複数回超えて、イベ
ントをフラッディングさせるおそれがあります）。
ステップ 11

[OK] をクリックします。
（注）

ステップ 12

すべての RMON しきい値を表示するには、[Show All RMON thresholds] をクリックします。

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G301 10G マルチレート トランスポンダのトランク ポート ア
ラームと TCA しきい値のプロビジョニング
このタスクでは、TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C トランク ポート アラーム
および Threshold Cross Alert（TCA; しきい値超過アラート）しきい値を

目的

プロビジョニングします。
ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク ポート アラームと TCA の設定を変更する TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

[Types] の [TCA] オプション ボタンがオンになっていることを確認します。オンになっていない場合、
確認して [Refresh] をクリックします。

ステップ 4

表 6-25 を参照し、RX Power High 、RX Power Low、TX Power High および TX Power Low のトラン
ク ポート（ポート 2）TCA しきい値を確認します。必要に応じて、変更するしきい値をダブルクリッ
クし、既存の値を削除し、新しい値を入力することで、新しいしきい値をプロビジョニングします。
Enter を押し、[Apply] をクリックします。

（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。
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表 6-25

10G マルチレート トランスポンダのトランク ポート TCA しきい値

カード

TCA RX
Power
High

TCA RX
Power
Low

TCA TX
Power
High

TCA TX
Power
Low

TXP_MR_10G

-8 dBm

-18 dBm

7 dBm

-1 dBm

TXP_MR_10E

-9 dBm

-18 dBm

9 dBm

0 dBm

TXP_MR_10E_C
TXP_MR_10E_L
TXP_MR_10EX_C
ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。

ステップ 7

表 6-26 を参照し、RX Power High 、RX Power Low、TX Power High および TX Power Low のトラン
ク ポート（ポート 2）アラームしきい値を確認します。必要に応じて、変更するしきい値をダブルク
リックし、既存の値を削除し、新しい値を入力することで、新しいしきい値をプロビジョニングしま
す。Enter を押し、[Apply] をクリックします。

（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

表 6-26

10G マルチレート トランスポンダのトランク ポート アラームしきい値

カード

Alarm RX
Power
High

Alarm RX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

TXP_MR_10G

-8 dBm

-20 dBm

4 dBm

2 dBm

TXP_MR_10E

-8 dBm

-20 dBm

7 dBm

3 dBm

TXP_MR_10E_C
TXP_MR_10E_L
TXP_MR_10EX_
C
ステップ 8

[Apply] をクリックします。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G302 10G マルチレート トランスポンダのクライアント ポート
アラームと TCA しきい値のプロビジョニング
このタスクでは、TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
TXP_MR_10E_L、および TXP_MR_10EX_C カードのクライアント
ポート アラームと TCA しきい値をプロビジョニングします。

目的

ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

ステップ 1

ステップ 2

必須

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、クラ
イアント ポート アラームと TCA の設定を変更する TXP_MR_10G 、TXP_MR_10E、
TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または TXP_MR_10EX_C カードをダブルクリックします。

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。デフォルトでは、TCA しきい値が表示さ
れます。

ステップ 3

[Types] の [TCA] オプション ボタンがオンになっていることを確認します。オンになっていない場合、
確認して [Refresh] をクリックします。

ステップ 4

表 6-27 を参照し、反対側にあるクライアント インターフェイスに基づいて、RX Power High、RX
Power Low、TX Power High および TX Power Low のポート 1（クライアント）TCA しきい値を確認
します。必要に応じて、変更するしきい値をダブルクリックし、既存の値を削除し、新しい値を入力す
ることで、新しいしきい値をプロビジョニングします。Enter を押し、[Apply] をクリックします。

（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

（注）

カードへのファイバ インターフェイスを提供するために TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、10GE_XPE、または ADM-10G カードの前面プレートに接続されるハードウェア
デバイスは、Small Form-Factor Pluggable（SFP または XFP）と呼ばれます。CTC では、SFP
および XFP を Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）と呼びます。SFP
および XFP は、ポートに接続されて、ポートを光ファイバ ネットワークに接続する、ホット
スワップ可能な入出力デバイスです。マルチレート PPM にはプロビジョニング可能なポート
レートとペイロードがあります。SFP および XFP の詳細については、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』で「Transponder and Muxponder Cards」の章を参照してくださ
い。
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表 6-27

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C カードのクライアント インターフェイス TCA しきい値

着脱可能ポート
レート

着脱可能ポート モ
ジュール（XFP）

SONET（または
SDH）

TXP_MR_10E は
ONS-XC-10G-S1

TCA RX
Power
High

TCA RX
Power
Low

TCA TX
Power
High

TCA TX
Power
Low

-1

-11

-1

-6

0.5

-14.4

-1

-6

0.5

-14.4

-1

-6

を使用

TXP_MR_10G
（XFP がない）

10G Ethernet
LAN Phy

TXP_MR_10E は
ONS-XC-10G-S1
を使用

TXP_MR_10G
（XFP がない）

10G ファイバ
チャネル

TXP_MR_10E は
ONS-XC-10G-S1
を使用

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。

ステップ 7

表 6-28 を参照し、プロビジョニングされたクライアント インターフェイスに基づいて RX Power
High、RX Power Low、TX Power High および TX Power Low のポート 1（クライアント）アラーム
しきい値をプロビジョニングします。

（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

表 6-28

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C カードのクライアント インターフェイス アラームしきい値

着脱可能ポート
レート

着脱可能ポート モ
ジュール（XFP）

SONET（または
SDH）

TXP_MR_10E は
ONS-XC-10G-S1

Alarm RX
Power
High

Alarm RX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

3

-16

1

-8

を使用

TXP_MR_10G
（XFP がない）
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表 6-28

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C カードのクライアント インターフェイス アラームしきい値（続き）

着脱可能ポート
レート

着脱可能ポート モ
ジュール（XFP）

10G Ethernet
LAN Phy

TXP_MR_10E は
ONS-XC-10G-S1

Alarm RX
Power
High

Alarm RX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

3

-16

1

-8

3

-16

1

-8

を使用

TXP_MR_10G
（XFP がない）

10G ファイバ
チャネル

TXP_MR_10E は
ONS-XC-10G-S1
を使用

ステップ 8

[Apply] をクリックします。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G221 10G マルチレート トランスポンダ OTN の設定の変更
目的

このタスクでは、TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、
TXP_MR_10E_L および TXP_MR_10EX_C トランスポンダ カードの回
線 OTN 設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
OTN 設定を変更する TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [OTN] タブをクリックし、[OTN Lines]、[G.709 Thresholds]、[FEC Thresholds]、ま
たは [Trail Trace Identifier] のサブタブから 1 つクリックします。

ステップ 3

表 6-29 ～ 6-32 を参照して、任意の設定を変更します。

（注）

[Near End] と [Far End]、[15 Min] と [1 Day]、および [SM] と [PM] は、個別に変更する必要
があります。これを行うには、適切なオプション ボタンを選択し、[Refresh] をクリックしま
す。

表 6-29 では、[Provisioning] > [OTN] > [OTN Lines] タブの値を説明します。
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表 6-29

パラメータ

[Port]
[G.709 OTN]

[FEC]

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C カードの OTN 回線設定

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号および任意指定
の名前を表示します。

2

ITU-T G.709 に基づいて OTN 回線を設

• [Enable]

定します。イネーブルにするには、
チェックボックスをオンにします。
TXP-MR-10EX_C カードでは、G.709
OTN をイネーブルにする必要がありま
す。

• [Disable]

OTN 回線の FEC モードを設定します。
FEC モードは [Disabled] または
[Enabled] に設定できます。
TXP_MR_10E では、Enhanced FEC

• [Enable]：（TXP_MR_10G のみ）
FEC がオンになります。
• [Disable]：FEC はオフです。

•
モードをイネーブルにして、範囲を拡大
しビット エラー レートを低減させること
ができます。TXP_MR_10E カードでは、 •
Standard は FEC のイネーブル化と同等
です。TXP-MR-10EX_C カードでは、
FEC をイネーブルにする必要がありま
す。

[SD BER]

信号劣化ビット エラー レートを設定しま
す。

[Standard]：（TXP_MR_10E のみ）
Standard FEC がオンになります。
[Enhanced]：（TXP_MR_10E のみ）
Enhanced FEC がオンになります。

• [1E-5]
• [1E-6]
• [1E-7]
• [1E-8]
• [1E-9]

[SF BER]

（表示のみ）信号障害ビット エラー レー
トを示します。

[Asynch/Synch （TXP_MR_10E のみ）ODUk（クライア
Mapping]
ント ペイロード）を光チャネル
（OTUk）にマッピングする方法を設定し

• [1E-5]
• [Asynch mapping]
• [Synch mapping]

ます。
表 6-30 では、[Provisioning] > [OTN] > [G.709 Thresholds] タブの値を説明します。
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表 6-30

パラメータ

[Port]
[ES]

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C カード ITU-T G.709 のしきい値設定

説明
（表示のみ）ポート番号および任意指定
の名前を表示します。

オプション

2

重大エラー秒数。2 つのタイプのしきい 数値。しきい値表示オプションは、次の
値を設定できます。[SM]（OTUk）オプ とおりです。
ション ボタンを選択すると、FEC、オー
• [Direction]：[Near End] または [Far
バーヘッド管理、および OTUk を使用し
End]
た PM が選択されます。[PM] オプショ
ン ボタンを選択すると、ODUk を使用し • [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
たパス PM が選択されます。

• [Types]：[SM]（OTUk）または
[PM]（ODUk）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
（注）

SM（OTUk）は、管理およびパ
フォーマンス モニタリングに使
用される ITU-T G.709 Optical

Channel Transport Unit Order of
k オーバーヘッドフレームです。
PM（ODUk）は、パス パフォー
マンス モニタリングに使用され
る ITU-T G.709 Optical Channel
Data Unit Order of k オーバー
ヘッドフレームです。

[SES]

重大エラー秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[UAS]

使用不可秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
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表 6-30

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C カード ITU-T G.709 のしきい値設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[BBE]

バックグラウンド ブロック エラー

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[FC]

障害カウンタ

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
表 6-31 では、[Provisioning] > [OTN] > [FEC Thresholds] タブの値を説明します。
表 6-31

パラメータ

[Port]
[Bit Errors
Corrected]

TXP_MR_10G、TXP_MR_10E、TXP_MR_10E_C、TXP_MR_10E_L、または
TXP_MR_10EX_C カードの FEC しきい値設定

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号および任意指定
の名前を表示します。

2

選択された期間内の訂正ビット エラー数 数値表示。15 分または 1 日の間隔で設定
を表示します。
できます。

[Uncorrectable 選択された期間内の訂正不可能なワード
Words]
数を表示します。

数値表示。15 分または 1 日の間隔で設定
できます。

表 6-32 では、[Provisioning] > [OTN] > [Trail Trace Identifier] タブの値を説明します。
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表 6-32

10G マルチレート トランスポンダの Trail Trace Identifier 設定

パラメータ

説明

[Port]

ポート番号を設定します。

オプション

• 1
• 2

[Level]

レベルを設定します。

• [Section]
• [Path]

[Received
Trace Mode]

トレース モードを設定します。

[Disable FDI
on TTIM]

このボックスをオンにすると、J0 オー
バーヘッド文字列の不一致が原因で

• [Manual]

Trace Identifier Mismatch on Section
オーバーヘッド アラームが発生しても、
Forward Defect Indication（FDI; 順方向
障害通知）信号がダウンストリーム ノー
ドに送信されません。

[Transmit]

[Expected]

[Received]

[Auto-refresh]

• [Off/None]

現在の送信文字列を表示し、新規の送信
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。
現在の予測文字列を表示し、新規の予測
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

• オン（FDI on TTIM はディセーブ
ル）

• オフ（FDI on TTIM はディセーブル
でない）

トレース文字列サイズの文字列。

Trail Trace Identifier の長さは 64 バイト
です。

トレース文字列サイズの文字列

（表示のみ）現在の受信文字列を表示し
トレース文字列サイズの文字列
ます。[Refresh] をクリックすると、この
表示を手動でリフレッシュできます。ま
たは、[Auto-refresh every 5 sec] チェッ
クボックスをオンにすると、このパネル
を最新にしておくことができます。
オンにした場合、表示が 5 分ごとに自動
的にリフレッシュされます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

オン / オフ（デフォルト）
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NTP-G170 ADM-10G カードのピア グループ、イーサ
ネット設定、回線設定、PM パラメータ、およびしきい
値のプロビジョニング
目的
ツール / 機器
事前準備手順

この手順では、ADM-10G ピア グループを作成し、ADM-10G カードの
回線設定、PM パラメータ、およびしきい値設定を変更します。
なし
「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、
ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」（P.4-67）
「DLP-G63 SFP または XFP の取り付け」（P.4-70）
「DLP-G411 ADM-10G PPM およびポートのプロビジョニング」（P.6-9）
（必要な場合）
「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）（必要な場合）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ADM-10G カードの設定を変更するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクの作
業を行います。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて「NTP-G103 データベースのバックアップ」（P.14-2）の手順を実行し、既存の伝送設定
を保持します。

ステップ 3

ピア グループをプロビジョニングするには、「DLP-G403 ADM-10G ピア グループの作成」（P.6-78）
のタスクの作業を実行します。

ステップ 4

イーサネットの設定をプロビジョニングするには、「DLP-G469 ADM-10G カードのイーサネット設定
のプロビジョニング」（P.6-79）のタスクの作業を実行します。

ステップ 5

回線設定を変更するには、必要に応じて次の作業を行います。

• 「DLP-G397 ADM-10G 回線設定の変更」（P.6-79）
• 「DLP-G398 ADM-10G 回線セクション トレースの設定の変更」（P.6-85）
• 「DLP-G399 SONET および SDH ペイロード用 ADM-10G 回線しきい値の変更」（P.6-87）
• 「DLP-G412 1G イーサネット ペイロード用 ADM-10G 回線 RMON しきい値の変更」（P.6-91）
ステップ 6

しきい値を変更するには、必要に応じて次の作業を行います。

• 「DLP-G400 ADM-10G インターリンクまたはトランク ポート アラームと TCA しきい値のプロビ
ジョニング」（P.6-94）
• 「DLP-G401 ADM-10G のクライアント ポート アラームと TCA しきい値のプロビジョニング」
（P.6-96）
• 「DLP-G402 ADM-10G OTN 設定の変更」（P.6-97）
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。
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DLP-G403 ADM-10G ピア グループの作成
目的

このタスクでは、同じノード内の同じシェフルに配置された 2 枚の
ADM-10G カードを対象にピア グループ保護を作成します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、
（P.4-67）
（ピア グルー
ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」
プを必要とする 2 枚の ADM-10G カード（同じシェルフに配置）の場合）
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

（注）

この作業は、ADM-10G カード 1 枚では実行できません。インターリンク ポート（ポート 17 および
ポート 18）を通して、別の ADM-10G カードにアクセス可能な場合のみ利用できます。

（注）

ハードウェアの制約により、SDCC/LDCC をポート 17 にプロビジョニングできません。

（注）

この作業は、2 枚のピア カードのいずれかでのみ実行します。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、カー
ド設定を変更する ADM-10G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Card] タブをクリックします。

ステップ 3

[ADM Group Peer] ドロップダウン リストで、対になる ADM-10G カードが配置されているスロット
番号（たとえば、14）を選択します。

ステップ 4

[ADM Peer Group] フィールドで、グループ名を入力します。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。
（注）

[Card Parameters Tunable Wavelengths] 領域は読み取り専用で、回路がカードに個別にプロビ
ジョニングするまで波長はありません。

ステップ 6

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G469 ADM-10G カードのイーサネット設定のプロビジョニン
グ
目的
ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、ADM-10G カードのイーサネット設定を変更します。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、イー
サネット設定を変更する ADM-10G カードをダブルクリックします。カード ビューが表示されます。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Ethernet] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-33 を参照して、[Ethernet] タブの任意の設定を変更します。表示されるパラメータは、カード
モードによって異なります。

表 6-33

ADM-10G カードのイーサネット設定

パラメータ

[Port]

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号（n-n）およびレー
ト。

[MTU]

ポートで許容されるイーサネット フレーム
の最大サイズ。

[AINS Soak] 自動インサービス ソーク時間。トラフィッ
ク / 終了が IS-NR（ANSI）、またはロック解
除されイネーブルになっている（ETSI）

[Mode]

—
ジャンボ。デフォルト：64 ～ 9216
数値：1548

• hh:mm 形式で示された、有効な入力信号の持続時間。こ
の時間を経過した後、カードは自動的に In Service（IS;
稼動中）に設定されます。

サービス状態に移行するまでの、割り込みさ
れない信号で経過しなければならない期間。

• 0 ～ 48 時間で、増分は 15 分です。

イーサネット モードを設定します。

• [Auto]（デフォルト）
• [1000 Mbps]

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G397 ADM-10G 回線設定の変更
目的

このタスクでは、ADM-10G カードの回線設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順
必須 / 適宜

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
適宜
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オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
設定を変更する ADM-10G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Ports] タブをクリックします。

ステップ 3

必要に応じて、表 6-34 に示されている任意の設定を変更します。

（注）

表 6-34

表 6-34 のパラメータ タブには、ADM-10G カードすべてには適用されないものがあります。
適用できないタブは、CTC に表示されません。

ADM-10G 回線ポートのタブ設定

パラメータ

[Port]

説明
（表示のみ）ポート番号
を表示します。

ONS 15454（ANSI）のオ

ONS 15454 SDH（ETSI）

プション

のオプション

• 1-1 ～ 1-16
（OC3/OC12/OC48/GE）
• 17-1（トランク / イン
ターリンク）

• 18-1（トランク / イン
ターリンク）

• 19-1（トランク）
（注）

[Port
Name]

指定したポートに名前
を割り当てることがで
きます。

• 1-1 ～ 1-16
（STM1/STM4/STM16/
GE）
• 17-1（トランク / イン
ターリンク）

• 18-1（トランク / イン
ターリンク）

• 19-1（トランク）
ポート 17 およびポー
ト 18 は、シングル （注） ポート 17 およびポー
カード コンフィギュ
ト 18 は、シングル
レーションで OC192
カード コンフィギュ
ペイロードをサポー
レーションで STM64
ペイロードをサポー
トするトランク ポー
トです。これらの
トするトランク ポー
トです。これらの
ポートは、ダブル
ポートは、ダブル
カード コンフィギュ
レーション
カード コンフィギュ
レーション
（ADM-10G ピア グ
ループ）のインター
（ADM-10G ピア グ
ループ）のインター
リンク ポートです。
リンク ポートです。

ユーザ定義です。名前は、英
数字および特殊文字で 32 文
字までです。デフォルトでは
ブランクです。

ユーザ定義です。名前は、英
数字および特殊文字で 32 文
字までです。デフォルトでは
ブランクです。

「DLP-G104 ポートへの名前 「DLP-G104 ポートへの名前
の割り当て」（P.8-3）のタス の割り当て」（P.8-3）のタス
クを参照してください。
クを参照してください。
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表 6-34

ADM-10G 回線ポートのタブ設定（続き）

パラメータ

[Admin
State]

説明
ポートのサービス状態
を設定します。管理状
態の詳細については、
『Cisco ONS 15454

DWDM Reference
Manual』の付録
「Administrative and
Service States」を参照

ONS 15454（ANSI）のオ

ONS 15454 SDH（ETSI）

プション

のオプション

• [IS]

• [Unlocked]

• [IS,AINS]

• [Unlocked,automaticInSer
vice]

• [OOS,DSBLD]
• [OOS,MT]

• [Locked,disabled]
• [Locked,maintenance]

してください。

[Service
State]

（表示のみ）ポートの概
況を示す、自動生成さ
れた状態を識別します。
サービス状態は、

Primary State-Primary
State Qualifier,
Secondary State という

• [IS-NR]

• [Unlocked-enabled]

• [OOS-AU,AINS]

• [Unlocked-disabled,
automaticInService]

• [OOS-MA,DSBLD]
• [OOS-MA,MT]

• [Locked-enabled,disabled]
• [Locked-enabled,maintena
nce]

形式で表示されます。
サービス状態の詳細に
ついては、
『Cisco ONS 15454

DWDM Reference
Manual』の付録
「Administrative and
Service States」を参照
してください。
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表 6-34

ADM-10G 回線ポートのタブ設定（続き）

ONS 15454（ANSI）のオ

ONS 15454 SDH（ETSI）

プション

のオプション

パラメータ

説明

[ALS
Mode]

ALS 機能モードを設定
します。DWDM トラ

• [Disabled]（デフォル
ト）：ALS はオフです。

• [Disabled]（デフォル
ト）：ALS はオフです。

ンスミッタは、
ITU-T G.644（06/99）
に基づいて ALS をサ
ポートします。ALS
は、ディセーブルにす
ることも、3 つのモー
ド オプションの 1 つに
設定することもできま
す。

トラフィックが停止
（LOS）しても、レー
ザーが自動的に遮断され
ることはありません。

トラフィックが停止
（LOS）しても、レー
ザーが自動的に遮断され
ることはありません。

• [Auto Restart]：（ギガ
ビット イーサネット ク
ライアント インター
フェイスには適用できま
せん）ALS はオンとな
ります。トラフィックが
停止（LOS）すると、
レーザーは自動的に遮断
されます。停止の原因と
なった状態が解消される
と、レーザーは自動的に
再開されます。

• [Manual Restart] ：ALS
はオンです。トラフィッ
クが停止（LOS）する
と、レーザーは自動的に
遮断されます。ただし、
停止の原因となった状態
が解消されれば、レー
ザーを手動で再開する必
要があります。

[AINS
Soak]

オート イン サービスの
ソーク期間を設定しま
す。時間をダブルク
リックし、上矢印およ
び下矢印を使用して設
定を変更します。

• [Auto Restart]：（ギガ
ビット イーサネット ク
ライアント インター
フェイスには適用できま
せん）ALS はオンとな
ります。トラフィックが
停止（LOS）すると、
レーザーは自動的に遮断
されます。停止の原因と
なった状態が解消される
と、レーザーは自動的に
再開されます。

• [Manual Restart] ：ALS
はオンです。トラフィッ
クが停止（LOS）する
と、レーザーは自動的に
遮断されます。ただし、
停止の原因となった状態
が解消されれば、レー
ザーを手動で再開する必
要があります。

• [Manual Restart for
Test]：テスト用にレー

• [Manual Restart for
Test]：テスト用にレー

ザーを手動で再開しま
す。

ザーを手動で再開しま
す。

• hh:mm 形式で示された、

• hh:mm 形式で示された、

有効な入力信号の持続時
間。この時間を経過した
後、カードは自動的に In
Service（IS; 稼動中）に
設定されます。

• 0 ～ 48 時間で、増分は
15 分です。
（注）

有効な入力信号の持続時
間。この時間を経過した
後、カードは自動的に In
Service（IS; 稼動中）に
設定されます。

• 0 ～ 48 時間で、増分は
15 分です。

AINS サービス状態 （注）
は、インターリンク
ポートでサポートさ
れません。

AINS サービス状態
は、インターリンク
ポートでサポートさ
れません。
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表 6-34

ADM-10G 回線ポートのタブ設定（続き）

ONS 15454（ANSI）のオ

ONS 15454 SDH（ETSI）

パラメータ

説明

プション

のオプション

[Reach]

クライアント ポートの
光の到達距離を表示し
ます。

[Reach] オプションは、選択
されているトラフィック タ
イプによって異なります。

[Reach] オプションは、選択
されているトラフィック タ
イプによって異なります。

[Wavelengt
h]

調整可能な波長。

カード取り付け後、サポート
されるトランク ポートの波
長を次のフォーマットで表示
します。最初の波長 - 最後の

カード取り付け後、サポート
されるトランク ポートの波
長を次のフォーマットで表示
します。最初の波長 - 最後の

波長 - 周波数の間隔 - サポー 波長 - 周波数の間隔 - サポー
ト対象の波長の数。たとえ
ト対象の波長の数。たとえ
ば、
ば、
「1529.55nm-1561.83nm-50 「1529.55nm-1561.83nm-50
gHz-8」はサポートされてい gHz-8」はサポートされてい
る波長です。
る波長です。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

[Provisioning] > [Line] > [SONET] または [SDH] タブをクリックします。

ステップ 6

必要に応じて、表 6-35 に示されている任意の設定を変更します。

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2
78-19286-01-J

6-83

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング

はじめる前に

表 6-35

ADM-10G 回線の [SONET] または [SDH] タブの設定

パラメータ

[Port]

説明
（表示のみ）クライアント
とトランク ポート番号を
表示します。

ONS 15454（ANSI）のオ

ONS 15454 SDH（ETSI）

プション

のオプション

• 1-1 ～ 1-16
（OC3/OC12/OC48/GE）
• 17-1（OC192）
• 18-1（OC192/ インター
リンク）

• 19-1（OC192）
（注）

[ProvidesSyn オンにすると、カードは
c]
NE のタイミング基準と

• 1-1 ～ 1-16
（STM1/STM4/STM16/
GE）
• 17-1（STM64）
• 18-1（STM64/ インター
リンク）

• 19-1（STM64）
ポート 17 およびポー
ト 18 は、シングル （注） ポート 17 およびポー
カード コンフィギュ
ト 18 は、シングル
レーションで OC192
カード コンフィギュ
ペイロードをサポー
レーションで STM64
ペイロードをサポー
トするトランク ポー
トです。これらの
トするトランク ポー
トです。これらの
ポートは、ダブル
ポートは、ダブル
カード コンフィギュ
レーション
カード コンフィギュ
レーション
（ADM-10G ピア グ
ループ）のインター
（ADM-10G ピア グ
ループ）のインター
リンク ポートです。
リンク ポートです。

オンまたはオフ

オンまたはオフ

[SyncMsgIn]

同期ステータス メッセー オンまたはオフ
ジ（S1 バイト）をイネー
ブルにします。その結果、
ノードで最適なタイミン
グ ソースを選択できるよ
うになります。

オンまたはオフ

[SF BER]

信号障害ビット エラー
レートを設定します。

してプロビジョニングさ
れます。

• [1E-3]

• [1E-3]

• [1E-4]

• [1E-4]

• [1E-5]

• [1E-5]

[Send
DoNotUse]

オンにすると、DUS メッ オンまたはオフ
セージが S1 バイトで送
信されます。

[SD BER]

信号劣化ビット エラー
レートを設定します。

オンまたはオフ

• [1E-5]

• [1E-5]

• [1E-6]

• [1E-6]

• [1E-7]

• [1E-7]

• [1E-8]

• [1E-8]

• [1E-9]

• [1E-9]
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表 6-35

ADM-10G 回線の [SONET] または [SDH] タブの設定（続き）

パラメータ

[Type]

説明
（表示のみ）ノードのタイ
プ。

[Admin SSM Synchronization Status
In]
Message（SSM; 同期ス
テータス メッセージ）の

Synchronization
Traceability Unknown
（STU; 同期追跡不能）値
を上書きします。ノード
が SSM 信号を受信しな
い場合、デフォルトの
STU になります。

ONS 15454（ANSI）のオ

ONS 15454 SDH（ETSI）

プション

のオプション

• [SONET]

• [SDH]

• [SDH]

• [PRS]：プライマリ基準
ソース（Stratum 1）

• [G811]：基準クロック ソー

• [ST2]：Stratum 2

• [STU]：同期追跡不能

ス

• [TNC]：中継ノード クロッ • [G812T]：中継ノード ク
ク

ロック追跡可能

• [ST3E]：Stratum 3E

• [G812L]：ローカル ノード

• [ST3]：Stratum 3

クロック追跡可能

• [SMC]：SONET 最小ク
ロック

• [ST4]：Stratum 4

• [SETS]：同期装置
• [DUS]：タイミング同期に
は使用しないでください

• [DUS]：タイミング同期に
は使用しないでください

• [RES]：予約済み。ユーザ
が設定した品質レベル
ステップ 7

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G398 ADM-10G 回線セクション トレースの設定の変更
目的

このタスクでは、ADM-10G カードの回線セクション トレース設定を変
更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

[Section Trace] タブは、OC-N（ポート 1 ～ 16、ポート 17 および 18（シングルカード コンフィギュ
レーションのみ）およびポート 19）として設定されたポートで使用可能です。セクション トレース
は、インターリンク ポートでは、使用できません。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、セク
ション トレース設定を変更する ADM-10G カードをダブルクリックします。カード ビューが表示され
ます。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Section Trace] タブをクリックします。
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ステップ 3
表 6-36

表 6-36 に示されている任意の設定を変更します。

ADM-10G セクション トレース設定

ONS 15454（ANSI）の

パラメー
タ

説明

[Port]

ポート番号を設定します。 •

オプション

1-1 ～ 1-16
（OC3/OC12/OC48/
GE）

ONS 15454 SDH
（ETSI）のオプション

• 1-1 ～ 1-16
（STM1/STM4/STM
16/GE）

• 17-1（OC192）

• 17-1（STM64）

• 18-1（OC192）

• 18-1（STM64）

• 19-1（OC192）

• 19-1（STM64）

（注）

ポート 17 および （注） ポート 17 および
ポート 18 は、シ
ポート 18 は、シ
ングルカード コ
ングルカード コ
ンフィギュレー
ンフィギュレー
ションで OC192
ションで STM64
ペイロードをサ
ペイロードをサ
ポートするトラン
ポートするトラン
ク ポートです。
ク ポートです。
これらのポート
これらのポート
は、ダブルカード
は、ダブルカード
コンフィギュレー
コンフィギュレー
ション
ション
（ADM-10G ピア
（ADM-10G ピア
グループ）のイン
グループ）のイン
ターリンク ポー
ターリンク ポー
トです。
トです。

[Received トレース モードを設定し
Trace
ます。
Mode]

• [Off/None]

• [Off/None]

• [Manual]

• [Manual]

[Transmit
Section
Trace
String
Size]

• 1 バイト

• 1 バイト

• 16 バイト

• 16 バイト

• 64 バイト

• 64 バイト

トレース文字列サイズを
設定します。
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表 6-36

ADM-10G セクション トレース設定（続き）

ONS 15454（ANSI）の

パラメー
タ

説明

[Current]

[Current Transmit String] トレース文字列サイズの

オプション

では、現在の伝送文字列 文字列
を表示します。[New
Transmit String] は、新し
い伝送文字列を設定しま
す。[Current String Type]
では、ASCII または 16
進形式を選択できます。
表示を 16 進に変更するに
は [Hex] をクリックしま
す（ボタンは [ASCII] に
変わります）。表示を
ASCII に変更するには
[ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変
わります）。

[Received （表示のみ）[Current
]
Received String] は、現

トレース文字列サイズの
文字列

ONS 15454 SDH
（ETSI）のオプション
トレース文字列サイズの
文字列

トレース文字列サイズの
文字列

在の受信文字列を表示し
ます。[Refresh] をクリッ
クすると、この表示を手
動でリフレッシュできま
す。または、

[Auto-refresh every 5 sec]
チェックボックスをオン
にすると、このパネルを
最新にしておくことがで
きます。

[Auto-refr オンにした場合は、表示
esh]
が 5 秒ごとに自動的にリ

オン / オフ（デフォルト） オン / オフ（デフォルト）

フレッシュされます。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G399 SONET および SDH ペイロード用 ADM-10G 回線しき
い値の変更
目的

このタスクでは、SONET ペイロードを伝送する ADM-10G カードの回線
しきい値を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
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ステップ 1
ステップ 2

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
しきい値設定を変更する ADM-10G カードをダブルクリックします。カード ビューが表示されます。

[Provisioning] > [Line Thresholds] > [SONET Thresholds] または [SDH Thresholds] タブをクリックし
ます。

ステップ 3
表 6-37

表 6-37 に示されている任意の設定を変更します。

ADM-10G カード回線しきい値の設定

パラメータ

[Port]

説明
（表示のみ）ポート番
号

ONS 15454（ANSI）のオ

ONS 15454 SDH（ETSI）のオ

プション

プション

• 1-1 ～ 1-16
（OC3/OC12/OC48/GE）

• 1-1 ～ 1-16
（STM1/STM4/STM16/GE）

• 17-1（OC192）

• 17-1（STM64）

• 18-1（OC192）

• 18-1（STM64）

• 19-1（OC192）

• 19-1（STM64）

（注）

[EB]

Path Errored Block
—
は、ブロック内で 1 つ
以上のビットがエ
ラーになっているこ
とを示します。

ポート 17 およびポー （注） ポート 17 およびポート
ト 18 は、シングル
18 は、シングルカード
コンフィギュレーション
カード コンフィギュ
レーションで OC192
で STM64 ペイロードを
ペイロードをサポー
サポートするトランク
ポートです。これらの
トするトランク ポー
トです。これらの
ポートは、ダブルカード
コンフィギュレーション
ポートは、ダブル
（ADM-10G ピア グルー
カード コンフィギュ
レーション
プ）のインターリンク
ポートです。
（ADM-10G ピア グ
ループ）のインター
リンク ポートです。
数値。しきい値表示オプション
は、次のとおりです。

• [Direction]：[Near End] ま
たは [Far End]
• [Interval]：[15 Min]（分）
または [1 Day]
• [Types]：[Multiplex
Section] または
[Regeneration Section]（近
端のみ）
各カテゴリのオプションを選択
し、[Refresh] をクリックしま
す。
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表 6-37

ADM-10G カード回線しきい値の設定（続き）

ONS 15454（ANSI）のオ

ONS 15454 SDH（ETSI）のオ

パラメータ

説明

プション

プション

[CV]

符号化違反

数値。しきい値表示オプショ —
ンは、次のとおりです。

• [Direction]：[Near End]
または [Far End]
• [Interval]：[15 Min]
（分）または [1 Day]
• [Types]：[Line] または
[Section]（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選
択し、[Refresh] をクリック
します。

[ES]

エラー秒数

数値。しきい値表示オプショ 数値。しきい値表示オプション
ンは、次のとおりです。
は、次のとおりです。

• [Direction]：[Near End]
または [Far End]

• [Direction]：[Near End] ま
たは [Far End]

• [Interval]：[15 Min]
（分）または [1 Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）
または [1 Day]

• [Types]：[Line] または
[Section]（近端のみ）

• [Types]：[Line] または
[Section]（近端のみ）

各カテゴリのオプションを選 各カテゴリのオプションを選択
択し、[Refresh] をクリック し、[Refresh] をクリックしま
します。
す。

[SES]

重大エラー秒数

数値。しきい値表示オプショ 数値。しきい値表示オプション
ンは、次のとおりです。
は、次のとおりです。

• [Direction]：[Near End]
または [Far End]

• [Direction]：[Near End] ま
たは [Far End]

• [Interval]：[15 Min]
（分）または [1 Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）
または [1 Day]

• [Types]：[Line] または
[Section]（近端のみ）

• [Types]：[Line] または
[Section]（近端のみ）

各カテゴリのオプションを選 各カテゴリのオプションを選択
択し、[Refresh] をクリック し、[Refresh] をクリックしま
します。
す。
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表 6-37

ADM-10G カード回線しきい値の設定（続き）

ONS 15454（ANSI）のオ

ONS 15454 SDH（ETSI）のオ

パラメータ

説明

プション

プション

[BBE]

バックグラウンド ブ
ロック エラー

—

数値。しきい値表示オプション
は、次のとおりです。

• [Direction]：[Near End] ま
たは [Far End]
• [Interval]：[15 Min]（分）
または [1 Day]
• [Types]：[Multiplex
Section] または
[Regeneration Section]（近
端のみ）
各カテゴリのオプションを選択
し、[Refresh] をクリックしま
す。

[FC]

（回線セクションの
み）障害カウント

数値。しきい値表示オプショ —
ンは、次のとおりです。

• [Direction]：[Near End]
または [Far End]
• [Interval]：[15 Min]
（分）または [1 Day]
• [Types]：[Line] または
[Section]（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選
択し、[Refresh] をクリック
します。

[PSC]

保護スイッチング カ
ウント

数値。しきい値表示オプショ —
ンは、次のとおりです。

• [Direction]：[Near End]
または [Far End]
• [Interval]：[15 Min]
（分）または [1 Day]
各カテゴリのオプションを選
択し、[Refresh] をクリック
します。
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表 6-37

ADM-10G カード回線しきい値の設定（続き）

ONS 15454（ANSI）のオ

ONS 15454 SDH（ETSI）のオ

パラメータ

説明

プション

プション

[PSD]

保護スイッチング時
間

数値。しきい値表示オプショ —
ンは、次のとおりです。

• [Direction]：[Near End]
または [Far End]
• [Interval]：[15 Min]
（分）または [1 Day]
各カテゴリのオプションを選
択し、[Refresh] をクリック
します。

[UAS]

（回線セクションの
み）使用不可秒数

数値。しきい値表示オプショ 数値。しきい値表示オプション
は、次のとおりです。
ンは、次のとおりです。

• [Direction]：[Near End]
または [Far End]

• [Direction]：[Near End] ま
たは [Far End]

• [Interval]：[15 Min]
（分）または [1 Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）
または [1 Day]

• [Types]：[Line] または
[Section]（近端のみ）

• [Types]：[Line] または
[Section]（近端のみ）

各カテゴリのオプションを選 各カテゴリのオプションを選択
択し、[Refresh] をクリック し、[Refresh] をクリックしま
します。
す。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G412 1G イーサネット ペイロード用 ADM-10G 回線 RMON
しきい値の変更
目的

このタスクでは、1G イーサネット ペイロードを伝送する ADM-10G カー
ドの回線 RMON しきい値を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
「DLP-G411 ADM-10G PPM およびポートのプロビジョニング」（P.6-9）

（注）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

この作業は、ADM-10G カードに、ギガビット イーサネットにプロビジョニングされた PPM ポートが
少なくとも 1 つある場合にのみ実行できます。
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ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
RMON しきい値設定を変更する ADM-10G カードをダブルクリックします。カード ビューが表示され
ます。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line Thresholds] > [RMON Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

[Create] をクリックします。[Create Threshold] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Port] ドロップダウン リストで、適用可能なポートを選択します。

ステップ 5

[Variable] ドロップダウン リストで、該当するイーサネット変数を選択します。利用可能なイーサネッ
ト変数の一覧については、表 6-38 を参照してください。
表 6-38

ADM-10G ギガビット イーサネットしきい値

変数

説明

ifInOctets

インターフェイスで受信したオクテットの合計数（フレーミン
グ文字を含む）。

ifInErrors

エラーを含むために上位レイヤのプロトコルに配信不可能だっ
た着信パケットの数。

ifOutOctets

インターフェイスから送信されたオクテットの合計数（フレー
ミング文字を含む）。

ifInMulticastPkts

エラーなしで受信されたマルチキャスト フレームの数。

ifInBroadcastPkts

サブレイヤによって上位のレイヤまたはサブレイヤに渡された
パケットで、このサブレイヤのブロードキャスト アドレス宛て
のパケットの数。

ifInErrorBytePkts

受信エラー バイト数。

dot3StatsFCSErrors

フレーム チェック エラーがあったフレーム数。つまり、オク
テットの数は整数だが、Frame Check Sequence（FCS; フレーム
チェック シーケンス）に誤りがあったフレームの数。

dot3StatsFrameTooLong

最大許容サイズを超えた受信フレームの数。

dot3ControlInUnknownOpcodes

このデバイスでサポートされない演算コードを含む、このイン
ターフェイスで受信した MAC 制御フレームのカウント。

dot3InPauseFrames

PAUSE 操作を示す演算コードを含む、このインターフェイスで
受信した MAC 制御フレームのカウント。

dot3OutPauseFrames

PAUSE 操作を示す演算コードを含む、このインターフェイスで
送信した MAC 制御フレームのカウント。

etherStatsUndersizePkts

形式が適切かつ長さが 64 オクテット未満で（フレーミング ビッ
トを除き、FCS オクテット含む）の受信パケットの合計数。

etherStatsFragments

長さが 64 オクテット未満（フレーミング ビットは除くが、FCS
オクテットは含む）で、整数のオクテットを持つ不良 FCS
（FCS エラー）または非整数のオクテットを持つ不良 FCS（ア
ラインメント エラー）のいずれかがあった受信パケットの合計
数。
（注）

etherStatsFragments が増えていくことは問題ありませ
ん。これは、ラント（コリジョンが原因の通常の発生回
数）とノイズ ヒットの両方がカウントされるためです。
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表 6-38

ADM-10G ギガビット イーサネットしきい値（続き）

etherStatsPkts64Octets

長さが 64 オクテット（フレーミング ビットを除き、FCS オク
テット含む）の受信パケット（問題のあるパケットも含む）の
合計数。

etherStatsPkts65to127Octets

長さが 65 ～ 127 オクテットの受信パケット（問題のあるパケッ
トも含む）の合計数。

etherStatsPkts128to255Octets

長さが 128 ～ 255 オクテット（フレーミング ビットを除き、
FCS オクテット含む）の受信パケット（問題のあるパケットも
含む）の合計数。

etherStatsPkts256to511Octets

長さが 256 ～ 511 オクテットの受信パケット（問題のあるパ
ケットも含む）の合計数。

etherStatsPkts512to1023Octets

長さが 512 ～ 1023 オクテット（フレーミング ビットを除き、
FCS オクテット含む）の受信パケット（問題のあるパケットも
含む）の合計数。

etherStatsPkts1024to1518Octets

長さが 1024 ～ 1518 オクテット（フレーミング ビットを除き、
FCS オクテット含む）の受信パケット（問題のあるパケットも
含む）の合計数。

etherStatsBroadcastPkts

ブロードキャスト アドレスに送信された受信正常パケットの合
計数。
（注）

etherStatsMulticastPkts

マルチキャスト パケットは含まれません。

マルチキャスト アドレスに送信された受信正常パケットの合計
数。
（注）

この数には、ブロードキャスト アドレス宛てのパケット
は含まれていません。

etherStatsOversizePkts

形式が適切かつ長さが 1518 オクテットを超える（フレーミング
ビットを除き、FCS オクテット含む）受信パケットの合計数。

etherStatsJabbers

長さが 1518 オクテットを超え（フレーミング ビットを除き、
FCS オクテット含む）、オクテット数は整数だが FCS に問題が
ある（FCS エラー）、またはオクテット数が整数でなく（アライ
メント エラー）FCS にも問題がある、受信パケットの合計数。

rxTotalPkts

受信されたパケットの合計数。

txTotalPkts

送信パケットの合計数。

ステップ 6

[Alarm Type] ドロップダウン リストを使用して、上昇しきい値、下限しきい値、または上昇しきい値
と下限しきい値の両方のいずれでイベントがトリガーされるのかを指定します。

ステップ 7

[Sample Type] ドロップダウン リストで [Relative] または [Absolute] を選択します。[Relative] の場合
は、ユーザ設定によるサンプリング期間内の発生回数を使用するようにしきい値が制限されます。
[Absolute] の場合は、期間を問わず、合計発生回数を使用するようにしきい値が設定されます。

ステップ 8

[Sample Period] フィールドに適切な秒数を入力します。

ステップ 9

[Rising Threshold] フィールドに適切な発生回数を入力します。
上昇タイプのアラームの場合は、下限しきい値より小さい値から上昇しきい値より大きい値まで測定値
が変化する必要があります。たとえば、15 秒間ごとに 1000 回のコリジョンに設定されている上昇しき
い値未満で稼動しているネットワークで問題が起こり、15 秒間に 1001 回のコリジョンが発生すると、
発生回数がしきい値を超えるためにアラームがトリガーされます。
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ステップ 10

[Falling Threshold] フィールドに適切な発生回数を入力します。通常は、下限しきい値を上昇しきい値
より低く設定します。
下限しきい値は上昇しきい値と対照的なしきい値です。上昇しきい値を超えていた発生回数が下限しき
い値未満になると、上昇しきい値がリセットされます。たとえば、15 秒間に 1001 回のコリジョンを発
生させていたネットワークの問題が収束して 15 秒に発生するコリジョンが 799 回だけになった場合、
発生回数は下限しきい値の 800 コリジョン未満になります。これにより、上昇しきい値がリセットさ
れるため、ネットワーク コリジョンが再び急増して 15 秒間に 1000 回を超えると、上昇しきい値を超
えるときにイベントが再度トリガーされます。イベントは上昇しきい値を初めて超えるときだけにトリ
ガーされます（このようにしないと、1 回のネットワークの問題で上昇しきい値を複数回超えて、イベ
ントをフラッディングさせるおそれがあります）。

ステップ 11

[OK] をクリックします。

ステップ 12

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G400 ADM-10G インターリンクまたはトランク ポート アラー
ムと TCA しきい値のプロビジョニング
このタスクでは、ADM-10G インターリンクまたはトランク ポート ア
ラームおよび Threshold Crossing Alert（TCA; しきい値超過アラート）
しきい値をプロビジョニングします。

目的

ツール / 機器
事前準備手順
必須 / 適宜

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、イン
ターリンクまたはトランク ポート アラームと TCA の設定を変更する ADM-10G カードをダブルク
リックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

[Types] の [TCA] オプション ボタンがオンになっていることを確認します。オンになっていない場合、
確認して [Refresh] をクリックします。

ステップ 4

表 6-39 を参照し、RX Power High、RX Power Low、TX Power High および TX Power Low のイン
ターリンクまたはトランク ポート TCA しきい値を確認します。必要に応じて、新しいしきい値をプロ
ビジョニングします。これを行うには、変更するしきい値をダブルクリックして値を削除し、新しい値
を入力して Enter を押します。

（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。
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表 6-39

ADM-10G インターリンクとトランク ポート TCA しきい値

TCA RX
Power
High

ポート

17-1 および 18-1（トランク / インターリンク） -7.0 dBm
（注）

TCA RX
Power
Low

TCA TX
Power
High

TCA TX
Power
Low

-27.0 dBm

6.0 dBm

-4.0 dBm

-27.0 dBm

6.0 dBm

-4.0 dBm

ポート 17 およびポート 18 は、シング
ルカード コンフィギュレーションでは
トランク ポートで、ダブルカード コ
ンフィギュレーション（ADM-10G ピ
ア グループ）ではインターリンク
ポートです。

19-1（トランク）

-7.0 dBm

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。

ステップ 7

表 6-40 を参照し、RX Power High、RX Power Low、TX Power High および TX Power Low のイン
ターリンクまたはトランク ポート アラームしきい値を確認します。必要に応じて、新しいしきい値を
プロビジョニングします。これを行うには、変更するしきい値をダブルクリックして値を削除し、新し
い値を入力して Enter を押します。

（注）

表 6-40

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。
ADM-10G インターリンクとトランク ポート アラームしきい値

ポート

Alarm RX
Power
High

Alarm RX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

17-1（トランク / インターリンク）

1.0 dBm

-13.0 dBm

1.0 dBm

-8.0 dBm

-5.0 dBm

-30.0 dBm

5.0 dBm

-3.0 dBm

-5.0 dBm

-30.0 dBm

5.0 dBm

-3.0 dBm

（注）

ポート 17 は、シングルカード コン
フィギュレーションではトランク ポー
ト、ダブルカード コンフィギュレー
ション（ADM-10G ピア グループ）で
はインターリンク ポートです。

18-1（トランク / インターリンク）
（注）

ポート 18 は、シングルカード コン
フィギュレーションではトランク ポー
ト、ダブルカード コンフィギュレー
ション（ADM-10G ピア グループ）で
はインターリンク ポートです。

19-1（トランク）
ステップ 8

[Apply] をクリックします。
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ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G401 ADM-10G のクライアント ポート アラームと TCA しき
い値のプロビジョニング
目的

このタスクでは、ADM-10G カードのクライアント ポート アラームと
TCA しきい値をプロビジョニングします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

必須

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、クラ
イアント ポート アラームと TCA の設定を変更する ADM-10G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

[Types] の [TCA] オプション ボタンがオンになっていることを確認します。オンになっていない場合、
確認して [Refresh] をクリックします。

ステップ 4

表 6-13（P.6-44）と表 6-14（P.6-46）を参照し、プロビジョニングされたクライアント インターフェイ
スに基づいて RX Power High、RX Power Low、TX Power High および TX Power Low のポート 1 ～
16（クライアント）アラームしきい値を確認します。必要に応じて、新しいしきい値をプロビジョニ
ングします。これを行うには、変更するしきい値をダブルクリックして値を削除し、新しい値を入力し
て Enter を押します。

（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。

ステップ 7

表 6-13 と表 6-14（P.6-46）を参照し、RX Power High、RX Power Low、TX Power High、および TX
Power Low の設定のインターリンク ポート 17-1 および 18-1 を確認します。必要に応じて、新しいし
きい値をプロビジョニングします。これを行うには、変更するしきい値をダブルクリックして値を削除
し、新しい値を入力して Enter を押します。

ステップ 8

[Apply] をクリックします。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G402 ADM-10G OTN 設定の変更
目的

このタスクでは、ADM-10G カードの回線 OTN 設定を変更します。

ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
OTN 設定を変更する ADM-10G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [OTN] タブをクリックし、[OTN Lines]、[ITU-T G.709 Thresholds]、[FEC
Thresholds]、または [Trail Trace Identifier] の、いずれかのサブタブをクリックします。

ステップ 3

表 6-41 ～ 6-44 を参照して、任意の設定を変更します。

（注）

[Near End] と [Far End]、[15 Min] と [1 Day]、および [SM] と [PM] は、個別に変更する必要
があります。これを行うには、適切なオプション ボタンを選択し、[Refresh] をクリックしま
す。

表 6-41 では、[Provisioning] > [OTN] > [OTN Lines] タブの値を説明します。
表 6-41

パラメータ

[Port]

ADM-10G カード OTN 回線設定

説明

オプション

• 18-1（トランク / インターリンク）

（表示のみ）ポート番号および任意指定
の名前を表示します。

• 19-1（トランク）
（注）

ポート 18 は、シングルカード コ
ンフィギュレーションではトラ
ンク ポート、ダブルカード コン
フィギュレーション（ADM-10G
ピア グループ）ではインターリ
ンク ポートです。

[ITU-TG.709
OTN]

ITU-T G.709 に基づいて OTN 回線を設

• [Enable]

定します。

• [Disable]

[FEC]

OTN 回線の FEC モードを設定します。
FEC モードは [Disabled] または
[Enabled] に設定できます。
TXP_MR_10E では、Enhanced FEC

• [Disable]：FEC はオフです。
• [Standard]：標準 FEC がオンです。
• [Enhanced]：拡張 FEC がオンです。

モードをイネーブルにして、範囲を拡大
しビット エラー レートを低減させること
ができます。TXP_MR_10E カードでは、
Standard は FEC のイネーブル化と同等
です。
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表 6-41

ADM-10G カード OTN 回線設定（続き）

パラメータ

説明

[SD BER]

信号劣化ビット エラー レートを設定しま
す。

オプション

• [1E-5]
• [1E-6]
• [1E-7]
• [1E-8]
• [1E-9]

[SF BER]
[Synch
Mapping]

（表示のみ）信号障害ビット エラー レー
トを示します。

• [1E-5]

ODUk（クライアント ペイロード）の光 [Synch mapping]
チャネル（OTUk）へのマッピング方法
を設定します。

表 6-42 では、[Provisioning] > [OTN] > [ITU-T G.709 Thresholds] タブの値を説明します。
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表 6-42

パラメータ

[Port]

ADM-10G カード ITU-T G.709 しきい値設定

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号および任意指定
の名前を表示します。

• 18-1（トランク / インターリンク）
• 19-1（トランク）
（注）

[ES]

エラー秒数。[SM]（OTUk）オプション
ボタンを選択すると、FEC、オーバー
ヘッド管理、および OTUk を使用した
PM が選択されます。[PM] オプション
ボタンを選択すると、ODUk を使用した
パス PM が選択されます。

ポート 18 は、シングルカード コ
ンフィギュレーションではトラ
ンク ポート、ダブルカード コン
フィギュレーション（ADM-10G
ピア グループ）ではインターリ
ンク ポートです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM]（OTUk）または
[PM]（ODUk）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
（注）

SM（OTUk）は、管理およびパ
フォーマンス モニタリングに使
用される ITU-T G.709 Optical

Channel Transport Unit Order of
k オーバーヘッドフレームです。
PM（ODUk）は、パス パフォー
マンス モニタリングに使用され
る ITU-T G.709 Optical Channel
Data Unit Order of k オーバー
ヘッドフレームです。

[SES]

重大エラー秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
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表 6-42

ADM-10G カード ITU-T G.709 しきい値設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[UAS]

使用不可秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[BBE]

バックグラウンド ブロック エラー

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[FC]

障害カウンタ

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
表 6-43 では、[Provisioning] > [OTN] > [FEC Thresholds] タブの値を説明します。
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表 6-43

パラメータ

[Port]

ADM-10G カードの FEC しきい値設定

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号および任意指定
の名前を表示します。

• 18-1（トランク / インターリンク）
• 19-1（トランク）
（注）

[Bit Errors
Corrected]

ポート 18 は、シングルカード コ
ンフィギュレーションではトラ
ンク ポート、ダブルカード コン
フィギュレーション（ADM-10G
ピア グループ）ではインターリ
ンク ポートです。

選択された期間内の訂正ビット エラー数 数値表示。15 分または 1 日の間隔で設定
を表示します。
できます。

[Uncorrectable 選択された期間内の訂正不可能なワード
Words]
数を表示します。

数値表示。15 分または 1 日の間隔で設定
できます。

表 6-44 では、[Provisioning] > [OTN] > [Trail Trace Identifier] タブの値を説明します。
表 6-44

ADM-10G Trail Trace Identifier の設定

パラメータ

説明

[Port]

ポート番号を設定します。

オプション

• 18-1（トランク / インターリンク）
• 19-1（トランク）
（注）

[Level]

ポート 18 は、シングルカード コ
ンフィギュレーションではトラ
ンク ポート、ダブルカード コン
フィギュレーション（ADM-10G
ピア グループ）ではインターリ
ンク ポートです。

• [Section]

レベルを設定します。

• [Path]

[Received
Trace Mode]

トレース モードを設定します。

[Disable FDI
on TTIM]

このボックスをオンにすると、J0/J1
オーバーヘッド文字列の不一致が原因で

• [Off/None]
• [Manual]

Trace Identifier Mismatch on
Section/Path オーバーヘッド アラームが
発生しても、Forward Defect Indication
（FDI; 順方向障害通知）信号がダウンス

• オン（FDI on TTIM はディセーブ
ル）

• オフ（FDI on TTIM はディセーブル
でない）

トリーム ノードに送信されません。
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表 6-44

ADM-10G Trail Trace Identifier の設定（続き）

パラメータ

説明

[Transmit]

[Current Transmit String] では、現在の伝 トレース文字列サイズの文字列。
送文字列を表示します。[New] では、新 Trail Trace Identifier の長さは 64 バイト
しい伝送文字列を設定します。右方のボ
タンをクリックすると、表示を変更でき
ます。タイトルは、現在の表示モードに
基づいて変更されます。[Transmit String
Type] で、表示を 16 進に変更するには
[Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

オプション

です。

[Expected]

[Current Expected String] では、現在の トレース文字列サイズの文字列
予測文字列を表示します。[New] では、
新しい予測文字列を設定します。右方の
ボタンをクリックすると、表示を変更で
きます。タイトルは、現在の表示モード
に基づいて変更されます。[Expected
String Type] で、表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

[Received]

（表示のみ）[Current Received String]
トレース文字列サイズの文字列
は、現在の受信文字列を表示します。
[Refresh] をクリックすると、この表示を
手動でリフレッシュできます。または、
[Auto-refresh every 5 sec] チェックボッ
クスをオンにすると、このパネルを最新
にしておくことができます。

[Auto-refresh]
（5 秒ごと）

オンにした場合は、表示が 5 秒ごとに自
動的にリフレッシュされます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

オン / オフ（デフォルト）
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NTP-G97 4x2.5G マックスポンダ カードの回線設定と
PM パラメータしきい値の変更
目的

この手順では MXP_2.5G_10G 、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、
MXP_2.5G_10E_L、および MXP_2.5G_10EX_C マックスポンダ カード
の回線およびしきい値設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、
ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」（P.4-67）。
「DLP-G63 SFP または XFP の取り付け」（P.4-70）
（P.6-11）
（必要な場
「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」
合）
「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）（必要な場合）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

マックスポンダ カード設定を変更するノードで、
「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを
実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて「NTP-G103 データベースのバックアップ」（P.14-2）の手順を実行し、既存の伝送設定
を保持します。

ステップ 3

必要に応じて、次の任意のタスクを実行します。

• 「DLP-G222 4x2.5G マックスポンダ カード設定の変更」（P.6-104）
• 「DLP-G223 4x2.5G マックスポンダの回線設定変更」（P.6-106）
• 「DLP-G224 4x2.5G マックスポンダ セクション トレース設定の変更」（P.6-109）
• 「DLP-G225 4x2.5G マックスポンダ トランク設定の変更」（P.6-110）
• 「DLP-G226 4x2.5G マックスポンダの SONET/SDH 回線しきい値設定の変更」（P.6-113）
• 「DLP-G303 4x2.5G マックスポンダのトランク ポート アラームおよび TCA しきい値のプロビジョ
ニング」（P.6-116）
• 「DLP-G304 4x2.5G マックスポンダのクライアント ポート アラームおよび TCA しきい値のプロビ
ジョニング」（P.6-118）
• 「DLP-G228 4x2.5G マックスポンダの回線 OTN 設定の変更」（P.6-120）
• 「DLP-G369 4x2.5G マックスポンダ トランク波長設定の変更」（P.6-112）
ステップ 4

必要に応じて、「NTP-G103 データベースのバックアップ」（P.14-2）の手順を実行します。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。
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DLP-G222 4x2.5G マックスポンダ カード設定の変更
このタスクでは、MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、および MXP_2.5G_10EX_C

目的

マックスポンダ カードのカード設定（ペイロード タイプ、終端モード、
波長など）を変更します。
ツール / 機器
事前準備手順
必須 / 適宜

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、カー
ド設定を変更する MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、ま
たは MXP_2.5G_10EX_C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Card] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-45 に示されている任意の設定を変更します。

（注）

表 6-45 に示されているパラメータは、4x2.5G マックスポンダ カードすべてには適用されませ
ん。適用されないパラメータまたはオプションは、CTC に表示されません。
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表 6-45

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または
MXP_2.5G_10EX_C のカード設定

パラメータ

説明

オプション

[Termination
Mode]

操作のモードを設定します。カードに適
用されないオプションは表示されませ
ん。

ANSI プラットフォームの場合：

MXP_2.5G_10G カードは、
SONET/SDH 多重化に基づいています。
トランスペアレント モードは着信する

OC-48/STM-16 信号の B1 バイト（およ
び他のバイト）を終端し、再構築しま
す。B2 バイトは変更されません。

• [Transparent]
• [Section]（MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、
MXP_2.5G_10E_L、および
MXP_2.5G_10EX_C のみ）
• [Line]（MXP_2.5G_10G のみ）

ETSI プラットフォームの場合：

MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、
MXP_2.5G_10E_L または
MXP_2.5G_10EX_C カードは、
OTN/ITU-T G.709 多重化方式に基づき、

• [Transparent]

トランスペアレント モードでは完全に透
過的になります。B1 バイトや他のバイ
トを終端させることはありません。

• [Regeneration Section]
（MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、
MXP_2.5G_10E_L、および
MXP_2.5G_10EX_C のみ）

このカードでは、まず OC-48/STM-16
バイトを ODU1 にカプセル化してから、
OTU2 に多重化します。

• [Multiplex Section]
（MXP_2.5G_10G のみ）

詳細については、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』の
「Transponder and Muxponder Cards」の
章を参照してください。

[AIS/Squelch] （MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、
MXP_2.5G_10E_L、および
MXP_2.5G_10EX_C のみ）トランスペ

• [Ais]
• [Squelch]

アレント終端モードの設定を行います。

[Tunable
Wavelengths]

—
（表示のみ）カードが取り付けられた後
に、トランク ポートのサポートされてい
る波長を表示します。
MXP_2.5G_10E_C または
MXP_2.5G_10E_L カードの場合、サ
ポート対象の最初と最後の波長、周波数
の間隔、サポート対象の波長の数が次の
形式で表示されます。最初の波長 - 最後
の波長 - 周波数の間隔 - サポート対象の
波長の数。たとえば、
MXP_2.5G_10E_C カードでは、
「1529.55nm-1561.83nm-50gHz-82」と
なります。MXP_2.5G_10G および
MXP_2.5G_10E では、取り付けられた
カードでサポートされている 4 つの波長
が表示されます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。
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元の手順（NTP）に戻ります。

ステップ 5

DLP-G223 4x2.5G マックスポンダの回線設定変更
目的

このタスクでは、MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、および MXP_2.5G_10EX_C
マックスポンダ カードの回線設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
設定を変更する MXP_2.5G_10G 、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、また
は MXP_2.5G_10EX_C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [SONET]（ANSI）タブまたは [SDH]（ETSI）タブをクリックします。
（注）

表 6-46 に示されている任意の設定を変更します。

ステップ 3

（注）

表 6-46

[SONET] タブは、特定のポートに PPM を作成してあるときのみ、表示されます。

[Near End] と [Far End]、[15 Min] と [1 Day]、および [Line] と [Section] は、個別に変更する
必要があります。これを行うには、適切なオプション ボタンを選択し、[Refresh] をクリック
します。

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または MXP_2.5G_10EX_C のカー
ド回線の設定

パラメータ

[Port]

[Port Name]

説明
（表示のみ）ポート番号。ポート 1 ～ 4 はクライア
ント ポート（OC-48/STM-16）。ポート 5 は波長
サービスを提供する DWDM トランク
（OC-192/STM-64）。着脱可能ポート モジュール
がプロビジョニングされていないクライアント
ポートは表示されません。
指定したポートに論理名を割り当てることができ
ます。

オプション

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5（トランク）（MXP_2.5G_10G のみ）
ユーザ定義です。名前は、英数字および特殊文字で
32 文字までです。デフォルトではブランクです。
「DLP-G104 ポートへの名前の割り当て」（P.8-3）の
タスクを参照してください。
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表 6-46

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または MXP_2.5G_10EX_C のカー
ド回線の設定（続き）

パラメータ

説明

[Admin State]

ネットワーク状態が原因で変更できない場合を除
き、ポート サービス状態を設定します。管理状態
の詳細については、『Cisco ONS 15454 DWDM
Reference Manual』の付録「Administrative and
Service States」を参照してください。

オプション

• [IS]（ANSI）または [Unlocked]（ETSI）
• [IS,AINS]（ANSI）または
[Unlocked,automaticInService]（ETSI）
• [OOS,DSBLD]（ANSI）または
[Locked,disabled]（ETSI）
• [OOS,MT]（ANSI）または
[Locked,maintenance]（ETSI）

[Service State] （表示のみ）ポートの概況を示す、自動生成された
状態を識別します。サービス状態は、Primary
State-Primary State Qualifier, Secondary State とい
う形式で表示されます。サービス状態の詳細につ
いては、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference
Manual』の付録「Administrative and Service
States」を参照してください。

[SF BER]

信号障害ビット エラー レートを設定します。

• [IS-NR]（ANSI）または [Unlocked-enabled]
（ETSI）
• [OOS-AU,AINS]（ANSI）または
[Unlocked-disabled,
automaticInService]（ETSI）
• [OOS-MA,DSBLD]（ANSI）または
[Locked-enabled,disabled]（ETSI）
• [OOS-MA,MT]（ANSI）または
[Locked-enabled,maintenance]（ETSI）
• [1E-3]
• [1E-4]
• [1E-5]

[SD BER]

信号劣化ビット エラー レートを設定します。

• [1E-5]
• [1E-6]
• [1E-7]
• [1E-8]
• [1E-9]

[ALS Mode]

ALS 機能モードを設定します。DWDM トランス
ミッタは、ITU-T G.644（06/99）に基づいて ALS
をサポートします。ALS は、ディセーブルにする
ことも、3 つのモード オプションの 1 つに設定す
ることもできます。

• [Disable]（デフォルト）：ALS はオフです。トラ
フィックが停止（LOS）しても、レーザーが自動
的に遮断されることはありません。

• [Auto Restart]：ALS はオンです。トラフィック
が停止（LOS）すると、レーザーは自動的に遮断
されます。停止の原因となった状態が解消される
と、レーザーは自動的に再開されます。

• [Manual Restart] ：ALS はオンです。トラフィッ
クが停止（LOS）すると、レーザーは自動的に遮
断されます。ただし、停止の原因となった状態が
解消されれば、レーザーを手動で再開する必要が
あります。

• [Manual Restart for Test] ：テスト用にレーザーを
手動で再開します。
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表 6-46

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または MXP_2.5G_10EX_C のカー
ド回線の設定（続き）

パラメータ

説明

[AINS Soak]

オート イン サービスのソーク期間を設定します。
時間をダブルクリックし、上矢印および下矢印を
使用して設定を変更します。

[Type]

オプション

光トランスポート タイプを設定します。

• hh:mm 形式で示された、有効な入力信号の持続
時間。この時間を経過した後、カードは自動的に
In Service（IS; 稼動中）に設定されます。

• 0 ～ 48 時間で、増分は 15 分です。
• [SONET]
• [SDH]

[SyncMsgIn]

同期ステータス メッセージ（S1 バイト）をイネー オンまたはオフ
ブルにします。その結果、ノードで最適なタイミ
ング ソースを選択できるようになります（このパ
ラメータは、MXP_2.5G_10E トランク ポートに
は表示されません）。

[Send
DoNotUse]

オンにすると、DUS メッセージが S1 バイトで送
信されます（このパラメータは、MXP_2.5G_10E
トランク ポートには表示されません）。

オンまたはオフ

[ProvidesSync] ProvidesSync カード パラメータを設定します。オ オンまたはオフ
ンにすると、カードは NE のタイミング基準とし
てプロビジョニングされます（このパラメータは、
MXP_2.5G_10E トランク ポートには表示されま
せん）。

[Reach]

クライアント ポートの光の到達距離を表示します。 オプション：ANSI/ETSI

• [Autoprovision/Autoprovision]（デフォルト）
• [SR]
• [SR 1/I-1]：短距離、最大 2 km
• [IR 1/S1]：中距離、最大 15 km
• [IR 2/S2]：中距離、最大 40 km
• [LR 1/L1]：長距離、最大 40 km
• [LR 2/L2]：長距離、最大 80 km

[Wavelength]

クライアント ポートの波長を表示します。

• [LR 3/L3]：長距離、最大 80 km
• [First Tunable Wavelength]
• [Further wavelengths]：850 ～ 1560.61 nm
100 GHz ITU 間隔 CWDM 間隔

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G224 4x2.5G マックスポンダ セクション トレース設定の変更
このタスクでは、MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、および MXP_2.5G_10EX_C
マックスポンダ カードのセクション トレース設定を変更します。

目的

ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順

（注）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

[Section Trace] タブは、PPM がカードに作成されている場合のみ、表示されます。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、セク
ション トレース設定を変更する MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、
MXP_2.5G_10E_L、または MXP_2.5G_10EX_C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Section Trace] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-47 に示されている任意の設定を変更します。
表 6-47

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または
MXP_2.5G_10EX_C のカード セクション トレース設定

パラメータ

説明

[Port]

ポート番号を設定します。

オプション

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5（トランク、MXP_2.5G_10G の
み）

[Received
Trace Mode]

トレース モードを設定します。

[Disable
AIS/RDI on
TIM-S]

J0 オーバーヘッド文字列の不一致が原因
で TIM on Section オーバーヘッド ア

• オン（AIS/RDI on TIM-S はディ

ラームが発生しても、このボックスをオ
ンにしていればアラーム検出信号がダウ
ンストリーム ノードに送信されません。

• オフ（AIS/RDI on TIM-S はディ

トレース文字列サイズを設定します。い
ずれかのオプション ボタンを選択しま
す。

• 1 バイト

[Transmit
Section Trace
String Size]

• [Off/None]
• [Manual]
セーブル）
セーブルでない）

• 16 バイト
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表 6-47

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または
MXP_2.5G_10EX_C のカード セクション トレース設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[Transmit]

現在の送信文字列を表示し、新規の送信
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

トレース文字列サイズの文字列

[Expected]

現在の予測文字列を表示し、新規の予測
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

トレース文字列サイズの文字列

[Received]

[Auto-refresh]

（表示のみ）現在の受信文字列を表示し
トレース文字列サイズの文字列
ます。[Refresh] をクリックすると、この
表示を手動でリフレッシュできます。ま
たは、[Auto-refresh every 5 sec] チェッ
クボックスをオンにすると、このパネル
を最新にしておくことができます。
オンにした場合、表示が 5 分ごとに自動
的にリフレッシュされます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

オン / オフ（デフォルト）

DLP-G225 4x2.5G マックスポンダ トランク設定の変更
目的

このタスクでは、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、
MXP_2.5G_10E_L、および MXP_2.5G_10EX_C マックスポンダ カード
のトランク設定をプロビジョニングします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順
必須 / 適宜

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

この作業は、MXP_2.5G_10G カードには適用されません。
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ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク設定を変更する MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または
MXP_2.5G_10EX_C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Trunk] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-48 に示されている任意の設定を変更します。

表 6-48

MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または MXP_2.5G_10EX_C のカード トランク設定

パラメータ

説明

[Port]

[Port Name]

オプション

（表示のみ）ポート番号を表示します。ポート 5 は
波長サービスを提供する DWDM トランク
（OC-192/STM-64）。

5（トランク）

指定したポートに論理名を割り当てることができま
す。

ユーザ定義です。名前は、英数字および特殊文字で
32 文字までです。デフォルトではブランクです。
「DLP-G104 ポートへの名前の割り当て」（P.8-3）
のタスクを参照してください。

[Admin State]

ネットワーク状態が原因で変更できない場合を除
き、ポート サービス状態を設定します。管理状態の
詳細については、『Cisco ONS 15454 DWDM
Reference Manual』の付録「Administrative and
Service States」を参照してください。

• [IS]（ANSI）または [Unlocked]（ETSI）
• [IS,AINS]（ANSI）または
[Unlocked,automaticInService]（ETSI）
• [OOS,DSBLD]（ANSI）または
[Locked,disabled]（ETSI）
• [OOS,MT]（ANSI）または
[Locked,maintenance]（ETSI）

[Service State] （表示のみ）ポートの概況を示す、自動生成された
状態を識別します。サービス状態は、Primary
State-Primary State Qualifier, Secondary State とい
う形式で表示されます。サービス状態の詳細につい
ては、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference
Manual』の付録「Administrative and Service
States」を参照してください。

• [IS-NR]（ANSI）または [Unlocked-enabled]
（ETSI）
• [OOS-AU,AINS]（ANSI）または
[Unlocked-disabled,
automaticInService]（ETSI）
• [OOS-MA,DSBLD]（ANSI）または
[Locked-enabled,disabled]（ETSI）
• [OOS-MA,MT]（ANSI）または
[Locked-enabled,maintenance]（ETSI）
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表 6-48

MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または MXP_2.5G_10EX_C のカード トランク設定（続き）

パラメータ

説明

[ALS Mode]

ALS 機能モードを設定します。DWDM トランス
ミッタは、ITU-T G.644（06/99）に基づいて ALS
をサポートします。ALS は、ディセーブルにするこ
とも、3 つのモード オプションの 1 つに設定するこ

オプション

ともできます。

• [Disabled]（デフォルト）：ALS はオフです。
トラフィックが停止（LOS）しても、レーザー
が自動的に遮断されることはありません。

• [Auto Restart]：ALS はオンです。トラフィッ
クが停止（LOS）すると、レーザーは自動的に
遮断されます。停止の原因となった状態が解消
されると、レーザーは自動的に再開されます。

• [Manual Restart] ：ALS はオンです。トラ
フィックが停止（LOS）すると、レーザーは自
動的に遮断されます。ただし、停止の原因と
なった状態が解消されれば、レーザーを手動で
再開する必要があります。

• [Manual Restart for Test] ：テスト用にレーザー
を手動で再開します。

[AINS Soak]

（OC-N および STM-N ペイロードのみ）自動イン
サービスのソーク期間を設定します。

• hh:mm 形式で示された、有効な入力信号の持
続時間。この時間を経過した後、カードは自動
的に In Service（IS; 稼動中）に設定されます。

• 0 ～ 48 時間で、増分は 15 分です。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G369 4x2.5G マックスポンダ トランク波長設定の変更
目的

このタスクでは、MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、および MXP_2.5G_10EX_C
カードのトランク波長設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク波長設定を変更する MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、
MXP_2.5G_10E_L、および MXP_2.5G_10EX_C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Wavelength Trunk Settings] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-49 に示されている任意の設定を変更します。
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表 6-49

パラメータ

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または
MXP_2.5G_10EX_C カードの波長トランク設定

説明

オプション

[Port]

（表示のみ）ポート番号を表示します。

[Band]

（表示のみ）取り付けられているカード
から利用できる波長帯域を示します。
カードを事前プロビジョニングする場
合、フィールドは取り付けられるカード
の帯域にプロビジョニングできます。

[Even/Odd]

MXP_2.5G_10E_C および
MXP_2.5G_10E_L カードのプロビジョ
ニングに使用できる波長を設定します
（このフィールドは、MXP_2.5G_10G ま
たは MXP_2.5G_10E カードには適用さ
れません）。

[Wavelength]

トランクにプロビジョニングされる波
長。

5（トランク）
• [C]：C 帯域波長を [Wavelength]
フィールドで使用できます。

• [L]：L 帯域波長を [Wavelength]
フィールドで使用できます。

• [Even]：偶数の C 帯域または L 帯域
を [Wavelength] フィールドに表示し
ます。

• [Odd]：奇数の C 帯域または L 帯域
を [Wavelength] フィールドに表示し
ます。

• [First Tunable Wavelength]
• 100 GHz ITU-T の C 帯域や L 帯域の
間隔のその他の波長（取り付けられ
ているカードによります）。
MXP_2.5G_10G および
MXP_2.5G_10E カードの場合、そ
のカードで伝送される波長は 2 つの
アスタリスクで識別されます。カー
ドが取り付けられていない場合は、
すべての波長がダークグレーの背景
色で表示されます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G226 4x2.5G マックスポンダの SONET/SDH 回線しきい値設
定の変更
目的

このタスクでは、MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、および MXP_2.5G_10EX_C
マックスポンダ カードの SONET（ANSI）または SDH（ETSI）回線し
きい値の設定を変更します。

ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
しきい値設定を変更する MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、
MXP_2.5G_10E_L、または MXP_2.5G_10EX_C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-50 に示されている任意の設定を変更します。

（注）

表 6-50

表 6-50 のパラメータ タブや選択肢には、4x2.5G マックスポンダ カードすべてには適用されな
いものがあります。適用できないタブや選択肢は、CTC に表示されません。

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または MXP_2.5G_10EX_C のカー
ド回線しきい値の設定

パラメータ

[Port]

[EB]

説明
（表示のみ）ポート番
号

Path Errored Block
は、ブロック内で 1

オプション - ONS 15454

オプション - ONS 15454 SDH

• 1

• 1

• 2

• 2

• 3

• 3

• 4

• 4

• 5（MXP_2.5G_10G のみ）
—

つ以上のビットがエ
ラーになっているこ
とを示します。

• 5（MXP_2.5G_10G のみ）
数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、

[CV]

符号化違反

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

[Refresh] をクリックします。
—

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Line] または [Section]
（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
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表 6-50

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または MXP_2.5G_10EX_C のカー
ド回線しきい値の設定（続き）

パラメータ

説明

オプション - ONS 15454

オプション - ONS 15454 SDH

[ES]

エラー秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）

[SES]

重大エラー秒数

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[Refresh] をクリックします。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[SEFS]

（Near End Section ま 数値。しきい値表示オプションは、次の
たは Regeneration
とおりです。
Section のみ）重大エ
• [Direction]：[Near End] または [Far
ラー フレーミング秒
End]
数
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1

各カテゴリのオプションを選択し、

各カテゴリのオプションを選択し、

[Refresh] をクリックします。
—

Day]

• [Types]：[Line] または [Section]
（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[BBE]

バックグラウンド ブ
ロック エラー

—

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、

[Refresh] をクリックします。
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表 6-50

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または MXP_2.5G_10EX_C のカー
ド回線しきい値の設定（続き）

パラメータ

[FC]

説明
（Line または

Multiplex Section の
み）障害カウント

オプション - ONS 15454

オプション - ONS 15454 SDH

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

—

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Line] または [Section]
（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[UAS]

（Line または

Multiplex Section の
み）使用不可秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

各カテゴリのオプションを選択し、

[Refresh] をクリックします。

DLP-G303 4x2.5G マックスポンダのトランク ポート アラームおよ
び TCA しきい値のプロビジョニング
目的

このタスクでは、MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、および MXP_2.5G_10EX_C
のトランク ポート アラームおよび TCA しきい値を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順
必須 / 適宜

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク ポート アラームおよび TCA 設定を変更する MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または MXP_2.5G_10EX_C カードをダブルクリックしま
す。

ステップ 2

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

[TCA]（選択されていない場合）を選択し、[15 Min] または [1 Day] の PM 間隔をオプション ボタン
で選択し、[Refresh] をクリックします。
（注）

ステップ 4

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

表 6-51 を参照し、RX Power High 、RX Power Low、TX Power High および TX Power Low のトラン
ク ポート（ポート 5）TCA しきい値を確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニング
します。これを行うには、変更するしきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して
Enter を押します。

（注）

表 6-51

Laser Bias パラメータは変更しないでください。
MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または
MXP_2.5G_10EX_C のトランク ポート TCA しきい値

カード

TCA RX
Power
High

TCA RX
Power
Low

TCA TX
Power
High

TCA TX
Power
Low

MXP_2.5G_10G

-8 dBm

-18 dBm

7 dBm

-1 dBm

MXP_2.5G_10E

-9 dBm

-18 dBm

9 dBm

0 dBm

MXP_2.5G_10E_C -9 dBm

-18 dBm

9 dBm

0 dBm

MXP_2.5G_10E_L -9 dBm

-18 dBm

9 dBm

0 dBm

MXP_2.5G_10EX_ -9 dBm
C

-18 dBm

9 dBm

0 dBm

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。

ステップ 7

表 6-52 を参照し、RX Power High 、RX Power Low、TX Power High および TX Power Low のトラン
ク ポート（ポート 5）アラームしきい値を確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニン
グします。これを行うには、変更するしきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して
Enter を押します。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。
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表 6-52

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または
MXP_2.5G_10EX_C のトランク ポート アラームしきい値

カード

Alarm RX
Power
High

Alarm RX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

MXP_2.5G_10G

-8 dBm

-20 dBm

4 dBm

2 dBm

MXP_2.5G_10E

-8 dBm

-20 dBm

7 dBm

3 dBm

MXP_2.5G_10E_C -8 dBm

-20 dBm

7 dBm

3 dBm

MXP_2.5G_10E_L -8 dBm

-20 dBm

7 dBm

3 dBm

MXP_2.5G_10EX_ -8 dBm
C

-20 dBm

7 dBm

3 dBm

ステップ 8

[Apply] をクリックします。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G304 4x2.5G マックスポンダのクライアント ポート アラーム
および TCA しきい値のプロビジョニング
目的

このタスクでは、MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、および MXP_2.5G_10EX_C
カードのクライアント ポート アラームおよび TCA しきい値をプロビ
ジョニングします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

ステップ 1

ステップ 2

必須

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、クラ
イアント ポート アラームおよび TCA 設定を変更する MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または MXP_2.5G_10EX_C カードをダブルクリックしま
す。

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。デフォルトでは、TCA しきい値が表示さ
れます。

ステップ 3

表 6-53 を参照し、反対側にあるクライアント インターフェイスに基づいて、RX Power High、RX
Power Low、TX Power High および TX Power Low のクライアント ポート N（N = 1 ～ 4）の TCA し
きい値を確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを行うには、変更
するしきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押します。
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（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

（注）

カードへのファイバ インターフェイスを提供するために TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、10GE_XPE、または ADM-10G カードの前面プレートに接続されるハードウェア
デバイスは、Small Form-Factor Pluggable（SFP または XFP）と呼ばれます。CTC では、SFP
および XFP を Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）と呼びます。SFP
および XFP は、ポートに接続されて、ポートを光ファイバ ネットワークに接続する、ホット
スワップ可能な入出力デバイスです。マルチレート PPM にはプロビジョニング可能なポート
レートとペイロードがあります。SFP および XFP の詳細については、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』で「Transponder and Muxponder Cards」の章を参照してくださ
い。

表 6-53

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または
MXP_2.5G_10EX_C のカード クライアント インターフェイス TCA しきい値

TCA RX
Power
High

TCA RX
Power
Low

TCA TX
Power
High

TCA TX
Power
Low

ONS-SE-2G-S1

-3

-18

3

-16

15454-SFP-OC48-IR

0

-18

6

-11

ONS-SE-2G-S1

-3

-18

3

-16

15454E-SFP-L.16.1

0

-18

6

-11

ポート タ 着脱可能ポート モ
イプ
ジュール
（CTC） （SFP）

OC-48
STM-16

ステップ 4

ステップ 3 を繰り返して、追加の各クライアント ポートをプロビジョニングします。

ステップ 5

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。

ステップ 6

表 6-54 を参照し、プロビジョニングされたクライアント インターフェイスに基づいて、RX Power
High、RX Power Low、TX Power High および TX Power Low のクライアント ポート N（N = 1 ～ 4）
のアラームしきい値を確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを行
うには、変更するしきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押します。

（注）

表 6-54

Laser Bias パラメータは変更しないでください。
MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、または MXP_2.5G_10E_L カード
のクライアント インターフェイス アラームしきい値

Alarm RX
Power
High

Alarm RX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

ONS-SE-2G-S1

0

-21

0

-13

15454-SFP-OC48-IR

3

-21

3

-8

ポート タ 着脱可能ポート モ
イプ
ジュール
（CTC） （SFP）

OC-48
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表 6-54

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、または MXP_2.5G_10E_L カード
のクライアント インターフェイス アラームしきい値（続き）

Alarm RX
Power
High

Alarm RX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

ONS-SE-2G-S1

0

-21

0

-13

15454E-SFP-L.16.1

3

-21

3

-8

ポート タ 着脱可能ポート モ
イプ
ジュール
（CTC） （SFP）

STM-16

ステップ 7

[Apply] をクリックします。

ステップ 8

ステップ 6 および 7 を繰り返して、追加の各クライアント ポートをプロビジョニングします。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G228 4x2.5G マックスポンダの回線 OTN 設定の変更
目的

このタスクでは、MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、および MXP_2.5G_10EX_C
マックスポンダ カードの回線 OTN 設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
OTN 設定を変更する MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、
または MXP_2.5G_10EX_C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [OTN] タブをクリックし、[OTN Lines]、[OTN G.709 Thresholds]、[FEC
Thresholds] または [Trail Trace Identifier] サブタブから 1 つ選択します。

ステップ 3

表 6-55 ～ 6-58 を参照して、任意の設定を変更します。

（注）

[Near End] と [Far End]、[15 Min] と [1 Day]、および [SM] と [PM] は、個別に変更する必要
があります。これを行うには、適切なオプション ボタンを選択し、[Refresh] をクリックしま
す。

表 6-55 では、[Provisioning] > [OTN] > [OTN Lines] タブの値を説明します。

（注）

表 6-55 のパラメータ タブや値には、MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、
MXP_2.5G_10E_C、または MXP_2.5G_10E_L カードすべてには適用されないものがありま
す。適用できないタブや値は、CTC には表示されません。

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2

6-120

78-19286-01-J

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング
はじめる前に

表 6-55

パラメータ

[Port]
[G.709 OTN]
[FEC]

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または
MXP_2.5G_10EX_C カードの回線 OTN 設定

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号を表示しま
す。

ITU-T G.709 に基づいて OTN 回線

• [Enable]

を設定します。

• [Disable]

OTN 回線の FEC モードを設定しま
す。FEC モードは [Disabled] または
[Enabled] に設定できます。
MXP_2.5G_10E カードでは、
Enhanced FEC （E-FEC）モードを

• [Enable]：（MXP_2.5G_10G のみ）
FEC がオンになります。

イネーブルにして、範囲を拡大し
ビット エラー レートを低減させるこ
とができます。E-FEC は
MXP_2.5G_10E カードにのみ適用
できます。

[SD BER]

5（トランク）

信号劣化ビット エラー レートを設定
します。

• [Disable]：FEC はオフです。
• [Standard]：（MXP_2.5G_10E のみ）
FEC がオンになります。
• [Enhanced]：（MXP_2.5G_10E の
み）Enhanced FEC がオンになりま
す。

• [1E-5]
• [1E-6]
• [1E-7]
• [1E-8]
• [1E-9]

[SF BER]

（表示のみ）信号障害ビット エラー
レートを設定します。

• [1E-5]

[Asynch/Synch
Mapping]

（MXP_2.5G_10E のみ）
MXP_2.5G_10E は、ITU-T G.709
に基づいて、標準的な ODU 多重化
を行うことができます。このカード
は、これを使用して 4 つの OC-48 ク
ライアント信号を集約します。

• [ODU Multiplex]

表 6-56 に、[Provisioning] > [OTN] > [OTN G.709 Thresholds] タブの値を示します。
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表 6-56

パラメータ

[Port]
[ES]

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または
MXP_2.5G_10EX_C の ITU-T G.709 しきい値の設定

説明
（表示のみ）ポート番号
エラー秒数

オプション

5（トランク）
数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
（注）

SM（OTUk）は、管理およびパ
フォーマンス モニタリングに使
用される ITU-T G.709 Optical

Channel Transport Unit Order of
k オーバーヘッドフレームです。
PM（ODUk）は、パス パフォー
マンス モニタリングに使用され
る ITU-T G.709 Optical Channel
Data Unit Order of k オーバー
ヘッドフレームです。

[SES]

重大エラー秒数。2 つのタイプのしきい 数値。しきい値表示オプションは、次の
値を設定できます。[SM]（OTUk）オプ とおりです。
ション ボタンを選択すると、FEC、オー
• [Direction]：[Near End] または [Far
バーヘッド管理、および OTUk を使用し
End]
た PM が選択されます。[PM] オプショ
ン ボタンを選択すると、ODUk を使用し • [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
たパス PM が選択されます。

• [Types]：[SM]（OTUk）または
[PM]（ODUk）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[UAS]

使用不可秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
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表 6-56

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または
MXP_2.5G_10EX_C の ITU-T G.709 しきい値の設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[BBE]

バックグラウンド ブロック エラー

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[FC]

障害カウンタ

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
表 6-57 では、[Provisioning] > [OTN] > [FEC Thresholds] タブの値を説明します。
表 6-57

パラメータ

[Port]
[Bit Errors
Corrected]

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または
MXP_2.5G_10EX_C の FEC しきい値の設定

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号を表示します。

5（トランク）

選択された間隔の間で訂正されたビット
エラーの数を表示します。間隔は 15 分
または 1 日に設定できます。

数値

[Uncorrectable 選択された間隔の間で訂正不可能だった
Words]
ワードの数を表示します。間隔は 15 分
または 1 日に設定できます。

数値

表 6-58 では、[Provisioning] > [OTN] > [Trail Trace Identifier] タブの値を説明します。
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表 6-58

MXP_2.5G_10G、MXP_2.5G_10E、MXP_2.5G_10E_C、MXP_2.5G_10E_L、または
MXP_2.5G_10EX_C の Trail Trace Identifier 設定

パラメータ

説明

[Port]

オプション

ポート番号を設定します。Trail Trace
5（トランク）
Identifier は、ITU-T G.709 フレームを処
理するトランク インターフェイスのみに
適用可能です。

[Level]

レベルを設定します。

• [Section]
• [Path]

[Received
Trace Mode]

トレース モードを設定します。

[Disable FDI
on TTIM]

このボックスをオンにすると、J0 オー
バーヘッド文字列の不一致が原因で

• [Manual]

Trace Identifier Mismatch on Section
オーバーヘッド アラームが発生しても、
Forward Defect Indication（FDI; 順方向
障害通知）信号がダウンストリーム ノー
ドに送信されません。

[Transmit]

[Expected]

[Received]

[Auto-refresh]

ステップ 4

• [Off/None]

現在の送信文字列を表示し、新規の送信
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。
現在の予測文字列を表示し、新規の予測
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

• オン（FDI on TTIM はディセーブ
ル）

• オフ（FDI on TTIM はディセーブル
でない）

トレース文字列サイズの文字列。

Trail Trace Identifier の長さは 64 バイト
です。

トレース文字列サイズの文字列

（表示のみ）現在の受信文字列を表示し
トレース文字列サイズの文字列
ます。[Refresh] をクリックしてこの表示
を手動でリフレッシュするか、
[Auto-refresh every 5 sec] チェックボッ
クスをオンにして、このパネルが常に更
新されるようにできます。
オンにした場合、表示が 5 分ごとに自動
的にリフレッシュされます。

オン / オフ（デフォルト）

[Apply] をクリックします。
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ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

NTP-G99 2.5G データ マックスポンダ カードの回線設
定と PM パラメータしきい値の変更
目的

この手順では、MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G のマックスポン
ダ カードの回線およびしきい値の設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、
ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」（P.4-67）
「DLP-G63 SFP または XFP の取り付け」（P.4-70）
（P.6-11）
（必要な場
「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」
合）
「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）（必要な場合）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

マックスポンダ カード設定を変更するノードで、
「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを
実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて「NTP-G103 データベースのバックアップ」（P.14-2）の手順を実行し、既存の伝送設定
を保持します。

ステップ 3

必要に応じて、次の任意のタスクを実行します。

• 「DLP-G236 2.5G データ マックスポンダのクライアント回線設定の変更」（P.6-126）
• 「DLP-G237 2.5G データ マックスポンダの距離延長設定の変更」（P.6-128）
• 「DLP-G238 2.5G データ マックスポンダの SONET（OC-48）/SDH（STM-16）設定の変更」
（P.6-130）
• 「DLP-G239 2.5G データ マックスポンダのセクション トレース設定の変更」（P.6-133）
• 「DLP-G240 2.5G データ マックスポンダの SONET または SDH 回線しきい値の変更」（P.6-135）
• 「DLP-G321 1G イーサネットまたは 1G FC/FICON ペイロード用の 2.5G データ マックスポンダの
回線しきい値の変更」（P.6-138）
• 「DLP-G307 2.5G データ マックスポンダのトランク ポート アラームおよび TCA しきい値のプロ
ビジョニング」（P.6-140）
• 「DLP-G308 2.5G データ マックスポンダのクライアント ポート アラームおよび TCA しきい値の
プロビジョニング」（P.6-141）
• 「DLP-G370 2.5G データ マックスポンダのトランク波長設定の変更」（P.6-134）

（注）

[Alarm Profiles] タブを使用する（アラーム プロファイルの作成およびアラームの抑制を含む）
には、第 10 章「アラームの管理」を参照してください。
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ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G236 2.5G データ マックスポンダのクライアント回線設定の変
更
目的

このタスクでは、MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G マックスポン
ダ カードのクライアント回線設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
設定を変更する MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Client] タブをクリックします。タブとパラメータの選択肢は、PPM プロビ
ジョニングによって異なります。

（注）

ステップ 3

カードへのファイバ インターフェイスを提供するために TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、10GE_XPE、または ADM-10G カードの前面プレートに接続されるハードウェア
デバイスは、Small Form-Factor Pluggable（SFP または XFP）と呼ばれます。CTC では、SFP
および XFP を Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）と呼びます。SFP
および XFP は、ポートに接続されて、ポートを光ファイバ ネットワークに接続する、ホット
スワップ可能な入出力デバイスです。マルチレート PPM にはプロビジョニング可能なポート
レートとペイロードがあります。SFP および XFP の詳細については、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』で「Transponder and Muxponder Cards」の章を参照してくださ
い。

表 6-59 に示されている [Client] タブの任意の設定を変更します。
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表 6-59

パラメータ

[Port]

MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードのクライアント設定

説明
（表示のみ）ポート番号。

オプション

• 1
• 2

[Port
Name]

表示されている各ポートに論理名を割り
当てるには、このフィールドに入力しま
す。

ユーザ定義です。名前は、英数字および特殊文字で 32 文字まで
です。デフォルトではブランクです。
「DLP-G104 ポートへの名前の割り当て」（P.8-3）のタスクを参照
してください。
（注）

文字列（ポート名）を MXP_MR_2.5G および
MXPP_MR_2.5G カード上の各ファイバ チャネル
/FICON インターフェイスにプロビジョニングできます。
これにより、MDS Fabric Manager でその SAN ポートと
Cisco MDS 9000 スイッチ上の SAN ポートとの間にリン
ク アソシエーションを作成できます。

[Admin
State]

[Service
State]

ネットワーク状態が原因で変更できない
場合を除き、ポート サービス状態を設定
します。管理状態の詳細については、
『Cisco ONS 15454 DWDM Reference
Manual』の付録「Administrative and
Service States」を参照してください。
ポートの概況を示す、自動生成された状
態を識別します。サービス状態は、

Primary State-Primary State Qualifier,
Secondary State という形式で表示されま
す。サービス状態の詳細については、
『Cisco ONS 15454 DWDM Reference
Manual』の付録「Administrative and
Service States」を参照してください。

[ALS
Mode]

ALS 機能を設定します。

• [IS]（ANSI）または [Unlocked]（ETSI）
• [OOS,DSBLD]（ANSI）または [Locked,disabled]（ETSI）
• [OOS,MT]（ANSI）または [Locked,maintenance]（ETSI）

• [IS-NR]（ANSI）または [Unlocked-enabled]（ETSI）
• [OOS-AU,AINS]（ANSI）または [Unlocked-disabled,
automaticInService]（ETSI）
• [OOS-MA,DSBLD]（ANSI）または
[Locked-enabled,disabled]（ETSI）
• [OOS-MA,MT]（ANSI）または
[Locked-enabled,maintenance]（ETSI）
• [Disabled]（デフォルト）：ALS はオフです。トラフィックが
停止（LOS）しても、レーザーが自動的に遮断されることは
ありません。

• [Auto Restart]：（MXP_MR_2.5G のみ）ALS はオンです。
トラフィックが停止（LOS）すると、レーザーは自動的に遮
断されます。停止の原因となった状態が解消されると、レー
ザーは自動的に再開されます。

• [Manual Restart] ：ALS はオンです。トラフィックが停止
（LOS）すると、レーザーは自動的に遮断されます。ただし、
停止の原因となった状態が解消されれば、レーザーを手動で
再開する必要があります。

• [Manual Restart for Test] ：テスト用にレーザーを手動で再開
します。
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表 6-59

MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードのクライアント設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[Reach]

クライアント ポートの光の到達距離を表
示します。

ドロップダウン リストに表示される到達距離は、カードによって
異なります。

• [Autoprovision]：システムは、ハードウェア上の Pluggable
Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）の到達距離
の値から、到達距離を自動的にプロビジョニングします。

• [SX]：マルチモード ファイバ光ケーブル上の短波長レーザー
で、最大距離は 550 m。動作波長範囲は 770 ～ 860 nm です。
• [LX]：長距離ファイバ光ケーブル用の長波長で、最大距離は
10 km。動作波長範囲は、1270 ～ 1355 nm です。
• [CX]：150 Ω のシールド ツイスト ペア ケーブルの 2 つのペ
アで、最大距離は 25 m。
• [T]：カテゴリ 5 のシールドなしツイスト ペア ケーブルの 4
つのペアで、最大距離は 100 m 。
• [DX]：シングル モードで、最大 40 km。動作波長範囲は
1430 ～ 1580 nm です。
• [HX]：シングル モードで、最大 40 km。動作波長範囲は
1280 ～ 1335 nm です。
• [ZX]：拡張波長シングルモード光ファイバ、最大 100 km 。
動作波長範囲は 1500 ～ 1580 nm です。

[Wavelengt
h]

• [VX]：シングル モードで、最大 100 km。動作波長範囲は
1500 ～ 1580 nm です。
クライアント ポートの波長を表示します。 • [First Tunable Wavelength]
• [Further wavelengths]：850 ～ 1560.61 nm、100 GHz ITU 間
隔、CWDM 間隔

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G237 2.5G データ マックスポンダの距離延長設定の変更
目的

このタスクでは、MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G マックスポン
ダ カードの距離延長設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順
必須 / 適宜

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

距離延長設定は、ファシリティがアウト オブ サービス（OOS,DSBLD）の場合にのみ、変更可能です。
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（注）

距離延長パラメータは、クライアント ポート（ポート 1 ～ 8）にのみ適用され、トランク ポート
（MXP_MR_2.5G カードではポート 9、または MXPP_MR_2.5G カードではポート 9 および 10）には
適用されません。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、距離
延長設定を変更する MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Client] タブをクリックします。タブを表示させるためには、クライアント
ポートをプロビジョニングする必要があります。

（注）

ステップ 3

カードへのファイバ インターフェイスを提供するために TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、10GE_XPE、または ADM-10G カードの前面プレートに接続されるハードウェア
デバイスは、Small Form-Factor Pluggable（SFP または XFP）と呼ばれます。CTC では、SFP
および XFP を Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）と呼びます。SFP
および XFP は、ポートに接続されて、ポートを光ファイバ ネットワークに接続する、ホット
スワップ可能な入出力デバイスです。マルチレート PPM にはプロビジョニング可能なポート
レートとペイロードがあります。SFP および XFP の詳細については、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』の「Transponder and Muxponder Cards」の章を参照してください。

クライアント ポート テーブルの行を見つけ、[Service State] カラムの値が [OOS-MA,DSBLD]
（ANSI）または [Locked-enabled,disabled]（ETSI）であることを確認します。該当する場合は、ス
テップ 4 に進みます。該当しない場合は、次のサブステップを実行します。

a. [Admin State] テーブル セルをクリックし、[OOS,DSBLD]（ANSI）または
[Locked,Maintenance]（ETSI）を選択します。
b. [Apply] をクリックし、[Yes] をクリックします。
ステップ 4

[Provisioning] > [Line] > [Distance Extension] タブをクリックします。タブとパラメータの選択肢は、
PPM プロビジョニングによって異なります。

ステップ 5

表 6-60 に示されている [Distance Extension] タブの任意の設定を変更します。
表 6-60

パラメータ

[Port]

MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードの回線距離延長設定

説明

オプション

• 1

（表示のみ）ポート番号

• 2

[Enable
Distance
Extension]

FC1G では最大 1600 km、FC2G では最
大 800 km のエンドツーエンド距離が可
能となります。[Distance Extension] が

オンまたはオフ

イネーブルである場合、接続された
Fibre Channel スイッチを Interop または
Open Fabric モードに設定します。設定
するモードは Fibre Channel スイッチに
よって異なります。デフォルトで、
MXP_MR_2.5G および
MXPP_MR_2.5G カードは、Cisco
Multilayer Director Switch（MDS）スト
レージ製品と相互運用できます。
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表 6-60

MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードの回線距離延長設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[Auto Detect
Credits]

Fibre Channel フロー制御用のバッファ

オンまたはオフ

[Credits
Available]
[Autoadjust
GFP Buffer
Threshold]

クレジットを自動検出します。
（表示のみ）利用可能なバッファ クレ
ジットの数を表示します。

2 枚の MXP_MR_2.5G または 2 枚の
MXPP_MR_2.5G カード間の Generic
Framing Procedure（GFP）バッファの

数値（カードに接続されたクライアント
装置によって異なります）
オンまたはオフ

しきい値が自動調整できるようにしま
す。

[GFP Buffers
Available]

数値
2 枚の MXP_MR_2.5G または 2 枚の
MXPP_MR_2.5G カード間で利用可能な
GFP バッファの数を表示します。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。

ステップ 7

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G238 2.5G データ マックスポンダの SONET（OC-48）/SDH
（STM-16）設定の変更
目的

このタスクでは、MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G マックスポン
ダ カードの SONET（OC-48）または SDH（STM-16）の設定を変更し
ます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

SONET（OC-48）/SDH（STM-16）の設定はトランク ポート（MXP_MR_2.5G カードではポート 9、
MXPP_MR_2.5G カードではポート 9 および 10）にのみ適用されます。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
OC-48/STM-64 の設定を変更する MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードをダブルクリック
します。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [SONET]（ANSI）または [SDH]（ETSI）をクリックします。タブとパラ
メータの選択肢は、PPM プロビジョニングによって異なります。

ステップ 3

表 6-61 に示されている [SONET] または [SDH] タブの任意の設定を変更します。
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表 6-61

MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードの回線 SONET または SDH 設定

パラメータ

説明

[Port]

（表示のみ）ポート番号。

[Port Name]

指定したポートに名前を割り当てることができ
ます。

オプション

9（MXP_MR_2.5G のトランク）、または 9 と 10
（MXPP_MR_2.5G のトランク）
ユーザ定義です。名前は、英数字および特殊文字で 32
文字までです。デフォルトではブランクです。
「DLP-G104 ポートへの名前の割り当て」（P.8-3）のタ
スクを参照してください。

[Admin State]

ネットワーク状態が原因で変更できない場合を
除き、ポート サービス状態を設定します。管理
状態の詳細については、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』の付録
「Administrative and Service States」を参照して
ください。

• [IS]（ANSI）または [Unlocked]（ETSI）
• [IS,AINS]（ANSI）または
[Unlocked,automaticInService]（ETSI）
• [OOS,DSBLD]（ANSI）または [Locked,disabled]
（ETSI）
• [OOS,MT]（ANSI）または [Locked,maintenance]
（ETSI）

[Service State] （表示のみ）ポートの概況を示す、自動生成され
た状態を識別します。サービス状態は、Primary
State-Primary State Qualifier, Secondary State と
いう形式で表示されます。サービス状態の詳細
については、『Cisco ONS 15454 DWDM
Reference Manual』の付録「Administrative and
Service States」を参照してください。

[SF BER]1

信号障害ビット エラー レートを設定します。

• [IS-NR]（ANSI）または [Unlocked-enabled]
（ETSI）
• [OOS-AU,AINS]（ANSI）または
[Unlocked-disabled,
automaticInService]（ETSI）
• [OOS-MA,DSBLD]（ANSI）または
[Locked-enabled,disabled]（ETSI）
• [OOS-MA,MT]（ANSI）または
[Locked-enabled,maintenance]（ETSI）
• [1E-3]
• [1E-4]
• [1E-5]

[SD BER]

1

信号劣化ビット エラー レートを設定します。

• [1E-5]
• [1E-6]
• [1E-7]
• [1E-8]
• [1E-9]
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表 6-61

MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードの回線 SONET または SDH 設定（続き）

パラメータ

説明

[ALS Mode]

ALS 機能モードを設定します。DWDM トラン
スミッタは、ITU-T G.644（06/99）に基づいて
ALS をサポートします。ALS は、ディセーブル
にすることも、3 つのモード オプションの 1 つ

オプション

に設定することもできます。

• [Disable]（デフォルト）：ALS はオフです。トラ
フィックが停止（LOS）しても、レーザーが自動的
に遮断されることはありません。

• [Auto Restart]：ALS はオンです。トラフィックが
停止（LOS）すると、レーザーは自動的に遮断され
ます。停止の原因となった状態が解消されると、
レーザーは自動的に再開されます。

• [Manual Restart] ：ALS はオンです。トラフィック
が停止（LOS）すると、レーザーは自動的に遮断さ
れます。ただし、停止の原因となった状態が解消さ
れれば、レーザーを手動で再開する必要がありま
す。

• [Manual Restart for Test]：テスト用にレーザーを手
動で再開します。

[AINS Soak]

オート イン サービスのソーク期間を設定しま
す。時間をダブルクリックし、上矢印および下
矢印を使用して設定を変更します。

• hh:mm 形式で示された、有効な入力信号の持続時
間。この時間を経過した後、カードは自動的に In
Service（IS; 稼動中）に設定されます。
• 0 ～ 48 時間で、増分は 15 分です。

[Type]

光転送タイプ。

• [SONET]（ANSI）
• [SDH]（ETSI）

[SyncMsgIn]

EnableSync カード パラメータを設定します。同 オンまたはオフ
期ステータス メッセージ（S1 バイト）をイネー
ブルにします。その結果、ノードで最適なタイ
ミング ソースを選択できるようになります。

[Send
DoNotUse]

Send DoNotUse カード状態を設定します。オン
にすると、DUS メッセージが S1 バイトで送信
されます。

オンまたはオフ

[ProvidesSync] ProvidesSync カード パラメータを設定します。 オンまたはオフ
オンにすると、カードは NE のタイミング基準
としてプロビジョニングされます。
1. SF BER と SD BER のしきい値は、トランク ポート（MXP_MR_2.5G ではポート 9、MXPP_MR_2.5G ではポート 9 と 10）のみに適用さ
れます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G239 2.5G データ マックスポンダのセクション トレース設定
の変更
このタスクでは、MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G マックスポン
ダ カードのセクション トレース設定を変更します。

目的
ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、セク
ション トレース設定を変更する MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードをダブルクリックし
ます。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Section Trace] タブをクリックします。タブとパラメータの選択肢は、PPM
プロビジョニングによって異なります。

（注）

ステップ 3

カードへのファイバ インターフェイスを提供するために TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、10GE_XPE、または ADM-10G カードの前面プレートに接続されるハードウェア
デバイスは、Small Form-Factor Pluggable（SFP または XFP）と呼ばれます。CTC では、SFP
および XFP を Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）と呼びます。SFP
および XFP は、ポートに接続されて、ポートを光ファイバ ネットワークに接続する、ホット
スワップ可能な入出力デバイスです。マルチレート PPM にはプロビジョニング可能なポート
レートとペイロードがあります。SFP および XFP の詳細については、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』で「Transponder and Muxponder Cards」の章を参照してくださ
い。

表 6-62 の説明に従って、[Section Trace] タブの任意の設定を変更します。

表 6-62

MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードの回線セクション トレース設定

パラメータ

説明

[Port]

オプション

• 9（MXP_MR_2.5G のトランク ポー

（表示のみ）ポート番号。

ト）

• 9 および 10（MXPP_MR_2.5G のト
ランク ポート）

[Received
Trace Mode]

受信したトレース モードを設定します。

[Disable
AIS/RDI on
TIM-S]

J0 オーバーヘッド文字列の不一致が原因で TIM on Section
オーバーヘッド アラームが発生しても、このボックスをオン
にしていればアラーム検出信号がダウンストリーム ノードに
送信されません。

• オン（AIS/RDI on TIM-S はディ

トレース文字列サイズを設定します。

• 1 バイト

[Transmit
Section Trace
String Size]

• [Off/None]
• [Manual]
セーブル）

• オフ（AIS/RDI on TIM-S はディ
セーブルでない）

• 16 バイト
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表 6-62

MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードの回線セクション トレース設定（続き）

パラメータ

説明

[Transmit]

現在の送信文字列を表示し、新規の送信文字列を設定します。 トレース文字列サイズの文字列
右方のボタンをクリックすると、表示を変更できます。タイト
ルは、現在の表示モードに基づいて変更されます。表示を 16
進に変更するには [Hex] をクリックします（ボタンは [ASCII]
に変わります）。表示を ASCII に変更するには [ASCII] をク
リックします（ボタンは [Hex] に変わります）。

[Expected]

現在の予測文字列を表示し、新規の予測文字列を設定します。 トレース文字列サイズの文字列
右方のボタンをクリックすると、表示を変更できます。タイト
ルは、現在の表示モードに基づいて変更されます。表示を 16
進に変更するには [Hex] をクリックします（ボタンは [ASCII]
に変わります）。表示を ASCII に変更するには [ASCII] をク
リックします（ボタンは [Hex] に変わります）。

[Received]

トレース文字列サイズの文字列
（表示のみ）現在の受信文字列を表示します。[Refresh] をク
リックすると、この表示を手動でリフレッシュできます。また
は、[Auto-refresh every 5 sec] チェックボックスをオンにする
と、このパネルを最新にしておくことができます。

[Auto-refresh]

オプション

オンにした場合は、表示が 5 秒ごとに自動的にリフレッシュさ オン / オフ（デフォルト）
れます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G370 2.5G データ マックスポンダのトランク波長設定の変更
目的

このタスクでは、MXP_MR_2.5G と MXPP_MR_2.5G のトランク波長設
定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク波長設定を変更する MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Wavelength Trunk Settings] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-63 を参照して、任意の設定を変更します。
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表 6-63

パラメータ

[Port]

MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードの波長トランク設定

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号を表示します。

9（トランク）
10（トランク）（MXPP_MR_2.5G のみ）

[Band]

（表示のみ）プロビジョニングできる波
長帯域を示します。

[Even/Odd]

プロビジョニングに利用可能な波長を設
定します。このフィールドは、
MXP_MR_2.5G または
MXPP_MR_2.5G カードには適用できま
せん。

[Wavelength]

トランクにプロビジョニングされる波
長。

[C]：C 帯域のみ利用可能
—

• [First Tunable Wavelength]
• その他の 100 GHz ITU-T、C 帯域間
隔の波長。カードが取り付けられて
いる場合、カードで伝送される波長
は 2 つのアスタリスクで識別されま
す。その他の波長は背景色がダーク
グレーになります。カードが取り付
けられていない場合は、すべての波
長がダークグレーの背景色で表示さ
れます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G240 2.5G データ マックスポンダの SONET または SDH 回線
しきい値の変更
目的

このタスクでは、MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G マックスポン
ダ カードの SONET または SDH の回線しきい値の設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

ステップ 1
ステップ 2

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
しきい値設定を変更する MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードをダブルクリックします。

[Provisioning] > [Line Thresholds] > [SONET Thresholds]（ANSI）タブまたは [SDH Thresholds]
（ETSI）タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-64 を参照して、任意の設定を変更します。
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表 6-64

フィール
ド

[Port]
[EB]

（注）

[Near End] と [Far End]、[15 Min] と [1 Day]、および [Line] と [Section] は、個別に変更する
必要があります。これを行うには、適切なオプション ボタンを選択し、[Refresh] をクリック
します。

（注）

表 6-64 に記載されているパラメータやオプションの中には、MXP_MR_2.5G または
MXPP_MR_2.5G カードすべてには適用されないものもあります。適用できないパラメータや
オプションは、CTC に表示されません。

MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードの回線しきい値設定

説明
（表示のみ）
ポート番号

Path Errored
Block は、ブ
ロック内で 1 つ

ONS 15454 のオプション
• 9（MXP_MR_2.5G）
• 9 および 10（MXPP_MR_2.5G）
—

ONS 15454 SDH のオプション
• 9（MXP_MR_2.5G）
• 9 および 10（MXPP_MR_2.5G）
数値。しきい値表示オプションは、次のとお
りです。

• [Direction]：[Near End] または [Far End]

以上のビットが
エラーになって
いることを示し
ます。

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1 Day]
• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、[Refresh]
をクリックします。

[CV]

符号化違反

数値。しきい値表示オプションは、次のとお
りです。

—

• [Direction]：[Near End] または [Far End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1 Day]
• [Types]：[Line] または [Section]（近端の
み）
各カテゴリのオプションを選択し、[Refresh]
をクリックします。

[ES]

エラー秒数

数値。しきい値表示オプションは、次のとお
りです。

数値。しきい値表示オプションは、次のとお
りです。

• [Direction]：[Near End] または [Far End]

• [Direction]：[Near End] または [Far End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1 Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1 Day]

• [Types]：[Line] または [Section]（近端の

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

み）
各カテゴリのオプションを選択し、[Refresh]
をクリックします。

各カテゴリのオプションを選択し、[Refresh]
をクリックします。
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表 6-64

MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードの回線しきい値設定（続き）

フィール
ド

[SES]

ONS 15454 のオプション

説明

ONS 15454 SDH のオプション

重大エラー秒数 数値。しきい値表示オプションは、次のとお
りです。

• [Direction]：[Near End] または [Far End]

• [Direction]：[Near End] または [Far End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1 Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1 Day]

• [Types]：[Line] または [Section]（近端の

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

み）
各カテゴリのオプションを選択し、[Refresh]
をクリックします。

[BBE]

数値。しきい値表示オプションは、次のとお
りです。

バックグラウン —
ド ブロック エ
ラー

各カテゴリのオプションを選択し、[Refresh]
をクリックします。
数値。しきい値表示オプションは、次のとお
りです。

• [Direction]：[Near End] または [Far End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1 Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、[Refresh]
をクリックします。

[SEFS]

（Section また
は

Regeneration
Section のみ）
重大エラー フ
レーム秒数

数値。しきい値表示オプションは、次のとお
りです。

—

• [Direction]：[Near End] または [Far End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1 Day]
• [Types]：[Section] のみ
各カテゴリのオプションを選択し、[Refresh]
をクリックします。

[FC]

（Line または

Multiplex
Section のみ）
障害カウント

数値。しきい値表示オプションは、次のとお
りです。

—

• [Direction]：[Near End] または [Far End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1 Day]
• [Types]：[Section] のみ
各カテゴリのオプションを選択し、[Refresh]
をクリックします。

[UAS]

（Line または

Multiplex
Section のみ）
使用不可秒数

数値。しきい値表示オプションは、次のとお
りです。

• [Direction]：[Near End] または [Far End]

• [Direction]：[Near End] または [Far End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1 Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1 Day]

• [Types]：[Section] のみ

• [Types]：[Regeneration Section]（のみ）

各カテゴリのオプションを選択し、[Refresh]
をクリックします。
ステップ 4

数値。しきい値表示オプションは、次のとお
りです。

各カテゴリのオプションを選択し、[Refresh]
をクリックします。

[Apply] をクリックします。
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ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G321 1G イーサネットまたは 1G FC/FICON ペイロード用の
2.5G データ マックスポンダの回線しきい値の変更
目的

このタスクでは、1G イーサネットまたは 1G FC/FICON ペイロードを伝
送する MXP_MR_10G および MXPP_MR_2.5G トランスポンダ カード
の回線しきい値設定を変更します。

ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

カード ビューで、回線しきい値を変更する MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードを表示し
ます。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line Thresholds] > [RMON Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

[Create] をクリックします。[Create Threshold] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Port] ドロップダウン リストで、適用可能なポートを選択します。

ステップ 5

[Variable] ドロップダウン リストで、イーサネット変数を選択します。利用可能なイーサネット変数の
一覧については、表 6-65 を参照してください。
表 6-65

MXP_MR_2.5G および MXPP_MR 2.5G カードの 1G イーサネットまたは 1G、2G FC/FICON
変数

変数

説明

ifInOctets

最後のカウンタ リセット以降に受信されたバイト数。

rxTotalPkts

受信パケットの合計数。

ifInDiscards

エラーが検出されなくても廃棄され、上位レイヤのプロト
コルに配信不可能だった着信パケットの数。

ifInErrors

受信エラーの合計数。

ifOutOctets

インターフェイスから送信されたオクテットの合計数（フ
レーミング文字を含む）。

txTotalPkts

送信されたパケットの合計数。

ifOutDiscards

エラーが検出されなくても廃棄され、送信されなかった発
信パケットの数。

mediaIndStatsRxFramesTruncated

5 バイト未満の受信フレームの合計数。この値は、
High-Level Data Link Control（HDLC; ハイレベル データ
リンク制御）および GFP ポート統計情報の一部です。
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表 6-65

MXP_MR_2.5G および MXPP_MR 2.5G カードの 1G イーサネットまたは 1G、2G FC/FICON
変数（続き）

mediaIndStatsRxFramesTooLong

Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）を
超過した受信フレームの数。この値は、HDLC および GFP
ポート統計情報に含まれます。

mediaIndStatsRxFramesBadCRC

HDLC フレーミングを使用したときに、ペイロードの
Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）エラーが
発生した受信データ フレームの数。

mediaIndStatsTxFramesBadCRC

HDLC フレーミング使用時のペイロード CRC エラーがある
送信データ フレームの数。

8b10bInvalidOrderedSets

ファイバ チャネル回線側での 8b10b ディスパリティ違反の
数。

8b10bStatsEncodingDispErrors

ファイバ チャネル回線側での 8b10b ディスパリティ違反の
数。

ステップ 6

[Alarm Type] ドロップダウン リストを使用して、上昇しきい値、下限しきい値、または上昇しきい値
と下限しきい値の両方のいずれでイベントがトリガーされるのかを指定します。

ステップ 7

[Sample Type] ドロップダウン リストで [Relative] または [Absolute] を選択します。[Relative] の場合
は、ユーザ設定によるサンプリング期間内の発生回数を使用するようにしきい値が制限されます。
[Absolute] の場合は、期間を問わず、合計発生回数を使用するようにしきい値が設定されます。

ステップ 8

[Sample Period] に適切な秒数を入力します。

ステップ 9

[Rising Threshold] に適切な発生回数を入力します。
上昇タイプのアラームの場合は、下限しきい値より小さい値から上昇しきい値より大きい値まで測定値
が変化する必要があります。たとえば、15 秒間ごとに 1000 回のコリジョンに設定されている上昇しき
い値未満で稼動しているネットワークで問題が起こり、15 秒間に 1001 回のコリジョンが発生すると、
発生回数がしきい値を超えるためにアラームがトリガーされます。

ステップ 10

[Falling Threshold] フィールドに適切な発生回数を入力します。通常は、下限しきい値を上昇しきい値
より低く設定します。
下限しきい値は上昇しきい値と対照的なしきい値です。上昇しきい値を超えていた発生回数が下限しき
い値未満になると、上昇しきい値がリセットされます。たとえば、15 秒間に 1001 回のコリジョンを発
生させていたネットワークの問題が収束して 15 秒に発生するコリジョンが 799 回だけになった場合、
発生回数は下限しきい値の 800 コリジョン未満になります。これにより、上昇しきい値がリセットさ
れるため、ネットワーク コリジョンが再び急増して 15 秒間に 1000 回を超えると、上昇しきい値を超
えるときにイベントが再度トリガーされます。イベントは上昇しきい値を初めて超えるときだけにトリ
ガーされます（このようにしないと、1 回のネットワークの問題で上昇しきい値を複数回超えて、イベ
ントをフラッディングさせるおそれがあります）。

ステップ 11

[OK] をクリックします。

ステップ 12

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G307 2.5G データ マックスポンダのトランク ポート アラーム
および TCA しきい値のプロビジョニング
このタスクでは、MXP_MR_2.5G と MXPP_MR_2.5G のトランク ポー
ト アラームとおよび TCA のしきい値を変更します。

目的
ツール / 機器
事前準備手順

（注）

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

この作業全体を通して、トランク ポートとは、ポート 9（MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G）
およびポート 10（MXPP_MR_2.5G のみ）を指します。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク ポート アラームと TCA の設定を変更する MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カードをダ
ブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。
（注）

ステップ 3

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

RX Power High のトランク ポート TCA しきい値が -9 dBm、RX Power Low のトランク ポート TCA
しきい値が -23 dBm であることを確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングしま
す。これを行うには、変更するしきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter
を押します。

ステップ 4

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。
（注）

ステップ 5

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

RX Power High のトランク ポート アラームしきい値が -7 dBm、RX Power Low のトランク ポート ア
ラームしきい値が -26 dBm であることを確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニン
グします。これを行うには、変更するしきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して
Enter を押します。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。

ステップ 7

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G308 2.5G データ マックスポンダのクライアント ポート ア
ラームおよび TCA しきい値のプロビジョニング
このタスクでは、MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G カードのクラ
イアント ポート アラームと TCA しきい値をプロビジョニングします。

目的
ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

ステップ 1

ステップ 2

必須 / 適宜

必須

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、クラ
イアント ポート アラームと TCA の設定を変更する MXP_MR_2.5G または MXPP_MR_2.5G カード
をダブルクリックします。

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。デフォルトでは、TCA しきい値が表示さ
れます。

ステップ 3

表 6-66 を参照し、反対側にあるクライアント インターフェイスに基づいて、RX Power High、RX
Power Low、TX Power High および TX Power Low のクライアント ポート（ポート 1 ～ 8）の TCA
しきい値を確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを行うには、変
更するしきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押します。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

（注）

カードへのファイバ インターフェイスを提供するために TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、10GE_XPE、または ADM-10G カードの前面プレートに接続されるハードウェア
デバイスは、Small Form-Factor Pluggable（SFP または XFP）と呼ばれます。CTC では、SFP
および XFP を Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）と呼びます。SFP
および XFP は、ポートに接続されて、ポートを光ファイバ ネットワークに接続する、ホット
スワップ可能な入出力デバイスです。マルチレート PPM にはプロビジョニング可能なポート
レートとペイロードがあります。SFP および XFP の詳細については、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』で「Transponder and Muxponder Cards」の章を参照してくださ
い。
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表 6-66

MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G カードのクライアント インターフェイス TCA しきい
値

ポート タ
イプ
（CTC）

FC1G

FC2G

TCA RX
Power
High

TCA TX
Power
Low

TCA TX
Power
High

15454-SFP-GEFC-SX -17
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

0

-16

3

15454-SFP-GE+-LX -20
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-3

-16

3

15454-SFP-GEFC-SX -15
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

0

-16

3

15454-SFP-GE+-LX -20
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-3

-16

3

0

-16

3

-3

-16

3

0

-16

3

15454-SFP-GE+-LX -20
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-3

-16

3

15454-SFP-GEFC-SX -17
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

0

-16

3

15454-SFP-GE+-LX -20
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-3

-16

3

ONS-SE-200-MM

-14

-32

-11

着脱可能ポート モ
ジュール（XFP）

TCA RX
Power
Low

FICON1G 15454-SFP-GEFC-SX -17
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX
15454-SFP-GE+-LX -20
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX
FICON2G 15454-SFP-GEFC-SX -17
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

ONE_GE

ESCON

-21

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

ステップ 3 および 4 を繰り返して、追加の各クライアント ポートをプロビジョニングします。

ステップ 6

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。

ステップ 7

表 6-67 を参照して、プロビジョニングされるクライアント インターフェイスに基づいて、クライアン
ト ポート（ポート 1 ～ 8）のアラームしきい値 RX Power High、RX Power Low、TX Power High、お
よび TX Power Low を確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを
行うには、変更するしきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押しま
す。
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表 6-67

MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G カードのクライアント インターフェイス アラームし
きい値

Alarm RX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

15454-SFP-GEFC-SX -20
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

3

-13

-1

15454-SFP-GE+-LX -23
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

0

-13

0

15454-SFP-GEFC-SX -18
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

3

-13

-1

15454-SFP-GE+-LX -23
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

0

-13

0

FICON1G 15454-SFP-GEFC-SX -20
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

3

-13

-1

15454-SFP-GE+-LX -23
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

0

-13

0

FICON2G 15454-SFP-GEFC-SX -20
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

3

-13

-1

15454-SFP-GE+-LX -23
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

0

-13

0

15454-SFP-GEFC-SX -20
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

3

-13

-1

15454-SFP-GE+-LX -23
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

0

-13

0

ONS-SE-200-MM

-11

-35

-8

ポート タ
イプ
（CTC）

FC1G

FC2G

ONE_GE

ESCON

着脱可能ポート モ
ジュール（XFP）

Alarm RX
Power
Low

-24

ステップ 8

[Apply] をクリックします。

ステップ 9

ステップ 7 および 8 を繰り返して、追加の各クライアント ポートをプロビジョニングします。クライ
アント ポートのプロビジョニングを完了後、ステップ 10 に進みます。

ステップ 10

元の手順（NTP）に戻ります。
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NTP-G148 10G データ マックスポンダ カードの回線設
定と PM パラメータしきい値の変更
この手順では、MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L、または
MXP_MR_10DMEX_C のマックスポンダ カードの回線およびしきい値

目的

の設定を変更します。
ツール / 機器
事前準備手順

なし
「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、
ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」（P.4-67）
「DLP-G63 SFP または XFP の取り付け」（P.4-70）
（P.6-11）
（必要な場
「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」
合）
「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）（必要な場合）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

マックスポンダ カード設定を変更するノードで、
「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを
実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて「NTP-G103 データベースのバックアップ」（P.14-2）の手順を実行し、既存の伝送設定
を保持します。

ステップ 3

必要に応じて、次の任意のタスクを実行します。

• 「DLP-G333 10G データ マックスポンダのクライアント回線設定の変更」（P.6-145）
• 「DLP-G334 10G データ マックスポンダの距離延長設定の変更」（P.6-147）
• 「DLP-G340 10G データ マックスポンダのトランク波長設定の変更」（P.6-149）
• 「DLP-G335 10G データ マックスポンダの SONET（OC-192）/SDH（STM-64）設定の変更」
（P.6-150）
• 「DLP-G336 10G データ マックスポンダのセクション トレース設定の変更」（P.6-152）
• 「DLP-G341 10G データ マックスポンダの SONET 回線または SDH 回線しきい値の変更」
（P.6-153）
• 「DLP-G337 イーサネット、1G FC/FICON、または ISC/ISC3 ペイロードに対する 10G データ
マックスポンダ回線 RMON しきい値の変更」（P.6-156）
• 「DLP-G338 10G データ マックスポンダ トランク ポート アラームおよび TCA のしきい値のプロ
ビジョニング」（P.6-160）
• 「DLP-G339 10G データ マックスポンダ クライアント ポート アラームおよび TCA のしきい値の
プロビジョニング」（P.6-161）
• 「DLP-G366 10G データ マックスポンダ OTN 設定の変更」（P.6-164）

（注）

[Alarm Profiles] タブを使用する（アラーム プロファイルの作成およびアラームの抑制を含む）
には、第 10 章「アラームの管理」を参照してください。
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ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G333 10G データ マックスポンダのクライアント回線設定の変
更
目的

このタスクでは、MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L、および
MXP_MR_10DMEX_C マックスポンダ カードの回線設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
設定を変更する MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L または MXP_MR_10DMEX_C カード
をダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Client] タブをクリックします。タブとパラメータの選択肢は、PPM プロビ
ジョニングによって異なります。

ステップ 3
表 6-68

パラメータ

[Port]
[Port
Name]

表 6-68 に示されている [Client] タブの任意の設定を変更します。

MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L、または MXP_MR_10DMEX_C カードの回線クライアント設定

説明
（表示のみ）ポート番号。
表示されている各ポートに論理名を割り当
てるには、このフィールドに入力します。

オプション

1～8
ユーザ定義です。名前は、英数字および特殊文字で 32 文字まで
です。デフォルトではブランクです。
「DLP-G104 ポートへの名前の割り当て」（P.8-3）のタスクを参照
してください。
（注）

[Admin
State]

ネットワーク状態が原因で変更できない場
合を除き、ポート サービス状態を設定しま
す。管理状態の詳細については、
『Cisco ONS 15454 DWDM Reference
Manual』の付録 B「Administrative and
Service States」を参照してください。

文字列（ポート名）を MXP_MR_10DME_C、
MXP_MR_10DME_L、および MXP_MR_10DMEX_C
カード上の各ファイバ チャネル /FICON インターフェイ
スにプロビジョニングできます。これにより、MDS
Fabric Manager でその SAN ポートと Cisco MDS 9000 ス
イッチ上の SAN ポートとの間にリンク アソシエーション
を作成できます。

• [IS]（ANSI）または [Unlocked]（ETSI）
• [OOS,DSBLD]（ANSI）または [Locked,disabled]（ETSI）
• [OOS,MT]（ANSI）または [Locked,maintenance]（ETSI）
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表 6-68

パラメータ

[Service
State]

[ALS
Mode]

MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L、または MXP_MR_10DMEX_C カードの回線クライアント設定（続き）

説明
（表示のみ）ポートの概況を示す、自動生
成された状態を識別します。サービス状態
は、Primary State-Primary State Qualifier,
Secondary State という形式で表示されま
す。サービス状態の詳細については、
『Cisco ONS 15454 DWDM Reference
Manual』の付録 B「Administrative and
Service States」を参照してください。

ALS 機能モードを設定します。

オプション

• [IS-NR]（ANSI）または [Unlocked-enabled]（ETSI）
• [OOS-AU,AINS]（ANSI）または [Unlocked-disabled,
automaticInService]（ETSI）
• [OOS-MA,DSBLD]（ANSI）または
[Locked-enabled,disabled]（ETSI）
• [OOS-MA,MT]（ANSI）または
[Locked-enabled,maintenance]（ETSI）
• [Disabled]（デフォルト）：ALS はオフです。トラフィックが
停止（LOS）しても、レーザーが自動的に遮断されることは
ありません。

• [Manual Restart]：ALS はオンです。トラフィックが停止
（LOS）すると、レーザーは自動的に遮断されます。ただし、
停止の原因となった状態が解消されれば、レーザーを手動で
再開する必要があります。

• [Manual Restart for Test]：テスト用にレーザーを手動で再開
します。

[Reach]

クライアント ポートの光の到達距離を設定 ドロップダウン リストに表示される到達距離は、カードによって
します。
異なります。

• [Autoprovision]：システムは、ハードウェア上の Pluggable
Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）の到達距離
の値から、到達距離を自動的にプロビジョニングします。

• [SX]：マルチモード ファイバ光ケーブル上の短波長レーザー
で、最大距離は 550 m。動作波長の範囲は 770 ～ 860 nm で
す。

• [LX]：長距離ファイバ光ケーブル用の長波長で、最大距離は
10 km。動作波長範囲は、1270 ～ 1355 nm です。
• [CX]：150 Ω のシールド ツイスト ペア ケーブルの 2 つのペ
アで、最大距離は 25 m。
• [T]：カテゴリ 5 のシールドなしツイスト ペア ケーブルの 4
つのペアで、最大距離は 100 m。
• [DX]：シングル モードで、最大 40 km。動作波長範囲は
1430 ～ 1580 nm です。
• [HX]：シングル モードで、最大 40 km。動作波長範囲は
1280 ～ 1335 nm です。
• [ZX]：拡張波長シングルモード光ファイバ、最大 100 km。
動作波長範囲は 1500 ～ 1580 nm です。
• [VX]：シングル モードで、最大 100 km。動作波長範囲は
1500 ～ 1580 nm です。
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表 6-68

MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L、または MXP_MR_10DMEX_C カードの回線クライアント設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[Wavelengt
h]

クライアント ポートの波長を表示します。

[Squelch]

特定の障害に応答して遠端レーザーを
シャットダウンします（スケルチは ISC
COMPACT ペイロードに適用されませ
ん）。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

• [First Tunable Wavelength]
• [Further wavelengths]：
850 ～ 1560.61 nm
100 GHz ITU 間隔
CWDM 間隔
• [Squelch]
• [Disable]

DLP-G334 10G データ マックスポンダの距離延長設定の変更
目的

ツール / 機器
事前準備手順

（注）

（注）

このタスクでは、Fibre Channel または FICON ペイロードにプロビジョ
ニングされた MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L、および
MXP_MR_10DMEX_C マックスポンダ カード ポートの距離延長を変更
します。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

距離延長パラメータは、クライアント ポート（ポート 1 ～ 8）のみに適用され、トランク ポート
（ポート 9）には適用されません。

距離延長設定を変更するには、クライアント ポートは、[OOS,DSBLD]（ANSI）または
[Locked,disabled]（ETSI）の状態である必要があります。Y 字型ケーブルがクライアント ポートにプ
ロビジョニングされている場合、距離延長設定を変更する前に現用および保護クライアント ポートが
[OOS,DSBLD]（ANSI）または [Locked,disabled]（ETSI）の状態である必要があります。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、距離
延長設定を変更する MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L または MXP_MR_10DMEX_C
カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Distance Extension] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-69 を参照して、任意の設定を変更します。
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表 6-69

MXP_MR_10DME_C、MXP_MR_10DME_L、または MXP_MR_10DMEX_C カードの回線距
離延長設定

パラメータ

[Port]

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号。プロビジョニ
ングされている着脱可能ポート モジュー
ルの数に基づく最大 8 つのポート。

—

[Enable
Distance
Extension]

FC1G では最大 1600 km、FC2G では最
大 800 km のエンドツーエンド距離が可
能となります。[Distance Extension] が
イネーブルである場合、接続された
Fibre Channel スイッチを Interop または
Open Fabric モードに設定します。設定
するモードは Fibre Channel スイッチに
よって異なります。デフォルトで、
MXP_MR_10DME_C および
MXP_MR_10DME_L カードは、Cisco
MDS ストレージ製品と相互運用できま
す。

オンまたはオフ

[Fast Switch]

オフの場合、Y 字型ケーブル保護の切り
替えが発生するたびに、エンドツーエン
ド ファイバ チャネル リンクが再初期化
されます。オフの場合、Y 字型ケーブル
保護の切り替えが発生しても、リンクの
初期化は回避されます。その結果トラ
フィック数が大幅に減少します。

オンまたはオフ（デフォルト）

この機能は、FC1G、FC2G、FC4G、
FICON1G、FICON2G、および
FICON4G トランク障害とユーザが初期
化した Y 字型ケーブル保護スイッチ
（Manual、Force または Lockout）用に
サポートされています。特定の場合、Y
字型ケーブル切り替えの後でリンクが機
能しない可能性があるため、[Fast
Switch] オプションをイネーブルにしな
いことを推奨します。
（注）

このオプションは、[Enable
Distance Extension] オプション
をオフにしたときのみ、使用で
きます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G340 10G データ マックスポンダのトランク波長設定の変更
目的

このタスクでは、MXP_MR_10DME_C および MXP_MR_10DME_L ト
ランク波長の設定を変更します。

ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク波長設定を変更する MXP_MR_10DME_C または MXP_MR_10DME_L カードをダブルクリック
します。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Wavelength Trunk Settings] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-70 に示されている [Wavelength Trunk Settings] タブの任意の設定を変更します。
表 6-70

パラメータ

[Port]
[Band]

[Even/Odd]

MXP_MR_10DME_C または MXP_MR_10DME_L カードのトランク波長設定

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号を表示します。

ポート 9（トランク）

プロビジョニングできる波長帯域を示し
ます。このフィールドは、物理的な
MXP_MR_10DME_C または
MXP_MR_10DME_L が取り付けられて
いる場合、表示専用となります。カード
を CTC のみでプロビジョニングする場
合、取り付けられるカードに帯域をプロ
ビジョニングできます。

• [C]：C 帯域波長を [Wavelength]

プロビジョニングに利用可能な波長を設
定します。

• [Even]：偶数の C 帯域または L 帯域
を [Wavelength] フィールドに表示し

フィールドで使用できます。

• [L]：L 帯域波長を [Wavelength]
フィールドで使用できます。

ます。

• [Odd]：奇数の C 帯域または L 帯域
を [Wavelength] フィールドに表示し
ます。

[Wavelength]

トランクにプロビジョニングされる波
長。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

• [First Tunable Wavelength]
• その他の 100 GHz ITU-T 間隔の波長
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DLP-G335 10G データ マックスポンダの SONET（OC-192）/SDH
（STM-64）設定の変更
目的

ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、MXP_MR_10DME_C または MXP_MR_10DME_L
マックスポンダ カードの OC-192（ANSI）/STM-64（ETSI）の設定を変
更します。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
SONET（OC-192）/SDH（STM-64）の設定を変更する MXP_MR_10DME_C または
MXP_MR_10DME_L カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [SONET]（ANSI）または [SDH]（ETSI）をクリックします。タブとパラ
メータの選択肢は、PPM プロビジョニングによって異なります。

ステップ 3

表 6-71 を参照して、任意の設定を変更します。

表 6-71

MXP_MR_10DME_C または MXP_MR_10DME_L カードの回線 SONET または SDH 設定

パラメータ

説明

[Port]

（表示のみ）ポート番号。

[Port Name]

指定したポートに名前を割り当てることができ
ます。

オプション

9（トランク）
ユーザ定義です。名前は、英数字および特殊文字で 32
文字までです。デフォルトではブランクです。
「DLP-G104 ポートへの名前の割り当て」（P.8-3）のタ
スクを参照してください。

[Admin State]

ネットワーク状態が原因で変更できない場合を
除き、ポート サービス状態を設定します。管理
状態の詳細については、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』の付録
「Administrative and Service States」を参照して
ください。

• [IS]（ANSI）または [Unlocked]（ETSI）
• [IS,AINS]（ANSI）または
[Unlocked,automaticInService]（ETSI）
• [OOS,DSBLD]（ANSI）または [Locked,disabled]
（ETSI）
• [OOS,MT]（ANSI）または [Locked,maintenance]
（ETSI）

[Service State] （表示のみ）ポートの概況を示す、自動生成され
た状態を識別します。サービス状態は、Primary
State-Primary State Qualifier, Secondary State と
いう形式で表示されます。サービス状態の詳細
については、『Cisco ONS 15454 DWDM
Reference Manual』の付録「Administrative and
Service States」を参照してください。

• [IS-NR]（ANSI）または [Unlocked-enabled]
（ETSI）
• [OOS-AU,AINS]（ANSI）または
[Unlocked-disabled,
automaticInService]（ETSI）
• [OOS-MA,DSBLD]（ANSI）または
[Locked-enabled,disabled]（ETSI）
• [OOS-MA,MT]（ANSI）または
[Locked-enabled,maintenance]（ETSI）
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表 6-71

MXP_MR_10DME_C または MXP_MR_10DME_L カードの回線 SONET または SDH 設定（続き）

パラメータ

[SF BER]

1

説明

オプション

信号障害ビット エラー レートを設定します。

• [1E-3]
• [1E-4]
• [1E-5]

[SD BER]

1

信号劣化ビット エラー レートを設定します。

• [1E-5]
• [1E-6]
• [1E-7]
• [1E-8]
• [1E-9]

[Type]

光転送タイプ。

• [SONET]（ANSI）
• [SDH]（ETSI）

[ALS Mode]

ALS 機能モードを設定します。DWDM トラン
スミッタは、ITU-T G.644（06/99）に基づいて
ALS をサポートします。ALS は、ディセーブル
にすることも、3 つのモード オプションの 1 つ
に設定することもできます。

• [Disabled]（デフォルト）：ALS はオフです。トラ
フィックが停止（LOS）しても、レーザーが自動的
に遮断されることはありません。

• [Auto Restart]：ALS はオンです。トラフィックが
停止（LOS）すると、レーザーは自動的に遮断され
ます。停止の原因となった状態が解消されると、
レーザーは自動的に再開されます。

• [Manual Restart] ：ALS はオンです。トラフィック
が停止（LOS）すると、レーザーは自動的に遮断さ
れます。ただし、停止の原因となった状態が解消さ
れれば、レーザーを手動で再開する必要がありま
す。

• [Manual Restart for Test]：テスト用にレーザーを手
動で再開します。

[AINS Soak]

オート イン サービスのソーク期間を設定しま
す。時間をダブルクリックし、上矢印および下
矢印を使用して設定を変更します。

• hh:mm 形式で示された、有効な入力信号の持続時
間。この時間を経過した後、カードは自動的に In
Service（IS; 稼動中）に設定されます。

• 0 ～ 48 時間で、増分は 15 分です。
[ProvidesSync] ProvidesSync カード パラメータを設定します。 オンまたはオフ
オンである場合、カードは NE タイミング基準
としてプロビジョニングされます。

[SyncMsgIn]

EnableSync カード パラメータを設定します。同 オンまたはオフ
期ステータス メッセージ（S1 バイト）をイネー
ブルにします。その結果、ノードで最適なタイ
ミング ソースを選択できるようになります。

[Send
DoNotUse]

Send DoNotUse カード状態を設定します。オン オンまたはオフ
の場合、S1 バイトで DUS（未使用）メッセージ
を送信します。

1. SF BER と SD BER のしきい値は、トランク ポート（MXP_MR_2.5G ではポート 9、MXPP_MR_2.5G ではポート 9 と 10）のみに適用さ
れます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。
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ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G336 10G データ マックスポンダのセクション トレース設定の
変更
目的

このタスクでは、MXP_MR_10DME_C および MXP_MR_10DME_L
マックスポンダ カードのセクション トレース設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、セク
ション トレース設定を変更する MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カードをダ
ブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Section Trace] タブをクリックします。タブとパラメータの選択肢は、PPM
プロビジョニングによって異なります。

ステップ 3

表 6-72 の説明に従って、[Section Trace] タブの任意の設定を変更します。

表 6-72

MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カードの回線セクション トレース設定

パラメータ

説明

[Port]

（表示のみ）ポート番号。

オプション

• 9（トランクのみ）
• [Off/None]

[Received
Trace Mode]

受信したトレース モードを設定します。

[Disable
AIS/RDI on
TIM-S]

J0 オーバーヘッド文字列の不一致が原因で TIM on Section オー
バーヘッド アラームが発生しても、このボックスをオンにして
いればアラーム表示信号がダウンストリーム ノードに送信され
ません。

• オン（AIS/RDI on TIM-S はディ

[Transmit
Section Trace
String Size]

トレース文字列サイズを設定します。

• 1 バイト

[Transmit]

現在の送信文字列を表示し、新規の送信文字列を設定します。
トレース文字列サイズの文字列
右方のボタンをクリックすると、表示を変更できます。タイト
ルは、現在の表示モードに基づいて変更されます。表示を 16 進
に変更するには [Hex] をクリックします（ボタンは [ASCII] に
変わります）。表示を ASCII に変更するには [ASCII] をクリック
します（ボタンは [Hex] に変わります）。

• [Manual]
セーブル）

• オフ（AIS/RDI on TIM-S はディ
セーブルでない）

• 16 バイト
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表 6-72

MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カードの回線セクション トレース設定（続き）

パラメータ

説明

[Expected]

現在の予測文字列を表示し、新規の予測文字列を設定します。
トレース文字列サイズの文字列
右方のボタンをクリックすると、表示を変更できます。タイト
ルは、現在の表示モードに基づいて変更されます。表示を 16 進
に変更するには [Hex] をクリックします（ボタンは [ASCII] に
変わります）。表示を ASCII に変更するには [ASCII] をクリック
します（ボタンは [Hex] に変わります）。

[Received]

（表示のみ）現在の受信文字列を表示します。[Refresh] をクリッ トレース文字列サイズの文字列
クすると、この表示を手動でリフレッシュできます。または、
[Auto-refresh every 5 sec] チェックボックスを選択すると、この
パネルを最新にしておくことができます。

オプション

[Auto-refresh] オンにした場合は、表示が 5 秒ごとに自動的にリフレッシュさ

オン / オフ（デフォルト）

れます。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G341 10G データ マックスポンダの SONET 回線または SDH
回線しきい値の変更
目的

このタスクでは、MXP_MR_10DME_C および MXP_MR_10DME_L
マックスポンダ カードの SONET 回線または SDH 回線しきい値設定を変
更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

ステップ 1

ステップ 2

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
しきい値設定を変更する MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カードをダブルク
リックします。

[Provisioning] > [Line Thresholds] > [SONET Thresholds]（ANSI）タブまたは [SDH Thresholds]
（ETSI）タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-73 を参照して、任意の設定を変更します。

（注）

[Near End] と [Far End]、[15 Min] と [1 Day]、および [Line] と [Section] は、個別に変更する
必要があります。これを行うには、適切なオプション ボタンを選択し、[Refresh] をクリック
します。
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（注）

表 6-73

パラメータ

表 6-73 では、すべての MXP_MR_10DME カードには適用されないパラメータおよびオプ
ションもあります。パラメータまたはオプションが適用されない場合は、CTC に表示されませ
ん。

MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カードの回線しきい値設定

説明

[Port]

（表示のみ）ポート番
号

[EB]

Path Errored Block
は、ブロック内で 1

オプション - ONS 15454

• 9（トランク）

—

オプション - ONS 15454 SDH

• 9（トランク）
数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

つ以上のビットがエ
ラーになっているこ
とを示します。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、

[CV]

符号化違反

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

[Refresh] をクリックします。
—

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Line] または [Section]
（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[ES]

エラー秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
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表 6-73

MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カードの回線しきい値設定（続き）

パラメータ

説明

オプション - ONS 15454

オプション - ONS 15454 SDH

[SES]

重大エラー秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[SEFS]

（Near End Section ま —
たは Regeneration
Section のみ）重大エ
ラー フレーミング秒
数

各カテゴリのオプションを選択し、

[Refresh] をクリックします。
数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、

[Refresh] をクリックします。
[BBE]

バックグラウンド ブ
ロック エラー

—

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、

[Refresh] をクリックします。
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表 6-73

MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カードの回線しきい値設定（続き）

パラメータ

[FC]

説明
（Line または

Multiplex Section の
み）障害カウント

オプション - ONS 15454

オプション - ONS 15454 SDH

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）

[UAS]

（Line または

Multiplex Section の
み）使用不可秒数

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[Refresh] をクリックします。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

各カテゴリのオプションを選択し、

各カテゴリのオプションを選択し、

[Refresh] をクリックします。

DLP-G337 イーサネット、1G FC/FICON、または ISC/ISC3 ペイ
ロードに対する 10G データ マックスポンダ回線 RMON しきい値の
変更
目的

このタスクでは、イーサネット、FC/FICON、または ISC/ISC3 ペイロー
ドを伝送する MXP_MR_10DME_C および MXP_MR_10DME_L カード
の回線しきい値設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順
必須 / 適宜

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
しきい値設定を変更する MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カードをカード
ビューに表示します。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line Thresholds] > [RMON Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

[Create] をクリックします。[Create Threshold] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Port] ドロップダウン リストで、適用可能なポートを選択します。これは、ペイロード ポート（たと
えば「1-1（ONE_GE）」）または相当する ITU-T G.7041 GFP（Generic Frame Procedure）ポートのい
ずれかです。

ステップ 5

[Variable] ドロップダウン リストで、イーサネット変数、FC 変数、FICON 変数、または ISC 変数を
選択します。使用可能なイーサネット変数のリストについては、表 6-74 を参照してください。FC 変
数および FICON 変数のリストについては、表 6-75 を参照してください。ISC 変数および ISC3 変数の
リストについては、表 6-76 を参照してください。GFP 変数のリストについては、表 6-77 を参照して
ください。
表 6-74

MXP_MR_10DME_C または MXP_MR_10DME_L のイーサネット変数

変数

説明

ifInOctets

最後のカウンタ リセット以降に受信されたバイト数。

rxTotalPkts

受信パケットの合計数。

ifInErrors

受信エラーの合計数。

ifOutOctets

インターフェイスから送信されたオクテットの合計数
（フレーミング文字を含む）。

txTotalPkts

送信されたパケットの合計数。

mediaIndStatsRxFramesTruncated

5 バイト未満の受信フレームの合計数。この値は、HDLC
および GFP ポート統計情報に含まれます。

mediaIndStatsRxFramesTooLong

MTU を超える受信フレームの数。この値は、HDLC およ
び GFP ポート統計情報に含まれます。

mediaIndStatsRxFramesBadCRC

HDLC フレーミング使用時のペイロード CRC エラーがあ
る受信データ フレームの数。

mediaIndStatsTxFramesBadCRC

HDLC フレーミング使用時のペイロード CRC エラーがあ
る送信データ フレームの数。

8b10bInvalidOrderedSetsDispErrorsSu
m

受信された 8b または 10b でエンコードされた文字列内の
コード違反または実行ディスパリティ エラーの数。

表 6-75

MXP_MR_10DME_C または MXP_MR_10DME_L の FC/FICON 変数

変数

説明

ifInOctets

最後のカウンタ リセット以降に受信されたバイト数。

rxTotalPkts

受信パケットの合計数。

ifInErrors

受信エラーの合計数。

ifOutOctets

インターフェイスから送信されたオクテットの合計数
（フレーミング文字を含む）。
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表 6-75

MXP_MR_10DME_C または MXP_MR_10DME_L の FC/FICON 変数（続き）

変数

説明

txTotalPkts

送信されたパケットの合計数。

ifOutOversizePkts

インターフェイスから出力されたサイズ超過パケットの
合計数。

mediaIndStatsRxFramesTruncated

5 バイト未満の受信フレームの合計数。この値は、HDLC
および GFP ポート統計情報に含まれます。

mediaIndStatsRxFramesTooLong

MTU を超える受信フレームの数。この値は、HDLC およ
び GFP ポート統計情報に含まれます。

mediaIndStatsRxFramesBadCRC

HDLC フレーミング使用時のペイロード CRC エラーがあ
る受信データ フレームの数。

mediaIndStatsTxFramesBadCRC

HDLC フレーミング使用時のペイロード CRC エラーがあ
る送信データ フレームの数。

fcStatsZeroTxCredits

これは、FC/FICON Tx クレジットが非ゼロ値からゼロに
変わったときに増分されるカウントです。

fcStatsRxRecvrReady

受信された RDY（受信準備完了）順序セットの数。

fcStatsTxRecvrReady

送信された RDY（受信準備完了）順序セットの数。

8b10bInvalidOrderedSetsDispErrorsSu
m

受信された 8b または 10b でエンコードされた文字列内の
コード違反または実行ディスパリティ エラーの数。

表 6-76

MXP_MR_10DME_C または MXP_MR_10DME_L の ISC および ISC3 の変数

変数

説明

ifInOctets

最後のカウンタ リセット以降に受信されたバイト数。

rxTotalPkts

受信パケットの合計数。

ifOutOctets

インターフェイスから送信されたオクテットの合計数
（フレーミング文字を含む）。

txTotalPkts

送信されたパケットの合計数。

8b10bInvalidOrderedSetsDispErrorsSu
m

受信された 8b または 10b でエンコードされた文字列内の
コード違反または実行ディスパリティ エラーの数。

表 6-77

MXP_MR_10DME_C または MXP_MR_10DME_L の GFP RMON 変数

変数

gfpStatsRxSBitErrors

gfpStatsRxTypeInvalid

説明
コア ヘッダーに単一ビット エラーがある（これらのエ
ラーは訂正可能です）受信 Generic Framing Protocol
（GFP; 汎用フレーム同期プロトコル）フレーム数。
タイプが無効な受信 GFP フレーム数（これらは廃棄され
ます）。たとえば、ファイバ チャネル データを予期して
いるときにイーサネット データを含む GFP フレームを受
信した場合です。
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表 6-77

MXP_MR_10DME_C または MXP_MR_10DME_L の GFP RMON 変数（続き）

gfpStatsRxSblkCRCErrors

受信透過 GFP フレームがあるスーパーブロック CRC エ
ラーの合計数。透過 GFP フレームは、それぞれにファイ
バ チャネル データが含まれる複数のスーパーブロックを
持っています。

gfpStatsCSFRaised

クライアント信号障害通知がある Rx クライアント管理フ
レームの数。

gfpStatsLFDRaised

コア HEC CRC 複数ビット エラーの数。
（注）

この数は、フレーム内の cHEC 複数ビット エラー
のみの数です。これは、ステート マシンがフレー
ムを出る回数です。

ステップ 6

[Alarm Type] ドロップダウン リストを使用して、上昇しきい値、下限しきい値、または上昇しきい値
と下限しきい値の両方のいずれでイベントがトリガーされるのかを指定します。

ステップ 7

[Sample Type] ドロップダウン リストで [Relative] または [Absolute] を選択します。[Relative] の場合
は、ユーザ設定によるサンプリング期間内の発生回数を使用するようにしきい値が制限されます。
[Absolute] の場合は、期間を問わず、合計発生回数を使用するようにしきい値が設定されます。

ステップ 8

[Sample Period] に適切な秒数を入力します。

ステップ 9

[Rising Threshold] に適切な発生回数を入力します。
上昇タイプのアラームの場合は、下限しきい値より小さい値から上昇しきい値より大きい値まで測定値
が変化する必要があります。たとえば、15 秒間ごとに 1000 回のコリジョンに設定されている上昇しき
い値未満で稼動しているネットワークで問題が起こり、15 秒間に 1001 回のコリジョンが発生すると、
発生回数がしきい値を超えるためにアラームがトリガーされます。

ステップ 10

[Falling Threshold] フィールドに適切な発生回数を入力します。通常は、下限しきい値を上昇しきい値
より低く設定します。
下限しきい値は上昇しきい値と対照的なしきい値です。上昇しきい値を超えていた発生回数が下限しき
い値未満になると、上昇しきい値がリセットされます。たとえば、15 秒間に 1001 回のコリジョンを発
生させていたネットワークの問題が収束して 15 秒に発生するコリジョンが 799 回だけになった場合、
発生回数は下限しきい値の 800 コリジョン未満になります。これにより、上昇しきい値がリセットさ
れるため、ネットワーク コリジョンが再び急増して 15 秒間に 1000 回を超えると、上昇しきい値を超
えるときにイベントが再度トリガーされます。イベントは上昇しきい値を初めて超えるときだけにトリ
ガーされます（このようにしないと、1 回のネットワークの問題で上昇しきい値を複数回超えて、イベ
ントをフラッディングさせるおそれがあります）。

ステップ 11

[OK] をクリックします。
（注）

ステップ 12

すべての RMON しきい値を表示するには、[Show All RMON thresholds] をクリックします。

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G338 10G データ マックスポンダ トランク ポート アラームお
よび TCA のしきい値のプロビジョニング
このタスクでは、MXP_MR_10DME_C および MXP_MR_10DME_L ト
ランク ポート アラーム、および TCA のしきい値を変更します。

目的
ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク ポート アラームおよび TCA の設定を変更する MXP_MR_10DME_C カードまたは
MXP_MR_10DME_L カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。
（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

ステップ 3

TCA が選択されていない場合は、[TCA] をクリックして [Refresh] をクリックします。選択されてい
る場合は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 4

トランク ポート（ポート 9）の TCA しきい値が、以下に示した値に設定されていることを確認しま
す。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを行うには、変更するしきい値をダ
ブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押します。

• RX Power High：-9 dBm
• RX Power Low：-18 dBm
• TX Power High：9 dBm
• TX Power Low：0 dBm
ステップ 5

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。
（注）

ステップ 6

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

トランク ポート（ポート 9）アラームしきい値が、以下に示されている値に設定されていることを確認
します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを行うには、変更するしきい値
をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押します。

• RX Power High：-8 dBm
• RX Power Low：-20 dBm
• TX Power High：7 dBm
• TX Power Low：3 dBm
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ステップ 7

[Apply] をクリックします。

ステップ 8

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G339 10G データ マックスポンダ クライアント ポート アラー
ムおよび TCA のしきい値のプロビジョニング
目的

このタスクでは、MXP_MR_10DME_C カードおよび
MXP_MR_10DME_L カードのクライアント ポート アラームおよび TCA
のしきい値をプロビジョニングします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

ステップ 1

ステップ 2

必須 / 適宜

必須

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、クラ
イアント ポート アラームおよび TCA の設定を変更する MXP_MR_10DME_C カードおよび
MXP_MR_10DME_L カードをダブルクリックします。

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。デフォルトでは、TCA しきい値が表示さ
れます。

ステップ 3

表 6-78 を参照して、反対側のクライアント インターフェイスに基づいて、クライアント ポート（ポー
ト 1 ～ 8）の TCA しきい値 RX Power High、RX Power Low、TX Power High、および TX Power
Low を確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを行うには、変更
するしきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押します。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

（注）

カードへのファイバ インターフェイスを提供するために TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、10GE_XPE、または ADM-10G カードの前面プレートに接続されるハードウェア
デバイスは、Small Form-Factor Pluggable（SFP または XFP）と呼ばれます。CTC では、SFP
および XFP を Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）と呼びます。SFP
および XFP は、ポートに接続されて、ポートを光ファイバ ネットワークに接続する、ホット
スワップ可能な入出力デバイスです。マルチレート PPM にはプロビジョニング可能なポート
レートとペイロードがあります。SFP および XFP の詳細については、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』で「Transponder and Muxponder Cards」の章を参照してくださ
い。
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表 6-78

MXP_MR_10DME_C カードおよび MXP_MR_10DME_L カードのクライアント インターフェ
イス TCA しきい値

着脱可能ポート モ
PPM ポー ジュール
ト レート （XFP）

TCA RX
Power
High

TCA RX
Power
Low

TCA TX
Power
High

TCA TX
Power
Low

FC1G

15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

0

-17

3

-16

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-3

-20

3

-16

15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

0

-15

3

-16

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-3

-20

3

-16

0

-17

3

-16

-3

-20

3

-16

0

-17

3

-16

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-3

-20

3

-16

ONS-SE-G2F-SX

0

-17

3

-16

ONS-SE-G2F-LX

0

-20

3

-16

ONS-SE-4G-MM

0

-12

4

-15

ONS-SE-4G-SM

-1

-15

4

-15

0

-12

4

-15

-1

-15

4

-15

FC2G

FICON1G 15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX
15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX
FICON2G 15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

ISC3
PEER 1G
ISC3
PEER 2G
FC4G

FICON4G ONS-SE-4G-MM
ONS-SE-4G-SM
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

ステップ 3 および 4 を繰り返して、追加の各クライアント ポートをプロビジョニングします。

ステップ 6

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。
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ステップ 7

表 6-79 を参照して、プロビジョニングされるクライアント インターフェイスに基づいて、クライアン
ト ポート（ポート 1 ～ 8）のアラームしきい値 RX Power High、RX Power Low、TX Power High、お
よび TX Power Low を確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを
行うには、変更するしきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押しま
す。
表 6-79

MXP_MR_10DME_C カードおよび MXP_MR_10DME_L カードのクライアント インターフェ
イス アラームしきい値

着脱可能ポート モジュー Alarm RX

Power
Low

Alarm RX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

-20

3

-13

-1

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-23

0

-13

0

15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

-18

3

-13

-1

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-23

0

-13

0

FICON1G 15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

-20

3

-13

-1

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-23

0

-13

0

FICON2G 15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

-20

3

-13

-1

15454-SFP-GE+-LX
15454E-SFP-GE+-LX
ONS-SE-G2F-LX

-23

0

-13

0

ONS-SE-G2F-SX

-20

3

-13

-1

ONS-SE-G2F-LX

-23

0

-13

0

ONS-SE-4G-MM

-15

3

-11

-1

ONS-SE-4G-SM

-18

2

-11

0

-15

3

-11

-1

-18

2

-11

0

PPM ポー ル
ト レート （XFP）
FC1G
15454-SFP-GEFC-SX
15454E-SFP-GEFC-S
ONS-SE-G2F-SX

FC2G

ISC3
PEER 1G
ISC3
PEER 2G
FC4G

FICON4G ONS-SE-4G-MM
ONS-SE-4G-SM
ステップ 8

[Apply] をクリックします。

ステップ 9

ステップ 7 および 8 を繰り返して、追加の各クライアント ポートをプロビジョニングします。
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ステップ 10

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G366 10G データ マックスポンダ OTN 設定の変更
目的

このタスクでは、MXP_MR_10DME_C カードおよび
MXP_MR_10DME_L カードの OTN 設定を変更します。

ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
OTN 設定を変更する MXP_MR_10DME_C カードおよび MXP_MR_10DME_L カードをダブルク
リックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [OTN] タブをクリックし、[OTN Lines]、[G.709 Thresholds]、[FEC Thresholds]、ま
たは [Trail Trace Identifier] の、いずれかのサブタブを選択します。

ステップ 3

表 6-80 ～ 6-83 を参照して、任意の設定を変更します。

（注）

[Near End] と [Far End]、[15 Min] と [1 Day]、および [SM] と [PM] は、個別に変更する必要
があります。これを行うには、適切なオプション ボタンを選択し、[Refresh] をクリックしま
す。

表 6-80 では、[Provisioning] > [OTN] > [OTN Lines] タブの値を説明します。
表 6-80

パラメータ

[Port]
[G.709 OTN]

MXP_MR_10DME_C カードおよび MXP_MR_10DME_L カードの OTN 回線設定

説明
（表示のみ）ポート番号を表示します。

ITU-T G.709 に基づいて OTN 回線を設
定します。

[FEC]
[SF BER]

オプション

9（トランク）
• [Enable]
• [Disable]

OTN 回線を Forward Error Correction
（FEC; 前方誤り訂正）に設定します。

• [Standard]

（表示のみ）信号障害ビット エラー レー
トを設定します。

• [1E-5]

• [Enhanced]
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表 6-80

MXP_MR_10DME_C カードおよび MXP_MR_10DME_L カードの OTN 回線設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[SD BER]

信号劣化ビット エラー レートを設定しま
す。

• [1E-5]
• [1E-6]
• [1E-7]
• [1E-8]
• [1E-9]

[Asynch/Synch ODUk（クライアント ペイロード）の光
Mapping]
チャネル（OTUk）へのマッピング方法
を設定します。

• [Asynch mapping]
• [Synch mapping]

表 6-81 では、[Provisioning] > [OTN] > [G.709 Thresholds] タブの値を説明します。
表 6-81

パラメータ

[Port]

1

MXP_MR_10DME_C カードおよび MXP_MR_10DME_L カードの ITU-T G.709 しきい値設定

説明
（表示のみ）ポート番号。

オプション

9（トランク）

[ES]

エラー秒数

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。

[SES]

重大エラー秒数

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。

[UAS]

使用不可秒数

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。

[BBE]

バックグラウンド ブロック
エラー

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。

[FC]

障害カウンタ

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。

1. 1G-FC ペイロードの遅延時間は、ITU-T G.709 を使用しない場合は 4 マイクロ秒、ITU-T G.709 を使用する場合
は 40 マイクロ秒です。2G-FC ペイロードの遅延時間は、ITU-T G.709 を使用しない場合は 2 マイクロ秒、
ITU-T G.709 を使用する場合は 20 マイクロ秒です。遅延時間の影響を受けやすい FC ネットワークを計画する場
合は、これらの値を考慮してください。

表 6-82 では、[Provisioning] > [OTN] > [FEC Threshold] タブの値を説明します。
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表 6-82

パラメータ

[Port]
[Bit Errors
Corrected]

MXP_MR_10DME_C カードおよび MXP_MR_10DME_L カードの FEC しきい値設定

説明
（表示のみ）ポート番号。

オプション

2

訂正ビット エラー数の値を設定します。 数値。15 分または 1 日の間隔で設定でき
ます。

[Uncorrectable 訂正不可能なワード数の値を設定しま
Words]
す。

数値。15 分または 1 日の間隔で設定でき
ます。

表 6-83 では、[Provisioning] > [OTN] > [Trail Trace Identifier] タブの値を説明します。
表 6-83

MXP_MR_10DME_C カードおよび MXP_MR_10DME_L カードの Trail Trace Identifier の
設定

パラメータ

[Port]
[Level]

説明
（表示のみ）ポート番号。
レベルを設定します。

オプション

2
• [Section]
• [Path]

[Received
Trace Mode]

トレース モードを設定します。

[Transmit]

現在の送信文字列を表示し、新規の送信
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

[Disable FDI
on TTIM]

このボックスをオンにすると、J0 オー
バーヘッド文字列の不一致が原因で

• [Off/None]
• [Manual]

Trace Identifier Mismatch on Section
オーバーヘッド アラームが発生しても、
Forward Defect Indication（FDI; 順方向
障害通知）信号がダウンストリーム ノー
ドに送信されません。

トレース文字列サイズの文字列

• オン（FDI on TTIM はディセーブ
ル）

• オフ（FDI on TTIM はディセーブル
でない）
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表 6-83

MXP_MR_10DME_C カードおよび MXP_MR_10DME_L カードの Trail Trace Identifier の
設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[Expected]

現在の予測文字列を表示し、新規の予測
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

トレース文字列サイズの文字列

[Received]

（表示のみ）現在の受信文字列を表示し
トレース文字列サイズの文字列
ます。[Refresh] をクリックすると、この
表示を手動でリフレッシュできます。ま
たは、[Auto-refresh every 5 sec] チェッ
クボックスをオンにすると、このパネル
を最新にしておくことができます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。
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NTP-G293 40G マックスポンダ カード回線設定および
PM パラメータしきい値の変更
目的

この手順では、40G-MXP-C マックスポンダ カードの回線およびパラ
メータしきい値の設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、
ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」（P.4-67）
「DLP-G63 SFP または XFP の取り付け」（P.4-70）
「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」（P.6-11）（任意）
「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）（任意）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

マックスポンダ カード設定を変更するノードで、
「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを
実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

「NTP-G103 データベースのバックアップ」（P.14-2）の手順を実行して、変更する前に既存の設定を保
存します。

ステップ 3

必要に応じて、次の任意のタスクを実行します。

• 「DLP-G662 40G マルチレート マックスポンダ カード設定の変更」（P.6-169）
• 「DLP-G666 40G マックスポンダ回線設定の変更」（P.6-170）
• 「DLP-G667 40G マックスポンダ SONET（OC-192）/SDH（STM-64）設定の変更」（P.6-172）
• 「DLP-G668 40G マックスポンダ セクション トレース設定の変更」（P.6-173）
• 「DLP-G669 40G マックスポンダ SONET または SDH 回線しきい値の変更」（P.6-175）
• 「DLP-G670 イーサネット、8G FC、または 10G FC ペイロードの 40G マックスポンダ回線
RMON しきい値の変更」（P.6-177）
• 「DLP-G671 40G マックスポンダ トランク ポート アラームおよび TCA のしきい値のプロビジョニ
ング」（P.6-181）
• 「DLP-G672 40G マックスポンダ クライアント ポート アラームおよび TCA のしきい値のプロビ
ジョニング」（P.6-183）
• 「DLP-G673 40G マックスポンダ OTN 設定の変更」（P.6-186）

（注）

[Alarm Profiles] タブを使用する（アラーム プロファイルの作成およびアラームの抑制を含む）
には、第 10 章「アラームの管理」を参照してください。

ここでやめてください。この手順はこれで完了です。
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DLP-G662 40G マルチレート マックスポンダ カード設定の変更
目的

このタスクでは、40G-MXP-C カードのカード設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、カー
ド設定を変更する 40G-MXP-C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Card] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-84 に示されているいずれかの設定を変更します。

表 6-84

40G-MXP-C カードの設定

パラメータ

説明

[Card Mode]

カード モードを設定します。

ONS 15454 SDH のオプ
ONS 15454 のオプション
• [Muxponder]

ション

• [Muxponder]

• [Unidirectional Regen]

• [Unidirectional Regen]

（トランク ポートが
OOS,DSBLD 状態に
なっている場合のみ）

（トランク ポートが
locked,disabled 状態に
なっている場合のみ）

（注）

（注） [Unidirectional
[Unidirectional
Regen] が選択されて
Regen] が選択されて

いる場合は、カード
の着脱可能ポート モ
ジュール上でペイ
ロードを設定しない
でください。

[Trunk
—
（表示のみ）カードが取り付けられた後のト
Wavelengths] ランク ポートでサポートされている波長を表
示します。40G-MXP-C では、取り付けられ
ているカードでサポートされている C バンド

いる場合は、カード
の着脱可能ポート モ
ジュール上でペイ
ロードを設定しない
でください。

—

波長が表示されます。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G666 40G マックスポンダ回線設定の変更
目的

このタスクでは、40G-MXP-C マックスポンダ カードのライン設定を変
更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順
必須 / 適宜

ステップ 1
ステップ 2

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、ライ
ン設定を変更する 40G-MXP-C カードをダブルクリックします。

[Provisioning] > [Line] > [Ports] タブをクリックします。タブとパラメータは、PPM プロビジョニング
によって異なります。

ステップ 3
表 6-85

表 6-85 を参照して、任意の設定を変更します。

40G-MXP-C カード回線クライアント設定

パラメータ

説明

[Port]

（表示のみ）ポート番号。

オプション

• 1 ～ 4（クライアント）
• 5（トランク）

[Port Name]

各ポートの論理名。デフォルトでは、この
フィールドはブランクです。

最大 32 文字の英数字および特殊文字を入力します。
詳細については、「DLP-G104 ポートへの名前の割り当て」
（P.8-3）のタスクを参照してください。
（注）

40G-MXP-C カード上の各ファイバ チャネル /FICON
インターフェイスにポート名を割り当て、MDS
Fabric Manager がその SAN ポートを
Cisco MDS 9000 スイッチ上の SAN ポートに関連付
けられるようにすることができます。

[Admin State]

ネットワーク状態が原因で変更できない場
合を除き、ポート サービス状態を設定しま
す。詳細については、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』の付録 B で
「Administrative and Service States」を参
照してください。

• [IS]（ANSI）または [Unlocked]（ETSI）
• [OOS,DSBLD]（ANSI）または [Locked,disabled]
（ETSI）
• [OOS,MT]（ANSI）または [Locked,maintenance]
（ETSI）
• [IS,AINS]（ANSI）または
[Unlocked,automaticInService]（ETSI）

[Service State] （表示のみ）ポートの一般的な状態を表示
します。サービス状態は、Primary
State-Primary State Qualifier, Secondary
State という形式で表示されます。サービ
ス状態の詳細については、
『Cisco ONS 15454 DWDM Reference
Manual』の付録 B で「Administrative and
Service States」を参照してください。

• [IS-NR]（ANSI）または [Unlocked-enabled]（ETSI）
• [OOS-AU,AINS]（ANSI）または [Unlocked-disabled,
automaticInService]（ETSI）
• [OOS-MA,DSBLD]（ANSI）または
[Locked-enabled,disabled]（ETSI）
• [OOS-MA,MT]（ANSI）または
[Locked-enabled,maintenance]（ETSI）
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表 6-85

パラメータ

[ALS Mode]

40G-MXP-C カード回線クライアント設定（続き）

説明
（クライアント ポートのみ）ALS モードを
アクティブにします。

オプション

• [Disabled]（デフォルト）：ALS はオフです。レーザーは
LOS 中に自動的に遮断されることはありません。
• [Auto Restart]：（OC-192/STM-64 のみ）ALS はオンで
す。レーザーは LOS 中に自動的に遮断されます。停止の
原因となった状態が解消されると、レーザーは自動的に
再開されます。

• [Manual Restart] ：ALS はオンです。レーザーは LOS 中
に自動的に遮断されます。ただし、停止の原因となった
状態が解消されれば、レーザーを手動で再開する必要が
あります。

• [Manual Restart for Test] ：テスト用にレーザーを手動で
再開します。

[AINS Soak]

[Reach]

オート イン サービスのソーク期間を設定
します。時間をダブルクリックし、上矢印
および下矢印を使用して設定を変更しま
す。

• hh:mm 形式で示された、有効な入力信号の持続時間。こ
の時間を経過した後、カードは自動的に In Service（IS;

クライアント ポートの光の到達距離を設定
します。

• [Autoprovision]：システムは、ハードウェア上の
Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュー

稼動中）に設定されます。

• 0 ～ 48 時間で、増分は 15 分です。

ル）の到達距離の値から自動的に到達距離をプロビジョ
ニングします。

• [EW]
• [LW]
• [SW]
• [LRM]
• [ER]
• [LR]
• [SR]
• [ZR]
• [IR 2]
• [LR 2]
• [DWDM]
• [CWDM40km]

[Wavelength]

ポート波長をプロビジョニングします。

• [First Tunable Wavelength]
• [Further wavelengths]：
100-GHz ITU-T C バンド間隔のその他の波長。カードの
波長はアスタリスクでマークされます。カードが取り付
けられていない場合は、すべての波長がダークグレーの
背景色で表示されます。

[Squelch]

特定の障害に応答して遠端レーザーを
シャットダウンします。

• [Squelch]（スケルチは ISC COMPACT ペイロードには
適用されません）。

• [Disable]
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表 6-85

40G-MXP-C カード回線クライアント設定（続き）

パラメータ

[Overclock]

[Rx
Wavelength]

説明

オプション

（トランク ポートのみ）トランク ポートの
オーバークロック モードをイネーブルまた
はディセーブルにします。

• [OFF]（デフォルト）

（トランク ポートのみ）トランク ポート波
長をプロビジョニングします。

• [First Tunable Wavelength]

• [ON]

• [Further wavelengths]：
100-GHz ITU-T C バンド間隔のその他の波長。カードの
波長はアスタリスクでマークされます。カードが取り付
けられていない場合は、すべての波長がダークグレーの
背景色で表示されます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G667 40G マックスポンダ SONET（OC-192）/SDH
（STM-64）設定の変更
目的

このタスクでは、40G-MXP-C マックスポンダ カードの OC-192（ANSI）
または STM-64（ETSI）の設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
SONET（OC-192）/SDH（STM-64）設定を変更する 40G-MXP-C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [SONET]（ANSI）または [SDH]（ETSI）をクリックします。タブとパラ
メータは、PPM プロビジョニングによって異なります。

ステップ 3

表 6-86 に示されている任意の設定を変更します。

表 6-86

40G-MXP-C カード回線 SONET または SDH の設定

パラメータ

説明

[Port]
[Port Name]

（表示のみ）ポート番号。
ポートに割り当てられた論理名。デフォルトで
は、このフィールドはブランクです。

オプション

5（トランク）
最大 32 文字の英数字および特殊文字を入力します。デ
フォルトではブランクです。
詳細については、「DLP-G104 ポートへの名前の割り当
て」（P.8-3）のタスクを参照してください。
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表 6-86

40G-MXP-C カード回線 SONET または SDH の設定（続き）

パラメータ

説明

[SF BER]

信号障害ビット エラー レートを設定します。

オプション

• [1E-3]
• [1E-4]
• [1E-5]

[SD BER]

信号劣化ビット エラー レートを設定します。

• [1E-5]
• [1E-6]
• [1E-7]
• [1E-8]
• [1E-9]

[ProvidesSync] ProvidesSync カード パラメータを設定します。 オンまたはオフ
オンである場合、カードは NE タイミング基準
としてプロビジョニングされます。

[SyncMsgIn]

EnableSync カード パラメータを設定します。同 オンまたはオフ
期ステータス メッセージ（S1 バイト）をイネー
ブルにします。その結果、ノードで最適なタイ
ミング ソースを選択できるようになります。

[Send
DoNotUse]

Send DoNotUse カード状態を設定します。オン オンまたはオフ
の場合、S1 バイトで DUS（未使用）メッセージ
を送信します。

[Type]

光転送タイプ。

[Termination
Mode]

• [SONET]（ANSI）

（Standard Regeneration および Enhanced FEC の
カード構成の場合は表示のみ）操作のモードを
設定します。

• [SDH]（ETSI）
• [Transparent]
• [Section]（ANSI）または [Regeneration Section
(RS)]（ETSI）
• [Line]（ANSI）または [Multiplex Section (MS)]
（ETSI）

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G668 40G マックスポンダ セクション トレース設定の変更
目的

このタスクでは、40G-MXP-C マックスポンダ カードのセクション ト
レース設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、セク
ション トレース設定を変更する 40G-MXP-C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Section Trace] タブをクリックします。タブとパラメータの選択肢は、PPM
プロビジョニングによって異なります。

ステップ 3

表 6-87 に示されている任意の設定を変更します。

表 6-87

40G-MXP-C カードの回線セクション トレース設定

パラメータ

説明

[Port]

オプション

（表示のみ）ポート番号、OC192/STM64 ペイロードにのみ適用
可能。

• 1-1
• 2-1
• 3-1
• 4-1

[Received
Trace Mode]

トレース モードを設定します。

[Disable
AIS/RDI on
TIM-S]

アラーム表示信号をディセーブルにします。

• [Off/None]
• [Manual]
• オン（AIS/RDI on TIM-S はディ
セーブル）

• オフ（AIS/RDI on TIM-S はディ
セーブルでない）

[Transmit
Section Trace
String Size]

トレース文字列サイズを設定します。

[Transmit]

現在の送信文字列を表示および設定します。
送信文字列サイズ
右方のボタンをクリックすると、表示を変更できます。タイト
ルは、現在の表示モードに基づいて変更されます。[Transmit
String Type] で、表示を 16 進に変更するには [Hex] をクリック
します（ボタンは [ASCII] に変わります）。表示を ASCII に変更
するには [ASCII] をクリックします（ボタンは [Hex Mode] に変
わります）。

[Expected]

現在の予測文字列を表示および設定します。
予測文字列サイズ
右方のボタンをクリックすると、表示を変更できます。タイト
ルは、現在の表示モードに基づいて変更されます。[Expected
String Type] で、表示を 16 進に変更するには [Hex] をクリック
します（ボタンは [ASCII] に変わります）。表示を ASCII に変更
するには [ASCII] をクリックします（ボタンは [Hex Mode] に変
わります）。

[Received]

（表示のみ）現在の受信文字列を表示します。[Refresh] をクリッ 受信文字列サイズ
クして、この表示を手動でリフレッシュします。または、
[Auto-refresh every 5 sec] チェックボックスを選択して、このパ
ネルを最新にしておきます。

• 1 バイト
• 16 バイト

[Auto-refresh] 表示が 5 秒ごとに自動的にリフレッシュされます。

• オン
• オフ（デフォルト）

ステップ 4

[Apply] をクリックします。
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ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G669 40G マックスポンダ SONET または SDH 回線しきい値
の変更
目的

このタスクでは、40G-MXP-C マックスポンダ カードの SONET または
SDH 回線しきい値設定を変更します。

ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順

ステップ 1
ステップ 2

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
しきい値設定を変更する 40G-MXP-C カードをダブルクリックします。

[Provisioning] > [Line Thresholds] > [SONET Thresholds]（ANSI）タブまたは [SDH Thresholds]
（ETSI）タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-88 に示されている任意の設定を変更します。

（注）

表 6-88

40G-MXP-C カード回線しきい値設定

パラメータ

[Port]

表 6-88 では、すべての 40-G-MXP-C カードには適用されないパラメータおよびオプションも
あります。パラメータまたはオプションが適用されない場合は、CTC に表示されません。

説明
（表示のみ）ポート番
号。
OC192/STM64 ペイ
ロードにのみ適用可
能。

[CV]

符号化違反

オプション - ONS 15454

オプション - ONS 15454 SDH

• 1-1

• 1-1

• 2-1

• 2-1

• 3-1

• 3-1

• 4-1

• 4-1

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

—

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Line] または [Section]
（近端のみ）
各カテゴリのオプションをそれぞれ選択
し、[Refresh] をクリックします。
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表 6-88

40G-MXP-C カード回線しきい値設定（続き）

パラメータ

説明

オプション - ONS 15454

オプション - ONS 15454 SDH

[ES]

エラー秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）

[SES]

重大エラー秒数

各カテゴリのオプションをそれぞれ選択
し、[Refresh] をクリックします。

各カテゴリのオプションをそれぞれ選択
し、[Refresh] をクリックします。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）
各カテゴリのオプションをそれぞれ選択
し、[Refresh] をクリックします。

各カテゴリのオプションをそれぞれ選択
し、[Refresh] をクリックします。

デフォルト値に戻すには、[Reset to
Default] をクリックします。

デフォルト値に戻すには、[Reset to
Default] をクリックします。
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表 6-88

40G-MXP-C カード回線しきい値設定（続き）

パラメータ

[FC]

説明
（Line または

Multiplex Section の
み）障害カウント

オプション - ONS 15454

オプション - ONS 15454 SDH

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

—

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[Line] または [Section]
（近端のみ）
各カテゴリのオプションをそれぞれ選択
し、[Refresh] をクリックします。
デフォルト値に戻すには、[Reset to
Default] をクリックします。

[UAS]

（Line または

Multiplex Section の
み）使用不可秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：[Line] または [Section]

• [Types]：[Multiplex Section] または
[Regeneration Section]（近端のみ）

（近端のみ）
各カテゴリのオプションをそれぞれ選択
し、[Refresh] をクリックします。

各カテゴリのオプションをそれぞれ選択
し、[Refresh] をクリックします。

デフォルト値に戻すには、[Reset to
Default] をクリックします。

デフォルト値に戻すには、[Reset to
Default] をクリックします。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G670 イーサネット、8G FC、または 10G FC ペイロードの
40G マックスポンダ回線 RMON しきい値の変更
目的
ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、イーサネット、8G FC、または 10G FC ペイロードを伝
送する 40G-MXP-C カードの回線しきい値設定を変更します。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
しきい値設定を変更する 40G-MXP-C カードをカード ビューに表示します。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line Thresholds] > [RMON Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

[Create] をクリックします。[Create Threshold] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Port] ドロップダウン リストで、適用可能なポートを選択します。これは、ペイロード ポート（たと
えば「1-1（TEN_GE）」）または相当する ITU-T G.7041 GFP（Generic Frame Procedure）ポートのい
ずれかです。

ステップ 5

[Variable] ドロップダウン リストで、イーサネット変数または FC 変数を選択します。使用可能なイー
サネット変数のリストについては、表 6-89 を参照してください。FC のリストについては、表 6-90 を
参照してください。GFP 変数のリストについては、表 6-91 を参照してください。
表 6-89

40G-MXP-C イーサネット変数

変数

説明

ifInOctets

最後のカウンタ リセット以降に受信されたバイト数。

rxTotalPkts

受信パケットの合計数。

ifInUcastPkts

このサブレイヤから上位（サブ）レイヤに配信されたパ
ケットの数。これらは、このサブレイヤでマルチキャス
ト アドレスまたはブロードキャスト アドレスにアドレス
指定されなかったパケットです。

inInMulticastPkts

このサブレイヤにより上位（サブ）レイヤに送信された
パケットのうち、宛先がこのサブレイヤのマルチキャス
ト アドレスであったパケットの合計数。MAC レイヤ プ
ロトコルの場合、これにはグループ アドレスと機能アド
レスの両方が含まれます。

ifInBroadcastPkts

このサブレイヤにより上位（サブ）レイヤに送信された
パケットのうち、宛先がこのサブレイヤのブロードキャ
スト アドレスであったパケットの合計数。

ifInErrors

受信エラーの合計数。

ifOutOctets

インターフェイスから送信されたオクテットの合計数
（フレーミング文字を含む）。

txTotalPkts

送信されたパケットの合計数。

dot3StatsFCSErrors

特定のインターフェイスで受信され、長さが整数のオク
テットであるが、FCS 検査を通過しないフレームの数。

dot3StatsFrameTooLong

特定のインターフェイス上で受信された最大許可フレー
ム サイズを超えるフレームの数。

dot3StatsInPauseFrames

PAUSE 操作を示す演算コードを含む、このインターフェ
イスで受信したフレームのカウント。

dot3StatsOutPauseFrames

PAUSE 操作を示す演算コードを含む、このインターフェ
イスで送信した MAC 制御フレームのカウント。

etherStatsUndersizePkts

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは
含む）が 64 オクテット未満であるが、それ以外の形式は
良好であった、受信パケットの合計数。
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表 6-89

40G-MXP-C イーサネット変数（続き）

etherStatsFragments

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは
含む）が 64 オクテット未満で、整数オクテット長の不良
Frame Check Sequence（FCS; フレーム チェック シーケ
ンス）（FCS エラー）または非整数の不良 FCS のいずれ
かを含む、受信パケットの合計数。

etherStatsPkts

受信されたパケット（不良パケット、ブロードキャスト
パケット、およびマルチキャスト パケットを含む）の合
計数。

etherStatsPkts64Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは
含む）が 64 オクテットの受信パケット（不良パケットを
含む）の合計数。

etherStatsPkts65to127Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは
含む）が 65 ～ 127 オクテットの受信パケット（エラー パ
ケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts128to255Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは
含む）が 128 ～ 255 オクテットの受信パケット（エラー
パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts256to511Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは
含む）が 256 ～ 511 オクテットの受信パケット（エラー
パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts512to1023Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは
含む）が 512 ～ 1023 オクテットの受信パケット（エラー
パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts1024to1518Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは
含む）が 1024 ～ 1518 オクテットの受信パケット（エ
ラー パケットを含む）の合計数。

etherStatsBroadcastPkts

ブロードキャスト アドレスに送信された受信正常パケッ
トの合計数。

etherStatsMulticastPkts

マルチキャスト アドレスに送信された受信正常パケット
の合計数。この数には、ブロードキャスト アドレス宛て
のパケットは含まれていないことに注意してください。

etherStatsOversizePkts

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは
含む）が 1518 オクテットを超えるが、それ以外の形式は
良好であった、受信パケットの合計数。

etherStatsJabbers

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは
含む）が 1518 オクテットを超え、整数オクテット長では
ないか、不良 FCS を含む、受信パケットの合計数。

etherStatsOctets

ネットワーク上での受信データ（不良パケット内のデー
タを含む）のオクテットの合計数（フレーミング ビット
を除くが、FCS オクテットは含む）。
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表 6-90

40G-MXP-C FC 変数

変数

説明

ifInOctets

最後のカウンタ リセット以降に受信されたバイト数。

rxTotalPkts

受信パケットの合計数。

ifInErrors

受信エラーの合計数。

ifOutOctets

インターフェイスから送信されたオクテットの合計数
（フレーミング文字を含む）。

txTotalPkts

送信されたパケットの合計数。

ifOutErrors

エラーが原因で送信できなかった発信パケットまたは伝
送ユニットの数。

mediaIndStatsRxFramesTruncated

5 バイト未満の受信フレームの合計数。この値は、HDLC
および GFP ポート統計情報に含まれます。

mediaIndStatsRxFramesTooLong

MTU を超える受信フレームの数。この値は、HDLC およ
び GFP ポート統計情報に含まれます。

mediaIndStatsRxFramesBadCRC

HDLC フレーミング使用時のペイロード CRC エラーがあ
る受信データ フレームの数。

mediaIndStatsTxFramesBadCRC

HDLC フレーミング使用時のペイロード CRC エラーがあ
る送信データ フレームの数。

mediaIndStatsTxFramesTooLong

5 バイト未満の送信データ フレームの合計数。この値は、
HDLC および GFP ポート統計情報に含まれます。

mediaIndStatsTxFramesTruncated

MTU を超える送信データ フレームの数。この値は、
HDLC および GFP ポート統計情報に含まれます。

表 6-91

40G-MXP-C GFP RMON の変数

変数

説明

gfpStatsRxFrame

受信データ フレームの合計数。

gfpStatsTxFrame

送信データ フレームの合計数。

gfpStatsRxSblkCRCErrors

受信透過 GFP フレームがあるスーパーブロック CRC エ
ラーの合計数。透過 GFP フレームは、それぞれにファイ
バ チャネル データが含まれる複数のスーパーブロックを
持っています。

gfpStatsRxOctets

受信 GFP データ オクテットの合計数。

gfpStatsTxOctets

送信 GFP データ オクテットの合計数。

gfpStatsRxSBitErrors

コア ヘッダーに単一ビット エラーがある（これらのエ
ラーは訂正可能です）受信 Generic Framing Protocol
（GFP; 汎用フレーム同期プロトコル）フレーム数。

gfpStatsRxMBitErrors

コア ヘッダーに複数ビット エラーがある（これらのエ
ラーは訂正不可能です）受信 GFP フレーム数。
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表 6-91

40G-MXP-C GFP RMON の変数（続き）

gfpStatsRxTypeInvalid

タイプが無効な受信 GFP フレーム（これらは廃棄されま
す）。たとえば、ファイバ チャネル データを予期している
ときにイーサネット データを含む GFP フレームを受信し
た場合です。

gfpStatsLFDRaised

コア HEC CRC 複数ビット エラーの数を示します。
（注）

gfpRxCmfFrame

—

gfpTxCmfFrame

—

この数は、フレーム内の eHec 複数ビット エラー
のみの数です。これは、ステート マシンがフレー
ムを出る回数と見なすことができます。

ステップ 6

[Alarm Type] ドロップダウン リストで、アラーム タイプを選択します。アラーム タイプは、しきい値
のタイプによってイベントがトリガーされるかどうかを示します。

ステップ 7

[Sample Type] ドロップダウン リストで [Relative] または [Absolute] を選択します。[Relative] の場合
は、ユーザ設定によるサンプリング期間内の発生回数を使用するようにしきい値が制限されます。
[Absolute] の場合は、期間を問わず、合計発生回数を使用するようにしきい値が設定されます。

ステップ 8

サンプリング期間の発生回数を入力します。

ステップ 9

上昇しきい値の発生回数を入力します。
アラームをトリガーするには、しきい値の測定値は常に下限しきい値より小さい値から上昇しきい値よ
り大きい値まで変化する必要があります。たとえば、ネットワークが 15 秒ごとに 1000 回のコリジョ
ンの上昇しきい値より小さい値から 1001 回のコリジョンに変化する場合です。

ステップ 10

[Falling Threshold] フィールドに適切な発生回数を入力します。通常は、下限しきい値を上昇しきい値
より低く設定します。
下限しきい値は上昇しきい値と対照的なしきい値です。上昇しきい値を超えていた発生回数が下限しき
い値未満になると、上昇しきい値がリセットされます。たとえば、15 秒間に 1001 回のコリジョンを発
生させていたネットワークの問題が収束して 15 秒に発生するコリジョンが 799 回だけになった場合、
発生回数は下限しきい値の 800 コリジョン未満になります。これにより、上昇しきい値がリセットさ
れるため、ネットワーク コリジョンが再び急増して 15 秒間に 1000 回を超えると、上昇しきい値を超
えるときにイベントが再度トリガーされます。イベントは、初めて上昇しきい値を超えたときにのみト
リガーされます。

ステップ 11

[OK] をクリックします。

ステップ 12

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G671 40G マックスポンダ トランク ポート アラームおよび
TCA のしきい値のプロビジョニング
目的
ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、40G-MXP-C トランク ポート アラームおよび TCA のし
きい値を変更します。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
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必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク ポート アラームおよび TCA の設定を変更する 40G-MXP-C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。
（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

ステップ 3

TCA が選択されていない場合は、[TCA] をクリックして [Refresh] をクリックします。選択されてい
る場合は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 4

トランク ポート（ポート 5）TCA しきい値が、以下に示されている値に設定されていることを確認し
ます。

• [Laser Bias High (%)]：95.0
• [RX Power High (dBm)]：-9.0
• [RX Power Low (dBm)]：-22.0
• [TX Power High (dBm)]：9.0
• [TX Power Low (dBm)]：0.0
古い値を新しい値で置き換えて、必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。
ステップ 5

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。
（注）

ステップ 6

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

トランク ポート（ポート 5）アラームしきい値が、以下に示されている値に設定されていることを確認
します。

• [Laser Bias High (%)]：98.0
• [RX Power High (dBm)]：-8.0
• [RX Power Low (dBm)]：-24.0
• [TX Power High (dBm)]：7.0
• [TX Power Low (dBm)]：3.0
古い値を新しい値で置き換えて、必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。
ステップ 7

[Apply] をクリックします。

ステップ 8

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G672 40G マックスポンダ クライアント ポート アラームおよ
び TCA のしきい値のプロビジョニング
このタスクでは、40G-MXP-C カードのクライアント ポート アラームお
よび TCA のしきい値をプロビジョニングします。

目的
ツール / 機器

なし
「DLP-G278 光回線レートのプロビジョニング」（P.6-14）

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
必須 / 適宜

必須

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、クラ
イアント ポート アラームおよび TCA の設定を変更する 40G-MXP-C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

TCA が選択されていない場合は、[TCA] をクリックして [Refresh] をクリックします。選択されてい
る場合は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 4

表 6-92 を参照して、反対側のクライアント インターフェイスに基づいて、クライアント ポート（ポー
ト 1 ～ 4）の TCA しきい値 RX Power High、RX Power Low、TX Power High、および TX Power
Low を確認します。古い値を新しい値で置き換えて、必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニン
グします。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

表 6-92

40G-MXP-C カード クライアント インターフェイス TCA しきい値

着脱可能ポート モジュー
PPM ポート レー ル1
（XFP）
ト

TCA RX
Power
High

TCA RX
Power
Low

TCA TX
Power
High

TCA TX
Power
Low

FC8G

ONS-XC-8G-FC-SM

-9

-22

9.0

0.0

FC10G

ONS-XC-10G-1470 ～
ONS-XC-10G-1610
ONS-XC-10G-C
ONS-XC-10G-S1

-9

-22

9.0

0.0

ONS-XC-10G-I2

2.0

-15.8

8.0

-7.0

ONS-XC-10G-L2

1.0

-14.0

5.0

-12.0

ONS-XC-10G-SR-MM

0.0

0.0

6.0

-6.0

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2
78-19286-01-J

6-183

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング

はじめる前に

表 6-92

40G-MXP-C カード クライアント インターフェイス TCA しきい値（続き）

TCA RX
Power
High

TCA RX
Power
Low

TCA TX
Power
High

TCA TX
Power
Low

-9

-22

9.0

0.0

ONS-XC-10G-I2

2.0

-15.8

8.0

-7.0

ONS-XC-10G-L2

-7.0

-24.0

6.5

-2.5

ONS-XC-10G-30.3 ～
ONS-XC-10G-61.4
ONS-XC-10G-C
ONS-XC-10G-1470 ～
ONS-XC-10G-1610
ONS-XC-10G-I2
ONS-XC-10G-SR-MM

-9

-22

9.0

0.0

ONS-XC-10G-L2

-9.0

-26.0

8.0

-8.0

ONS-XC-10G-S1

-1.0

-11.0

5.0

-12.0

ONS-XC-10G-30.3 ～
ONS-XC-10G-61.4
ONS-XC-10G-C
ONS-XC-10G-1470 ～
ONS-XC-10G-1610
ONS-XC-10G-I2
ONS-XC-10G-L2
ONS-XC-10G-SR-MM
ONS-XC-10G-S1

-9

-22

9.0

0.0

着脱可能ポート モジュー

PPM ポート レー ル1
（XFP）
ト
10GE
ONS-XC-10G-30.3 ～
ONS-XC-10G-61.4
ONS-XC-10G-C
ONS-XC-10G-SR-M
ONS-XC-10G-S1

OC192

OTU2

1. CTC では、SFP および XFP を Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）と呼びます。SFP お
よび XFP の詳細については、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual』で「Transponder and Muxponder
Cards」の章を参照してください。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

ステップ 3 および 4 を繰り返して、追加のクライアント ポートをプロビジョニングします。

ステップ 7

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。

ステップ 8

表 6-93 を参照して、プロビジョニングされるクライアント インターフェイスに基づいて、クライアン
ト ポート（ポート 1 ～ 8）のアラームしきい値 RX Power High、RX Power Low、TX Power High、お
よび TX Power Low を確認します。古い値を新しい値で置き換えて、必要に応じて新しいしきい値を
プロビジョニングします。

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2

6-184

78-19286-01-J

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング
はじめる前に

表 6-93

40G-MXP-C カードのクライアント インターフェイス アラームしきい値

着脱可能ポート モジュール Alarm RX

PPM ポート
レート

1

（XFP）

Power
Low

Alarm RX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

FC8G

ONS-XC-8G-FC-SM
ONS-XC-10G-S1

-9

-22

9.0

0.0

FC10G

ONS-XC-10G-30.3 ～
ONS-XC-10G-61.4
ONS-XC-10G-C
ONS-XC-10G-1470 ～
ONS-XC-10G-1610
ONS-XC-10G-S1

-9

-22

9.0

0.0

ONS-XC-10G-I2

4.5

-18.3

4.5

-3.5

ONS-XC-10G-L2

-4.5

-26.5

6.5

-2.5

ONS-XC-10G-SR-MM

2.0

-2.0

2.0

-2.0

ONS-XC-10G-30.3 ～
ONS-XC-10G-61.4
ONS-XC-10G-C
ONS-XC-10G-S1
ONS-XC-10G-SR-MM

-9

-22

9.0

0.0

ONS-XC-10G-I2

4.5

-18.3

4.5

-3.5

ONS-XC-10G-L2

-4.5

-26.5

6.5

-2.5

ONS-XC-10G-30.3 ～
ONS-XC-10G-61.4
ONS-XC-10G-C
ONS-XC-10G-1470 ～
ONS-XC-10G-1610
ONS-XC-10G-I2
ONS-XC-8G-FC-SM
ONS-XC-10G-SR-MM

-9

-22

9.0

0.0

ONS-XC-10G-L2

-7.0

-28.0

4.0

-4.0

ONS-XC-10G-S1

-1.0

-13.0

1.0

-8.0

ONS-XC-10G-30.3 ～
ONS-XC-10G-61.4
ONS-XC-10G-C
ONS-XC-10G-1470 ～
ONS-XC-10G-1610
ONS-XC-10G-S1
ONS-XC-10G-I2
ONS-XC-10G-L2
ONS-XC-8G-FC-SM
ONS-XC-10G-SR-MM

-9

-22

9.0

0.0

10GE

OC192

OTU2

1. CTC では、SFP および XFP を Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）と呼びます。SFP お
よび XFP の詳細については、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual』で「Transponder and Muxponder
Cards」の章を参照してください。

ステップ 9

[Apply] をクリックします。

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2
78-19286-01-J

6-185

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング

はじめる前に

ステップ 10

ステップ 7 および 8 を繰り返して、追加のクライアント ポートをプロビジョニングします。

ステップ 11

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G673 40G マックスポンダ OTN 設定の変更
このタスクでは、40G-MXP-C カードの OTN 設定を変更します。

目的
ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
OTN 設定を変更する 40G-MXP-C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [OTN] タブをクリックし、[OTN Lines]、[ITU-T G.709 Thresholds]、[FEC
Thresholds]、または [Trail Trace Identifier] の、いずれかのサブタブを選択します。

ステップ 3

表 6-94 ～ 6-97 を参照して、任意の設定を変更します。

（注）

[Near End] と [Far End]、[15 Min] と [1 Day]、および [SM] と [PM] は、個別に変更する必要
があります。これを行うには、適切なオプション ボタンを選択し、[Refresh] をクリックしま
す。

表 6-94 では、[Provisioning] > [OTN] > [OTN Lines] タブの値を説明します。
表 6-94

パラメータ

[Port]

40G-MXP-C カード OTN 回線設定

説明
（表示のみ）ポート番号を表示します。
トランク ポートおよび OTU2 ペイロード
を使用するポートに適用できます。

オプション

• 1-1
• 2-1
• 3-1
• 4-1

[ITU-T G.709
Thresholds]
[FEC]

ITU-T G.709 に基づいて OTN 回線を設
定します。

OTN 回線を Forward Error Correction
（FEC; 前方誤り訂正）に設定します。

• 5（トランク）
• [Enable]
• [Disable]
• [Standard]
• [Enhanced]

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2

6-186

78-19286-01-J

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング
はじめる前に

表 6-94

パラメータ

[SF BER]
[SD BER]

40G-MXP-C カード OTN 回線設定（続き）

説明

オプション

（表示のみ）信号障害ビット エラー レー
トを設定します。
信号劣化ビット エラー レートを設定しま
す。

• [1E-5]
• [1E-5]
• [1E-6]
• [1E-7]
• [1E-8]
• [1E-9]

表 6-95 では、[Provisioning] > [OTN] > [G.709 Thresholds] タブの値を説明します。
表 6-95

パラメータ

[Port]

40G-MXP-C ITU-T G.709 しきい値設定

説明
（表示のみ）ポート番号を表
示します。
トランク ポートおよび OTU2
ペイロードを使用するポート
に適用できます。

オプション

• 1-1
• 2-1
• 3-1
• 4-1
• 5（トランク）

[ES]

エラー秒数

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]（ODUk）
で設定できます。

[SES]

重大エラー秒数

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]（ODUk）
で設定できます。

[UAS]

使用不可秒数

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]（ODUk）
で設定できます。

[BBE]

バックグラウンド ブロック
エラー

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]（ODUk）
で設定できます。

[FC]

障害カウンタ

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]（ODUk）
で設定できます。

表 6-96 では、[Provisioning] > [OTN] > [FEC Threshold] タブの値を説明します。
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表 6-96

パラメータ

[Port]

40G-MXP-C カードの FEC しきい値設定

説明
（表示のみ）ポート番号を表示します。
トランク ポートおよび OTU2 ペイロード
を使用するポートに適用できます。

オプション

• 1-1
• 2-1
• 3-1
• 4-1
• 5（トランク）

[Bit Errors
Corrected]

訂正ビット エラー数の値を設定します。 数値。15 分または 1 日の間隔で設定でき
ます。

[Uncorrectable 訂正不可能なワード数の値を設定しま
Words]
す。

数値。15 分または 1 日の間隔で設定でき
ます。

表 6-97 では、[Provisioning] > [OTN] > [Trail Trace Identifier] タブの値を説明します。
表 6-97

パラメータ

[Port]

40G-MXP-C カードの Trail Trace Identifier 設定

説明
（表示のみ）ポート番号を表示します。
トランク ポートおよび OTU2 ペイロード
を使用するポートに適用できます。

オプション

• 1-1
• 2-1
• 3-1
• 4-1

[Received
Trace Mode]

トレース モードを設定します。

[Disable
AIS/RDI on
TIM-S]

アラーム表示信号をディセーブルにしま
す。

• 5（トランク）
• [Off/None]
• [Manual]
• オン（AIS/RDI on TIM-S はディ
セーブル）

• オフ（AIS/RDI on TIM-S はディ
セーブルでない）

[Transmit
Section Trace
String Size]
[Transmit]

トレース文字列サイズを設定します。

• 1 バイト
• 16 バイト

現在の送信文字列を表示および設定しま
す。
右方のボタンをクリックすると、表示を
変更できます。タイトルは、現在の表示
モードに基づいて変更されます。
[Transmit String Type] で、表示を 16 進
に変更するには [Hex] をクリックします
（ボタンは [ASCII] に変わります）。表示
を ASCII に変更するには [ASCII] をク
リックします（ボタンは [Hex Mode] に
変わります）。

送信文字列サイズ
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表 6-97

パラメータ

40G-MXP-C カードの Trail Trace Identifier 設定（続き）

説明

オプション

[Expected]

現在の予測文字列を表示および設定しま 予測文字列サイズ
す。
右方のボタンをクリックすると、表示を
変更できます。タイトルは、現在の表示
モードに基づいて変更されます。
[Expected String Type] で、表示を 16 進
に変更するには [Hex] をクリックします
（ボタンは [ASCII] に変わります）。表示
を ASCII に変更するには [ASCII] をク
リックします（ボタンは [Hex Mode] に
変わります）。

[Received]

（表示のみ）現在の受信文字列を表示し
受信文字列サイズ
ます。[Refresh] をクリックして、この表
示を手動でリフレッシュします。また
は、[Auto-refresh every 5 sec] チェック
ボックスを選択して、このパネルを最新
にしておきます。

[Auto-refresh]

表示が 5 秒ごとに自動的にリフレッシュ
されます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

• オン
• オフ（デフォルト）

NTP-G281 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE カードのチャネル グループ設定の管理
目的

この手順では、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カー
ドのチャネル グループ設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

• 「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、
10GE_XPE、ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」
（P.4-67）
• 「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カード モードの変更」（P.6-8）のタスク
• 「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」（P.6-11）（必要
な場合）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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ステップ 1

チャネル グループ設定を変更するノードで、
「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを実行
します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて、次の任意のタスクを実行します。

• 「DLP-G611 CTC を使用したチャネル グループの作成」（P.6-190）
• 「DLP-G612 CTC を使用したチャネル グループのパラメータの変更」（P.6-192）
• 「DLP-G613 CTC を使用した既存のチャネル グループへのポートの追加または除去」（P.6-196）
• 「DLP-G614 CTC を使用したチャネル グループの削除」（P.6-197）
• 「DLP-G615 CTC を使用したチャネル グループ、REP、CFM、および EFM に関する情報の取得」
（P.6-198）
• 「DLP-G616 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードのチャネ
ル グループ PM パラメータの表示」（P.6-199）
• 「DLP-G617 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードのチャネ
ル グループ使用率 PM パラメータの表示」（P.6-200）
• 「DLP-G618 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードのチャネ
ル グループ履歴 PM パラメータの表示」（P.6-201）
• 「DLP-G619 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードのチャネ
ル グループを作成する」（P.B-25）
• 「DLP-G620 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードのチャネ
ル グループにポートを追加する」（P.B-26）
ステップ 3

ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G611 CTC を使用したチャネル グループの作成
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードにチャネル グループを作成します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

GE_XP カードおよび GE_XPE カードには最大 11 個のチャネル グループ、10GE_XP カードおよび
10GE_XPE カードには最大 2 個のチャネル グループを作成できます。ポートに UNI QinQ 設定または
NNI SVLAN 設定がない場合にのみ、ポートを持つチャネル グループを作成できます。それ以外の場
合、チャネル グループは空のポートで作成されます。

LACP のその他のプロトコルとの対話については、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual』の
「Transponder and Muxponder Cards」の章で「Protocol Compatibility list」を参照してください。
ステップ 1

チャネル グループを作成するノードで、
「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを実行しま
す。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。
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ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが、表 4-4（P.4-110）で指定されている要
件に従って取り付けられていることを確認します。

ステップ 3

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 4

カード ビューで、[Provisioning] > [Channel Groups] タブをクリックします。

ステップ 5

[Create] をクリックします。[Channel Group Creation] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6

[Name] フィールドにチャネル グループの名前を入力します。

ステップ 7

[Stand Alone] リストで、このチャネル グループに属するポートを選択し、右矢印ボタンをクリックし
て、選択したポートを [Bundled] リストに移動します。

ステップ 8

[LACP Mode] ドロップダウン リストで、必要に応じて LACP モードを選択します。
• [On]：デフォルトのモード。このモードでは、ポートはパートナー ポートと LACP パケットを交
換しません。

• [Active]：このモードでは、ポートは定期的な間隔でパートナー ポートに LACP パケットを送信
します。

• [Passive]：このモードでは、ポートはパートナー ポートが LACP パケットを送信するまで LACP
パケットを送信しません。パートナー ポートから LACP パケットを受信した後で、ポートは
LACP パケットを送信します。
ステップ 9

[LACP Hashing] ドロップダウン リストで、バンドルされたポート間のロード バランシング タスクを
実行するためにプロトコルが使用する LACP ハッシュ アルゴリズムを選択します。
以下のハッシュ アルゴリズムがサポートされています。

• [Ucast SA VLAN Incoming Port]
• [Ucast DA VLAN Incoming Port]
• [Ucast SA DA VLAN Incoming port]
• [Ucast Src IP TCP UDP]
• [Ucast Dst IP TCP UDP]
• [Ucast Src Dst IP TCP UDP]
ステップ 10

[Create] をクリックします。
新しい行が LACP テーブルに追加され、チャネル グループ内のその他のパラメータはすべてデフォル
ト値に設定されます。これらのパラメータのデフォルト値は、チャネル グループに最初に接続される
ポートから取得されます。

ステップ 11

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G612 CTC を使用したチャネル グループのパラメータの変更
目的

このタスクでは、チャネル グループのパラメータを変更します。

ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順

（注）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

この手順を使用してポートの追加または除去を行うことができません。ポートの追加または除去につい
ては、「DLP-G613 CTC を使用した既存のチャネル グループへのポートの追加または除去」（P.6-196）
のタスクを参照してください。

ステップ 1

チャネル グループのパラメータを変更するノードで、
「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタス
クを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、チャ
ネル グループのパラメータを変更する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダ
ブルクリックします。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [Channel Groups] タブをクリックします。

ステップ 4

既存のチャネル グループからチャネル グループを選択します。

ステップ 5

チャネル グループの設定を表 6-98 に記述されているように変更します。
表 6-98
チャネル グループの設定
パラメータ

説明

オプション

[Channel Group] （表示のみ）チャネル グループの ID および名前。

なし

[Name]

—

[Ports]
[LACP Mode]

チャネル グループの名前を設定します。
（表示のみ）ポート番号（n-n）およびレート
（チャネル グループの GE または TEN_GE）。

LACP モードを設定します。チャネル グループは
OOS-DSBLD 管理状態になっている必要がありま
す。

なし

• [On]
• [Active]
• [Passive]
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表 6-98

チャネル グループの設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[Hashing]

LACP ハッシュ アルゴリズムを設定します。チャ
ネル グループは OOS-DSBLD 管理状態になってい
る必要があります。

• [Ucast SA VLAN
Incoming Port]
• [Ucast DA VLAN
Incoming Port]
• [Ucast SA DA
VLAN Incoming
port]
• [Ucast Src IP TCP
UDP]
• [Ucast Dst IP TCP
UDP]
• [Ucast Src Dst IP
TCP UDP]

[Admin State]

チャネル グループの管理状態を設定します。

• [IS]
• [OOS, DSBLD]

[Service State]

（表示のみ）チャネル グループの動作状態を示す
サービス状態を設定します。

• [IS-NR]
• [OOS-MA, DSBLD]

[MTU]

数値。デフォルト：9700
Maximum Transfer Unit（MTU; 最大転送ユニッ
ト）を設定します。これは、ポートで許容される
範囲：64 ～ 9700
フレームあたりの最大バイト数を設定します。メ
ンバ ポートは OOS-DSBLD 管理状態になっている
必要があります。チャネル グループのデフォルト
MTU 値は、ノードのデフォルト設定から取得され
ます。

[Mode]

暫定ポート モードを設定します。ポート モードが
Auto の場合、[Expected Speed] フィールドでバン
ドルに属することができるポートを決定します。
メンバ ポートは OOS-DSBLD 管理状態になってい
る必要があります。

• [Auto]

チャネル グループのポートの予測速度を設定しま
す。チャネル グループは OOS-DSBLD 管理状態に
なっている必要があります。

• [10 Mbps]

[Expected
Speed]

[Duplex]

（表示のみ）チャネル グループのポートの予測され
るデュプレックス機能。

• [1000 Mbps]

• [100 Mbps]
• [1000 Mbps]
• [Full]

[Committed Info サービス プロバイダーのサービス レベル契約に
数値。デフォルト：100
Rate]
従って保証情報レートを設定します。チャネル グ
範囲：0 ～ 100 %
ループは OOS-DSBLD 管理状態になっている必要
があります。
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表 6-98

チャネル グループの設定（続き）

パラメータ

説明

[Committed
Burst Size]

1 秒あたりの最大転送ビット数を設定します。チャ
ネル グループは OOS-DSBLD 管理状態になってい
る必要があります。

オプション

• [4k]（デフォルト）
• [8k]
• [16k]
• [32k]
• [64k]
• [128k]
• [256k]
• [512k]
• [1M]
• [2M]
• [4M]
• [8M]
• [16M]

[Excess Burst
Size]

認定バースト レートを転送できない場合にその後の
転送で信用される最大ビット数を設定します。チャ
ネル グループは OOS-DSBLD 管理状態になってい
る必要があります。

• [4k]（デフォルト）
• [8k]
• [16k]
• [32k]
• [64k]
• [128k]
• [256k]
• [512k]
• [1M]
• [2M]
• [4M]
• [8M]
• [16M]
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表 6-98

パラメータ

[NIM]

チャネル グループの設定（続き）

説明

オプション

チャネル グループの Network Interface Mode
（NIM）を設定します。メンバ ポートは
OOS-DSBLD 管理状態になっている必要がありま
す。

• [UNI Mode]（デフォ

チャネル グループ NIM は、チャネル グループに
追加される最初のポートのモードに基づいて UNI
または NNI に設定されます。

ザネットワーク イン
ターフェイス）とし
てプロビジョニング
します。これは、サ
ブスクライバの方を
向いているインター
フェイスです。

ルト）：ポートを

User-Network
Interface（UNI; ユー

• [NNI Mode]：ポート
を

Network-to-Network
Interface（NNI; ネッ
トワーク間インター
フェイス）としてプ
ロビジョニングしま
す。これは、サービ
ス プロバイダー ネッ
トワークの方を向い
ているインターフェ
イスです。

[Ingress CoS]

IEEE 802.1p 入力 Class of Service（CoS; サービス
クラス）をプロビジョニングします。入力 CoS は、
サービス プロバイダー ネットワーク内のイーサ
ネット フレームの優先順位を設定するために使用
されます。メンバ ポートは OOS-DSBLD 管理状態
になっている必要があります。

• 0
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• [Trust]
• [CVLAN]
• [DSCP]

[Inner Ethertype 内部 Ethertype フィールドを定義します。
数値。
(Hex)]
Ethertype フィールドは、イーサネット フレームで デフォルト：

8100

どのプロトコルが転送されているかを示します。
（IEEE 標準 802.1Q カス
内部 Ethertype 値を非デフォルト値に変更するに
タマー VLAN タグ タイ
は、メンバ ポートが OOS-DSBLD 管理状態になっ
プ）
ている必要があります。
範囲：0x600 ～ 0xffff
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表 6-98

パラメータ

チャネル グループの設定（続き）

説明

オプション

[Outer Ethertype 外部 Ethertype フィールドを定義します。
数値。
(Hex)]
Ethertype フィールドは、イーサネット フレームで デフォルト：

8100

どのプロトコルが転送されているかを示します。
（IEEE 標準 802.1Q サー
メンバ ポートは OOS-DSBLD 管理状態になってい
ビス プロバイダー
る必要があります。
VLAN タグ タイプ）
範囲：0x600 ～ 0xffff

[MAC Learning] GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE カードのポートの MAC ラーニングを
イネーブルまたはディセーブルにします。MAC
ラーニングは、ネットワーク ノードの MAC アド
レスを学習するためにレイヤ 2 スイッチで使用さ
れ、レイヤ 2 スイッチがトラフィックを正しいロ
ケーションに送信するようにします。GE_XPE
カードまたは 10GE_XPE カードでは、SVLAN ご
とに MAC アドレス ラーニングをイネーブルにし

• オン：このポートの
MAC ラーニングは
イネーブルです。

• オフ：（デフォルト）
このポートの MAC
ラーニングはディ
セーブルです。

ます。

（注）

10GE_XP カードおよび 10GE_XPE カードで [Committed Info Rate] を 40 % より高く設定する場合、
[Committed Burst Size] および [Excess Burst Size] を少なくとも 32K に設定する必要があります。
[Committed Burst Size] および [Excess Burst Size] は、パケット サイズと [Committed Info Rate] の値
に基づいて大きくすることができます。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。

ステップ 7

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G613 CTC を使用した既存のチャネル グループへのポートの追
加または除去
目的
ツール / 機器
事前準備手順
必須 / 適宜

このタスクでは、既存のチャネル グループのポートを追加または除去し
ます。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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はじめる前に
• GE_XP カードおよび GE_XPE カードのチャネル グループには最大 8 個のポート、10GE_XP カー
ドおよび 10GE_XPE カードには最大 3 個のポートを割り当てることができます。
• ポートが OOS-DSBLD 管理状態になっている場合にのみ、ポートをチャネル グループに割り当て
ることができます。ポートに UNI QinQ ルールまたは NNI SVLAN コンフィギュレーションが
あってはなりません。

• チャネル グループが UNI モードで設定されている場合、UNI ポートのみをそのチャネル グループ
に追加できます。チャネル グループが NNI モードで設定されている場合、NNI ポートのみをその
チャネル グループに追加できます。
ステップ 1

既存のチャネル グループにポートを追加するノードで、
「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタ
スクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、既存
のチャネル グループにポートを追加する GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、または 10GE_XPE カードを
ダブルクリックします。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [Channel Groups] タブをクリックします。

ステップ 4

既存のチャネル グループからチャネル グループを選択します。

ステップ 5

[Add/Remove Ports] をクリックします。[Add/Remove Ports] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6

既存のチャネル グループにポートを追加するには、次の手順を実行します。

[Stand Alone] リストから必要なポートを選択し、右矢印ボタンをクリックして、選択したポートを
[Bundled] リストに移動します。
ステップ 7

既存のチャネル グループからポートを除去するには、次の手順を実行します。

[Bundled] リストから必要なポートを選択し、左矢印ボタンをクリックして、選択したポートを [Stand
Alone] リストに移動します。
ステップ 8

[Apply] をクリックします。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G614 CTC を使用したチャネル グループの削除
目的

このタスクでは、チャネル グループを削除します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

ステップ 1

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

チャネル グループを削除するノードで、
「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを実行しま
す。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。
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ステップ 2

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、チャ
ネル グループを削除する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XP カードをダブルクリック
します。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [Channel Groups] タブをクリックします。

ステップ 4

削除するチャネル グループを選択します。

ステップ 5

[Delete] をクリックします。

ステップ 6

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G615 CTC を使用したチャネル グループ、REP、CFM、およ
び EFM に関する情報の取得
目的

ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードのチャネル グループ、Resilient Ethernet Protocol（REP; レジリ
エント イーサネット プロトコル）、Connectivity Fault Management
（CFM; 接続障害管理）、および Ethernet in the First Mile（EFM）に関
する情報を表示および取得できます。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

ステップ 1

チャネル グループ、REP、CFM、および EFM に関する情報を表示および取得するノードで、
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。すでにログインしている場合は、ス
テップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Maintenance] > [Show Commands] タブをクリックします。

ステップ 4

[Command] ドロップダウン リストで、コマンドを選択します。
以下のコマンドがサポートされています。

• ETH LACP：GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードから詳細 LACP 情報を表
示します。

• REP TOPO：特定の REP セグメントのトポロジ情報を表示します。
• REP TOPO ARCHIVE：特定の REP セグメントの前のトポロジ情報を表示します。
• REP INTERFACE：REP インターフェイス ステータスおよび構成に関する情報を表示します。
[Level] ドロップダウン リストから [Detailed] を選択してセグメント ID を指定することにより、
各セグメントの詳細情報を取得できます。

• OAM DISCOVERY：すべての EFM インターフェイスまたは特定の EFM インターフェイスの検
出情報を表示します。

• OAM SUMMARY：デバイス上でアクティブな EFM セッションを表示します。
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• OAM STATISTICS：EFM パケットに関する詳細情報を表示します。
• OAM STATUS：すべての EFM インターフェイスまたは特定のインターフェイスの EFM 構成に関
する情報を表示します。
詳細については、
『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual』で「Pseudo Command Line Interface
Reference」の章を参照してください。
ステップ 5

[Level] ドロップダウン リストで、[Normal] または [Detailed] を選択します。

ステップ 6

[Show] をクリックします。コマンドに応じて、適切な出力がテキスト領域に表示されます。

ステップ 7

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G616 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、およ
び 10GE_XPE カードのチャネル グループ PM パラメータの表示
このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードおよびチャネル グループの現在の統計 Performance Monitoring
（PM; パフォーマンス モニタリング）統計情報カウントを表示し、考え
られるパフォーマンス上の問題を検出できます。

目的

ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

ステップ 1

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードのチャネル グループ PM カウントを表示す
るノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。

ステップ 2

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ モード）で、チャ
ネル グループ統計情報を表示する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブル
クリックします。カード ビューが表示されます。

ステップ 3

[Performance] > [Channel Groups] > [Statistics] タブをクリックします。

ステップ 4

[Refresh] をクリックします。カードの各チャネル グループのパフォーマンス モニタリング統計情報が
[Statistics] タブに表示されます。
[Param] カラムで PM パラメータ名を参照します。現在の PM パラメータ値が、[Port # (CHGRP)] カラ
ムに表示されます。PM パラメータの定義については、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual』
の「Performance Monitoring」の章を参照してください。
（注）

ステップ 5

PM カウントのリフレッシュ、リセット、またはクリアについては、「NTP-G73 PM カウント
の表示の変更」（P.9-2）の手順を参照してください。

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G617 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、およ
び 10GE_XPE カードのチャネル グループ使用率 PM パラメータの表
示
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードおよびチャネル グループの回線使用率 PM カウントを表示し、
考えられるパフォーマンス上の問題を検出できます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

ステップ 1

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードのチャネル グループ使用率 PM パラメータ
を表示するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。

ステップ 2

ノード ビューで、チャネル グループ使用率を表示する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードをダブルクリックします。カード ビューが表示されます。

ステップ 3

[Performance] > [Channel Groups] > [Utilization] タブをクリックします。

ステップ 4

[Refresh] をクリックします。カードの各チャネル グループの使用率のパーセンテージが [Utilization]
タブに表示されます。

[Port #] カラムを参照して、モニタするチャネル グループを見つけます。
送信（Tx）および受信（Rx）帯域幅使用率の値（前の時間間隔に対するもの）が、[Prev-n] カラムに
表示されます。PM パラメータの定義については、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual』の
「Performance Monitoring」の章を参照してください。

（注）

ステップ 5

PM カウントのリフレッシュ、リセット、またはクリアについては、「NTP-G73 PM カウント
の表示の変更」（P.9-2）の手順を参照してください。

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G618 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、およ
び 10GE_XPE カードのチャネル グループ履歴 PM パラメータの表示
このタスクでは、選択された時間間隔で GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、および 10GE_XPE カードおよびチャネル グループの履歴
PM カウントを表示し、考えられるパフォーマンス上の問題を検出でき

目的

ます。
ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

ステップ 1

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードのチャネル グループ履歴 PM パラメータを
表示するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。

ステップ 2

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ モード）で、チャ
ネル グループ履歴 PM データを表示する GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE カードを
ダブルクリックします。カード ビューが表示されます。

ステップ 3

[Performance] > [Channel Groups] > [History] タブをクリックします。

ステップ 4

[Port] フィールドから、チャネル グループを選択します。

ステップ 5

[Refresh] をクリックします。カードの各チャネル グループのパフォーマンス モニタリング統計情報が
[History] タブに表示されます。
[Param] カラムに表示される PM パラメータ名を参照します。PM パラメータ値が、[Prev-n] カラムに
表示されます。PM パラメータの定義については、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual』の
「Performance Monitoring」の章を参照してください。
（注）

ステップ 6

PM カウントのリフレッシュ、リセット、またはクリアについては、「NTP-G73 PM カウント
の表示の変更」（P.9-2）の手順を参照してください。

元の手順（NTP）に戻ります。
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NTP-G283 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE カードの CFM 設定の管理
目的

この手順では、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カー
ドの CFM 設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

• 「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、
10GE_XPE、ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」
（P.4-67）
• 「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カード モードの変更」（P.6-8）のタスク
• 「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」（P.6-11）（必要
な場合）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

CFM 設定を変更するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。す
でにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて、次の任意のタスクを実行します。

• 「DLP-G621 CTC を使用したカードの CFM のイネーブル化またはディセーブル化」（P.6-203）
• 「DLP-G622 CTC を使用した各ポートの CFM のイネーブル化またはディセーブル化」（P.6-204）
• 「DLP-G623 CTC を使用したメンテナンス ドメイン プロファイルの作成」（P.6-205）
• 「DLP-G624 CTC を使用したメンテナンス ドメイン プロファイルの削除」（P.6-206）
• 「DLP-G625 CTC を使用したメンテナンス アソシエーション プロファイルの作成」（P.6-206）
• 「DLP-G626 CTC を使用したメンテナンス アソシエーション プロファイルの変更」（P.6-207）
• 「DLP-G627 CTC を使用したメンテナンス アソシエーション プロファイルの削除」（P.6-208）
• 「DLP-G628 CTC を使用したメンテナンス アソシエーション プロファイルのメンテナンス ドメイ
ン プロファイルへのマッピング」（P.6-209）
• 「DLP-G629 CTC を使用した MEP の作成」（P.6-210）
• 「DLP-G630 CTC を使用した MEP の削除」（P.6-211）
• 「DLP-G631 CTC を使用した MIP の作成」（P.6-211）
• 「DLP-G632 CTC を使用した MIP の削除」（P.6-212）
• 「DLP-G633 CTC を使用した MEP の ping」（P.6-213）
• 「DLP-G634 CTC を使用した MEP の traceroute」（P.6-213）
• 「DLP-G615 CTC を使用したチャネル グループ、REP、CFM、および EFM に関する情報の取得」
（P.6-198）
• 「DLP-G635 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの CFM
をイネーブルにする」（P.B-30）
• 「DLP-G636 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードのメンテ
ナンス ドメインを作成する」（P.B-31）
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• 「DLP-G637 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードのメンテ
ナンス中間ポイントを作成する」（P.B-31）
• 「DLP-G638 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードのメンテ
ナンス エンド ポイントを作成する」（P.B-32）
ステップ 3

ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G621 CTC を使用したカードの CFM のイネーブル化または
ディセーブル化
目的

ツール / 機器
事前準備手順

（注）

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードで CFM をイネーブルまたはディセーブルにすることができま
す。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

デフォルトでは、カードで CFM はディセーブルです。カードで CFM をイネーブルにするには、MAC
セキュリティがディセーブルであることを確認します。MAC セキュリティをディセーブルにするに
は、[Provisioning] > [Security] タブに移動します。

CFM のその他のプロトコルとの対話については、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual』の
「Transponder and Muxponder Cards」の章で「Protocol Compatibility list」を参照してください。
ステップ 1

カードで CFM をイネーブルまたはディセーブルにするノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Configuration] > [Global Settings] タブをクリックしま
す。

ステップ 4

画面の下部に表示される [Enable CFM] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[CC Timer] フィールドの値を選択します。値は、1 秒、10 秒、または 1 分です。

（注）

Continuity Check（CC; 連続性チェック）メッセージは Maintenance End Point（MEP; メンテナンス
エンド ポイント）間で定期的に交換されます。[CC Timer] フィールドは、CC メッセージ伝送の時間
頻度の設定に使用されます。

ステップ 6

カードで CFM をイネーブルにするには [Apply] をクリックします。
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（注）
ステップ 7

カードで CFM をディセーブルにするには [Enable CFM] チェックボックスをオフにします。

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G622 CTC を使用した各ポートの CFM のイネーブル化または
ディセーブル化
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードの各ポートの CFM をイネーブルまたはディセーブルにすること
ができます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

ステップ 1

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

デフォルトでは、CFM はすべてのポートでイネーブルです。

各ポートの CFM をイネーブルまたはディセーブルにするノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Configuration] > [Global Settings] タブをクリックしま
す。

ステップ 4

特定のポートで CFM をイネーブルにする場合は、そのポートに対して [Enable CFM] チェックボック
スをオンにします。

ステップ 5

[CC Timer] フィールドの値を選択します。値は、1 秒、10 秒、または 1 分です。

（注）

ステップ 6

Continuity Check（CC; 連続性チェック）メッセージは MEP 間で定期的に交換されます。[CC Timer]
フィールドは、CC メッセージ伝送の時間頻度の設定に使用されます。
ポートで CFM をイネーブルにするには [Apply] をクリックします。

（注）

ステップ 7

ポートで CFM をディセーブルにするには、そのポートに対して [Enable CFM] チェックボッ
クスをオフにします。

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G623 CTC を使用したメンテナンス ドメイン プロファイルの作
成
このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードにメンテナンス ドメイン プロファイルを作成できます。

目的
ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

はじめる前に
• GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードには、最大 8 個のメンテナンス ドメイ
ン プロファイルを作成できます。

• メンテナンス ドメイン プロファイルおよびメンテナンス アソシエーション プロファイルの最大文
字数は、43 文字を超えてはなりません。
ステップ 1

メンテナンス ドメイン プロファイルを作成するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
のタスクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Configuration] > [Domain Profiles] タブをクリックする
か、ノード ビューまたはネットワーク ビューで、[Provisioning] > [CFM Profiles] > [Domain Profiles]
タブをクリックします。

（注）

ドメイン プロファイルを複数のノードに格納するには、ネットワーク ビューを使用します。

ステップ 4

[Add row(s)] をクリックします。

ステップ 5

[Domain Name] フィールドにドメインの名前を入力します。

ステップ 6

[Level] フィールドにドメイン プロファイルのレベルを入力します。ドメイン プロファイル レベルの
範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 7

[Store] をクリックします。

ステップ 8

このドメイン プロファイルを格納するカード スロットを選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G624 CTC を使用したメンテナンス ドメイン プロファイルの削
除
目的
ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードのメンテナンス ドメイン プロファイルを削除できます。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

ステップ 1

メンテナンス ドメイン プロファイルを削除するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
のタスクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Configuration] > [Domain Profiles] タブをクリックする
か、ノード ビューまたはネットワーク ビューで、[Provisioning] > [CFM Profiles] > [Domain Profiles]
タブをクリックします。

ステップ 4

削除するドメイン プロファイルを選択します。

ステップ 5

[on Node] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[Delete Sel. row(s)] をクリックします。[CFM Profile Deleting] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7

このプロファイルを削除するカード スロットを選択し、[OK] をクリックします。[Deleting Profile] ダ
イアログボックスが表示されます。

ステップ 8

[Deleting Profile] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G625 CTC を使用したメンテナンス アソシエーション プロファ
イルの作成
目的

ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードにメンテナンス アソシエーション プロファイルを作成できま
す。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上
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（注）

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードに最大 1500 個のメンテナンス アソシエー
ション プロファイルを作成できます。

ステップ 1

メンテナンス アソシエーション プロファイルを作成するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Configuration] > [MA Profiles] タブをクリックするか、
ノード ビューまたはネットワーク ビューで、[Provisioning] > [CFM Profiles] > [MA Profiles] タブを
クリックします。

（注）

メンテナンス アソシエーション プロファイルを複数のノードに格納するには、ネットワーク
ビューを使用します。

ステップ 4

[Add row(s)] をクリックします。

ステップ 5

[Maintenance Profile Name] フィールドにメンテナンス アソシエーションの名前を入力します。

ステップ 6

[VLAN ID] フィールドに VLAN ID を入力します。VLAN ID の範囲は 1 ～ 4093 です。

ステップ 7

Continuity Check メッセージを受信するには、[CC Enable] チェックボックスをオンにします。

ステップ 8

[Store] をクリックします。

ステップ 9

このメンテナンス アソシエーション プロファイルを格納するカード スロットを選択し、[OK] をク
リックします。

ステップ 10

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G626 CTC を使用したメンテナンス アソシエーション プロファ
イルの変更
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードのメンテナンス アソシエーション プロファイルを変更できま
す。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

変更するメンテナンス アソシエーション プロファイルがメンテナンス ドメイン プロファイルに関連付
けられていないことを確認します。
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ステップ 1

メンテナンス アソシエーション プロファイルを変更するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Configuration] > [MA Profiles] タブをクリックするか、
ノード ビューまたはネットワーク ビューで、[Provisioning] > [CFM Profiles] > [MA Profiles] タブを
クリックします。

ステップ 4

変更するメンテナンス アソシエーション プロファイルを選択します。

ステップ 5

[Modify Selected Profile(s)] をクリックします。[Modify MA Profile] ダイアログボックスが表示され
ます。

ステップ 6

必要に応じて値を変更し、[OK] をクリックします。

ステップ 7

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G627 CTC を使用したメンテナンス アソシエーション プロファ
イルの削除
目的

ツール / 機器
事前準備手順

（注）

ステップ 1

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードのメンテナンス アソシエーション プロファイルを削除できま
す。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

削除するメンテナンス アソシエーション プロファイルがメンテナンス ドメイン プロファイルに関連付
けられていないことを確認します。

メンテナンス アソシエーション プロファイルを削除するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Configuration] > [MA Profiles] タブをクリックするか、
ノード ビューまたはネットワーク ビューで、[Provisioning] > [CFM Profiles] > [MA Profiles] タブを
クリックします。

ステップ 4

削除するメンテナンス アソシエーション プロファイルを選択します。

ステップ 5

[on Node] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[Delete Sel. row(s)] をクリックします。[CFM Profile Deleting] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 7

このプロファイルを削除するカード スロットを選択し、[OK] をクリックします。[Deleting Profile] ダ
イアログボックスが表示されます。

ステップ 8

[Deleting Profile] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G628 CTC を使用したメンテナンス アソシエーション プロファ
イルのメンテナンス ドメイン プロファイルへのマッピング
このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードのメンテナンス アソシエーション プロファイルをメンテナンス
ドメイン プロファイルにマップできます。

目的

ツール / 機器
事前準備手順

（注）

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

メンテナンス ドメイン プロファイルおよびメンテナンス アソシエーション プロファイルがすでに作成
されていることを確認します。

ステップ 1

メンテナンス アソシエーション プロファイルをメンテナンス ドメイン プロファイルにマップするノー
ドで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。すでにログインしている場合
は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Configuration] > [MA-Domain Mapping] タブをクリック
します。

ステップ 4

メイン ドメイン ドロップダウン リストで、メンテナンス ドメイン プロファイルを選択します。

ステップ 5

[Link MA Profiles] をクリックします。[Link MA Profiles] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6

[Available Profiles] リストから必要な MA プロファイルを選択し、右矢印ボタンをクリックして MA
プロファイルを [Linked Profiles] リストに移動し、[OK] をクリックします。
（注）

ステップ 7

特定のメンテナンス ドメイン プロファイルにマップされるメンテナンス アソシエーション プ
ロファイルは、固有の SVLAN ID を持っている必要があります。

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G629 CTC を使用した MEP の作成
目的

このタスクでは、特定のメンテナンス ドメインに指定 VLAN 範囲の
Maintenance End Point（MEP; メンテナンス エンド ポイント）を作成
できます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

GE_XP カードおよび 10GE_XP カードには、最大 255 個の MEP および MIP を作成できます。
GE_XPE カードおよび 10GE_XPE カードには、最大 500 個の MEP および MIP を作成できます。

ステップ 1

MEP を作成するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。すでに
ログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Configuration] > [MEP] タブをクリックします。

ステップ 4

[Create] をクリックします。[Create MEP] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5

[Port] ドロップダウン リストで、MEP を作成するポートを選択します。
（注）

MEP を作成するには、ポートで CFM がイネーブルである必要があります。ポートがチャネル
グループに属していてはなりません。

ステップ 6

[Domain] ドロップダウン リストで、メンテナンス ドメインを選択します。

ステップ 7

[Vlan Id] フィールドに SVLAN ID を入力します。

（注）

指定された VLAN が選択されたポートで設定されている必要があります。指定された VLAN が
[MA-Domain Mapping] テーブルに表示される必要もあります。

ステップ 8

[MPID] フィールドに MP ID（メンテナンス エンド ポイントの ID）を入力し、[OK] をクリックしま
す。MP ID の範囲は 1 ～ 8191 です。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G630 CTC を使用した MEP の削除
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードの MEP を削除できます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

ステップ 1

MEP を削除するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。すでに
ログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Configuration] > [MEP] タブをクリックします。

ステップ 4

削除する MEP を選択します。

ステップ 5

[Delete] をクリックします。

ステップ 6

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G631 CTC を使用した MIP の作成
目的

このタスクでは、特定のメンテナンス レベルの指定 VLAN 範囲に対し
て Maintenance Intermediate Point（MIP; メンテナンス中間ポイント）
を作成できます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

GE_XP カードおよび 10GE_XP カードには、最大 255 個の MEP および MIP を作成できます。
GE_XPE カードおよび 10GE_XPE カードには、最大 500 個の MEP および MIP を作成できます。

ステップ 1

MIP を作成するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。すでにロ
グインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Configuration] > [MIP] タブをクリックします。
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ステップ 4

[Create] をクリックします。[Create MIP] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5

[Port] ドロップダウン リストで、MIP を作成するポートを選択します。
（注）

ポートがチャネル グループに属していてはなりません。

ステップ 6

[Level] ドロップダウン リストで、メンテナンス レベルを選択します。メンテナンス レベルの範囲は 0
～ 7 です。

ステップ 7

[Vlan range] フィールドに SVLAN 範囲を入力します。SVLAN の範囲は 1 ～ 4093 です。
（注）

指定された SVLAN が選択されたポート上で設定されている必要があります。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G632 CTC を使用した MIP の削除
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードの MIP を削除できます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

ステップ 1

MIP を削除するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。すでにロ
グインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Configuration] > [MIP] タブをクリックします。

ステップ 4

削除する MIP を選択します。

ステップ 5

[Delete] をクリックします。

ステップ 6

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G633 CTC を使用した MEP の ping
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カード上の ping コマンドの出力を表示できます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

ステップ 1

MEP を ping するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。すでに
ログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Ping] タブをクリックします。

ステップ 4

[MPID] フィールドに MP ID 値を入力します。MP ID の範囲は 1 ～ 8191 です。

（注）
ステップ 5

リモート MP ID ユーザはローカル MP ID に ping できません。
（任意）[Mac Addr] フィールドにリモート メンテナンス ポイントの MAC アドレスを入力します。
MAC アドレスの形式は abcd.abcd.abcd です。

ステップ 6

[VLAN ID] フィールドに SVLAN ID を入力します。SVLAN ID の範囲は 1 ～ 4093 です。

ステップ 7

[Domain Name] フィールドにドメイン名を入力します。

ステップ 8

[DataGram Size] フィールドに ping パケットのサイズを入力します。デフォルト値は 100 です。

ステップ 9

[No of Requests] フィールドに ping パケットの数を入力します。デフォルト値は 5 です。

ステップ 10

[Ping] をクリックします。ping コマンドの出力が [Ping Response] 領域に表示されます。

ステップ 11

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G634 CTC を使用した MEP の traceroute
目的
ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カード上の traceroute コマンドの出力を表示できます。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上
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ステップ 1

traceroute コマンドの出力を表示するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを
実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [CFM] > [Traceroute] タブをクリックします。

ステップ 4

[MPID] フィールドにリモート MP ID 値を入力します。MP ID の範囲は 1 ～ 8191 です。

ステップ 5

（任意）[Mac Addr] フィールドにリモート メンテナンス ポイントの MAC アドレスを入力します。
MAC アドレスの形式は abcd.abcd.abcd です。

ステップ 6

[VLAN ID] フィールドに SVLAN ID を入力します。SVLAN ID の範囲は 1 ～ 4093 です。

ステップ 7

[Domain Name] フィールドにドメイン名を入力します。

ステップ 8

[TraceRoute Response] をクリックします。
[TraceRoute Response] 領域に traceroute コマンドの出力が表示されます。
• traceroute 表示に RlyHit メッセージが表示されていること、および MAC アドレスがターゲット
MAC アドレスに一致するメンテナンス ポイントに LTM が到達していることを確認します。
• ネクスト ホップ アドレスが転送データベースに検出されたときに、traceroute 表示に RlyFDB
メッセージが表示されていることを確認します。

• ネクスト ホップ アドレスが CCDN に検出されたときに、traceroute 表示に RlyMPDB メッセージ
が表示されていることを確認します。
ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

NTP-G285 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE カードの EFM 設定の管理
目的

この手順では、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カー
ドの EFM 設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

• 「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、
10GE_XPE、ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」
（P.4-67）
• 「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カード モードの変更」（P.6-8）のタスク
• 「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」（P.6-11）（必要
な場合）

必須 / 適宜

ステップ 1

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

EFM 設定を変更するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。す
でにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。
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ステップ 2

必要に応じて、次の任意のタスクを実行します。

• 「DLP-G639 CTC を使用した各ポートの EFM のイネーブルまたはディセーブル」（P.6-215）
• 「DLP-G640 CTC を使用した EFM パラメータの設定」（P.6-216）
• 「DLP-G641 CTC を使用した EFM リンク モニタリング パラメータの設定」（P.6-217）
• 「DLP-G642 CTC を使用した各ポートのリモート ループバックのイネーブル」（P.6-219）
• 「DLP-G615 CTC を使用したチャネル グループ、REP、CFM、および EFM に関する情報の取得」
（P.6-198）
• 「DLP-G643 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの EFM
をイネーブルにする」（P.B-27）
• 「DLP-G644 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの EFM
モードを設定する」（P.B-28）
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G639 CTC を使用した各ポートの EFM のイネーブルまたは
ディセーブル
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードの各ポートの EFM をイネーブルまたはディセーブルにすること
ができます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

はじめる前に
• UNI ポートと NNI ポートの両方に対して EFM をイネーブルにすることができます。
• チャネル グループに属するポートに対して EFM をイネーブルまたはディセーブルにすることはで
きません。

• EFM のその他のプロトコルとの対話については、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual』
の「Transponder and Muxponder Cards」の章で「Protocol Compatibility list」を参照してくださ
い。
ステップ 1
ステップ 2

各ポートの EFM をイネーブルまたはディセーブルにするノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。
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ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [EFM] > [Configuration] タブをクリックします。各ポートの EFM
詳細が表示されます。

ステップ 4

[EFM State] ドロップダウン リストから、[Enabled] を選択します。

ステップ 5

そのポートで EFM をイネーブルにするには [Apply] をクリックします。

（注）

ステップ 6

[EFM State] ドロップダウン リストで、そのポートで EFM をディセーブルにするには
[Disabled] を選択します。

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G640 CTC を使用した EFM パラメータの設定
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードの EFM パラメータを設定できます。

ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

ステップ 1

EFM パラメータを設定するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行しま
す。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [EFM] > [Configuration] タブをクリックします。

ステップ 4

表 6-99 を参照して、EFM パラメータ設定を変更します。
表 6-99
EFM パラメータ設定
パラメータ

[Port]
[EFM State]

説明
（表示のみ）ポート番号（n-n）およびレート（GE
または TEN_GE）。
各ポートの EFM プロトコルの状態を設定します。

オプション

—
• [Enabled]
• [Disabled]

[Mode]

ポートの動作モードを設定します。モードが
[Active] である場合、ポートは定期的な間隔で
OAM Protocol Data Units（OAMPDU）をパート
ナー ポートに送信します。モードが [Passive] であ
る場合、ポートはパートナー ポートが OAMPDU
を送信するまでは OAMPDU を送信しません。

• [Active]
• [Passive]
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表 6-99

EFM パラメータ設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[Link Fault]

Remote Failure Indication（RFI; リモート障害表
示）アクションを設定します。ポートでリンクが
ダウンしていると、リンク障害 RFI が OAMPDU
を介してパートナー ポートに送信されます。
Remote Failure Indication Link Fault（RFI-LF）を
示すアラームが発生します。リンク障害状態がク
リアされると、アラームはクリアされます。

• [Error Block]
• なし

リンク障害 RFI に対して以下のアクションを指定
できます。

• [Error Block]：インターフェイスは
error-block 状態になり、RFI-LF アラームが発
生します。

• [None]：RFI-LF アラームのみが発生します。
（注）

Dying Gasp およびクリティカル イベント
はサポートされていません。

[Session Timer]

EFM セッションが OAMPDU を受信せずにパート デフォルト：5 秒
ナー ポートとともに保持されるまでの期間を設定
します。

ステップ 5

[Apply] をクリックして、変更内容を保存します。

ステップ 6

元の手順（NTP）に戻ります。

範囲：2 ～ 30 秒

DLP-G641 CTC を使用した EFM リンク モニタリング パラメータの
設定
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードの各ポートの EFM リンク モニタリング パラメータを設定でき
ます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

ステップ 1

EFM リンク モニタリング パラメータを設定するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
のタスクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [EFM] > [Link Monitoring] タブをクリックします。
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ステップ 4

表 6-100 を参照して、EFM リンク モニタリング パラメータ設定を変更します。
表 6-100
EFM リンク モニタリング パラメータの設定
パラメータ

[Port]

説明
（表示のみ）ポート番号（n-n）およびレート（GE
または TEN_GE）。

オプション

—

[EF Max]

特定の期間内に検出するエラー フレームの最大数
のしきい値を設定します。

範囲：1 ～ 65535

[EF Min]

特定の期間内に検出するエラー フレームの最小数
のしきい値を設定します。

範囲：0 ～ 65535

[EF Action]

パラメータ値が最大しきい値を超えた場合に適用
可能なアクションが [None] であることを指定しま
す。

• [None]
• [Squelch]

パラメータ値が最小しきい値未満になると、しき
い値超過アラート（一時的な状態）が生成されま
す。

[EF Window]

エラー フレーム パラメータのモニタ期間。

範囲は：10 ～ 600

[EFP Max]

最後の n フレーム内の最大エラー フレーム数のし
きい値を設定します。

範囲：1 ～ 65535

[EFP Min]

最後の n フレーム内の最小エラー フレーム数のし
きい値を設定します。

範囲：0 ～ 65535

[EFP Action]

パラメータ値が最大しきい値を超えた場合に適用
可能なアクションが [None] であることを指定しま
す。

• [None]
• [Squelch]

パラメータ値が最小しきい値未満になると、しき
い値超過アラート（一時的な状態）が生成されま
す。

[EFP Window]

EFP パラメータのモニタ期間。

範囲：1 ～ 65535

[EFSS Max]

最後の m 秒内の最大エラー秒数のしきい値を設定
します。

範囲：1 ～ 900

[EFSS Min]

最後の m 秒内の最小エラー秒数のしきい値を設定
します。

範囲：0 ～ 900

[EFSS Action]

パラメータ値が最大しきい値を超えた場合に適用
可能なアクションが [None] であることを指定しま
す。

• [None]
• [Squelch]

パラメータ値が最小しきい値未満になると、しき
い値超過アラート（一時的な状態）が生成されま
す。

[EFSS Window] EFSS パラメータがモニタされる期間を指定しま

範囲：100 ～ 9000

す。
ステップ 5

[Apply] をクリックして、変更内容を保存します。

ステップ 6

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G642 CTC を使用した各ポートのリモート ループバックのイ
ネーブル
目的

ツール / 機器
事前準備手順

ステップ 1

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードの各ポートのリモート ループバックをイネーブルにすることが
できます。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

各ポートのリモート ループバックをイネーブルにするノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」
（P.3-31）のタスクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [EFM] > [Loopback] タブをクリックします。
各ポートのリモート ループバック タイプの詳細が表示されます。

ステップ 4

[Remote Loopback Type] ドロップダウン リストから、[Remote Loopback] を選択します。

ステップ 5

[Apply] をクリックして、変更内容を保存します。

ステップ 6

元の手順（NTP）に戻ります。

NTP-G287 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE カードの REP 設定の管理
目的

この手順では、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カー
ドの REP 設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

• 「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、
10GE_XPE、ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」
（P.4-67）
• 「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カード モードの変更」（P.6-8）のタスク
• 「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」（P.6-11）（必要
な場合）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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ステップ 1

REP 設定を変更するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。すで
にログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて、次の任意のタスクを実行します。

• 「DLP-G645 CTC を使用したセグメントの作成」（P.6-220）
• 「DLP-G646 CTC を使用したセグメントの編集」（P.6-222）
• 「DLP-G647 CTC を使用した VLAN ロード バランシングのアクティブ化」（P.6-223）
• 「DLP-G648 CTC を使用した VLAN ロード バランシングの非アクティブ化」（P.6-224）
• 「DLP-G615 CTC を使用したチャネル グループ、REP、CFM、および EFM に関する情報の取得」
（P.6-198）
• 「DLP-G649 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードのセグメ
ントを作成する」（P.B-34）
• 「DLP-G650 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの STCN
を設定する」（P.B-35）
• 「DLP-G651 PCLI を使用してプライマリ エッジ ポートのプリエンプト遅延を設定する」（P.B-36）
• 「DLP-G652 PCLI を使用してプライマリ エッジ ポートの VLAN ロード バランシングを設定する」
（P.B-37）
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G645 CTC を使用したセグメントの作成
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードにセグメントを作成できます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

はじめる前に
• 1 つのカードに最大 3 つのセグメントを作成できます。各セグメントは、同じスイッチに最大 2 つ
のポートを持つことができます。

• Hardware Flood Layer（HFL; ハードウェア フラッド レイヤ）をアクティブにするには、REP 管
理 VLAN を設定する必要があります。
• REP セグメントを作成する前に、管理 VLAN を設定するかデフォルトの VLAN 1 を使用して、そ
のセグメントにポートを追加します。3 つのセグメントすべてについて、カードあたりに設定でき
る SVLAN は 1 つのみです。
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• セグメント内に 2 つのエッジ ポートを設定する必要があります。1 セグメント内のプライマリ
エッジ ポートは 1 つのみです。1 つのセグメント内の 2 つのポートをプライマリ エッジ ポートと
して設定すると（たとえば、異なるスイッチ上のポート）、REP はプライマリ エッジ ポートとし
て機能する 1 つのポートをポートの優先順位に基づいて選択します。
• REP がスイッチの 2 つのポートでイネーブルである場合、両方のポートが通常ポートまたはエッ
ジ ポートのいずれかである必要があります。ただし、非ネイバー ポートが設定されている場合は、
一方のポートをエッジ ポート、他方のポートを通常ポートとすることができます。

• また、オプションで、Segment Topology Change Notifications（STCNs; セグメント トポロジ変更
通知）および VLAN Load Balancing（VLB; VLAN ロード バランシング）を送信する場所を設定
することもできます。STCN はプライマリ エッジ ポートに対してのみイネーブルです。VLB 設定
は任意のエッジ ポートでイネーブルです。

• REP のその他のプロトコルとの対話については、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual』
の「Transponder and Muxponder Cards」の章で「Protocol Compatibility list」を参照してくださ
い。
ステップ 1

セグメントを作成するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。す
でにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [REP] > [Segment] タブをクリックします。

ステップ 4

[Create] をクリックします。[Create Segment] ウィザードが表示されます。

ステップ 5

[Segment] フィールドにセグメント ID を入力します。セグメント ID の範囲は 1 ～ 1024 です。

ステップ 6

[Port] ドロップダウン リストで、このセグメントに属する REP ポートを選択します。
（注）

ステップ 7

REP ポートは 1 つのセグメントにのみ属することができます。

[Port Role] 領域から、ポートをエッジ ポートまたは通常ポートのどちらとして設定するかを選択しま
す。次のオプションがあります。

a. [Edge]：ポートはエッジ ポートとして設定されます。
• エッジ ポートをプライマリ エッジ ポートとして設定するには、[Primary] チェックボックスを
オンにします。

• エッジ ポートをセカンダリ エッジ ポートとして設定するには、[Primary] チェックボックスを
オフにします。

• エッジ ポートを優先代替ポートとして設定するには、[Preferred] チェックボックスをオンに
します。

• エッジ ポートがネイバー ポートを持つことができない場合は、[NoNeighbor] チェックボック
スをオンにします。REP はネイバー隣接関係を検査しません。
（注）

[NoNeighbor] チェックボックスがオンの場合、作成されるセグメントが 1 つのみであることを
確認してください。

b. [None]：ポートは通常ポートとして設定されます。このオプションを選択すると、Segment
Topology Change Notifications（STCN; セグメント トポロジ変更通知）および VLAN Load
Balancing（VLB; VLAN ロード バランシング）設定はディセーブルになります。
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通常ポートを優先代替ポートとして設定するには、[Preferred] チェックボックスをオンにします。
ステップ 8

[STCN] 領域から、STCN メッセージの宛先を設定します。
a. [Enable] チェックボックスを選択して、STCN メッセージの送信をイネーブルにします。
b. [Port] ドロップダウン リストで STCN メッセージを送信する STCN ポートを選択するか、または
STCN メッセージを送信するセグメント ID を [Segment] フィールドに入力します。STCN ポート
および REP ポートは固有である必要があります。

ステップ 9

[VLAN Load Balancing] 領域から、VLB を設定します。
a. [Enable] チェックボックスをオンにして、VLB をイネーブルにします。
b. [SVLAN] フィールドに単一 SVLAN または SVLAN の範囲を入力します。
c. [Rep PortId] フィールドに Rep PortId を入力します。
d. [Preferred] チェックボックスをオンにして、VLAN ロード バランス用に優先される代替ポートを
識別します。

ステップ 10

[VLB Preempt Delay] 領域で、自動 VLB アクティベーションのトリガー遅延を入力します。範囲は、
15 ～ 300 秒です。

ステップ 11

[Next] をクリックします。

ステップ 12

2 番めのポートの詳細を入力して、そのポートをセグメントに追加します。
最初のポートが通常ポートとして設定され、2 番めのポートがプライマリ エッジ ポートとして設定さ
れる場合は、ステップ 6 ～ 10 を繰り返します。最初のポートがプライマリ エッジ ポートとして設定さ
れ、2 番めのポートが通常ポートとして設定される場合は、ステップ 6 ～ 7 を繰り返します。

ステップ 13

[Finish] をクリックします。

ステップ 14

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G646 CTC を使用したセグメントの編集
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードのセグメントを編集できます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

セグメントについて編集できるのは STCN エントリおよび VLB エントリのみです。

ステップ 1

セグメントを編集するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。す
でにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。
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ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [REP] > [Segment] タブをクリックします。セグメントのリストが
表示されます。

ステップ 4

セグメントのリストからセグメントを選択します。

ステップ 5

[Edit] をクリックします。

ステップ 6

値を必要に応じて変更し、[Finish] をクリックします。

ステップ 7

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G647 CTC を使用した VLAN ロード バランシングのアクティ
ブ化
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードの VLAN ロード バランシングをアクティブにすることができま
す。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

VLAN ロード バランシングがアクティブの場合、デフォルト設定は手動でのプリエンプションで、遅
延タイマはディセーブルになっています。

ステップ 1

VLAN ロード バランシングをアクティブにするノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
のタスクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [REP] > [Segment] タブをクリックします。セグメントのリストが
表示されます。

ステップ 4

セグメントのリストからセグメントを選択します。

ステップ 5

[Activate VLB] をクリックします。

ステップ 6

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G648 CTC を使用した VLAN ロード バランシングの非アク
ティブ化
目的

ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードの VLAN ロード バランシングを非アクティブにすることができ
ます。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

検索以上

ステップ 1

VLAN ロード バランシングを非アクティブにするノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
のタスクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードで取り付けられて
いることを確認します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モード
の変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。

ステップ 3

カード ビューで、[Provisioning] > [REP] > [Segment] タブをクリックします。セグメントのリストが
表示されます。

ステップ 4

セグメントのリストからセグメントを選択します。

ステップ 5

[Deactivate VLB] をクリックします。

ステップ 6

元の手順（NTP）に戻ります。

NTP-G165 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、
10GE_XPE カードのイーサネット パラメータ、回線設
定、および PM しきい値の変更
目的

この手順では、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カー
ドのイーサネット、ライン、および PM しきい値の設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、
ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」（P.4-67）
「DLP-G63 SFP または XFP の取り付け」（P.4-70）

ステップ 1

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

カード設定を変更するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。す
でにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。
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ステップ 2

必要に応じて「NTP-G103 データベースのバックアップ」（P.14-2）の手順を実行し、既存の伝送設定
を保持します。

ステップ 3

カード モードを確認します。

a. カード ビューで GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードを表示します。
b. [Provisioning] > [Card] タブをクリックします。
c. カード モードがサイト計画で指定されているモードに設定されていることを確認します。
–

L2-over-DWDM（GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE ）

–

10GE TXP（10GE_XP または 10 GE_XPE）

–

10GE MXP（GE_XP または GE_XPE）

–

20GE MXP（GE_XP または GE_XPE）

カード モードが正しく設定されている場合は、ステップ 4 に進みます。該当しない場合は、
（P.6-8）の
「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE 、および 10GE_XPE カード モードの変更」
タスクを実行します。
ステップ 4
ステップ 5

「DLP-G380 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE カードのイーサネット設定のプロビ
ジョニング」（P.6-226）のタスクを実行します。

ONS-SC-E1-T1-PW または ONS-SC-E3-T3-PW SFP が GE_XPE カードに挿入されている場合は、必
要に応じて以下のタスクを実行します。
• 「DLP-G684 GE_XPE カードの PDH イーサネット設定のプロビジョニング」（P.6-235）
• 「DLP-G685 GE_XPE カードの電気回線設定のプロビジョニング」（P.6-237）

ステップ 6

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カード モードが L2-over-DWDM である場合は、
必要に応じて以下のタスクを実行します。カード モードが L2-over-DWDM でない場合は、ステップ 7
に進みます。
• 「DLP-G381 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE レイヤ 2 保護設定のプロビジョ
ニング」（P.6-240）
• 「DLP-G421 SVLAN データベースの作成および保存」（P.8-60）
• 「DLP-G382 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE NNI ポートの SVLAN の追加お
よび除去」（P.6-243）
• 「DLP-G383 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE のサービス品質設定のプロビ
ジョニング」（P.6-244）
• 「DLP-G384 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE の QinQ 設定のプロビジョニン
グ」（P.6-246）
• 「NTP-G205 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、または 10GE_XPE カードでのリンク完全性のイ
ネーブル化」（P.6-253）。
• 「DLP-G385 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの MAC フィルタ設定のプ
ロビジョニング」（P.6-249）
• 「NTP-G204 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、または 10GE_XPE カードでの IGMP スヌーピング
のイネーブル化」（P.6-258）または「NTP-G220 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、または 10GE_XPE カードの IGMP スヌーピングをイネーブルにする」（P.B-15）。
• 「NTP-G206 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの MVR のイネーブル化」
（P.6-260）または「NTP-G224 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、または
10GE_XPE カードの MVR をイネーブルにする」（P.B-19）。
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• 「DLP-G460 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの
SVLAN の MAC アドレス ラーニングのイネーブル化」（P.6-248）または「NTP-G226 PCLI を使
用する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの SVLAN 上の MAC アドレス
ラーニングをイネーブルにする」（P.B-11）。
ステップ 7

必要に応じて次のタスクを実行します。

• 「DLP-G386 ギガビット イーサネットのトランク ポート アラームおよび TCA のしきい値のプロビ
ジョニング」（P.6-262）
• 「DLP-G387 ギガビット イーサネットのクライアント ポート アラームおよび TCA のしきい値のプ
ロビジョニング」（P.6-263）
• 「DLP-G388 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの RMON しきい値の変
更」（P.6-265）
• 「DLP-G389 ギガビット イーサネット光転送ネットワークの変更」（P.6-269）

（注）

[Alarm Profiles] タブを使用する（アラーム プロファイルの作成およびアラームの抑制を含む）
には、第 10 章「アラームの管理」を参照してください。

ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G380 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードのイーサネット設定のプロビジョニング
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードのイーサネット設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、イー
サネット設定を変更する GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブルクリック
します。カード ビューが表示されます。

ステップ 2

[Provisioning] > [Ether Ports] > [Ethernet] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-101 を参照して、[Ethernet] タブの任意の設定を変更します。表示されるパラメータは、カード
モードによって異なります。
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表 6-101

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE イーサネット設定

パラメータ

[Port]

説明

カード モード

（表示のみ）ポート番号（n-n）およ
びレート（GE または TEN_GE）。

オプション

• [L2-over-DWDM] —
• [10GE TXP]
• [10GE MXP]
• [20GE MXP]

[MTU]

ポートで許容されるイーサネット フ
レームの最大サイズ。ポートは
OOS/locked 状態になっている必要
があります。

• [L2-over-DWDM] 数値。デフォルト：9700
• [10GE TXP]
• [10GE MXP]

（ジャン
64 ～ 9700 の範囲（R9.1 以降の場合）
ボ フレーム）

• [20GE MXP]

[Mode]

イーサネット モードを設定します。
カード モードを設定する前に、ポー
トが OOS/locked 状態になっている
必要があります。
（注）

Y 字型ケーブル保護グループ
内の GE_XP カードおよび
GE_XPE カードの場合、Y
字型ケーブルで設定されてい
るクライアント ポートに対
して [Mode] を [1000 Mbps]
に設定する必要があります。
10GE_XP カードおよび
10GE_XPE カード（Y 字型
ケーブル保護グループ内）の
場合、[Mode] を [10000
Mbps] に設定する必要があ
ります。

• [L2-over-DWDM]

• [Auto]（デフォルト）

• [10GE TXP]

• [Display Only]

• [10GE MXP]

• [1000 Mbps]

• [20GE MXP]

• [10000 Mbps]
（注）

GE_XP ポートまたは GE_XPE ポート
で [Mode] が [Auto] に設定されている
場合、ピア ポートで自動ネゴシエー
ションがイネーブルになります。

（注）

GE_XP カードでは、ピア インター
フェイスが 1000 Mbps 以外のレートで
動作している場合でも、銅線

Pluggable Port Module（PPM; 着脱可
能ポート モジュール）インターフェイ
スは自動ネゴシエートしてトラフィッ
クを伝送できます。
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表 6-101

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE イーサネット設定（続き）

パラメータ

説明

[Flow
Control]

フロー制御メッセージングをピア
ポートでイネーブルまたはディセー
ブルにします。イネーブルの場合、
ポートはバッファ輻輳発生時に
PAUSE フレームを送受信できます。
ディセーブルの場合、PAUSE フ
レームは送信されず、受信された
PAUSE フレームは廃棄されます。
（注）

カード モード

オプション

• [L2-over-DWDM]

• [ON]：フロー制御はイネーブル。

• [10GE MXP]

• [OFF]（デフォルト）：フロー制御はディ

• [10GE TXP]
• [20GE MXP]

セーブル。

• [Display Only]。

フロー制御メッセージングは
非対称であり、ネゴシエート
されません。1 つのポートで
フロー制御がイネーブルであ
る場合、リンクの他端（ピア
ポート）は考慮されません。
つまり、ピア ポートでフ
ロー制御がディセーブルの場
合でも、GE_XP、
10GE_XP、GE_XPE、また
は 10GE_XPE カードは
PAUSE フレームを送信しま
す。

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2

6-228

78-19286-01-J

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング
はじめる前に

表 6-101

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE イーサネット設定（続き）

パラメータ

説明

カード モード

[Media Type] （GE_XPE カードのみ）メディア タ
イプを設定します。
（注）

[Media Type] が、
ONS-SC-EOP1 の場合に
[Ethernet Over DS1]
（ANSI）または [Ethernet
Over E1]（ETSI）に設定さ

オプション

• [L2-over-DWDM]
• [10GE MXP]
• [20GE MXP]

• [Ethernet Over E3]（ETSI）
（ONS-SC-EOP3 の場合）

[Ethernet Over DS3]

• [DS1 over Ethernet]（ANSI）
（ONS-SC-E1-T1-PW の場合）

（ANSI）または [Ethernet
Over E3]（ETSI）に設定さ
れていない場合、
ONS-SC-E1-T1-PW の場合
に [DS1 Over Ethernet]
（ANSI）または [E1 Over
Ethernet]（ETSI）に設定さ
れていない場合、または
ONS-SC-E3-T3-PW の場合
に [DS3 Over Ethernet]
（ANSI）または [E3 Over
Ethernet]（ETSI）に設定さ
れていない場合、
PROV-MISMATCH アラー
ムが発生します。
PROV-MISMATCH アラー
ムをクリアするには、正しい
[Media Type] を設定します。
サービス プロバイダーのサービス レ
ベル契約で指定されている保証情報
レートを設定します。ポートは
OOS/locked 状態になっている必要
があります。

• [Ethernet Over E1]（ETSI）
（ONS-SC-EOP1 の場合）
• [Ethernet Over DS3]（ANSI）
（ONS-SC-EOP3 の場合）

れていない場合、
ONS-SC-EOP3 の場合に

[Committed
Info Rate]

• [Ethernet Over DS1]（ANSI）
（ONS-SC-EOP1 の場合）

• [DS3 over Ethernet]（ANSI）
（ONS-SC-E3-T3-PW の場合）
• [E1 Over Ethernet]（ETSI）
（ONS-SC-E1-T1-PW の場合）
• [E3 Over Ethernet]（ETSI）
（ONS-SC-E3-T3-PW の場合）

• [L2-over-DWDM] 数値。デフォルト：100
• [10GE MXP]

範囲：0 ～ 100 %

• [20GE MXP]
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表 6-101

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE イーサネット設定（続き）

パラメータ

説明

[Committed
Burst Size]

1 秒あたりの最大転送ビット数を設
定します。Committed Burst Size を
プロビジョニングする前に、ポート
が OOS/locked 状態になっている必
要があります。

カード モード

オプション

• [L2-over-DWDM]

• [4k]（デフォルト）

• [10GE MXP]

• [8k]

• [20GE MXP]

• [16k]
• [32k]
• [64k]
• [128k]
• [256k]
• [512k]
• [1MB]
• [2MB]
• [8MB]
• [16MB]

[Excess
Burst Size]

認定バースト レートを転送できない
場合にその後の転送で信用される最
大ビット数。Excess Burst Size をプ
ロビジョニングする前に、ポートが
OOS/locked 状態になっている必要
があります。

• [L2-over-DWDM]

• なし

• [10GE MXP]

• [4k]（デフォルト）

• [20GE MXP]

• [8k]
• [16k]
• [32k]
• [64k]
• [128k]
• [256k]
• [512k]
• [1MB]
• [2MB]
• [8MB]
• [16MB]

[NIM]

[L2-over-DWDM]
ポートの Network Interface Mode
（NIM）を設定します。このパラ
メータは、配置、管理、およびトラ
ブルシューティングを簡単にするた
めにメトロ イーサネット市場用に設
計されたポート タイプを分類しま
す。NIM をプロビジョニングする前
に、ポートが OOS/locked 状態に
なっている必要があります。

• [UNI Mode]：ポートを User-to-Network
Interface（UNI; ユーザ ネットワーク イン
ターフェイス）としてプロビジョニング
します。これは、サブスクライバの方を
向いているインターフェイスです。

• [NNI Mode]：ポートをネットワーク間イ
ンターフェイスとしてプロビジョニング
します。これは、サービス プロバイダー
ネットワークの方を向いているインター
フェイスです。
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表 6-101

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE イーサネット設定（続き）

パラメータ

説明

カード モード

オプション

[Egress QoS] ポート出力または出力キューで
[L2-over-DWDM]
Quality of Service（QoS）をイネー
ブルにします。Egress QoS をプロビ
ジョニングする前に、ポートが
OOS/locked 状態になっている必要
があります。

[MAC
Learning]

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、お
よび 10GE_XPE カードのポートで
MAC ラーニングをイネーブルまた
はディセーブルにします。MAC
ラーニングは、ネットワーク ノード
の MAC アドレスを学習するために
レイヤ 2 スイッチで使用され、レイ
ヤ 2 スイッチがトラフィックを正し
いロケーションに送信するようにし
ます。レイヤ 2 スイッチ（MAC
ラーニングが設定されている
L2-over-DWDM モードの GE_XP、
10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE カードを含む）は、
MAC アドレスおよび VLAN を特定
のポートに関連付ける MAC ラーニ
ング テーブルを維持します。
（注）

ポートに接続されている
SVLAN の MAC アドレスで
は、GE_XPE カードおよび
10GE_XPE カードの MAC
アドレス ラーニングがイ
ネーブルになっている必要も
あります。

（注）

MAC アドレス テーブル
エージングは 300 秒です。

[L2-over-DWDM]

• オン：ポートの出力キューで QoS はイ
ネーブルです。

• オフ：（デフォルト）ポートの出力キュー
で QoS はディセーブルです。
• オン：このポートの MAC ラーニングはイ
ネーブルです。

• オフ：（デフォルト）MAC ラーニングは
ディセーブルです。

これは変更できません。
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表 6-101

パラメータ

[Ingress
CoS]

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE イーサネット設定（続き）

説明

IEEE 802.1p 入力 Class of Service
（CoS; サービス クラス）をプロビ
ジョニングします。CoS .1p ビット
は、イーサネット フレーム優先順位
を設定します。Ingress CoS をプロ
ビジョニングする前に、ポートが
OOS/locked 状態になっている必要
があります。

カード モード

[L2-over-DWDM]

入力 CoS は、サービス プロバイ
ダー ネットワーク内のイーサネット
フレームの優先順位を設定するため
に使用されます。このパラメータは、
SVLAN タグの CoS .1p ビットを設
定するために使用されます。

Ingress CoS は UNI モードとしてプ
ロビジョニングされているポートに
のみ適用されます。NNI モードとし
てプロビジョニングされているポー
トには適用されません。

オプション

• 0：（デフォルト）ポートのすべての着信
フレームで、SVLAN タグの CoS .1p ビッ
トは 0 に設定されます。
• 1：ポートのすべての着信フレームで、
SVLAN タグの CoS .1p ビットは 1 に設定
されます。

• 2：ポートのすべての着信フレームで、
SVLAN タグの CoS .1p ビットは 2 に設定
されます。

• 3：ポートのすべての着信フレームで、
SVLAN タグの CoS .1p ビットは 3 に設定
されます。

• 4：ポートのすべての着信フレームで、
SVLAN タグの CoS .1p ビットは 4 に設定
されます。

• 5：ポートのすべての着信フレームで、
SVLAN タグの CoS .1p ビットは 5 に設定
されます。

• 6：ポートのすべての着信フレームで、
SVLAN タグの CoS .1p ビットは 6 に設定
されます。

• 7：ポートのすべての着信フレームで、
SVLAN タグの CoS .1p ビットは 7 に設定
されます。

• [Trust]：カスタマー VLAN タグをサービ
ス プロバイダー VLAN タグに自動的にコ
ピーします。

• [CVLAN]：CVLAN に基づいて CoS をプ
ロビジョニングできます。IEEE
802.1QinQ CVLAN タグで Cos をプロビ
ジョニングする方法については、
「DLP-G384 GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、および 10GE_XPE の QinQ 設
定のプロビジョニング」（P.6-246）のタス
クを参照してください。
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表 6-101

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE イーサネット設定（続き）

パラメータ

説明

カード モード

オプション

[Inner
Ethertype
(Hex)]

内部 Ethertype フィールドを定義し [L2-over-DWDM]
ます。Ethertype フィールドは、
イーサネット フレームでどのプロト
コルが転送されているかを示します。

外部 Ethertype フィールドを定義し [L2-over-DWDM]
ます。Ethertype フィールドは、
イーサネット フレームでどのプロト
コルが転送されているかを示します。
外部 Ethertype をプロビジョニング
する前に、ポートが OOS/locked に
なっている必要があります。
（注）

デフォルト：8100（IEEE 標準 802.1Q カスタ
マー VLAN タグ タイプ）
範囲：0x0600 ～ 0xFFFF

内部 Ethertype は、UNI モードでプ
ロビジョニングされているポートに
のみ適用されます。NNI モードとし
てプロビジョニングされているポー
トには適用されません。内部
Ethertype をプロビジョニングする
前に、ポートが OOS/locked になっ
ている必要があります。

[Outer
Ethertype
(Hex)]

数値。

数値。
デフォルト：8100（IEEE 802.1Q カスタマー
VLAN タグ タイプ）
範囲：0x0600 ～ 0xFFFF

カードあたりに 4 つより多く
の異なる外部 Ethertype オプ
ションが設定されると、
GE_XPE カードおよび
10GE_XPE カードで
PROV-MISMATCH アラー
ムが発生します。

[IGMP Static IP マルチキャストごとに、転送テー [L2-over-DWDM]
Router Port] ブルにマルチキャスト対応ポートを
追加します。

• オン：IGMP スタティック ルータ ポート
はイネーブルです。

• オフ：（デフォルト）IGMP スタティック
ルータ ポートはディセーブルです。
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表 6-101

パラメータ

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE イーサネット設定（続き）

説明

カード モード

[AIS Action] ポート上でプロビジョニングされる
AIS アクション タイプを定義しま

[L2-over-DWDM]

スタンバイ ポート動作を設定しま
す。

• [None]：アクションなし。
• [Squelch]：UNI ポートを終端とする
SVLAN で AIS パケットが受信されると、
UNI ポートはスケルチされます。

す。

[Protection
Action]

オプション

[L2-over-DWDM]

[Media Type] が、ONS-SC-EOP1 の
場合に [Ethernet Over DS1]（ANSI）
または [Ethernet Over E1]（ETSI）
に設定されている場合、
ONS-SC-EOP3 の場合に [Ethernet
Over DS3]（ANSI）または
[Ethernet Over E3]（ETSI）に設定
されている場合、
ONS-SC-E1-T1-PW の場合に [DS1
Over Ethernet]（ANSI）または [E1
Over Ethernet]（ETSI）に設定され
ている場合、または
ONS-SC-E3-T3-PW の場合に [DS3
Over Ethernet]（ANSI）または [E3
Over Ethernet]（ETSI）に設定され
ている場合は、[Protection Action]
を [None] に設定します。

• [None]：アクションなし。
• [Squelch]：1+1 保護グループ内のスタン
バイ ポートのレーザーはスケルチされま
す。この設定は、ポートが 1+1 保護グ
ループに含まれていない場合は効果があ
りません。

表 6-102 に、NIM 設定（NNI モードまたは UNI モード）に基づいた内部 Ethertype または外部
Ethertype の動作を示します。NIM が UNI に設定されており、QinQ モードが Selective に設定されて
いる場合、Ethertype 動作はプロビジョニングされている SVLAN および CVLAN の動作（Add または
Translate のいずれか）によって異なります（QinQ パラメータは「DLP-G384 GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、および 10GE_XPE の QinQ 設定のプロビジョニング」（P.6-246）のタスクでプロビジョニ
ングされます）。

（注）

パケット内の最も外側のタグがそのポートでプロビジョニングされている SVLAN に一致する場合、
パケットは任意の UNI/NNI ポートから出て行くことができます。つまり、出力パスでは、パケットの
内部タグ（存在する場合）はそのポートでプロビジョニングされている内部 SVLAN または CVLAN
には突き合わされません。

（注）

フロー制御がイネーブルの場合にパケットがドロップされないようにするために、[Committed Burst
Size] および [Excess Burst Size] は予測されるパケット サイズに基づいて設定される必要があります。
たとえば、CIR が 40 % でパケット サイズが 1 KB の場合、[Committed Burst Size] および [Excess
Burst Size] は 1 MB に設定する必要があります。
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（注）

10GE_XP カードおよび 10GE_XPE カードで [Committed Info Rate] を 40 % より高く設定する場合、
[Committed Burst Size] および [Excess Burst Size] を少なくとも 32K に設定する必要があります。
[Committed Burst Size] および [Excess Burst Size] は、パケット サイズと [Committed Info Rate] の値
に基づいて大きくすることができます。

表 6-102

Ethertype 動作

UNI モード

ポート タ
イプ /

Ethertyp
e
NNI モード

Transparent

内部

適用できません。すべてのパ 現用（カード ベース）

適用できません。

Selective
操作：Add

Selective
操作：Translate
現用（カード ベース）

Ethertype 外部 Ethertype 値が ケットは SVLAN を介して
外部

使用されます。

マップされます。

現用（ポート別）

適用できません。外部
適用できません。外部
Ethertype は内部 VLAN に含 Ethertype は内部 VLAN に含
まれます（UNI Selective
まれます。
モードと同じ）。

Ethertype

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

これは、ポート別には設定で
きません。カード別にのみ設
定できます。外部 Ethertype
は自動的に内部 Ethertype に
設定されます。

DLP-G684 GE_XPE カードの PDH イーサネット設定のプロビジョ
ニング
目的

このタスクでは、GE_XPE カードの PDH イーサネット設定を変更しま
す。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

• 「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
• 「DLP-G380 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードのイーサネット設定のプロビジョニング」（P.6-226）で、
[Provisioning] > [Ether Ports] > [Ethernet] タブの [Media Type] を
[DS1 Over Ethernet] に設定します。

（注）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

[Provisioning] > [Ether Ports] > [PDH Ethernet Parameters] タブは GE_XPE カード ビューでのみ使用
可能です（GE_XPE ポートの PPM が FE モードで作成されている場合）。
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ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
PDH イーサネット設定を変更する GE_XPE カードをダブルクリックします。カード ビューが表示さ
れます。

ステップ 2

[Provisioning] > [Ether Ports] > [PDH Ethernet Parameters] タブをクリックします。[PDH Ethernet
Parameters] タブは、ONS-SC-E1-T1-PW または ONS-SC-E3-T3-PW SFP が挿入されているときにの
み表示されます。

ステップ 3
表 6-103

パラメータ

[Port]

表 6-103 を参照して、[PDH Ethernet Parameters] タブの任意の設定を変更します。

GE_XPE カードの PDH イーサネット設定

説明
（表示のみ）ポート番号（n-n）およ
びレート。

カード モード

オプション

• [L2-over-DWDM] —
• [10GE MXP]
• [20GE MXP]

[Port Name] （表示のみ）ポート名。

• [L2-over-DWDM] —
• [10GE MXP]
• [20GE MXP]

[MPLS Inner MPLS 内部ラベル値を設定します。
Label]

• [L2-over-DWDM] デフォルト：16
• [10GE MXP]

範囲：1 ～ 127

• [20GE MXP]

[MPLS Outer MPLS 外部ラベル値を設定します。
Label]

• [L2-over-DWDM] デフォルト：16
• [10GE MXP]

範囲：1 ～ 8063

• [20GE MXP]

[Jitter
Buffer]

ジッター バッファ値を設定します。

• [L2-over-DWDM] デフォルト：1500
• [10GE MXP]

範囲：400 ～ 200000

• [20GE MXP]

表 6-104 には、さまざまなペイロードのジッ
ター バッファ値が示されています。
（注）

[RX
Sensitivity]

（ONS-SC-E1-T1-PW のみ）RX 感
度値を設定します。

[Media Type] が [DS1 over Ethernet]
（ANSI）（ONS-SC-E1-T1-PW の場合）
および [E1 Over Ethernet]（ETSI）
（ONS-SC-E1-T1-PW の場合）に設定
されているときにジッター バッファが
>=192000 に設定されると、トラ
フィックはダウンします。

• [L2-over-DWDM] デフォルト：-36（ANSI）、-12（ETSI）
• [10GE MXP]

範囲：-36 ～ -15（ANSI）、-12 ～ -43（ETSI）

• [20GE MXP]
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表 6-103

GE_XPE カードの PDH イーサネット設定（続き）

パラメータ

説明

[Source IP
Address]

送信元 IP アドレスを入力します。ユ
ニキャスト IP アドレスのみが許可さ
れます。

• [L2-over-DWDM] —

ピア IP アドレスを入力します。ユニ
キャスト IP アドレスのみが許可され
ます。

• [L2-over-DWDM] —

[Peer IP
Address]

カード モード

表 6-104

オプション

• [10GE MXP]
• [20GE MXP]
• [10GE MXP]
• [20GE MXP]

さまざまなペイロード タイプのジッター バッファ値

ジッター バッファ値
ペイロード タイプ

下限

上限

T1（DS1）

1500

20000

T3（DS3）
E1

400

4500

1500

200000

E3

400

60000

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G685 GE_XPE カードの電気回線設定のプロビジョニング
目的

このタスクでは、GE_XPE カードの電気回線設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

• 「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
• 「DLP-G380 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードのイーサネット設定のプロビジョニング」（P.6-226）で、
[Provisioning] > [Ether Ports] > [Ethernet] タブの [Media Type] を
[DS1 Over Ethernet] に設定します。

（注）

ステップ 1

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

[Provisioning] > [Ether Ports] > [Electrical Lines] タブは GE_XPE カード ビューでのみ使用可能です
（GE_XPE ポートの PPM が FE モードで作成されている場合）。
ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、電気
回線設定を変更する GE_XPE カードをダブルクリックします。カード ビューが表示されます。
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ステップ 2

[Provisioning] > [Ether Ports] > [Electrical Lines] タブをクリックします。[Electrical Lines] タブは、
ONS-SC-E1-T1-PW または ONS-SC-E3-T3-PW SFP が挿入されているときにのみ表示されます。

ステップ 3

表 6-105 を参照して、[Electrical Lines] > [DS1] タブまたは [Electrical Lines] > [DS3] タブの任意の設
定を変更します。

表 6-105

パラメータ

[Port]

GE_XPE カードの電気回線設定

説明
（表示のみ）ポート番号（n-n）およ
びレート。

カード モード

オプション

• [L2-over-DWDM] —
• [10GE MXP]
• [20GE MXP]

[Port Name] （表示のみ）ポート名。

• [L2-over-DWDM] —
• [10GE MXP]
• [20GE MXP]

[Clock
Source]

クロック ソースを設定します。

• [L2-over-DWDM] デフォルト：
• [10GE MXP]

• [Internal]（ONS-SC-E3-T3-PW の場合）

• [20GE MXP]

• [Adaptive]（ONS-SC-E1-T1-PW の場合）
オプション：

• [Loopback Timing]
• [Internal]
• [Adaptive]

[Line Type]

回線タイプを設定します。

• [L2-over-DWDM] デフォルト：
• [10GE MXP]
• [20GE MXP]

• [C-BIT]（ONS-SC-E3-T3-PW ANSI の場
合）

• [Unframed]（ONS-SC-E3-T3-PW ETSI
の場合）

• [ESF]（ONS-SC-E1-T1-PW ANSI の場
合）

• [Framed]（ONS-SC-E1-T1-PW ETSI の場
合）
オプション：

• [G.751]（ETSI）
• [G.832]（ETSI）
• [C-BIT]（ANSI）
• [ESF]（ANSI）
• [M23]（ANSI）
• [Framed]（ETSI）
• [Unframed]（ETSI）
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表 6-105

GE_XPE カードの電気回線設定（続き）

パラメータ

説明

カード モード

[Line
Coding]

回線符号化を設定します。

オプション

• [L2-over-DWDM] デフォルト：
• [10GE MXP]
• [20GE MXP]

• [B3ZS]（ONS-SC-E3-T3-PW ANSI の場
合）

• [HDB3]（ONS-SC-E3-T3-PW ETSI の場
合）

• [B8ZS]（ONS-SC-E1-T1-PW ANSI の場
合）

• [HDB3]（ONS-SC-E1-T1-PW ETSI の場
合）
オプション：

• [AMI]（ETSI）
• [B3ZS]（ANSI）
• [B8ZS]（ANSI）
• [HDB3]（ETSI）

[Line
Length]

（ANSI のみ）回線長を設定します。

• [L2-over-DWDM] デフォルト：
• [10GE MXP]
• [20GE MXP]

• [0-225 ft]（ONS-SC-E3-T3-PW ANSI の
場合）

• [266-399 ft]（ONS-SC-E1-T1-PW ANSI
の場合）
オプション（ANSI のみ）：

• [0-133 ft]
• [0-225 ft]
• [133-266 ft]
• [225-450 ft]
• [266-399 ft]
• [399-533 ft]
• [533-655 ft]
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2
78-19286-01-J

6-239

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング

はじめる前に

DLP-G381 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE レ
イヤ 2 保護設定のプロビジョニング
このタスクでは、カードが L2-over-DWDM モードでプロビジョニングさ
れている場合に GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カー
ドのレイヤ 2 保護設定をプロビジョニングします。

目的

ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

（注）

このタスクを実行するには、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが
L2-over-DWDM モードになっている必要があります。カード モードを変更するには、「DLP-G379
GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モードの変更」（P.6-8）のタスクを実行し
ます。

（注）

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE レイヤ 2 保護設定は、VLAN リング全体に対して
計画する必要があります。リング内の 1 つのカードがマスター カードとしてプロビジョニングされ、
そのポートの 1 つが [Blocking] に設定されます。マスター カードは VLAN リング内の GE_XP、
10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE の保護スイッチングを調整します。

（注）

リング内の別のカードをマスター カードとしてイネーブルにすることを選択できます。ただし、マス
ター カードとしてプロビジョニングできるリング内のカードは 1 つのみです。別のカードがマスター
カードとしてイネーブルになった場合は、以前にマスターとして設定されていたカードの保護設定が
ディセーブルであることをできるだけ早く確認してください。このタスクを実行するには、
「DLP-G507 別の GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードのマスター カードとして
のイネーブル化」（P.6-241）の手順を実行します。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、保護
設定を変更する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブルクリックします。
カード ビューが表示されます。

ステップ 2

[Provisioning] > [Protection] タブをクリックします。

ステップ 3

[Status] カラムで、適切なテーブル セルをクリックしてドロップダウン リストから以下のいずれかを
選択することにより、ポート保護ステータスを変更します。

• [Forwarding]：ポートで受信されたイーサネット パケットを転送します。
• [Blocking]：ポートで受信されたイーサネット パケットをブロックします。

（注）

ステップ 4

VLAN リング内のマスター カードの 1 つのポートが [Blocking] に設定されている必要があり
ます。その他のすべてのポートが [Forwarding] に設定されている必要があります。

カードを VLAN リングの保護コーディネータとして機能させる場合は、[Master] チェックボックスを
オンにします。該当しない場合は、ステップ 5 に進みます。
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ステップ 5

[Protection] ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。
• [Enabled]：保護をイネーブルにします。
• [Disabled]：保護をディセーブルにします。
• [Forced]：SVLAN データベース内の SVLAN 保護構成に関係なく、すべての SVLAN を保護され
た SVLAN に変換します。これは、ポイントツーポイント線形トポロジに適用できます。SVLAN
保護は、プロビジョニングされている SVLAN 属性には関係なく、すべての SVLAN（保護されて
いる SVLAN と保護されていない SVLAN を含む）を保護パスに移動する必要があります。

ステップ 6

[Hold Off Time] ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選択します。
• [Disabled]（デフォルト）：Fast Automatic Protection Switch （FAPS）保護をディセーブルにしま
す。

• [50 msec]、[100 msec]、[200 msec]、[500 msec]、[1 sec]、[2 sec]、または [5 sec]：選択された期
間 FAPS 保護を遅らせます。

（注）

一貫性がある結果を取得するには、リング全体で Hold Off Time 値が同じであることを確認し
ます。

（注）

FAPS は VLAN でイネーブルである L2 保護です。ファイバ障害が発生すると、すぐに L1 保
護がトリガーされ、トラフィックが回復されます。Hold Off Time オプションを設定すると、
L2 FAPS 保護が L1 保護と同時にトリガーされないようになり、トラフィック ヒットが回避さ
れます。

ステップ 7

[Apply] をクリックします。

ステップ 8

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G507 別の GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードのマスター カードとしてのイネーブル化
目的

このタスクでは、カードが L2-over-DWDM モードでプロビジョニングさ
れているときに、安定した VLAN リングの別の GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、または 10GE_XPE カードをマスター カードとしてプロビジョ
ニングします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
「DLP-G381 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE レイヤ 2
保護設定のプロビジョニング」（P.6-240）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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（注）

このタスクを実行するには、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが
L2-over-DWDM モードになっている必要があります。カード モードを変更するには、「DLP-G379
GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モードの変更」（P.6-8）のタスクを実行し
ます。

（注）

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE レイヤ 2 保護は、VLAN リング全体に対してイ
ネーブルにする必要があります。リング内の 1 つのカードがマスター カードとしてプロビジョニング
され、そのポートの 1 つが [Blocking] に設定されます。マスター カードは、VLAN リング内の
GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの保護スイッチングを調整します。

（注）

リング内の別のカードをマスター カードとしてイネーブルにすることを選択できます。ただし、マス
ター カードとしてプロビジョニングできるリング内のカードは 1 つのみです。別のカードがマスター
カードとしてイネーブルになった場合は、以前にマスターとして設定されていたカードの保護設定が
ディセーブルであることをできるだけ早く確認してください。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、マス
ター カード プロビジョニングをイネーブルにする VLAN リング内の GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、
または 10GE_XPE カードをダブルクリックします。カード ビューが表示されます。次の手順を実行し
ます。

a. [Provisioning] > [Protection] タブをクリックします。
b. [Status] ドロップダウン リストで、トランク ポートに対して [Blocking] を選択します。

（注）

VLAN リング内のマスター カードの 1 つのポートが [Blocking] に設定されている必要があり
ます。その他のすべてのポートが [Forwarding] に設定されている必要があります。

c. VLAN リングの保護コーディネータとして機能するカードに対して、[Master] チェックボックス
をオンにします。

d. [Protection] ドロップダウン リストで、[Enabled] を選択します。
e. [Apply] をクリックします。
ステップ 2

他方のカードのマスター カード プロビジョニングがディセーブルになっている必要があります。次の
手順を実行します。

a. [Provisioning] > [Protection] タブをクリックします。
b. マスター ノード プロビジョニングをディセーブルにする必要があるカードに対して [Master]
チェックボックスをオフにします。

c. [Apply] をクリックします。
d. [Protection] ドロップダウン リストで、[Disabled] を選択します。
e. [Apply] をクリックします。
ステップ 3

ステップ 2 でディセーブルになったカードの保護を再度イネーブルにする必要があります。次の手順
を実行します。

a. [Provisioning] > [Protection] タブをクリックします。
b. [Protection] ドロップダウン リストで、[Enabled] を選択します。
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c. [Apply] をクリックします。
d. [Status] ドロップダウン リストで、両方のポートに対して [Forwarding] を選択します。
e. [Apply] をクリックします。
ステップ 4

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G382 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
NNI ポートの SVLAN の追加および除去
このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE の
ポートの Service Provider VLAN（SVLAN; サービス プロバイダー
VLAN）プロビジョニングを追加または除去します。この作業は
L2-over- DWDM モードの GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE カードにのみ適用されます。

目的

ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
「DLP-G421 SVLAN データベースの作成および保存」（P.8-60）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

（注）

このタスクを実行するには、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが
L2-over-DWDM モードになっている必要があります。カード モードを変更するには、「DLP-G379
GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モードの変更」（P.6-8）のタスクを実行し
ます。

（注）

この作業は、NNI としてプロビジョニングされているポートでのみ実行できます。「DLP-G380
GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードのイーサネット設定のプロビジョニング」
（P.6-226）のタスクを参照してください。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
SVLAN ポート設定を変更する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブルク
リックします。カード ビューが表示されます。

ステップ 2

[Provisioning] > [SVLAN] タブをクリックします。

ステップ 3

テーブルに表示される各 SVLAN について、[Port [port name]] テーブル セルの下のチェックボックス
をクリックし、SVLAN をそのポートに含めます。SVLAN を含めない場合は、チェックボックスをオ
フにします。

（注）

ステップ 4

[SVLAN] タブに SVLAN が表示されない場合、「DLP-G421 SVLAN データベースの作成およ
び保存」（P.8-60）のタスクを実行します。

[Apply] をクリックします。
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ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G383 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE の
サービス品質設定のプロビジョニング
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードのポートで QoS Class of Service（CoS; サービス クラス）出力
キューの Weighted Round Robin（WRR; 重み付きラウンドロビン）値お
よび帯域幅をプロビジョニングします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

このタスクを実行するには、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが
L2-over-DWDM モードになっており、ポートで QoS がイネーブルになっている必要があります。必
要に応じて、「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モードの変更」
（P.6-8）のタスクおよび「DLP-G380 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE カードの
イーサネット設定のプロビジョニング」（P.6-226）のタスクを参照してください。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、QoS
設定を変更する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [QoS] タブをクリックします。

ステップ 3

ウィンドウの下部の [Port] フィールドで、QoS 設定をプロビジョニングするポートを選択します。

ステップ 4

各 CoS 出力キュー（0 ～ 7）について、以下を定義します。

• [WRR weight]：CoS 出力キューの Weighted Round Robin（WRR; 重み付きラウンドロビン）レベ
ルを設定します。デフォルトは 1 です。範囲は 0 ～ 15 で、0 は完全優先です。）

（注）

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE では、8 個のキューのセットが定義さ
れ、各 CoS に対して 1 つのキューになります。それらのキューの 1 つのみに、0 WRR
weight（完全優先）を割り当てることができます。

• [Bandwidth]：CoS 出力キューに割り当てられる帯域幅を設定します。100 がデフォルトです。
ステップ 5

[Apply] をクリックします。確認ダイアログボックスで [Yes] をクリックします。

ステップ 6

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G470 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
Class of Service（CoS; サービス クラス）設定のプロビジョニング
目的

ツール / 機器
事前準備手順

（注）

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードの Class of Service（CoS; サービス クラス）設定をプロビジョニン
グします。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

このタスクを実行するには、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードが
L2-over-DWDM モードになっており、ポートで QoS がイネーブルになっている必要があります。必
要に応じて、「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モードの変更」
（P.6-8）のタスクおよび「DLP-G380 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE カードの
イーサネット設定のプロビジョニング」（P.6-226）のタスクを参照してください。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、CoS
設定を変更する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブルクリックします。

ステップ 2

以下のタスクを実行します。

• 「DLP-G384 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE の QinQ 設定のプロビジョニン
グ」（P.6-246）
• 「DLP-G383 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE のサービス品質設定のプロビ
ジョニング」（P.6-244）
ステップ 3

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G384 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE の
QinQ 設定のプロビジョニング
目的

ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードの UNI ポートの IEEE 802.1QinQ VLAN タグをプロビジョニング
します。QinQ タグは、タグ付きパケットにタグを付けて「二重タグ付
き」イーサネット フレームを生成することにより、VLAN 機能を拡張し
ます。サービス プロバイダーの場合、拡張された VLAN により特定のカ
スタマーに対して特定の VLAN で特定のサービスを提供できるようにな
り、その他のタイプのサービスをその他の VLAN でその他のカスタマー
に提供できます。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
「DLP-G421 SVLAN データベースの作成および保存」（P.8-60）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

（注）

このタスクを実行するには、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE が L2-over-DWDM
モードになっている必要があります。カード モードを変更するには、「DLP-G379 GE_XP、
10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モードの変更」（P.6-8）のタスクを実行します。

（注）

この作業は、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの UNI ポートに対してのみ実
行できます（ポートのイーサネット パラメータをプロビジョニングするには、「DLP-G380 GE_XP、
10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードのイーサネット設定のプロビジョニング」（P.6-226）
のタスクを参照してください）。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
QinQ 設定を変更する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブルクリックし
ます。

ステップ 2

[Provisioning] > [QinQ] タブをクリックします。

ステップ 3

[Port] フィールドをクリックし、QinQ をプロビジョニングするポートを選択します。
UNI モードで設定されているチャネル グループが物理ポートとともに [Port] フィールドに表示されま
す。

ステップ 4

[Mode] フィールドをクリックし、ドロップダウン リストから以下のいずれかのモードを選択します。
• [Selective]：着信イーサネット パケットは CVLAN および SVLAN テーブルと照合されます。
CVLAN が検出されない場合、そのパケットはドロップされます。
• [Transparent]：すべての着信パケットは、SVLAN フィールド内で選択された追加の VLAN を使
用して転送されます。

ステップ 5

[BPDU] フィールドをクリックし、以下の Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル
データ ユニット）モードの 1 つをドロップダウン リストから選択します。
• [Drop]（デフォルト）：オンの場合、以下のいずれかの宛先 MAC アドレスを持つ着信パケットは
ドロップされます。
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–

01-80-c2-00-00-00：IEEE 802.1D

–

01-80-c2-00-00-02：Link Aggregation Control Protocol（LACP）

–

01-80-0c-cc-cc-cc：VLAN Spanning Tree Plus（PVST+）

–

01-00-c-cc-cc-cc：Cisco Discovery Protocol（CDP）タイプ 0x2000、VLAN Trunk Protocol
（VTP; VLAN トランク プロトコル）タイプ 0x2003、Port Aggregation Protocol（PAgP; ポー
ト集約プロトコル）、タイプ 0x0104、Uni-Directional Link Detection （UDLD; 単方向リンク
検出）タイプ 0x111、Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコ
ル）タイプ 0x2004

• [Tunnel]：オンの場合、上にリストされている任意の宛先 MAC アドレスを透過的に送信します。
ステップ 6

[Mode] が [Selective] に設定されている場合は、次の手順を実行します。該当しない場合は、ステッ
プ 7 に進みます。
a. 行を追加するには、[Add] をクリックします。
b. [CVLAN] テーブルをクリックし、CVLAN 範囲を入力します。単一の値を入力するか、または範
囲の両端の間に「-」を使用して範囲を入力することができます。

（注）

ソフトウェア リリース 8.5 以前を使用している場合は、機能に特定の制限があるため
CVLAN 範囲を指定しないことを推奨します。

c. [SVLAN] テーブル セルをクリックし、ドロップダウン リストから SVLAN を選択します。
d. [Operation] テーブル セルをクリックし、操作を選択します。
–

[Add]：CVLAN の上部に SVLAN を追加します。

–

[Translate]：CVLAN は SVLAN 値を使用して変換されます。

–

[Double Add]：（GE_XPE カードおよび 10GE_XPE カードのみ）二重タグ付きパケットのみ
に内部 SVLAN と外部 SVLAN を追加します。CVLAN 設定は不要です。この二重タグ付き選
択的操作がポートに存在する場合、その他の選択的操作は存在できません。

–

[Translate Add]：（GE_XPE カードおよび 10GE_XPE カードのみ）CVLAN は内部 SVLAN
に変換され、その SVLAN が追加されます。

（注）

値 0 を持つ CVLAN は、「タグなしパケット」を意味します。

（注）

同じ SVLAN を介して複数の CVLAN を変換することはできません。

e. （GE_XPE カードおよび 10GE_XPE カードのみ）[COS] テーブル セルをクリックし、ドロップダ
ウン リストから値を選択します。

f. [Apply] をクリックします。
g. ステップ 10 に進みます。
ステップ 7

[Mode] が [Transparent] に設定されている場合は、[SVLAN] フィールドで、着信パケットに追加する
SVLAN を選択します。

ステップ 8

[DSCP-Cos mapping Table] をクリックして、各ポートの DSCP に基づいて CoS をプロビジョニングし
ます。

ステップ 9

各 DSCP について、0 ～ 7 の範囲の CoS 値を選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 10

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G221 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードの SVLAN の MAC アドレス ラーニングのイネーブル化
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードの SVLAN で MAC アドレス ラーニングをイネーブルにすること
ができます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

選択されたカードに VLAN がすでに作成されている必要があります。

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

MAC アドレス ラーニングをイネーブルにするノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）の
タスクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて次のタスクを実行します。

• 「DLP-G460 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの
SVLAN の MAC アドレス ラーニングのイネーブル化」（P.6-248）
• 「NTP-G226 PCLI を使用する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの
SVLAN 上の MAC アドレス ラーニングをイネーブルにする」（P.B-11）
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G460 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、また
は 10GE_XPE カードの SVLAN の MAC アドレス ラーニングのイ
ネーブル化
目的

このタスクでは、GE_XPE カードまたは 10GE_XPE カードのポートに接
続された SVLAN で MAC アドレス ラーニングをイネーブルにします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード
モードの変更」（P.6-8）

（注）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

このタスクを実行するには、GE_XPE カードまたは 10GE_XPE カードが L2-over-DWDM モードに
なっている必要があります。必要に応じて、「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE カード モードの変更」（P.6-8）のタスクを参照してください。
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ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
MAC アドレス ラーニングをイネーブルにする GE_XPE カードまたは 10GE_XPE カードをダブルク
リックします。

ステップ 2

ポートで MAC アドレス ラーニングをイネーブルにします。次の手順を実行します。

a. [Provisioning] > [Ethernet] をクリックします。
b. [MAC Learning] チェックボックスをオンにします。

（注）

GE_XP カードまたは 10 GE_XP カードでポート単位の MAC アドレス ラーニングが設定されている場
合は、GE_XPE カードまたは 10 GE_XPE カードにアップグレードする前に、SVLAN 単位の MAC ア
ドレス ラーニングをイネーブルにします。そうしないと、MAC アドレス ラーニングはディセーブル
になります。

ステップ 3

ポートに接続されている SVLAN で MAC アドレス ラーニングをイネーブルにします。次の手順を実
行します。

a. [SVLAN] > [SVLAN DB] タブをクリックします。
b. [Load] をクリックします。これにより、ネットワーク ノードまたはローカル ファイルから
SVLAN データベースがロードされ、ネットワーク ビュー VLAN DB テーブル内にある SVLAN
と置き換わります。

c. MAC アドレス ラーニングを設定する SVLAN（1 つまたは複数の SVLAN）に関連した [MAC
Learning] チェックボックスをオンにします。
d. [Store] をクリックします。これにより、新規設定が記録され、イネーブルになります。
ステップ 4

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G385 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードの MAC フィルタ設定のプロビジョニング
目的

このタスクでは、カードが L2-over-DWDM モードでプロビジョニングさ
れている場合に、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードの MAC アドレス フィルタをプロビジョニングします。MAC アド
レス フィルタは、パケットを受け入れるかまたはドロップする MAC ア
ドレスのリストです。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

このタスクを実行するには、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが
L2-over-DWDM モードになっている必要があります。カード モードを変更するには、「DLP-G379
GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モードの変更」（P.6-8）のタスクを実行し
ます。

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2
78-19286-01-J

6-249

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング

はじめる前に

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
MAC フィルタ設定を変更する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブルク
リックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Security] > [MAC Filter] タブをクリックします。

ステップ 3

MAC フィルタを作成するポートをクリックします。

ステップ 4

[Edit] をクリックします。

ステップ 5

[Edit MAC Address] ダイアログボックスで、[Add] をクリックします。MAC アドレス
00-00-00-00-00-00 を持つ新規テーブル エントリが表示されます。

ステップ 6

[MAC Address Port] フィールドで、フィルタする MAC アドレスをデフォルトの 00-00-00-00-00-00
アドレスの上に入力します。

ステップ 7

さらに MAC アドレスを追加する場合は、ステップ 5 および 6 を繰り返します（ポートあたり最大 8 個
の MAC アドレスを追加できます）。それ以外の場合は、[OK] をクリックします。

ステップ 8

[MAC Filter] テーブルで、[Allowed] チェックボックスをプロビジョニングします。
• オン：テーブルに入力されているアドレスとは異なる MAC アドレスはすべてドロップされます。
• オフ：テーブルに入力されているアドレスに一致する MAC アドレスはすべてドロップされます。

ステップ 9

[Apply] をクリックします。

ステップ 10

セットアップする GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの各ポートについて、ス
テップ 3 ～ 9 を繰り返します。

ステップ 11

元の手順（NTP）に戻ります。

NTP-G237 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードの SVLAN の MAC アドレスの取得

およびクリア
目的

この手順では、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カー
ドで学習された MAC アドレスを取得およびクリアします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

• 「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
• 「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カード モードの変更」（P.6-8）
• 「DLP-G221 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードの SVLAN の MAC アドレス ラーニングのイネーブル化」
（P.6-248）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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注意

（注）

学習された MAC アドレスの取得およびクリアは、CPU にかかる負担が大きく、トラフィックに影
響を与えます。MAC アドレスのクリアは、スケジューリングされたメンテナンス時間中にのみ
行ってください。

学習された MAC アドレスを CTC インターフェイスと TL1 インターフェイスの両方から同時に取得す
ることはできません。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
MAC アドレスを取得する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブルクリッ
クします。

ステップ 2

学習された MAC アドレスを取得するには、次の手順を実行します。

a. [Maintenance] > [MAC Addresses] > [Learned] をクリックします。
b. [SVLAN] フィールドに、有効な SVLAN 範囲を入力します。SVLAN の範囲は 1 ～ 4093 です。
c. [Refresh] をクリックします。
テーブルには以下のフィールドが表示されます。

–

[MAC Address]：ポートの MAC アドレスを表示します。

–

[VLAN]：ポートの VLAN 識別子を表示します。

–

[Port]：ポート番号を表示します。

カラムの見出しを右クリックすると、次のオプションが表示されます。

– [Row Count]：学習された MAC アドレスの取得数を表示します。
– [Sort Column]：カラムの値でテーブルをソートします。
– [Hide Column]：ビューのカラムを非表示にします。
– [Reorder Columns Visibility] ：非表示になっているカラムをすべて表示します。
ステップ 3

[Refresh] をクリックして、学習された MAC アドレスのリストをリフレッシュします。

ステップ 4

[Clear] をクリックして、カードのすべての SVLAN で学習された MAC アドレスをクリアします。

（注）
ステップ 5

SVLAN 単位で学習された MAC アドレスを削除することはできません。
カードの MAC アドレスを表示するには、「DLP-G546 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、または
10GE_XPE カードのカード MAC アドレスの表示」（P.6-252）のタスクを実行します。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。
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DLP-G546 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードのカード MAC アドレスの表示
目的

このタスクでは、カードの各クライアント、トランク ポート、および
CPU ポートの MAC アドレスを表示できます。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

ステップ 1

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

カードの MAC アドレスを表示するには、[Maintenance] > [MAC Addresses] > [Card] をクリックしま
す。各クライアント、トランク ポート、および CPU ポートの MAC アドレスが表示されます。
テーブルには以下のフィールドが表示されます。

• [Port]：ポート番号を表示します。
• [MAC Address]：ポートの MAC アドレスを表示します。
ステップ 2

元の手順に戻ります。

NTP-G311 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードのストーム制御設定のプロビジョニ
ング

（注）

目的

このタスクでは、カードが L2-over-DWDM モードでプロビジョニングさ
れている場合に、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードのストーム制御設定をプロビジョニングします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

なし

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

このタスクを実行するには、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードが
L2-over-DWDM モードになっている必要があります。カード モードを変更するには、「DLP-G379
GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード モードの変更」（P.6-8）のタスクを実行し
ます。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、ス
トーム制御設定を変更する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブルクリッ
クします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Security] > [Storm Control] タブをクリックします。
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ステップ 3

表 6-106 を参照して、任意の設定を変更します。
表 6-106
ストーム制御設定
パラメータ

[Port]
[DLF Storm Control]

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号（n-n）およびレート
（GE または TEN_GE）。
カードの DLF ストーム制御をイネーブルまたは
ディセーブルにします。

• オン：DLF ストーム
制御はイネーブルで
す。

• オフ：DLF ストーム
制御はディセーブルで
す。

[DLF Storm Control
Threshold (pps)]

1 秒あたりの不明ユニキャスト パケット数を設定 範囲：0 ～ 16777215（1
秒あたりのパケット数）
するしきい値。

[Mcast Storm
Control]

カードでマルチキャスト ストーム制御をイネー
ブルまたはディセーブルにします。

• オン：マルチキャスト
ストーム制御はイネー
ブルです。

• オフ：マルチキャスト
ストーム制御はディ
セーブルです。

[Mcast Storm Control 1 秒あたりのマルチキャスト パケット数を設定す 範囲：0 ～ 16777215（1
Threshold (pps)]
秒あたりのパケット数）
るしきい値。
[Bcast Storm Control] カードでブロードキャスト ストーム制御をイ
ネーブルまたはディセーブルにします。

• オン：ブロードキャス
ト ストーム制御はイ
ネーブルです。

• オフ：ブロードキャス
ト ストーム制御は
ディセーブルです。

[Bcast Storm Control
Threshold (pps)]
ステップ 4

1 秒あたりのブロードキャスト パケット数を設定 範囲：0 ～ 16777215（1
秒あたりのパケット数）
するしきい値。

[Apply] をクリックします。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

NTP-G205 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードでのリンク完全性のイネーブル化
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードでリンク完全性をイネーブルにします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

なし

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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ステップ 1

リンク完全性をイネーブルにするノードで「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行
します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて次のタスクを実行します。

• 「DLP-G509 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードでのリン
ク完全性のイネーブル化」（P.6-254）
• 「NTP-G216 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードのリンク
完全性をイネーブルにする」（P.B-12）
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G509 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、また
は 10GE_XPE カードでのリンク完全性のイネーブル化
目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードでリンク完全性をイネーブルにします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

ステップ 1
ステップ 2

（注）

ステップ 3

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

[View] メニューで、[Go to Network View] を選択します。
SVLAN プロファイルを作成またはロードします。SVLAN プロファイルを作成するには、
「DLP-G471 SVLAN プロファイルまたは CVLAN プロファイルの作成」（P.6-257）を参照してくださ
い。
プロファイルのリンク完全性をイネーブルにするための [Link Integrity] チェックボックスが選択され
ていることを確認し、ノードに保存してください。

SVLAN プロファイル（リンク完全性はイネーブル）をポート上の SVLAN に関連付けます。これを行
うには、次の手順を実行します。

a. ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ モード）で、
GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブルクリックします。カード
ビューが表示されます。

b. [Provisioning] > [Profiles Mapping] > [SVLAN] タブをクリックします。
c. [SVLAN to View] テキストボックスに、1 つまたは複数の SVLAN の範囲を入力します。

SVLAN および使用可能なポートを表示するテーブルが表示されます。作成した SVLAN プロファ
イルを SVLAN およびポートに適用する必要があります。ただし、SVLAN がすでに QinQ タブを
介してポートに関連付けられていることを確認してください（SVLAN をポートに関連付ける方法
については、
「DLP-G384 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE の QinQ 設定のプロ
ビジョニング」（P.6-246）のタスクを参照してください）。
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d. ポートの SVLAN を選択し、ドロップ ボックスから使用可能な SVLAN プロファイルを選択しま
す。

e. [Apply] をクリックします。
ステップ 4

AIS アクションは、UNI ポート単位で設定する必要があります。[AIS action] ドロップダウン リストか
ら [None] または [Squelch] を選択します。手順の詳細については、「DLP-G380 GE_XP、10GE_XP 、
GE_XPE、および 10GE_XPE カードのイーサネット設定のプロビジョニング」（P.6-226）のタスクを
参照してください。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

NTP-G289 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードの CVLAN レート制限のプロビジョ

ニング

目的

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードの CVLAN レート制限をプロビジョニングします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

チャネル グループの CVLAN レート制限はプロビジョニングできません。

ステップ 1

CVLAN レート制限をプロビジョニングするノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタ
スクを実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

[View] メニューで、[Go to Network View] を選択します。

ステップ 3

[Committed Info Rate]、[Committed Burst]、[Excess Info]、[Excess Burst] を設定することにより、
CVLAN プロファイルを作成またはロードします。CVLAN プロファイルを作成するには、
「DLP-G471 SVLAN プロファイルまたは CVLAN プロファイルの作成」（P.6-257）のタスクを参照し
てください。

ステップ 4

CVLAN プロファイルを UNI ポート上の CVLAN に関連付けます。これを行うには、次の手順を実行
します。

a. ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ モード）で、
GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードをダブルクリックします。カード
ビューが表示されます。

b. [Provisioning] > [Profiles Mapping] > [CVLAN] タブをクリックします。
c. [CVLANS to View] テキストボックスに 1 つまたは複数の CVLAN の範囲を入力します。

CVLAN および使用可能なポートを表示するテーブルが表示されます。作成した CVLAN プロ
ファイルを CVLAN およびポートに適用する必要があります。ただし、CVLAN がすでに QinQ タ
ブを介してポートに関連付けられていることを確認してください（CVLAN プロファイルを UNI
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ポートに関連付ける方法については、「DLP-G384 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および
10GE_XPE の QinQ 設定のプロビジョニング」（P.6-246）のタスクを参照してください）。

d. 指定されたポートの CVLAN を選択し、ドロップダウン リストから使用可能な CVLAN プロファ
イルを選択します。

e. [Apply] をクリックします。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

NTP-G208 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードの SVLAN レート制限のプロビジョ

ニング

目的
ツール / 機器
事前準備手順
必須 / 適宜

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードの SVLAN レート制限をプロビジョニングします。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

SVLAN レート制限をイネーブルにするノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスク
を実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて次のタスクを実行します。

• 「DLP-G515 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの
SVLAN レート制限のプロビジョニング」（P.6-256）
• 「NTP-G225 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの
SVLAN レート制限をプロビジョニングする」（P.B-14）
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G515 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、また
は 10GE_XPE カードの SVLAN レート制限のプロビジョニング
目的
ツール / 機器
事前準備手順
必須 / 適宜

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードの SVLAN レート制限をプロビジョニングします。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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ステップ 1

[View] メニューで、[Go to Network View] を選択します。

ステップ 2

Committed Info Rate、Committed Burst、Excess Info、Excess Burst を設定することにより、SVLAN
プロファイルを作成またはロードします。SVLAN プロファイルを作成するには、「DLP-G471
SVLAN プロファイルまたは CVLAN プロファイルの作成」（P.6-257）のタスクを参照してください。

ステップ 3

SVLAN プロファイルをポート上の SVLAN に関連付けます。これを行うには、次の手順を実行しま
す。

a. ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ モード）で、
GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードをダブルクリックします。カード
ビューが表示されます。

b. [Provisioning] > [Profiles Mapping] > [SVLAN] タブをクリックします。
c. [SVLAN to View] テキストボックスに、1 つまたは複数の SVLAN の範囲を入力します。

SVLAN および使用可能なポートを表示するテーブルが表示されます。作成した SVLAN プロファ
イルを SVLAN およびポートに適用する必要があります。ただし、SVLAN がすでに QinQ タブを
介してポートに関連付けられていることを確認してください（SVLAN プロファイルを UNI ポー
トに関連付ける方法については、
「DLP-G384 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE 、および 10GE_XPE
の QinQ 設定のプロビジョニング」（P.6-246）のタスクを、NNI ポートに関連付ける方法について
は、「DLP-G382 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE NNI ポートの SVLAN の追
加および除去」（P.6-243）のタスクを参照してください）。
d. 指定されたポートの SVLAN を選択し、ドロップダウン リストから使用可能な SVLAN プロファ
イルを選択します。

e. [Apply] をクリックします。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G471 SVLAN プロファイルまたは CVLAN プロファイルの作
成
目的

このタスクでは、SVLAN プロファイルを作成します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

SVLAN または CVLAN プロファイルをチャネル グループに関連付けることはできません。CVLAN
プロファイルは UNI ポートにのみ関連付けることができます。

ステップ 1

[View] メニューで、[Go to Network View] を選択します。

ステップ 2

[Provisioning] > [SVLAN] > [Profiles] タブをクリックします。

ステップ 3

[Add] をクリックすると、プロファイルが [Profiles] タブに追加されます。以下のように、任意の設定
を変更します。
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• [Name]：プロファイル名は、英数字および特殊文字で 32 文字までです。
• [Committed Info Rate]：サービス プロバイダーのサービス レベル契約で指定されている保証情報
レートを設定します。デフォルト値は 100 で、範囲は 0 ～ 100 % です。
• [Committed Burst]：1 秒あたりの最大転送ビット数を設定します。
• [Excess Info]：サービス プロバイダーのサービス レベル契約で指定されている超過レートを設定
します。デフォルト値は 100 で、範囲は 0 ～ 100 % です。ただし、この値は Committed Info Rate
以上である必要があります。

• [Excess Burst]：認定バースト レートを転送できない場合にその後の転送で信用される最大ビット
数。

• [Link Integrity]：SVLAN プロファイルのリンク完全性をイネーブルにします。CVLAN プロファ
イルを作成している場合は、このチェックボックスをオンにしないでください。

（注）

10GE_XP カードおよび 10GE_XPE カードで [Committed Info Rate] を 40 % より高く設定する場合、
[Committed Burst Size] および [Excess Burst Size] を少なくとも 32K に設定する必要があります。
[Committed Burst Size] および [Excess Burst Size] は、パケット サイズと [Committed Info Rate] の値
に基づいて大きくすることができます。

ステップ 4

[Store] をクリックします。

ステップ 5

[Store Profile(s)] ダイアログボックスで、次のいずれかを選択します。
• [To Node(s)]：SVLAN プロファイルを 1 つ以上のネットワーク ノードに格納します。SVLAN プ
ロファイルを格納するネットワーク ノードを選択します。複数のノードを選択するには、Shift
キーを押すか、または [Select All] をクリックします。
• [To File]：SVLAN プロファイルをファイルに格納します。ファイル名を入力してから [Browse]
をクリックし、ファイルを格納するローカル ドライブまたはネットワーク ドライブにナビゲート
します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

ステップ 7

元の手順（NTP）に戻ります。

NTP-G204 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードでの IGMP スヌーピングのイネーブ
ル化

目的

この手順では、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カー
ドの SVLAN ごとに Internet Group Management Protocol（IGMP; イン
ターネット グループ管理プロトコル）スヌーピングをイネーブルにしま
す。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

なし

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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ステップ 1

IGMP スヌーピングをイネーブルにするノードで「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスク
を実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて次のタスクを実行します。

• 「DLP-G511 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードでの
IGMP スヌーピング、IGMP 高速脱退、および IGMP レポート抑制のイネーブル化」（P.6-259）の
タスク。

• 「NTP-G220 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの IGMP
スヌーピングをイネーブルにする」（P.B-15）のタスク。
• 「NTP-G217 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの IGMP
高速脱退処理をイネーブルにする」（P.B-16）の手順。
• 「NTP-G219 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの IGMP
レポート抑制をイネーブルにする」（P.B-18）の手順。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G511 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、また
は 10GE_XPE カードでの IGMP スヌーピング、IGMP 高速脱退、お
よび IGMP レポート抑制のイネーブル化
目的

この手順では、CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードでの IGMP スヌーピング、IGMP 高速脱退、および
IGMP レポート抑制をイネーブルにする方法を説明します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

[View] メニューで、[Go to Network View] を選択します。

ステップ 2

[Provisioning] > [SVLAN] > [SVLAN DB] タブをクリックします。[Load] をクリックして、IGMP を
イネーブルにする必要があるカードに SVLAN をロードします。

ステップ 3

テーブルに表示される各 SVLAN について、以下を選択します。

• [IGMP]：選択された SVLAN で IGMP をイネーブルにするには、[IGMP] チェックボックスをオ
ンにします。

• [IGMP Fast Leave]：[IGMP Fast Leave] をオンにすると、そのポートで IGMP, version 2
（IGMPv2）脱退メッセージが検出された場合、スイッチは即座にそのポートを IP マルチキャスト
グループから除去します。

• [IGMP Suppression]：単一のクエリーに応答して単一の IGMP レポートを各マルチキャスト グ
ループに送信することをイネーブルにするには、[IGMP Suppression] チェックボックスをオンに
します。
ステップ 4

[Store SVLAN DB] をクリックします。
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ステップ 5

[Store SVLAN DB] ダイアログボックスで、次のいずれかを選択します。
• [To Node/Shelf/Card]：ノードおよびシェルフを選択します。L2 over DWDM モードである
GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードがすべて表示されます。SVLAN DB
を格納するカードを選択します。

• SVLAN データベースを 1 つ以上のネットワーク ノードに格納します。SVLAN データベースを格
納するネットワーク ノードを選択します。複数のノードを選択するには、Shift キーを押すか、ま
たは [Select All] をクリックします。
• [To File]：SVLAN データベースをファイルに格納します。ファイル名を入力してから [Browse]
をクリックし、ファイルを格納するローカル ドライブまたはネットワーク ドライブにナビゲート
します。

• ステップ 3 での変更内容を保存するカードを選択します。
ステップ 6

（注）

[OK] をクリックします。
すべての IP マルチキャストの転送テーブルにマルチキャスト対応ポートを追加する場合は、
「DLP-G380 GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、および 10GE_XPE カードのイーサネット設定のプロビ
ジョニング」
（P.6-226）のタスクで説明されているように [IGMP Static Router Port] チェックボックス
を選択します。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

NTP-G206 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードの MVR のイネーブル化
目的

この手順では、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カー
ドで Multicast VLAN Registration（MVR; マルチキャスト VLAN レジス
トレーション）をイネーブルにします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

なし

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

IGMP スヌーピングをイネーブルにするノードで「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスク
を実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて次のタスクを実行します。

• 「DLP-G513 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードでの
MVR のイネーブル化」（P.6-261）のタスク。
• 「NTP-G224 PCLI を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの MVR
をイネーブルにする」（P.B-19）のタスク。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。
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DLP-G513 CTC を使用した GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、また
は 10GE_XPE カードでの MVR のイネーブル化
この手順では、CTC を使用して GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードで Multicast VLAN Registration（MVR; マルチキャス
ト VLAN レジストレーション）をイネーブルにします。

目的

ツール / 機器
事前準備手順

ステップ 1

（注）

なし
「DLP-G382 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE NNI
ポートの SVLAN の追加および除去」（P.6-243）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ モード）で、
MVR をイネーブルにする GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブルクリッ
クします。カード ビューが表示されます。

そのカードに少なくとも 1 つの SVLAN が設定されている必要があります。

ステップ 2

[Provisioning] > [MVR] タブをクリックします。[MVR Settings] タブが表示されます。

ステップ 3

[Enabled] チェックボックスをオンにし、以下の情報を入力します。
• [IGMP CVLAN]：CVLAN で IGMP スヌーピングをイネーブルにするためのチェックボックス。
このチェックボックスは、MVR が [Enabled] チェックボックスを使用してイネーブルになってい
る場合にのみ表示されます。

• [Multicast SVLAN]：MVR SVLAN ID を選択します。デフォルト値は、そのカードに設定されて
いる最小の ID を持つ SVLAN です。ドロップボックスに、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、また
は 10GE_XPE カード上のすべての SVLAN が表示されます。

（注）

ここで選択した SVLAN は UNI ポートには使用できません。NNI ポートで対応する SVLAN
がオンになっていることを確認してください。

• [Multicast Address]：指定されたマルチキャスト グループ アドレスを MVR マルチキャスト グ
ループとして設定します。デフォルトのアドレスは 239.255.255.255 で、範囲は 224.0.0.0 ～
239.255.255.255 です。サブ範囲 [224-239].[0/128].0.x は除きます。
• [Count]：追加マルチキャスト グループ アドレスの範囲を設定します。デフォルトは 1 で、範囲は
1 ～ 256 です。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G386 ギガビット イーサネットのトランク ポート アラームおよ
び TCA のしきい値のプロビジョニング
このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードのトランク ポート アラームおよび TCA のしきい値を変更します。

目的
ツール / 機器
事前準備手順

（注）

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードには 2 つのトランク ポートがあります。
GE_XP および GE_XPE のトランク ポートは、カード グラフィック上では 21-1 と 22-1、Optics
Thresholds テーブル上では 21（トランク）と 22（トランク）です。10GE_XP および 10GE_XPE の
トランク ポートは、カード グラフィック上では 3-1 と 4-1、Optics Thresholds テーブル上では 3（ト
ランク）と 4（トランク）です。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク ポート アラームおよび TCA の設定を変更する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。
（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

（注）

カードへのファイバ インターフェイスを提供するために TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、10GE_XPE、または ADM-10G カードの前面プレートに接続されるハードウェア
デバイスは、Small Form-Factor Pluggable（SFP または XFP）と呼ばれます。CTC では、SFP
および XFP を Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）と呼びます。SFP
および XFP は、ポートに接続されて、ポートを光ファイバ ネットワークに接続する、ホット
スワップ可能な入出力デバイスです。マルチレート PPM にはプロビジョニング可能なポート
レートとペイロードがあります。SFP および XFP の詳細については、『Cisco ONS 15454
DWDM Reference Manual』で「Transponder and Muxponder Cards」の章を参照してくださ
い。

ステップ 3

TCA が選択されていない場合は、[TCA] をクリックして [Refresh] をクリックします。TCA が選択さ
れている場合は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 4

トランク ポートの TCA しきい値が表 6-107 に示されているようにプロビジョニングされていることを
確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを行うには、変更するしき
い値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押します。
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表 6-107

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードのトランク インターフェイス TCA
しきい値

TCA RX
着脱可能ポート モジュール Power
High
（XFP）
XFP WDM no FEC
-7

ステップ 5

TCA TX
Power
High

TCA TX
Power
Low

-23

6

-4

XFP WDM standard FEC

-7

-27

6

-4

XFP WDM Enhanced FEC

-7

-27

6

-4

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。
（注）

ステップ 6

TCA RX
Power
Low

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

トランク ポートのアラームしきい値が表 6-108 に示されているようにプロビジョニングされているこ
とを確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを行うには、変更する
しきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押します。
表 6-108

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードのトランク インターフェイス ア
ラームしきい値

Alarm RX
着脱可能ポート モジュール Power
High
（XFP）

Alarm RX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

XFP WDM no FEC

-5

-26

5

-3

XFP WDM standard FEC

-5

-30

5

-3

XFP WDM Enhanced FEC

-5

-30

5

-3

ステップ 7

[Apply] をクリックします。

ステップ 8

ステップ 3 ～ 7 を繰り返して、2 番めのトランク ポートをプロビジョニングします。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G387 ギガビット イーサネットのクライアント ポート アラーム
および TCA のしきい値のプロビジョニング
目的

ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードのクライアント ポート アラームおよび TCA のしきい値をプロビ
ジョニングします。
なし
「DLP-G277 マルチレート PPM のプロビジョニング」（P.6-11）
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

必須
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オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

（注）

GE_XP カードには 20 個のクライアント ポートがあります。ポートは、カード グラフィック上では
1-1 ～ 20-1、Optics Thresholds テーブル上では 1（クライアント）～ 20（クライアント）です。
10GE_XP カードには 2 個のクライアント ポートがあります。ポートは、カード グラフィック上では
1-1 と 2-1、Optics Thresholds テーブル上では 1（クライアント）と 2（クライアント）です。

（注）

カードへのファイバ インターフェイスを提供するために TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、10GE_XPE、または ADM-10G カードの前面プレートに接続されるハードウェア デバイス
は、Small Form-Factor Pluggable（SFP または XFP）と呼ばれます。CTC では、SFP および XFP を
Pluggable Port Module（PPM; 着脱可能ポート モジュール）と呼びます。SFP および XFP は、ポート
に接続されて、ポートを光ファイバ ネットワークに接続する、ホットスワップ可能な入出力デバイス
です。マルチレート PPM にはプロビジョニング可能なポート レートとペイロードがあります。SFP お
よび XFP の詳細については、『Cisco ONS 15454 DWDM Reference Manual』で「Transponder and
Muxponder Cards」の章を参照してください。

ステップ 1

ステップ 2

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、クラ
イアント ポート アラームおよび TCA の設定を変更する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または
10GE_XPE カードをダブルクリックします。

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。デフォルトでは、TCA しきい値が表示さ
れます。

ステップ 3

TCA が選択されていない場合は、[TCA] をクリックして [Refresh] をクリックします。TCA が選択さ
れている場合は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 4

クライアント ポートの TCA しきい値が表 6-109 に示されているようにプロビジョニングされているこ
とを確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを行うには、変更する
しきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押します。
表 6-109

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードのクライアント インターフェイス
TCA しきい値

TCA RX
Power
High

TCA RX
Power
Low

TCA TX
Power
High

TCA TX
Power
Low

10GE LAN PHY 10GBASE-LR

1

-14

5

-12

1000Base-SX（1Gbps）1
1000Base-LX 1

0

-17

3

-16

-3

-20

3

-16

着脱可能ポート モジュール
（XFP）

1. ギガビット イーサネット クライアント

（注）

ステップ 5

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。
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（注）
ステップ 6

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

クライアント ポートのアラームしきい値が表 6-110 に示されているようにプロビジョニングされてい
ることを確認します。必要に応じて新しいしきい値をプロビジョニングします。これを行うには、変更
するしきい値をダブルクリックし、値を削除し、新しい値を入力して Enter を押します。
表 6-110

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードのクライアント インターフェイス
アラームしきい値

Alarm RX
Power
High

Alarm RX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

10GE LAN PHY 10GBASE-LR

3

-16

1

-8

1000Base-SX（1Gbps）1

3

-20

-2

-12

1000Base-SX（2Gbps）1
1000Base-LX 1

3

-18

-2

-12

0

-23

-1

-12

着脱可能ポート モジュール
（XFP）

1. ギガビット イーサネット クライアント

ステップ 7

[Apply] をクリックします。

ステップ 8

ステップ 3 ～ 7 を繰り返して、追加の各クライアント ポートをプロビジョニングします。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G388 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードの RMON しきい値の変更
目的
ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE
カードの RMON しきい値設定を変更します。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
RMON しきい値を変更する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードを表示します。

ステップ 2

[Provisioning] > [RMON Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

[Create] をクリックします。[Create Threshold] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Port] ドロップダウン リストで、個々のポートを選択するか、または [All] を選択してすべてのポート
の RMON しきい値をプロビジョニングします。

ステップ 5

[Variable] ドロップダウン リストで、イーサネット変数を選択します。使用可能なイーサネット
RMON 変数のリストについては、表 6-111 を参照してください。
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（注）

表 6-111

変数の説明は、以下の Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委
員会）の Requests for Comment（RFC）から取得しました。RFC 3635、RFC 2233、および
RFC 1757。詳しくは、RFC を参照してください。

ギガビット イーサネット \RMON の変数

変数

説明

rxTotalPkts

受信パケットの合計数。

ifInUcastPkts

このサブレイヤから上位（サブ）レイヤに配信されたパケットの数。これらは、この
サブレイヤでマルチキャスト アドレスまたはブロードキャスト アドレスにアドレス指
定されなかったパケットです。

ifInMulticastPkts

このサブレイヤにより上位（サブ）レイヤに送信されたパケットのうち、宛先がこの
サブレイヤのマルチキャスト アドレスであったパケットの合計数。MAC レイヤ プロ
トコルの場合、これにはグループ アドレスと機能アドレスの両方が含まれます。

ifInBroadcastPkts

このサブレイヤにより上位（サブ）レイヤに送信されたパケットのうち、宛先がこの
サブレイヤのブロードキャスト アドレスであったパケットの合計数。

ifInDiscards

エラーが検出されなかったにもかかわらず、上位レイヤ プロトコルに配信されないよ
うにするために廃棄することが選択された着信パケットの数。そのようなパケットの
廃棄について 1 つの考えられる理由は、バッファ スペースの解放です。

ifInOctets

インターフェイスで受信したオクテットの合計数（フレーミング文字を含む）。

ifOutOctets

インターフェイスから送信されたオクテットの合計数（フレーミング文字を含む）。

txTotalPkts

送信されたパケットの合計数。

ifOutMulticastPkts

上位レイヤ プロトコルから送信が要求されて、宛先がこのサブレイヤのマルチキャス
ト アドレスであったパケットの合計数（廃棄または送信されていないものも含む）。
MAC レイヤ プロトコルの場合、これにはグループ アドレスと機能アドレスの両方が
含まれます。

ifOutBroadcastPkts

上位レイヤ プロトコルから送信が要求されて、宛先がこのサブレイヤのブロードキャ
スト アドレスであったパケットの合計数（廃棄または送信されていないものも含む）。

ifOutDiscards

エラーが検出されなかったにもかかわらず、送信されないようにするために廃棄する
ことが選択された発信パケットの数。そのようなパケットの廃棄について 1 つの考え
られる理由は、バッファ スペースの解放です。

IfOutErrors

エラーが原因で送信できなかった発信パケットまたは伝送ユニットの数。

dot3StatsFCSErrors

特定のインターフェイスで受信され、長さが整数のオクテットであるが、FCS 検査を
通過しないフレームの数。

dot3StatsFrameTooLong

特定のインターフェイス上で受信された最大許可フレーム サイズを超えるフレームの
数。

dot3ControlInUnknownOpCode

このインターフェイス上で受信されたこのデバイスではサポートされていない演算
コードを含む MAC 制御フレームの数。

dot3InPauseFrames

PAUSE 操作を示す演算コードを含む、このインターフェイスで受信した MAC 制御フ
レームのカウント。

dot33StatsFCSErrors

特定のインターフェイスで受信され、長さが整数のオクテットであるが、FCS 検査を
通過しないフレームの数。

dot3StatsFrameTooLong

特定のインターフェイス上で受信された最大許可フレーム サイズを超えるフレームの
数。
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表 6-111

ギガビット イーサネット \RMON の変数（続き）

変数

説明

dot3ControlInUnknownOpCode

このインターフェイス上で受信されたこのデバイスではサポートされていない演算
コードを含む MAC 制御フレームの数。

dot3InPauseFrames

PAUSE 操作を示す演算コードを含む、このインターフェイスで受信した MAC 制御フ
レームのカウント。

dot3OutPauseFrames

PAUSE 操作を示す演算コードを含む、このインターフェイスで送信した MAC 制御フ
レームのカウント。

etherStatsCRCAlignErrors

長さが 64 オクテット以上 1518 オクテット以下（フレーミング ビットは除くが、FCS
オクテットは含む）で、整数のオクテットを持つ不良 FCS（FCS エラー）または非整
数のオクテットを持つ不良 FCS（アラインメント エラー）のいずれかがあった受信パ
ケットの合計数。

etherStatsUndersizePkts

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）が 64 オクテット未満で
あるが、それ以外の形式は良好であった、受信パケットの合計数。

etherStatsFragments

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）が 64 オクテット未満
で、整数オクテット長の不良 Frame Check Sequence（FCS; フレーム チェック シーケ
ンス）（FCS エラー）または非整数の不良 FCS のいずれかを含む、受信パケットの合
計数。

etherStatsPkts

受信されたパケット（不良パケット、ブロードキャスト パケット、およびマルチキャ
スト パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts64Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）が 64 オクテットの受信
パケット（不良パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts65to127Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）が 65 ～ 127 オクテッ
トの受信パケット（エラー パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts128to255Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）が 128 ～ 255 オクテッ
トの受信パケット（エラー パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts256to511Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）が 256 ～ 511 オクテッ
トの受信パケット（エラー パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts512to1023Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）が 512 ～ 1023 オク
テットの受信パケット（エラー パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts1024to1518Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）が 1024 ～ 1518 オク
テットの受信パケット（エラー パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts1519to1522Octets

長さが 1519 オクテット以上 1522 オクテット以下（フレーミング ビットを除くが、
FCS オクテットは含む）の受信パケット（エラー パケットを含む）の合計数。
（注）

この変数はクライアント ポートでのみサポートされます。

etherStatsBroadcastPkts

ブロードキャスト アドレスに送信された受信正常パケットの合計数。

etherStatsMulticastPkts

マルチキャスト アドレスに送信された受信正常パケットの合計数。この数には、ブ
ロードキャスト アドレス宛てのパケットは含まれていないことに注意してください。

etherStatsOversizePkts

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）が 1518 オクテットを
超えるが、それ以外の形式は良好であった、受信パケットの合計数。

etherStatsJabbers

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）が 1518 オクテットを
超え、整数オクテット長ではないか、不良 FCS を含む、受信パケットの合計数。

etherStatsOctets

ネットワーク上での受信データ（不良パケット内のデータを含む）のオクテットの合
計数（フレーミング ビットを除くが、FCS オクテットは含む）。
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ステップ 6

[Alarm Type] ドロップダウン リストを使用して、上昇しきい値、下限しきい値、または上昇しきい値
と下限しきい値の両方のいずれでイベントがトリガーされるのかを指定します。

ステップ 7

[Sample Type] ドロップダウン リストで [Relative] または [Absolute] を選択します。[Relative] の場合
は、ユーザ設定によるサンプリング期間内の発生回数を使用するようにしきい値が制限されます。
[Absolute] の場合は、期間を問わず、合計発生回数を使用するようにしきい値が設定されます。

ステップ 8

[Sample Period] に適切な秒数を入力します。

ステップ 9

[Rising Threshold] に適切な発生回数を入力します。
上昇タイプのアラームの場合は、下限しきい値より小さい値から上昇しきい値より大きい値まで測定値
が変化する必要があります。たとえば、15 秒間ごとに 1000 回のコリジョンに設定されている上昇しき
い値未満で稼動しているネットワークで問題が起こり、15 秒間に 1001 回のコリジョンが発生すると、
発生回数がしきい値を超えるためにアラームがトリガーされます。

ステップ 10

[Falling Threshold] フィールドに適切な発生回数を入力します。通常は、下限しきい値を上昇しきい値
より低く設定します。
下限しきい値は上昇しきい値と対照的なしきい値です。上昇しきい値を超えていた発生回数が下限しき
い値未満になると、上昇しきい値がリセットされます。たとえば、15 秒間に 1001 回のコリジョンを発
生させていたネットワークの問題が収束して 15 秒に発生するコリジョンが 799 回だけになった場合、
発生回数は下限しきい値の 800 コリジョン未満になります。これにより、上昇しきい値がリセットさ
れるため、ネットワーク コリジョンが再び急増して 15 秒間に 1000 回を超えると、上昇しきい値を超
えるときにイベントが再度トリガーされます。イベントは上昇しきい値を初めて超えるときだけにトリ
ガーされます（このようにしないと、1 回のネットワークの問題で上昇しきい値を複数回超えて、イベ
ントをフラッディングさせるおそれがあります）。

ステップ 11

[OK] をクリックします。

ステップ 12

すべての RMON しきい値を表示するには、[Show All RMON thresholds] をクリックします。該当しな
い場合は、ステップ 12 に進みます。

ステップ 13

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G389 ギガビット イーサネット光転送ネットワークの変更
目的

ツール / 機器
事前準備手順

このタスクでは、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE
カードの Optical Transport Network（OTN; 光転送ネットワーク）の設定
を変更します。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
OTN 設定を変更する GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードをダブルクリックし
ます。

ステップ 2

[Provisioning] > [OTN] タブをクリックし、[OTN Lines]、[G.709 Thresholds]、[FEC Thresholds]、ま
たは [Trail Trace Identifier] の、いずれかのサブタブを選択します。

ステップ 3

表 6-112 ～ 6-115 を参照して、任意の設定を変更します。
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（注）

[Near End] と [Far End]、[15 Min] と [1 Day]、および [SM] と [PM] は、個別に変更する必要
があります。これを行うには、適切なオプション ボタンを選択し、[Refresh] をクリックしま
す。

表 6-112 では、[Provisioning] > [OTN] > [OTN Lines] タブの値を説明します。
表 6-112

パラメータ

[Port]

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの OTN 回線設定

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号および説明。

3（トランク）および 4（トランク）。
10GE_XP カードおよび 10GE_XPE カー
ド

[ITU-T G.709
OTN]
[FEC]
[SF BER]
[SD BER]

ITU-T G.709 に基づいて OTN 回線を設
定します。

21（トランク）および 22（トランク）。
GE_XP カードおよび GE_XPE カード
• [Enable]
• [Disable]

OTN 回線を Forward Error Correction
（FEC; 前方誤り訂正）に設定します。

• [Standard]

（表示のみ）信号障害ビット エラー レー
トを設定します。

• [1E-5]

信号劣化ビット エラー レートを設定しま
す。

• [Enhanced]

• [1E-5]
• [1E-6]
• [1E-7]
• [1E-8]
• [1E-9]

表 6-113 では、[Provisioning] > [OTN] > [ITU-T G.709 Thresholds] タブの値を説明します。
表 6-113

パラメータ

[Port]

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの ITU-T G.709 しきい値設定

説明
（表示のみ）ポート番号およ
び説明。

オプション

3（トランク）および 4（トランク）。10GE_XP
カードおよび 10GE_XPE カード
21（トランク）および 22（トランク）。GE_XP
カードおよび GE_XPE カード

[ES]

エラー秒数

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。

[SES]

重大エラー秒数

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。
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表 6-113

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの ITU-T G.709 しきい値設定

パラメータ

説明

オプション

[UAS]

使用不可秒数

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。

[BBE]

バックグラウンド ブロック
エラー

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。

[FC]

障害カウンタ

数値。[Near End] または [Far End]、15 分または 1
日間隔、あるいは [SM]（OTUk）と [PM]
（ODUk）で設定できます。項目を選択し、
[Refresh] をクリックします。

表 6-114 では、[Provisioning] > [OTN] > [FEC Threshold] タブの値を説明します。
表 6-114

パラメータ

[Port]

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、または 10GE_XPE カードの FEC しきい値設定

説明
（表示のみ）ポート番号および説明。

オプション

3（トランク）および 4（トランク）。
10GE_XP カードおよび 10GE_XPE カー
ド

21（トランク）および 22（トランク）。
GE_XP カードおよび GE_XPE カード
[Bit Errors
Corrected]

訂正ビット エラー数の値を設定します。 数値。15 分または 1 日の間隔で設定でき
ます。

[Uncorrectable 訂正不可能なワード数の値を設定しま
Words]
す。

数値。15 分または 1 日の間隔で設定でき
ます。

表 6-115 では、[Provisioning] > [OTN] > [Trail Trace Identifier] タブの値を説明します。
表 6-115

パラメータ

[Port]
[Level]

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードの Trail Trace Identifier 設定

説明
（表示のみ）ポート番号。
レベルを設定します。

オプション

2
• [Section]
• [Path]

[Received
Trace Mode]

トレース モードを設定します。

• [Off/None]
• [Manual]
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表 6-115

GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードの Trail Trace Identifier 設定（続

パラメータ

説明

オプション

[Transmit]

現在の送信文字列を表示し、新規の送信
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

トレース文字列サイズの文字列

[Disable FDI
on TTIM]

このボックスをオンにすると、J0 オー
バーヘッド文字列の不一致が原因で

Trace Identifier Mismatch on Section
オーバーヘッド アラームが発生しても、
Forward Defect Indication（FDI; 順方向
障害通知）信号がダウンストリーム ノー
ドに送信されません。

[Expected]

[Received]

現在の予測文字列を表示し、新規の予測
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

• オン（FDI on TTIM はディセーブ
ル）

• オフ（FDI on TTIM はディセーブル
でない）

トレース文字列サイズの文字列

（表示のみ）現在の受信文字列を表示し
トレース文字列サイズの文字列
ます。[Refresh] をクリックすると、この
表示を手動でリフレッシュできます。ま
たは、[Auto-refresh every 5 sec] チェッ
クボックスをオンにすると、このパネル
を最新にしておくことができます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

NTP-G314 GE_XP カードまたは 10GE_XP カードの
FAPS リングへの追加
目的

この手順では、GE_XP カードまたは 10GE_XP カードを FAPS リングに
追加します。

ツール / 機器

取り付け済みの GE_XP カードまたは 10GE_XP カード。
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事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）
『Cisco ONS 15454 Hardware Installation Guide』の「NTP-G15 Install
the Common Control Cards」
「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、
ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」（P.4-67）
「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード
モードの変更」（P.6-8）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

「DLP-G46 CTC へのログ
GE_XP カードまたは 10GE_XP カードを FAPS リングに追加するノードで、
イン」（P.3-31）を実行します。すでにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて、次の任意のタスクを実行します。

• 「DLP-G687 FAPS リングのマスター カードの方を向いている GE_XP カードまたは 10GE_XP
カードの追加」（P.6-272）
• 「DLP-G688 FAPS リングのスレーブ カード間の GE_XP カードまたは 10GE_XP カードの追加」
（P.6-274）
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G687 FAPS リングのマスター カードの方を向いている
GE_XP カードまたは 10GE_XP カードの追加
目的

この手順では、FAPS リングのマスター カードの方を向いている GE_XP
カードまたは 10GE_XP カードを追加します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

「DLP-G46 CTC へのログ
GE_XP カードまたは 10GE_XP カードを FAPS リングに追加するノードで、
イン」（P.3-31）を実行します。

ステップ 2

GE_XP カードまたは 10GE_XP カードが、表 4-4（P.4-110）で指定されている要件に従って取り付け
られていることを確認します。

ステップ 3

XFP を使用する新しい GE-XP カードをスロットに挿入します。

ステップ 4

GE_XP カード モードを L2-over-DWDM に変更します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、
および 10GE_XPE カード モードの変更」（P.6-8）を参照してください。

ステップ 5

SVLAN データベースを作成して新しい GE_XP カードに格納します。「DLP-G421 SVLAN データ
ベースの作成および保存」（P.8-60）を参照してください。

ステップ 6

新しいカードで FAPS 保護をイネーブルにします。
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ステップ 7

SVLAN を新しいカードのトランク ポートに接続します。

ステップ 8

新しいカードの方を向いているマスター カードのポート 22 について、[Admin State] カラムから
[OOS,DSBLD] を選択します。このアクションで、ポート 22 はブロッキング ステート、ポート 21 は
フォワーディング ステートになります。
マスター カードで FAPS 設定不一致アラームが発生します。

ステップ 9

トラフィックを保護パスに切り替えます。

ステップ 10

新しいカードの方を向いているスレーブ カードのポート 21 について、[Admin State] カラムから
[OOS,DSBLD] を選択します。

ステップ 11

スレーブ カード（新しいカードの方を向いているカード）からセグメント B の新しいカードにファイ
バを接続します。

ステップ 12

マスター カードからセグメント A の新しいカードにファイバを接続します。

ステップ 13

新しいカードの方を向いているスレーブ カードのポート 21 について、[Admin State] カラムから [IS]
を選択します。

ステップ 14

新しいカードのポート 22 について、[Admin State] カラムから [IS] を選択し、セグメント B を起動し
ます。

ステップ 15

新しいカードのポート 21 について、[Admin State] カラムから [IS] を選択します。

（注）

ステップ 16

マスター カードのポート 22 について、[Admin State] カラムから [IS] を選択し、セグメント A を起動
します。

（注）

ステップ 17

新しいカードの FAPS ステートは両方のポートでフォワーディング ステートになり、スレーブ
カードのポート 21 はブロッキング ステートになります。

マスター カードのポート 21 の FAPS ステートはブロッキング ステートになり、ポート 22 は
フォワーディング ステートになります。残りの GE_XP カードのトランク ポートはフォワー
ディング ステートになります。スレーブ カード（新しいカードの方を向いているもの）のポー
ト 21 は、フォワーディング ステートに変わります。

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G688 FAPS リングのスレーブ カード間の GE_XP カードまた
は 10GE_XP カードの追加
目的

この手順では、FAPS リング上の 2 つのスレーブ カード間に GE_XP カー
ドまたは 10GE_XP カードを追加します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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ステップ 1

「DLP-G46 CTC へのログ
GE_XP カードまたは 10GE_XP カードを FAPS リングに追加するノードで、
イン」（P.3-31）を実行します。

ステップ 2

GE_XP カードまたは 10GE_XP カードが、表 4-4（P.4-110）で指定されている要件に従って取り付け
られていることを確認します。

ステップ 3

XFP を使用する新しい GE-XP カードをスロットに挿入します。

ステップ 4

GE_XP カード モードを L2-over-DWDM に変更します。「DLP-G379 GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、
および 10GE_XPE カード モードの変更」（P.6-8）を参照してください。

ステップ 5

SVLAN データベースを作成して新しい GE_XP カードに格納します。「DLP-G421 SVLAN データ
ベースの作成および保存」（P.8-60）を参照してください。

ステップ 6

SVLAN を新しいカードのトランク ポートに接続します。

ステップ 7

新しいカードの方を向いている両方のスレーブ カードのポート 22 について、[Admin State] カラムか
ら [OOS,DSBLD] を選択します。

ステップ 8

スレーブ カードからセグメント B の新しいカードにファイバを接続します。

ステップ 9

マスター カードからセグメント A の新しいカードにファイバを接続します。

ステップ 10

スレーブ カードのポート 22 について、[Admin State] カラムから [IS] を選択します。

ステップ 11

新しいカードのポート 22 について、[Admin State] カラムから [IS] を選択し、セグメント B を起動し
ます。

ステップ 12

新しいカードのポート 21 について、[Admin State] カラムから [IS] を選択します。

ステップ 13

スレーブ カードのポート 21 について、[Admin State] カラムから [IS] を選択し、セグメント A を起動
します。

ステップ 14

元の手順（NTP）に戻ります。

NTP-G197 OTU2_XP カードの回線設定、PM パラ

メータ、およびしきい値のプロビジョニング
目的
ツール / 機器
事前準備手順

この手順では、OTU2_XP カードの回線設定、PM パラメータ、およびし
きい値設定を変更します。
なし
「NTP-G179 TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE、
ADM-10G、および OTU2_XP カードの取り付け」（P.4-67）
「DLP-G63 SFP または XFP の取り付け」（P.4-70）
「DLP-G452 OTU2_XP カード モードの変更」（P.6-10）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

カード設定を変更するノードで、「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）のタスクを実行します。す
でにログインしている場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

必要に応じて「NTP-G103 データベースのバックアップ」（P.14-2）の手順を実行し、既存の伝送設定
を保持します。
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ステップ 3

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
OTU2_XP カードをダブルクリックします。

ステップ 4

カード モードを確認します。

a. OTU2_XP カードをカード ビューで表示します。
b. [Provisioning] > [Card] タブをクリックします。
c. カード モードがサイト計画で指定されているモードに設定されていることを確認します。
–

[Transponder]

–

[Standard Regen]

–

[Enhanced FEC]

–

[Mixed]

–

[10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy]

カード モードが正しく設定されている場合は、ステップ 4 に進みます。該当しない場合は、
「DLP-G452 OTU2_XP カード モードの変更」（P.6-10）のタスクを実行します。
ステップ 5

必要に応じて、次の任意のタスクを実行します。

• 「DLP-G453 OTU2_XP カードの設定の変更」（P.6-276）
• 「DLP-G454 OTU2_XP 回線設定の変更」（P.6-277）
• 「DLP-G455 OTU2_XP 回線セクション トレース設定の変更」（P.6-281）
• 「DLP-G456 SONET ペイロードまたは SDH ペイロードの OTU2_XP 回線しきい値の変更」
（P.6-282）
• 「DLP-G457 OTU2_XP ポート アラームおよび TCA のしきい値のプロビジョニング」（P.6-285）
• 「DLP-G462 10G イーサネット ペイロードおよび 10G FC ペイロードの OTU2_XP 回線 RMON し
きい値の変更」（P.6-287）
• 「DLP-G458 OTU2_XP OTN 設定の変更」（P.6-290）
• 「DLP-G523 OTU2_XP パス トレース設定の変更」（P.6-296）
• 「DLP-G524 10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy 構成の OTU2_XP パス設定のプロビジョニング」
（P.6-297）
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

DLP-G453 OTU2_XP カードの設定の変更
目的

このタスクでは、OTU2_XP カードのカード設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

ステップ 1

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、カー
ド設定を変更する OTU2_XP カードをダブルクリックします。
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ステップ 2

[Provisioning] > [Card] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-116 に示されている任意の設定を変更します。

表 6-116

OTU2_XP カードの設定

パラメータ

説明

[Card
カード構成を設定します。
Configuration]

[Port Mode]

[Termination
Mode]

[Framing
Type]

のオプション

• [Transponder]

• [Standard Regen]

• [Standard Regen]

• [Enhanced FEC]

• [Enhanced FEC]

• [Mixed]

• [Mixed]

• [10G Ethernet LAN Phy
to WAN Phy]

• [10G Ethernet LAN Phy
to WAN Phy]

カード構成が Mixed として設定されている場
合にポート構成を設定します。Mixed 以外の
カード構成の場合、これは表示専用パラメー
タです。カードが 10G Ethernet LAN Phy to
WAN Phy モードである場合、ポート 2 および
4 をポート モードとして設定できます。

• [Transponder]

• [Transponder]

• [Standard Regen]

• [Standard Regen]

操作のモードを設定します（このオプション
は、SONET ペイロードまたは SDH ペイロー
ドの場合にのみ使用できます）。Standard
Regen および Enhanced FEC のカード構成の
場合、これは表示専用パラメータです。

• [Transparent]

• [Transparent]

• [Section]

• [Regeneration Section
(RS)]

（表示のみ）カードのフレーミング タイプ
（SONET または SDH のいずれか）。
ます。
再生成回線名を設定します。

• [Line]

• [Multiplex Section
(MS)]

—
• [AIS]
• [Squelch]

—

—
• [AIS]
• [Squelch]

—

• [Transparent Standard
Use]

• [Transparent Standard
Use]

専用パラメータです。

• [Cisco Extended Use]

• [Cisco Extended Use]

Proactive Protection Regen モードをイネーブ

• [Enable]

• [Enable]

ルまたはディセーブルにします。

• [Disable]

• [Disable]

[ODU
ODU オーバーヘッド バイト構成の設定。ト
Transparency] ランスポンダ カード構成の場合、これは表示
[Proactive
Protection
Regen]

ONS 15454 SDH（ETSI）

プション

• [Transponder]

[AIS/Squelch] トランスペアレント終端モードの設定を行い
[Regen Line
Name]

ONS 15454（ANSI）のオ

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G454 OTU2_XP 回線設定の変更
目的

このタスクでは、OTU2_XP カードの回線設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
設定を変更する OTU2_XP カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Ports/SONET/Ethernet] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-117 に示されている任意の設定を変更します。

表 6-117

OTU2_XP 回線設定

パラメータ

説明

ONS 15454 SDH（ETSI）のオ
[Port]

[Port Name]

（表示のみ）ポート番号を表示し
ます。

指定したポートに名前を割り当
てることができます。

ONS 15454（ANSI）のオプション

プション

• 1-1（OC192/10G Ethernet WAN
Phy/10G Ethernet LAN Phy/10G
FC）

• 1-1（STM-64/10G Ethernet
WAN Phy/10G Ethernet LAN
Phy/10G FC）

• 2-1（OC192/10G Ethernet WAN
Phy/10G Ethernet LAN Phy/10G
FC）

• 2-1（STM-64/10G Ethernet
WAN Phy/10G Ethernet LAN
Phy/10G FC）

• 3-1（OC192/10G Ethernet WAN
Phy/10G Ethernet LAN Phy/10G
FC）

• 3-1（STM-64/10G Ethernet
WAN Phy/10G Ethernet LAN
Phy/10G FC）

• 4-1（OC192/10G Ethernet WAN
Phy/10G Ethernet LAN Phy/10G
FC）

• 4-1（STM-64/10G Ethernet
WAN Phy/10G Ethernet LAN
Phy/10G FC）

ユーザ定義です。名前は、英数字お
よび特殊文字で 32 文字までです。
デフォルトではブランクです。

ユーザ定義です。名前は、英数字
および特殊文字で 32 文字までで
す。デフォルトではブランクで
す。

「DLP-G104 ポートへの名前の割り
当て」（P.8-3）のタスクを参照して 「DLP-G104 ポートへの名前の割
ください。
り当て」（P.8-3）のタスクを参照
してください。

[Admin State] ポートのサービス状態を設定し
ます。管理状態の詳細について
は、『Cisco ONS 15454 DWDM
Reference Manual』の付録
「Administrative and Service
States」を参照してください。

• [IS]

• [Unlocked]

• [IS,AINS]

• [Unlocked,automaticInService]

• [OOS,DSBLD]

• [Locked,disabled]

• [OOS,MT]

• [Locked,maintenance]
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表 6-117

OTU2_XP 回線設定（続き）

パラメータ

説明

ONS 15454 SDH（ETSI）のオ
[Service State] （表示のみ）ポートの概況を示
す、自動生成された状態を識別
します。サービス状態は、

Primary State-Primary State
Qualifier, Secondary State とい
う形式で表示されます。サービ
ス状態の詳細については、
『Cisco ONS 15454 DWDM
Reference Manual』の付録
「Administrative and Service
States」を参照してください。

[ALS Mode]

ALS 機能モードを設定します。
DWDM トランスミッタは、
ITU-T G.644（06/99）に基づい
て ALS をサポートします。ALS

ONS 15454（ANSI）のオプション
• [IS-NR]

クライアント ポートまたはトラ
ンク ポートの波長を表示しま
す。

• [Locked-enabled,disabled]

• [OOS-MA,MT]

• [Locked-enabled,maintenance]

• [Disabled]（デフォルト）：ALS

• [Disabled]（デフォルト）：
ALS はオフです。トラフィッ
クが停止（LOS）しても、

はオフです。トラフィックが停
止（LOS）しても、レーザーが
自動的に遮断されることはあり
ません。

レーザーが自動的に遮断され
ることはありません。

[Auto Restart]：ALS はオンで

• [Auto Restart]：ALS はオン

す。トラフィックが停止
（LOS）すると、レーザーは自
動的に遮断されます。停止の原
因となった状態が解消されると、
レーザーは自動的に再開されま
す。

です。トラフィックが停止
（LOS）すると、レーザーは
自動的に遮断されます。停止
の原因となった状態が解消さ
れると、レーザーは自動的に
再開されます。

• [Manual Restart] ：ALS はオン

• [Manual Restart]：ALS はオ

です。トラフィックが停止
（LOS）すると、レーザーは自
動的に遮断されます。ただし、
停止の原因となった状態が解消
されれば、レーザーを手動で再
開する必要があります。

ンです。トラフィックが停止
（LOS）すると、レーザーは
自動的に遮断されます。ただ
し、停止の原因となった状態
が解消されれば、レーザーを
手動で再開する必要がありま
す。

ト用にレーザーを手動で再開し
ます。

[Wavelength]

• [Unlocked-disabled,
automaticInService]

• [OOS-MA,DSBLD]

• [Manual Restart for Test] ：テス

クライアント ポートまたはトラ
ンク ポートの光の到達距離を表
示します。

• [Unlocked-enabled]

• [OOS-AU,AINS]

は、ディセーブルにすることも、
3 つのモード オプションの 1 つ
•
に設定することもできます。

[Reach]

プション

• [Manual Restart for Test]：テ
スト用にレーザーを手動で再
開します。

[Reach] オプションは、選択されて [Reach] オプションは、選択され
いるトラフィック タイプによって異 ているトラフィック タイプによっ
なります。
て異なります。
• [First Tunable Wavelength]

• [First Tunable Wavelength]

• [Further wavelengths]：850 ～
1610 nm、100-GHz ITU 間隔、
Coarse Wavelength Division
Multiplexing（CWDM; 低密度

• [Further wavelengths]：850
～ 1610 nm、100-GHz ITU 間
隔、CWDM 間隔

波長分割多重）間隔
（注）

注：サポートされている波長
はアスタリスク（**）で
マークされています。

（注）

注：サポートされている
波長はアスタリスク（**）
でマークされています。
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表 6-117

OTU2_XP 回線設定（続き）

パラメータ

説明

[AINS Soak]

オート イン サービスのソーク期 •
間を設定します。時間をダブル
クリックし、上矢印および下矢
印を使用して設定を変更します。

ONS 15454 SDH（ETSI）のオ
ONS 15454（ANSI）のオプション
hh:mm 形式で示された、有効な
入力信号の持続時間。この時間
を経過した後、カードは自動的
に In Service（IS; 稼動中）に設
定されます。

• 0 ～ 48 時間で、増分は 15 分で

プション

• hh:mm 形式で示された、有効
な入力信号の持続時間。この
時間を経過した後、カードは
自動的に IS に設定されます。

• 0 ～ 48 時間で、増分は 15 分
です。

す。

[SF BER]

[SD BER]

[Type]

（SONET [ANSI] または SDH
[ETSI] のみ）信号障害ビット エ
ラー レートを設定します。

• [1E-3]

• [1E-3]

• [1E-4]

• [1E-4]

• [1E-5]

• [1E-5]

（SONET [ANSI] または SDH
[ETSI] のみ）信号劣化ビット エ
ラー レートを設定します。

• [1E-5]

• [1E-5]

• [1E-6]

• [1E-6]

• [1E-7]

• [1E-7]

• [1E-8]

• [1E-8]

• [1E-9]

• [1E-9]

• [SONET]

• [SONET]

• [SDH]

• [SDH]

• 1548 バイト

• 1548 バイト

• [Jumbo]（64 ～ 9,216 バイト）

• [Jumbo]（64 ～ 9,216 バイト）

（SONET [ANSI] または SDH
[ETSI] のみ）光転送タイプ。

[MTU]

ポートで許容されるイーサネッ
ト フレームの最大サイズ。ポー
トは OOS/locked 状態になって
いる必要があります。

[Incoming
MAC
Address]

着信 MAC アドレスを設定しま
す。

MAC アドレスの値。16 進形式で 6

[Flow
Control]

フロー制御メッセージングをピ
ア ポートでイネーブルまたは
ディセーブルにします。イネー
ブルの場合、ポートはバッファ
輻輳発生時に PAUSE フレーム
を送受信できます。ディセーブ
ルの場合、PAUSE フレームは送
信されず、受信された PAUSE
フレームは廃棄されます。

• [ON]（デフォルト）：フロー制

OTU2_XP カードのクライアン
トと OTU2_XP クライアント
ポートに接続されている LAN

• [10 km]（デフォルト）

• [10 km]（デフォルト）

• [30 km]

• [30 km]

（カードが

10G Ethernet
LAN Phy to
WAN Phy
モードの場合
のみ）

[Client
Distance]
（カードが

10G Ethernet
LAN Phy to
WAN Phy

バイト。

御はイネーブルです。

• [OFF]：フロー制御はディセー
ブルです。

MAC アドレスの値。16 進形式で
6 バイト。
• [ON]（デフォルト）：フロー
制御はイネーブルです。

• [OFF]：フロー制御はディ
セーブルです。

ポートの間のファイバ距離を設
定します。

モードである
場合のみ）
ステップ 4

[Apply] をクリックします。
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ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G455 OTU2_XP 回線セクション トレース設定の変更
目的

このタスクでは、OTU2_XP カードの回線セクション トレース設定を変
更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、セク
ション トレース設定を変更する OTU2_XP カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Section Trace] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-118 に示されている任意の設定を変更します。

表 6-118

OTU2_XP セクション トレース設定

パラメータ

説明

[Port]

ポート番号を設定します。

ONS 15454（ANSI）のオ

ONS 15454 SDH（ETSI）のオ

プション

プション

• 1-1（OC192）

• 1-1（STM-64）

• 2-1（OC192）

• 2-1（STM-64）

• 3-1（OC192）

• 3-1（STM-64）

• 4-1（OC192）
• [Off/None]

• 4-1（STM-64）
• [Off/None]

• [Manual]

• [Manual]

[Received
Trace Mode]

トレース モードを設定します。

[Disable
AIS/RDI on
TIM-S]

J0 オーバーヘッド文字列の不一致が
原因で TIM on Section オーバーヘッ

• オン（AIS/RDI on
TIM-S はディセーブル）

• オン（AIS/RDI on TIM-S は

ド アラームが発生しても、このボッ
クスをオンにしていればアラーム表示
信号がダウンストリーム ノードに送
信されません。

• オフ（AIS/RDI on
TIM-S はディセーブル

• オフ（AIS/RDI on TIM-S は

ディセーブル）
ディセーブルでない）

でない）

これは、以下の条件下では表示専用パ
ラメータです。

• [Received Trace Mode] が
[Off/None] である
• [Termination Mode] が
[Transparent] または [Section] に
設定されている（「DLP-G453
OTU2_XP カードの設定の変更」
（P.6-276）を参照）
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表 6-118

OTU2_XP セクション トレース設定（続き）

パラメータ

説明

[Transmit
Section Trace
String Size]

トレース文字列サイズを設定します。

[Transmit]

現在の送信文字列を表示し、新規の送 トレース文字列サイズの文字 トレース文字列サイズの文字列
信文字列を設定します。右方のボタン 列
をクリックすると、表示を変更できま
す。タイトルは、現在の表示モードに
基づいて変更されます。表示を 16 進
に変更するには [Hex] をクリックしま
す（ボタンは [ASCII] に変わります）。
表示を ASCII に変更するには [ASCII]
をクリックします（ボタンは [Hex] に
変わります）。

[Expected]

現在の予測文字列を表示し、新規の予 トレース文字列サイズの文字 トレース文字列サイズの文字列
測文字列を設定します。右方のボタン 列
をクリックすると、表示を変更できま
す。タイトルは、現在の表示モードに
基づいて変更されます。表示を 16 進
に変更するには [Hex] をクリックしま
す（ボタンは [ASCII] に変わります）。
表示を ASCII に変更するには [ASCII]
をクリックします（ボタンは [Hex] に
変わります）。

[Received]

（表示のみ）現在の受信文字列を表示 トレース文字列サイズの文字 トレース文字列サイズの文字列
します。[Refresh] をクリックすると、 列
この表示を手動でリフレッシュできま
す。または、[Auto-refresh] チェック
ボックスをオンにすると、5 秒ごとに
表示を自動的にリフレッシュできま
す。

[Auto-refresh]

ONS 15454（ANSI）のオ

ONS 15454 SDH（ETSI）のオ

プション

プション

• 1 バイト

• 1 バイト

• 16 バイト

• 16 バイト

オンにした場合は、表示が 5 秒ごとに オン / オフ（デフォルト）
自動的にリフレッシュされます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

オン / オフ（デフォルト）

DLP-G456 SONET ペイロードまたは SDH ペイロードの OTU2_XP
回線しきい値の変更
目的

このタスクでは、SONET ペイロードまたは SDH ペイロードを伝送する
OTU2_XP カードの回線しきい値設定を変更します。

ツール / 機器

なし
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「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

ステップ 1
ステップ 2

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、回線
しきい値設定を変更する OTU2_XP カードをダブルクリックします。

[Provisioning] > [Line Thresholds] > [SONET Thresholds]（ANSI）タブまたは [SDH Thresholds]
（ETSI）タブをクリックします。

（注）

ステップ 3

表 6-119

OTU2_XP カードで 10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy をイネーブルにした場合、STS オプションは
自動的にイネーブルになります。
近端 STS しきい値のみがサポートされます。遠端の場合、STS しきい値はサポートされません。
表 6-119 を参照して、LAN Phy to WAN Phy モードの OTU2_XP カードの任意のパスしきい値設定を
変更します。

10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy モードでの OTU2_XP カードのパスしきい値設定

ONS 15454 SDH（ETSI）のオプショ
パラメータ

[Port]

ONS 15454（ANSI）のオプション

説明
（表示のみ）ポート番
号。

ステップ 4
表 6-120

ン

• ポート 3-1（トランク）、STS-1

• ポート 3-1（トランク）、VC4-1

• ポート 4-1（トランク）、STS-1

• ポート 4-1（トランク）、VC4-1

表 6-120 を参照して、OTU2_XP カードの任意の回線しきい値設定を変更します。

OTU2_XP カードの回線しきい値設定

ONS 15454 SDH（ETSI）のオプショ
パラメータ

[Port]

[CV]

説明
（表示のみ）ポート番
号

符号化違反

ONS 15454（ANSI）のオプション

ン

• 1-1（OC192）

• 1-1（STM-64）

• 2-1（OC192）

• 2-1（STM-64）

• 3-1（OC192）

• 3-1（STM-64）

• 4-1（OC192）

• 4-1（STM-64）

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：（近端のみ）[Line] または
[Section]

• [Types]：（近端のみ）[Multiplex
Section] または [Regeneration
Section]

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
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表 6-120

OTU2_XP カードの回線しきい値設定（続き）

ONS 15454 SDH（ETSI）のオプショ
パラメータ

説明

ONS 15454（ANSI）のオプション

ン

[ES]

エラー秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：（近端のみ）[Line] または
[Section]

• [Types]：（近端のみ）[Multiplex
Section] または [Regeneration
Section]

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[SES]

重大エラー秒数

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：（近端のみ）[Line] または
[Section]

• [Types]：（近端のみ）[Multiplex
Section] または [Regeneration
Section]

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
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表 6-120

OTU2_XP カードの回線しきい値設定（続き）

ONS 15454 SDH（ETSI）のオプショ
パラメータ

[FC]

説明
（Line または

Multiplex Section の
み）障害カウント

ONS 15454（ANSI）のオプション

ン

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：（近端のみ）[Line] または
[Section]

• [Types]：（近端のみ）[Multiplex
Section] または [Regeneration
Section]

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[UAS]

（Line または

Multiplex Section の
み）使用不可秒数

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]

• [Types]：（近端のみ）[Line] または
[Section]

• [Types]：（近端のみ）[Multiplex
Section] または [Regeneration
Section]

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

元の手順（NTP）に戻ります。

各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

DLP-G457 OTU2_XP ポート アラームおよび TCA のしきい値のプ
ロビジョニング
目的

このタスクでは、OTU2_XP のポート アラームおよび Threshold Crossing
Alert（TCA; しきい値超過アラート）のしきい値をプロビジョニングしま
す。

ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上
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ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、トラ
ンク ポート アラームおよび TCA の設定を変更する OTU2_XP カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Optics Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

[Types] の [TCA] オプション ボタンがオンになっていることを確認します。オンになっていない場合
は、選択してから [Refresh] をクリックします。

ステップ 4

ポートの TCA しきい値 RX Power High、RX Power Low、TX Power High、および TX Power Low を
プロビジョニングするには、表 6-121 を参照してください。

（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。

（注）

Laser Bias パラメータは変更しないでください。

表 6-121

OTU2_XP ポートの TCA しきい値

TCA RX
Power
High

TCA RX
Power
Low

TCA TX
Power
High

TCA TX
Power
Low

1-1（OC-192/10G Ethernet WAN
Phy/10G Ethernet LAN Phy/10G FC）

1.0 dBm

-14.0 dBm

5.0 dBm

-12.0 dBm

2-1（OC-192/10G Ethernet WAN
Phy/10G Ethernet LAN Phy/10G FC）

1.0 dBm

-14.0 dBm

5.0 dBm

-12.0 dBm

3-1（OC-192/10G Ethernet WAN
Phy/10G Ethernet LAN Phy/10G FC）

1.0 dBm

-14.0 dBm

5.0 dBm

-12.0 dBm

4-1（OC-192/10G Ethernet WAN
Phy/10G Ethernet LAN Phy/10G FC）

1.0 dBm

-14.0 dBm

5.0 dBm

-12.0 dBm

ポート

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Types] の [Alarm] オプション ボタンをクリックし、[Refresh] をクリックします。

ステップ 7

ポートのアラームしきい値 RX Power High、RX Power Low、TX Power High 、および TX Power Low
をプロビジョニングするには、表 6-122 を参照してください。

（注）

[15 Min] と [1 Day] は、個別に変更する必要があります。これを行うには、適切なオプション
ボタンを選択し、[Refresh] をクリックします。
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表 6-122

OTU2_XP ポートのアラームしきい値

Alarm RX
Power
High

Alarm RX
Power
Low

Alarm TX
Power
High

Alarm TX
Power
Low

1-1（OC-192/10G Ethernet WAN
Phy/10G Ethernet LAN Phy/10G FC）

3.0 dBm

-16.0 dBm

1.0 dBm

-8.0 dBm

2-1（OC-192/10G Ethernet WAN
Phy/10G Ethernet LAN Phy/10G FC）

3.0 dBm

-16.0 dBm

1.0 dBm

-8.0 dBm

3-1（OC-192/10G Ethernet WAN
Phy/10G Ethernet LAN Phy/10G FC）

3.0 dBm

-16.0 dBm

1.0 dBm

-8.0 dBm

4-1（OC-192/10G Ethernet WAN
Phy/10G Ethernet LAN Phy/10G FC）

3.0 dBm

-16.0 dBm

1.0 dBm

-8.0 dBm

ポート

ステップ 8

[Apply] をクリックします。

ステップ 9

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G462 10G イーサネット ペイロードおよび 10G FC ペイロード
の OTU2_XP 回線 RMON しきい値の変更
このタスクでは、10G イーサネット ペイロードまたは 10G FC ペイロー
ドを伝送する OTU2_XP カードの回線しきい値設定を変更します。

目的
ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、カー
ド ビューで回線しきい値を変更する OTU2_XP カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line Thresholds] > [RMON Thresholds] タブをクリックします。

ステップ 3

[Create] をクリックします。[Create Threshold] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Port] ドロップダウン リストで、適用可能なポートを選択します。

ステップ 5

[Variable] ドロップダウン リストで、イーサネット変数を選択します。使用可能なイーサネット変数の
リストについては、表 6-123 および表 6-124 を参照してください。
表 6-123

OTU2_XP カードの 10G イーサネット変数

変数

説明

ifInOctets

インターフェイスで受信したオクテットの合計数（フレーミング
文字を含む）。

rxTotalPkts

受信されたパケットの合計数。
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表 6-123

OTU2_XP カードの 10G イーサネット変数（続き）

ifInMulticastPkts

エラーなしで受信されたマルチキャスト フレームの数。

ifInBroadcastPkts

サブレイヤから上位のサブレイヤに配信され、このサブレイヤで
ブロードキャスト アドレスにアドレス指定されたパケットの数。

ifInErrors

上位層のプロトコルに送信されない原因となるエラーを含む着信
パケットの数。

dot3StatsFCSErrors

フレーム チェック エラーがあるフレームの数。つまり、オク
テットの整数値が存在するが、Frame Check Sequence（FCS; フ
レーム チェック シーケンス）が正しくないフレームの数。

etherStatsUndersizePkts

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）
が 64 オクテット未満であるが、それ以外の形式は良好であった、
受信パケットの合計数。

etherStatsFragments

長さが 64 オクテット未満（フレーミング ビットは除くが、FCS
オクテットは含む）で、整数のオクテットを持つ不良 FCS
（FCS エラー）または非整数のオクテットを持つ不良 FCS（アラ
インメント エラー）のいずれかがあった受信パケットの合計数。
etherStatsFragments が増分されるのはまったく通常のことであ
ることに注意してください。これは、ラント（コリジョンが原因
の通常の発生回数）とノイズ ヒットの両方がカウントされるた
めです。

etherStatsPkts64Octets

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）
が 64 オクテットの受信パケット（不良パケットを含む）の合計
数。

etherStatsPkts65to127Octets

長さが 65 オクテット以上 127 オクテット以下（フレーミング
ビットを除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケット（不
良パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts128to255Octets

長さが 128 オクテット以上 255 オクテット以下（フレーミング
ビットを除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケット（不
良パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts256to511Octets

長さが 256 オクテット以上 511 オクテット以下（フレーミング
ビットを除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケット（不
良パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts512to1023Octets

長さが 512 オクテット以上 1023 オクテット以下（フレーミング
ビットを除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケット（不
良パケットを含む）の合計数。

etherStatsPkts1024to1518Octets

長さが 1024 オクテット以上 1518 オクテット以下（フレーミン
グ ビットを除くが、FCS オクテットは含む）の受信パケット
（不良パケットを含む）の合計数。

etherStatsBroadcastPkts

ブロードキャスト アドレスに送信された受信正常パケットの合
計数。これにはマルチキャスト パケットは含まれていないこと
に注意してください。

etherStatsMulticastPkts

マルチキャスト アドレスに送信された受信正常パケットの合計
数。この数には、ブロードキャスト アドレス宛てのパケットは
含まれていないことに注意してください。
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表 6-123

OTU2_XP カードの 10G イーサネット変数（続き）

etherStatsOversizePkts

etherStatsJabbers

長さ（フレーミング ビットは除くが、FCS オクテットは含む）
が 1518 オクテットを超えるが、それ以外の形式は良好であっ
た、受信パケットの合計数。
長さが 1518 オクテットを超え（フレーミング ビットは除くが、
FCS オクテットは含む）、整数のオクテットを持つ不良 FCS
（FCS エラー）または非整数のオクテットを持つ不良 FCS（アラ
インメント エラー）のいずれかがあった受信パケットの合計数。

etherStatsOctets

ネットワーク上での受信データ（不良パケット内のデータを含
む）のオクテットの合計数（フレーミング ビットを除くが、
FCS オクテットは含む）。

rxControlFrames

MAC サブレイヤによって MAC 制御サブレイヤに渡された
MAC 制御フレームの数。

表 6-124

OTU2_XP カードの 10G FC 変数

変数

説明

ifInOctets

インターフェイスで受信したオクテットの合計数（フレーミン
グ文字を含む）。

mediaIndStatsRxFramesTruncated

最小の 36 バイト フレーム未満である受信ファイバ チャネル フ
レームの合計数。これには、データ バイトを持たないヘッ
ダー、SOF、EOF、および CRC も含まれます。

mediaIndStatsRxFramesTooLong

最大の 2148 バイト フレームを超える受信ファイバ チャネル フ
レームの合計数。これには、ヘッダー、SOF、EOF、CRC、お
よびデータ バイトも含まれます。

mediaIndStatsRxFramesBadCRC

CRC エラーがある受信ファイバ チャネル フレームの合計数。

ifInDiscards

エラーが検出されなかったにもかかわらず、上位レイヤ プロト
コルに配信されないようにするために廃棄することが選択され
た着信パケットの数。そのようなパケットの廃棄について 1 つ
の考えられる理由は、バッファ スペースの解放です。1

ifOutOctets

インターフェイスから送信されたオクテットの合計数（フレー
ミング文字を含む）。1

mediaIndStatsTxFramesBadCRC

HDLC フレーミング使用時のペイロード CRC エラーがある送
信データ フレームの数。1

transmitPauseFrames

送信ポーズ フレームの数。1

txTotalPkts

送信パケットの合計数。1

1. この変数は、OTU2_XP カードで 10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy モードがイネーブルである場合にのみサ
ポートされます。

ステップ 6

[Alarm Type] ドロップダウン リストから、イベント トリガーを選択します。使用可能なオプション
は、上昇しきい値、下限しきい値、または上昇しきい値と下限しきい値です。

ステップ 7

[Sample Type] ドロップダウン リストで [Relative] または [Absolute] を選択します。[Relative] の場合
は、ユーザ設定によるサンプリング期間内の発生回数を使用するようにしきい値が制限されます。
[Absolute] の場合は、期間を問わず、合計発生回数を使用するようにしきい値が設定されます。
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ステップ 8

[Sample Period] に適切な秒数を入力します。

ステップ 9

[Rising Threshold] に適切な発生回数を入力します。
上昇タイプのアラームの場合は、下限しきい値より小さい値から上昇しきい値より大きい値まで測定値
が変化する必要があります。たとえば、15 秒間ごとに 1000 回のコリジョンに設定されている上昇しき
い値未満で稼動しているネットワークで問題が起こり、15 秒間に 1001 回のコリジョンが発生すると、
発生回数がしきい値を超えるためにアラームがトリガーされます。

ステップ 10

[Falling Threshold] フィールドに適切な発生回数を入力します。通常は、下限しきい値を上昇しきい値
より低く設定します。
下限しきい値は上昇しきい値と対照的なしきい値です。上昇しきい値を超えていた発生回数が下限しき
い値未満になると、上昇しきい値がリセットされます。たとえば、15 秒間に 1001 回のコリジョンを発
生させていたネットワークの問題が収束して 15 秒に発生するコリジョンが 799 回だけになった場合、
発生回数は下限しきい値の 800 コリジョン未満になります。これにより、上昇しきい値がリセットさ
れるため、ネットワーク コリジョンが再び急増して 15 秒間に 1000 回を超えると、上昇しきい値を超
えるときにイベントが再度トリガーされます。イベントは上昇しきい値を初めて超えるときだけにトリ
ガーされます（このようにしないと、1 回のネットワークの問題で上昇しきい値を複数回超えて、イベ
ントをフラッディングさせるおそれがあります）。

ステップ 11

[OK] をクリックします。
（注）

ステップ 12

すべての RMON しきい値を表示するには、[Show All RMON thresholds] をクリックします。

元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G458 OTU2_XP OTN 設定の変更
このタスクでは、OTU2_XP カードの OTN 回線設定を変更します。

目的
ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、
OTN 設定を変更する OTU2_XP カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [OTN] タブをクリックします。その後、[OTN Lines] 、[ITU-T G.709 Thresholds] 、
[FEC Thresholds] 、[Trail Trace Identifier] 、または [Proactive Protection Regen] の、いずれかのサブ
タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-29 ～ 6-32 を参照して、任意の設定を変更します。

（注）

[Near End] と [Far End]、[15 Min] と [1 Day]、および [SM] と [PM] は、個別に変更する必要
があります。これを行うには、適切なオプション ボタンを選択し、[Refresh] をクリックしま
す。

表 6-125 では、[Provisioning] > [OTN] > [OTN Lines] タブの値を説明します。
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表 6-125

パラメータ

[Port]

OTU2_XP カードの OTN 回線設定

説明
（表示のみ）ポート番号および任意指定
の名前を表示します。

オプション

—

[ITU-T G.709
OTN]

ITU-T G.709 に基づいて OTN 回線を設

• [Enable]

定します。イネーブルにするには、
チェックボックスをオンにします。

• [Disable]

[FEC]

OTN 回線の FEC モードを設定します。
拡張 FEC モードをイネーブルにして、範

• [Disable]：FEC はオフです。

囲を大きくし、ビット エラー レートを小
さくすることができます。

[SD BER]

信号劣化ビット エラー レートを設定しま
す。

• [Standard]：標準 FEC がオンです。
• [Enhanced]：拡張 FEC がオンです。
• [1E-5]
• [1E-6]
• [1E-7]
• [1E-8]
• [1E-9]

[SF BER]

（表示のみ）信号障害ビット エラー レー
トを示します。

[No Fixed
Stuff]

スタッフィング バイトの挿入を設定しま
す。このパラメータは、トランスポンダ
カード構成内の 10G Ethernet LAN Phy
信号にのみ適用されます。その他のすべ
てのカード構成の場合、これは表示専用
パラメータです。

• [1E-5]
• [Disable]
• [Enable]

「No Fixed Stuff」パラメータがディセー
ブルの場合、ビット レートは 11.09 Gbps
です。
「No Fixed Stuff」パラメータがイネーブ
ルの場合、ビット レートは 11.05 Gbps
です。
表 6-126 では、[Provisioning] > [OTN] > [ITU-T G.709 Thresholds] タブの値を説明します。
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表 6-126

パラメータ

[Port]
[ES]

OTU2_XP カードの ITU-T G.709 しきい値設定

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号および任意指定
の名前を表示します。

—

重大エラー秒数。2 つのタイプのしきい 数値。しきい値表示オプションは、次の
値を設定できます。[SM]（OTUk）オプ とおりです。
ション ボタンを選択すると、FEC、オー
• [Direction]：[Near End] または [Far
バーヘッド管理、および OTUk を使用し
End]
た PM が選択されます。[PM] オプショ
ン ボタンを選択すると、ODUk を使用し • [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
たパス PM が選択されます。

• [Types]：[SM]（OTUk）または
[PM]（ODUk）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
（注）

SM（OTUk）は、管理およびパ
フォーマンス モニタリングに使
用される ITU-T G.709 Optical

Channel Transport Unit Order of
k オーバーヘッドフレームです。
PM（ODUk）は、パス パフォー
マンス モニタリングに使用され
る ITU-T G.709 Optical Channel
Data Unit Order of k オーバー
ヘッドフレームです。

[SES]

重大エラー秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM]（OTUk）または
[PM]（ODUk）
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[UAS]

使用不可秒数

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
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表 6-126

OTU2_XP カードの ITU-T G.709 しきい値設定（続き）

パラメータ

説明

オプション

[BBE]

バックグラウンド ブロック エラー

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。

[FC]

障害カウンタ

数値。しきい値表示オプションは、次の
とおりです。

• [Direction]：[Near End] または [Far
End]
• [Interval]：[15 Min]（分）または [1
Day]
• [Types]：[SM (OTUk)] または [PM
(ODUk)]
各カテゴリのオプションを選択し、
[Refresh] をクリックします。
表 6-127 では、[Provisioning] > [OTN] > [FEC Thresholds] タブの値を説明します。
表 6-127

パラメータ

[Port]
[Bit Errors
Corrected]

OTU2_XP カードの FEC しきい値設定

説明
（表示のみ）ポート番号および任意指定
の名前を表示します。

オプション

—

選択された期間内の訂正ビット エラー数 数値表示。15 分または 1 日の間隔で設定
を表示します。
できます。

[Uncorrectable 選択された期間内の訂正不可能なワード
Words]
数を表示します。

数値表示。15 分または 1 日の間隔で設定
できます。

表 6-128 では、[Provisioning] > [OTN] > [Trail Trace Identifier] タブの値を説明します。

（注）

OTU2_XP カードが Standard Regen モードであり、ODU 透過性が [Transparent Standard Use] に設定
されている場合は、Path Trail Trace Identifier 設定は変更できません。
OTU2_XP カードが Standard Regen モードであり、ODU 透過性が [Cisco Extended Use] に設定されて
いる場合は、Path Trail Trace Identifier 設定を変更できます。
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表 6-128

OTU2_XP カードの Trail Trace Identifier 設定

パラメータ

説明

オプション

[Port]

ポート番号を設定します。

—

[Level]

レベルを設定します。

• [Section]
• [Path]

[Received
Trace Mode]

トレース モードを設定します。

[Disable FDI
on TTIM]

このボックスをオンにすると、J0 オー
バーヘッド文字列の不一致が原因で

• [Manual]

Trace Identifier Mismatch on Section
オーバーヘッド アラームが発生しても、
Forward Defect Indication（FDI; 順方向
障害通知）信号がダウンストリーム ノー
ドに送信されません。

[Transmit]

[Expected]

[Received]

[Auto-refresh]

• [Off/None]

現在の送信文字列を表示し、新規の送信
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。
現在の予測文字列を表示し、新規の予測
文字列を設定します。右方のボタンをク
リックすると、表示を変更できます。タ
イトルは、現在の表示モードに基づいて
変更されます。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします（ボタンは
[ASCII] に変わります）。表示を ASCII
に変更するには [ASCII] をクリックしま
す（ボタンは [Hex] に変わります）。

• オン（FDI on TTIM はディセーブ
ル）

• オフ（FDI on TTIM はイネーブルで
ない）

トレース文字列サイズの文字列。

Trail Trace Identifier の長さは 64 バイト
です。

トレース文字列サイズの文字列

（表示のみ）現在の受信文字列を表示し
トレース文字列サイズの文字列
ます。[Refresh] をクリックすると、この
表示を手動でリフレッシュできます。ま
たは、[Auto-refresh every 5 sec] チェッ
クボックスをオンにすると、このパネル
を最新にしておくことができます。
オンにした場合、表示が 5 分ごとに自動
的にリフレッシュされます。

オン / オフ（デフォルト）

表 6-129 では、[Provisioning] > [OTN] > [Proactive Protection Regen] タブの値を説明します。

（注）

Proactive Protection Regen は、Standard Regen および Enhanced FEC モードである場合にのみ、
OTU2_XP のポートでサポートされます。
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表 6-129

パラメータ

[Port]
[Trigger
threshold]

OTU2_XP カードの Proactive Protection Regen 設定

説明

オプション

（表示のみ）ポート番号および名前（任
意指定）を表示します。
予防的保護をトリガーする最大 BER し
きい値を設定します。

—
• [1E-3]
• [9E-4] ～ [1E-4]
• [9E-5] ～ [1E-5]
• [9E-6] ～ [1E-6]
• [9E-7] ～ [1E-7]

[Trigger
window (ms)]

予防的保護をトリガーするまでの BER
のモニタ期間を設定します。

ミリ秒単位の時間。

トリガー ウィンドウ値は以下の倍数であ
る必要があります。

• 1E-3 と 6E-6 の間のトリガーしきい
値に対する 10 ms
• 5E-6 と 1E-7 の間のトリガーしきい
値に対する 100 ms
トリガー ウィンドウは 10000 ms 以下で
ある必要があります。

[Revert
Threshold]

BER の復帰しきい値を設定します。
（注）

Revert Threshold 設定は Trigger
Threshold 値より小さい必要があ
ります。

• [1E-4]
• [9E-5] ～ [1E-5]
• [9E-6] ～ [1E-6]
• [9E-7] ～ [1E-7]
• [9E-8] ～ [5E-8]

[Revert
window (ms)]

ルータに提供されている予防的保護が除
去される前に、復帰しきい値より小さい
設定値が BER でモニタされる期間を設
定します。

ミリ秒単位の時間。

Revert Window 値は、少なくとも 2000
ms で、以下の倍数である必要がありま
す。

• 1E-4 ～ 6E-7 の復帰しきい値に対す
る 10 ms
• 5E-7 ～ 5E-8 の復帰しきい値に対す
る 100 ms。

[Revert Window] は 10000 ms 以下であ
る必要があります。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。
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DLP-G523 OTU2_XP パス トレース設定の変更
目的

このタスクでは、OTU2_XP カードのパス トレース設定を変更します。

ツール / 機器

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

事前準備手順
必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、パス
トレース設定を変更する OTU2_XP カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Path] > [J1 Path Trace] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-130 に示されている任意の設定を変更します。

表 6-130

OTU2_XP パス トレース設定

ONS 15454（ANSI）の
パラメータ

説明

[Port]

ポート番号を設定します。

[Received
Trace Mode]
[Transmit]

トレース モードを設定しま
す。

オプション

ONS 15454 SDH
（ETSI）のオプション

• 3-1（OC192）

• 3-1（STM-64）

• 4-1（OC192）
• [Off/None]

• 4-1（STM-64）
• [Off/None]

• [Manual]

• [Manual]

現在の送信文字列を表示し、 トレース文字列サイズの
新規の送信文字列を設定しま 文字列
す。右方のボタンをクリック
すると、表示を変更できま
す。タイトルは、現在の表示
モードに基づいて変更されま
す。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします
（ボタンは [ASCII] に変わり
ます）。表示を ASCII に変更
するには [ASCII] をクリック
します（ボタンは [Hex] に変
わります）。

トレース文字列サイズの
文字列
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表 6-130

OTU2_XP パス トレース設定（続き）

ONS 15454（ANSI）の
パラメータ

オプション

ONS 15454 SDH
（ETSI）のオプション

[Expected]

現在の予測文字列を表示し、 トレース文字列サイズの
新規の予測文字列を設定しま 文字列
す。右方のボタンをクリック
すると、表示を変更できま
す。タイトルは、現在の表示
モードに基づいて変更されま
す。表示を 16 進に変更する
には [Hex] をクリックします
（ボタンは [ASCII] に変わり
ます）。表示を ASCII に変更
するには [ASCII] をクリック
します（ボタンは [Hex] に変
わります）。

トレース文字列サイズの
文字列

[Received]

（表示のみ）現在の受信文字 トレース文字列サイズの
列を表示します。[Refresh]
文字列
をクリックすると、この表示
を手動でリフレッシュできま
す。または、[Auto-refresh]
チェックボックスをオンにす
ると、5 秒ごとに表示を自動
的にリフレッシュできます。

トレース文字列サイズの
文字列

[Auto-refresh]

ステップ 4

説明

オンにした場合は、表示が 5
秒ごとに自動的にリフレッ
シュされます。

オン / オフ（デフォルト） オン / オフ（デフォルト）

[Apply] をクリックします。
元の手順（NTP）に戻ります。

DLP-G524 10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy 構成の OTU2_XP
パス設定のプロビジョニング
目的

このタスクでは、10G Ethernet LAN Phy to WAN Phy 構成の OTU2_XP
カードのパス設定を変更します。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

ステップ 1

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、パス
設定を変更する OTU2_XP カードをダブルクリックします。
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ステップ 2

[Provisioning] > [Path] > [SONET/SDH] タブをクリックします。これで、SF BER および SD BER の
値をプロビジョニングできます。

ステップ 3

表 6-131 を参照して、任意の OTU2_XP パス設定を変更します。

表 6-131

OTU2_XP パス設定

パラメータ

説明

[Port]

ポート番号を設定します。

ONS 15454（ANSI）の

ONS 15454 SDH（ETSI）の

オプション

オプション

• ポート 3-1（トラン
ク）

[SF BER]

[SD BER]

信号障害ビット エラー
レートを設定します
（SONET（ANSI）または
SDH（ETSI））。
信号劣化ビット エラー
レートを設定します
（SONET（ANSI）または
SDH（ETSI））。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

元の手順（NTP）に戻ります。

• ポート 3-1（トランク）
• ポート 4-1 トランク

• ポート 4-1 トランク
• [1E-3]

• [1E-3]

• [1E-4]

• [1E-4]

• [1E-5]

• [1E-5]

• [1E-5]

• [1E-5]

• [1E-6]

• [1E-6]

• [1E-7]

• [1E-7]

• [1E-8]

• [1E-8]

• [1E-9]

• [1E-9]

NTP-G162 ALS メンテナンス設定の変更
目的

ツール / 機器
事前準備手順

（注）

この手順では、TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、
10GE_XPE、および OTU2_XP カードの ALS メンテナンス設定を変更し
ます。
なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

Automatic Laser Shutdown（ALS; 自動レーザー遮断）機能は、TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP、
GE_XPE、10GE_XPE、および OTU2_XP カードの場合、通常はディセーブルになっています。ALS
は、カードが相互に直接接続されている場合にのみイネーブルにしてください。

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ モード）で、ALS
メンテナンス設定を変更する TXP、MXP、GE_XP、10GE_XP 、GE_XPE、10GE_XPE、または
OTU2_XP カードをダブルクリックします。
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ステップ 2

[Maintenance] > [ALS] タブをクリックします。

ステップ 3

表 6-132 に示されている任意の設定を変更します。プロビジョニング可能なパラメータは、表のオプ
ション カラムに示してあります。
表 6-132

ALS 設定

パラメータ

説明

オプション

[ALS Mode]

自動レーザー遮断。ALS は、カードが
LOS を検出したときに TXP、MXP、
GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、
10GE_XPE、および OTU2_XP の TX

ドロップダウン リストから、次のい
ずれかを選択します。

• [Disable]：ALS を非アクティブ
化します。

レーザーを遮断する機能を提供します。

• [Auto Restart]：（デフォルト）
ALS がアクティブです。電力は
必要に応じて自動的に切断され
ます。その後プローブ パルスを
使用して、障害の原因が取り除
かれるまで自動的に再起動を試
行します。

• [Manual Restart]
• [Manual Restart for Test]

[Recovery Pulse
Duration]

（表示のみ）増幅器の再始動時に開始さ
れる光パワー パルスの間隔を表示しま
す。

—

[Recovery Pulse
Interval]

（表示のみ）光パワー パルスの間隔を表
示します。

—

[Currently
Shutdown]

（表示のみ）レーザーの現在のステータ
スを表示します。

—

[Request Laser
Restart]
ステップ 4

オンの場合、メンテナンスのためにレー
ザーを再始動できます。

オンまたはオフ

[Apply] をクリックします。変更がトラフィックに影響する場合は、警告メッセージが表示されます。
[Yes] をクリックして、変更を完了します。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。
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NTP-G192 強制的な FPGA 更新
目的

この手順では、MXP_MR_10DME_C カードおよび
MXP_MR_10DME_L カードの FPGA イメージを強制的にアップグレー
ドします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

（注）

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ノード ソフトウェアを更新する場合は、ステップ 1 ～ ステップ 4 を実行します。それ以外の場合は、
ステップ 5 に進んで、MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カードの FPGA イ
メージを強制的にアップグレードします。

ステップ 1

[CTC] ウィンドウが開いている場合は閉じます。

ステップ 2

[CTC Launcher] ブラウザ ウィンドウから CTC キャッシュを削除します。

ステップ 3

[CTC Launcher] ブラウザ ウィンドウを閉じます。

ステップ 4

[CTC Launcher] ブラウザ ウィンドウを再度開きます。

ステップ 5

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ モード）で、アッ
プグレードする MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カードをダブルクリックし
ます。

ステップ 6

カードでプロビジョニングされているすべてのポートについて、[Provisioning] > [Line] タブをクリッ
クします。

a. [Admin State] テーブル セルをクリックし、[OOS,DSBLD]（ANSI）または [Locked,Disabled]
（ETSI）を選択します。
b. [Apply] をクリックし、[Yes] をクリックします。
ステップ 7

[Provisioning] > [Card] タブをクリックします。

ステップ 8

必要に応じてカード モードを変更します。

• [FC-GE_ISC]：次のいずれかの PPM ポート レートをプロビジョニングする場合は、このオプショ
ンを選択します。FC1G（ポート 1-1 ～ 4-1）、FC2G（ポート 1-1 および 3-1 のみ）、FICON1G
（ポート 1-1 ～ 4-1）、FICON2G（ポート 1-1 および 3-1 のみ）、ONE_GE（ポート 1-1 ～ 4-1）、
ISC3 COMPAT（ポート 1-1 ～ 4-1）、ISC3 PEER 1G（ポート 1-1 ～ 4-1）、および ISC3 PEER 2G
（ポート 1-1 および 3-1 のみ）。
• [FC4G]：FC4G または FICON4G PPM（ポート 1-1 のみ）をプロビジョニングする場合は、この
オプションを選択します。
ステップ 9

[Force FPGA Update] ボタンをクリックします。これにより、MXP_MR_10DME_C カードまたは
MXP_MR_10DME_L カードの FPGA イメージが必要に応じてアップグレードされます。
MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カードがリブートされ、FPGA には更新さ
れたイメージが含まれています。

Cisco ONS 15454 DWDM 手順ガイド リリース 9.2
78-19286-01-J

6-299

第6章

トランスポンダ カードおよびマックスポンダ カードのプロビジョニング

はじめる前に

ステップ 10

カードでプロビジョニングされているすべてのポートについて、[Provisioning] > [Line] タブをクリッ
クします。

a. [Admin State] テーブル セルをクリックし、[IS]（ANSI）または [Unlocked]（ETSI）を選択しま
す。

b. [Apply] をクリックし、[Yes] をクリックします。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

NTP-G196 カードが保護グループに含まれている場合
の強制的な FPGA 更新
目的

この手順では、カードが保護グループに含まれている場合に、
MXP_MR_10DME_C カードおよび MXP_MR_10DME_L カードの
FPGA イメージを強制的にアップグレードします。

ツール / 機器

なし

事前準備手順

「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

（注）

この手順は、2 つの MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カード（1 つのカード
は現用カードとして機能し、他方のカードは保護カードとして機能する）を持っている近端ノードに適
用されます。遠端ノードの構成も類似しています。近端現用カードのトランク ポートは、遠端現用
カードのトランク ポートに接続されます。近端保護カードのトランク ポートは、遠端保護カードのト
ランク ポートに接続されます。

（注）

ノード ソフトウェアを更新する場合は、ステップ 1 ～ ステップ 4 を実行します。それ以外の場合は、
ステップ 5 に進んで、MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カードの FPGA イ
メージを強制的にアップグレードします。

ステップ 1

[CTC] ウィンドウが開いている場合は閉じます。

ステップ 2

[CTC Launcher] ブラウザ ウィンドウから CTC キャッシュを削除します。

ステップ 3

[CTC Launcher] ブラウザ ウィンドウを閉じます。

ステップ 4

[CTC Launcher] ブラウザ ウィンドウを再度開きます。

ステップ 5

MXP_MR_10DME_C カードまたは MXP_MR_10DME_L カードの各保護グループの近端および遠端
の現用カードでトラフィックが実行されていることを確認します。

ステップ 6

ノード ビュー（シングルノード モード）またはマルチシェルフ ビュー（マルチシェルフ モード）で、
[Provisioning] > [Protection] タブをクリックします。

ステップ 7

各保護グループについて、現用カードのクライアント ポートが [working/active] として報告され、保
護カードのクライアント ポートが [protect/standby] として報告されていることを確認します。

ステップ 8

遠端ノードについて、ステップ 6 および 7 を繰り返します。
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ステップ 9

近端ノードおよび遠端ノードの各保護グループについて、「DLP-G182 ロックアウトの適用」（P.11-47）
のタスクを実行して、トラフィックが保護カードに切り替わらないようにします。

ステップ 10

近端ノードおよび遠端ノードで、「NTP-G192 強制的な FPGA 更新」（P.6-300）の手順を実行して、保
護カードの FPGA イメージを強制的にアップグレードします。

ステップ 11

近端ノードおよび遠端ノードの各保護グループについて、「DLP-G183 ロックオンまたはロックアウト
の解除」（P.11-48）のタスクを実行して、ロックアウトを除去し、保護グループを通常のスイッチング
方式に戻します。

ステップ 12

近端ノードおよび遠端ノードの各保護グループについて、「DLP-G179 Y 字型ケーブルまたはスプリッ
タの強制保護切り替えの適用」（P.11-45）のタスクを実行して、トラフィックを現用カードから保護
カードに移動します。

ステップ 13

近端ノードおよび遠端ノードで、「NTP-G192 強制的な FPGA 更新」（P.6-300）の手順を実行して、現
用カードの FPGA イメージを強制的にアップグレードします。

ステップ 14

近端ノードおよび遠端ノードの各保護グループについて、「DLP-G180 Y 字型ケーブルまたはスプリッ
タの手動または強制保護切り替えの解除」（P.11-46）のタスクを実行して、現用カードの強制保護ス
イッチをクリアします。保護グループがリバーティブである場合、この操作によりトラフィックが現用
カードに復帰します。保護グループが非リバーティブである場合、この操作によりトラフィックは保護
カード上に残ります。
ここでやめてください。この手順はこれで完了です。

NTP-G232 エラー デコレレータのイネーブル化
目的

このタスクでは、TXP_MR_10EX_C、MXP_2.5G_10EX_C、または
MXP_MR_10DMEX_C カードでエラー デコレレータをイネーブルにし
ます。

ツール / 機器
事前準備手順

なし
「DLP-G46 CTC へのログイン」（P.3-31）

必須 / 適宜

適宜

オンサイト / リモート

オンサイトまたはリモート

セキュリティ レベル

プロビジョニング以上

ステップ 1

ノード ビュー（シングルシェルフ モード）またはシェルフ ビュー（マルチシェルフ ビュー）で、エ
ラー デコレレータをイネーブルにする TXP_MR_10EX_C、MXP_2.5G_10EX_C、または
MXP_MR_10DMEX_C カードをダブルクリックします。

ステップ 2

[Provisioning] > [Line] > [Error Decorrelator Settings] タブをクリックします。

ステップ 3

[Error Decorrelator Settings] 領域で、[Enable] を選択します。

（注）

その他のカードと相互運用するには、エラー デコレレータをディセーブルにします。
[Provisioning] > [Line]> [Error Decorrelator Settings] タブをクリックし、[Disable] を選択します。
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