APPENDIX

B

管理状態およびサービス状態
ここでは、Cisco ONS 15454 SDH カード、ポート、クロスコネクトに関する管理状態とサービス状
態について説明します。回線の状態については、第 11 章「回線とトンネル」を参照してください。
ソフトウェア Release 6.0 の状態は、Telcordia GR-1093-CORE, Issue 2 and ITU-T X.731 で定義されて
いる一般的な状態モデルに基づいています。

Cisco ONS 15454 SDH リファレンス マニュアル
78-16894-01-J

B-1

付録 B
B.1

B.1

管理状態およびサービス状態

サービス状態

サービス状態
サービス状態には、Primary State（PST; 1 次状態）
、Primary State Qualifier（PSTQ; 1 次状態修飾子）、
1 つまたは複数の Secondary State（SST; 2 次状態）があります。表 B-1 に、ONS 15454 SDH がサポー
トするサービス状態 PST および PSTQ を示します。
表 B-1

ONS 15454 SDH サービス状態の 1 次状態および 1 次状態修飾子

1 次状態、1 次状態修飾子 説明
Unlocked-enabled

エンティティは完全に動作しており、プロビジョニングしたとおりに
動作しています。

Unlocked-disabled

自律イベントのため、エンティティは動作していません。

Locked-disabled

自律イベントのため、エンティティは動作していず、サービスから手
動で削除されています。

Locked-enabled

エンティティはサービスから手動で削除されています。

表 B-2 は、ONS 15454 SDH がサポートする SST の定義です。
表 B-2

ONS 15454 SDH の 2 次状態

2 次状態

説明

automaticInService

エンティティは、Unlocked-enabled サービス状態への移行が遅延して
います。Unlocked-enabled 状態への移行は、状態の変化かソーク タイ
マーによって決まります。アラームの通知は抑制されていますが、ト
ラフィックは伝送されています。アラームが報告されているかどうか
に関係なく、発生した障害状態は、CTC の Conditions タブまたは TL1
RTRV-COND コマンドを使用して確認できます。

disabled

エンティティはサービスから手動で削除され、プロビジョニングされ
た機能を果たしていません。サービスはすべて中断され、エンティ
ティはトラフィックを伝送できません。

（注）

無効の状態の STM-N カードは、Alarm Indication Signal Line
（AIS-L）の送信を続行します。

failed

エンティティがアラームまたは状態を発生させました。

loopback

エンティティはループバック モードです。

mismatchOfEquipment

間違ったカードが取り付けられているか、取り付けられたカードをク
ロスコネクト カードがサポートしていないか、または互換性のない
バックプレーンが設置されています。たとえば、取り付けられたカー
ドと、事前にプロビジョニングされたカードまたはスロットとの間に
互換性がありません。この SST はカードだけに適用されます。

maintenance

エンティティはメンテナンス操作のためにサービスから手動で削除
されましたが、プロビジョニングされた機能をまだ実行しています。
アラームの通知は抑制されていますが、トラフィックは伝送されてい
ます。アラームが報告されているかどうかに関係なく、発生した障害
状態は、CTC の Conditions タブまたは TL1 RTRV-COND コマンドを
使用して確認できます。
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管理状態

ONS 15454 SDH の 2 次状態（続き）

2 次状態

説明

outOfGroup のサポート

virtual concatenation（VCAT; 仮想連結）メンバーのクロスコネクトが、
VCAT グループのトラフィック送信のために使用されていません。こ
の状態は、メンバー回線をグループから外し、トラフィックを停止さ
せるために使用します。Locked-enabled,outOfGroup は、VCAT が存在
する端末ノードのクロスコネクトだけに適用されます。中間ノードの
クロスコネクトのサービス状態は、Locked-enabled,maintenance になり
ます。

softwareDownload

カードはソフトウェアのダウンロードを行っています。この SST は
カードだけに適用されます。

unassigned

カードはデータベース内にプロビジョニングされていません。この
SST はカードだけに適用されます。

notInstalled

カードが物理的に存在しません（スロットが空です）。この SST は
カードだけに適用されます。

管理状態
管理状態はサービス状態の管理に使用します。管理状態は、PST および SST で構成されます。表
B-3 に、ONS 15454 SDH がサポートする管理状態を示します。SST の定義については、表 B-2 を参
照してください。

（注）

エンティティの管理状態が変化しても、サポートするエンティティやサポートされるエンティティ
のサービス状態は変わりません。

表 B-3

ONS 15454 SDH の管理状態

管理状態（PST、SST）

説明

Unlocked

エンティティをイン サービスにします。

Unlocked,automaticInservice エンティティを自動イン サービスにします。
Locked,disabled

エンティティをサービスから削除して無効にします。

Locked,maintenance

メンテナンスのためにエンティティをサービスから削除します。

Locked,outOfGroup

（VCAT 回線のみ）VCAT メンバーのクロスコネクトを、サービスと
メンバーのグループから削除します。
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サービス状態の移行
ここでは、カード、ポート、クロスコネクトの、サービス状態から次のサービス状態への移行につ
いて説明します。サービス状態の移行は、エンティティで実行される動作に基づいています。

B.3.1

カードのサービス状態の移行
表 B-4 で、カードのサービス状態の移行について説明します。

表 B-4

ONS 15454 SDH カードのサービス状態の移行

現在のサービス状態

動作

次のサービス状態

Unlocked-enabled

管理状態を Locked,maintenance に Locked-enabled,maintenance
変更
カードの削除

Locked-disabled,unassigned

カードの引き出し

Unlocked-disabled,notInstalled

カードのリセット

Unlocked-disabled,softwareDownload
または
Unlocked-disabled（Pluggable Port Module
[PPM] の場合）

Unlocked-disabled,automaticInService お
よび mismatchOfEquipment

アラーム / 状態の発生

Unlocked-disabled,failed

カードの引き出し

Unlocked-disabled,automaticInService &
notInstalled

カードの削除

Locked-disabled,unassigned（カードが有効
な場合）
Locked-disabled,mismatchOfEquipment &
unassigned（カードが無効な場合）

Unlocked-disabled,automaticInService &
softwareDownload

再起動の完了

Unlocked-enabled

カードの引き出し

Unlocked-disabled,automaticInService &
notInstalled

Unlocked-disabled,automaticInService &
notInstalled

有効なカードの挿入

Unlocked-disabled,automaticInService &
softwareDownload

無効なカードの挿入

Unlocked-disabled,automaticInService &
mismatchOfEquipment

カードの削除

Locked-disabled,unassigned & notInstalled

Unlocked-disabled,mismatchOfEquipment カードの引き出し
カードの削除

Unlocked-disabled,notInstalled
Locked-disabled,unassigned（カードが有効
な場合）
Locked-disabled,mismatchOfEquipment &
unassigned（カードが無効な場合）

管理状態を Locked,maintenance に Locked-disabled,mismatchOfEquipment &
maintenance
変更
Unlocked-disabled,softwareDownload

再起動の完了

Unlocked-enabled

カードの引き出し

Unlocked-disabled,notInstalled
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表 B-4

ONS 15454 SDH カードのサービス状態の移行（続き）

現在のサービス状態

動作

次のサービス状態

Unlocked-disabled,notInstalled

有効なカードの挿入

Unlocked-disabled,softwareDownload

無効なカードの挿入

Unlocked-disabled,mismatchOfEquipment

カードの削除

Locked-disabled,unassigned & notInstalled

管理状態を Locked,maintenance に Locked-disabled,maintenance & notInstalled
変更
Unlocked-disabled,failed

カードの引き出し

Unlocked-disabled,unequipped

カードの削除

Locked-disabled,unassigned

管理状態を Locked,maintenance に Locked-disabled,failed & maintenance
変更
カードのリセット

Unlocked-disabled,softwareDownload

アラーム / 状態の解除

Unlocked-enabled

Locked-disabled,mismatchOfEquipment & 管理状態を Unlocked に変更
maintenance
カードの引き出し

Unlocked-disabled,mismatchOfEquipment
Locked-disabled,maintenance & notInstalled
Locked-disabled,unassigned（カードが有効な
場合）

カードの削除

Locked-disabled,mismatchOfEquipment &
unassigned（カードが無効な場合）
Locked-disabled,mismatchOfEquipment & カードの引き出し
unassigned
カードのプロビジョニング

Locked-disabled,unassigned & notInstalled

Locked-disabled,maintenance &
softwareDownload

再起動の完了

Locked-enabled,maintenance

カードの引き出し

Locked-disabled,maintenance & notInstalled

管理状態を Unlocked に変更

Unlocked-disabled,notInstalled

有効なカードの挿入

Locked-disabled,maintenance &
softwareDownload

無効なカードの挿入

Locked-disabled,mismatchOfEquipment &
maintenance

カードの削除

Locked-disabled,unassigned & notInstalled

カードの引き出し

Locked-disabled,unassigned & notInstalled

Locked-disabled,maintenance &
notInstalled

Locked-disabled,unassigned

Unlocked-disabled,mismatchOfEquipment

無効なカードのプロビジョニング Unlocked-disabled,mismatchOfEquipment
有効なカードのプロビジョニング Unlocked-disabled,softwareDownload
Locked-disabled,unassigned & notInstalled 有効なカードの挿入

Locked-disabled,failed & maintenance

Unlocked-disabled,softwareDownload

無効なカードの挿入

Locked-disabled,mismatchOfEquipment &
unassigned

カードの事前プロビジョニング

Unlocked-disabled,automaticInService &
notInstalled

カードの引き出し

Locked-disabled,maintenance & notInstalled

カードの削除

Locked-disabled,unassigned

管理状態を Unlocked に変更

Unlocked-disabled,failed

カードのリセット

Locked-disabled,maintenance &
softwareDownload

アラーム / 状態の解除

Unlocked-enabled
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ONS 15454 SDH カードのサービス状態の移行（続き）

現在のサービス状態

動作

次のサービス状態

Locked-enabled,maintenance

管理状態を Unlocked に変更

Unlocked-enabled

カードの削除

Locked-disabled,unassigned

カードの引き出し

Locked-disabled,maintenance & notInstalled

カードのリセット

Locked-disabled,maintenance &
softwareDownloadunassigned

アラーム / 状態の発生

Locked-disabled,failed & maintenance

B.3.2

ポートおよびクロスコネクトのサービス状態の移行
表 B-5 に、ポートおよびクロスコネクトのサービス状態の移行を示します。ポートの状態は、1 つ
の例外を除いてクロスコネクトに影響を与えません。Unlocked-disabled,automaticInService サービス
状態のクロスコネクトは、親ポートが Unlocked-enabled になるまで、自ら Unlocked-enabled サービ
ス状態に移行できません。
次に示すポートは、表 B-5 のサービス状態をすべてサポートしているわけではありません。

（注）

表 B-5

•

E シリーズのイーサネット ポート：サービス状態をサポートしません。これらのポートは、
enabled または disabled になります。

•

FC_MR-4 ポート：Unlocked-enabled、Locked-enabled,disabled、および Locked-enabled,maintenance
サービス状態をサポートします。Unlocked-disabled,automaticInService サービス状態はサポート
しません。

ポートまたはクロスコネクトを削除すると、システムからエンティティが削除されます。削除され
たエンティティは、別のサービス状態には移行しません。

ONS 15454 SDH のポートおよびクロスコネクトのサービス状態の移行

現在のサービス状態

動作

次のサービス状態

Unlocked-enabled

ポートまたはクロスコネクトを
Locked,maintenance 管理状態にする

Locked-enabled,maintenance

ポートまたはクロスコネクトを
Locked,disabled 管理状態にする

Locked-enabled,disabled
Locked-enabled,disabled & outOfGroup
（VCAT クロスコネクトの場合）

ポートまたはクロスコネクトを
Unlocked,automaticInService 管理状態
にする

Unlocked-disabled,automaticInService1

VCAT クロスコネクトを
Locked,outOfGroup 管理状態にする

Locked-enabled,maintenance & outOfGroup

アラーム / 状態の発生

Unlocked-disabled,failed
Unlocked-disabled,failed & outOfGroup
（VCAT メンバーの場合）
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ONS 15454 SDH のポートおよびクロスコネクトのサービス状態の移行（続き）

現在のサービス状態

動作

次のサービス状態

Unlocked-disabled,automaticInService

ポートまたはクロスコネクトを
Unlocked 管理状態にする

Unlocked-enabled

ポートまたはクロスコネクトを
Locked,maintenance 管理状態にする

Locked-enabled,maintenance

ポートまたはクロスコネクトを
Locked,disabled 管理状態にする

Locked-enabled,disabled
Locked-enabled,disabled & outOfGroup
（VCAT クロスコネクトの場合）

VCAT クロスコネクトを
Locked,outOfGroup 管理状態にする

Locked-enabled,maintenance および
outOfGroup

アラーム / 状態の発生

Unlocked-disabled,automaticInService &
failed
Unlocked-disabled,automaticInService &
failed & outOfGroup（VCAT メンバーの場
合）

Unlocked-disabled,automaticInService & アラーム / 状態の解除
failed
ポートまたはクロスコネクトを
Unlocked 管理状態にする

Unlocked-disabled,automaticInService
Unlocked-disabled,failed

ポートまたはクロスコネクトを
Locked,disabled 管理状態にする

Locked-enabled,disabled

ポートまたはクロスコネクトを
Locked,maintenance 管理状態にする

Locked-disabled,failed & maintenance

VCAT メンバーを Locked,outOfGroup
管理状態にする

Locked-disabled,failed & maintenance &
outOfGroup

Unlocked-disabled,automaticInService & アラーム / 状態の解除
failed & outOfGroup

Unlocked-disabled,automaticInService また
は Locked-enabled,maintenance
•

In Group メンバーが Unlocked-enabled
または
Unlocked-disabled,automaticInService
の場合、メンバーが
Unlocked-disabled,automaticInService
に移行します。

•

In Group メンバーが
Locked-enabled,maintenance の場合、
メンバーが
Locked-enabled,maintenance に移行し
ます。

VCAT メンバーを Unlocked 管理状態 Unlocked-disabled,failed および
outOfGroup
にする
VCAT メンバーを Locked,disabled 管 Locked-enabled,disabled および outOfGroup
理状態にする
VCAT メンバーを Locked,maintenance Locked-disabled,failed & maintenance &
outOfGroup
管理状態にする
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ONS 15454 SDH のポートおよびクロスコネクトのサービス状態の移行（続き）

現在のサービス状態

動作

次のサービス状態

Unlocked-disabled,failed

アラーム / 状態の解除

Unlocked-enabled

ポートまたはクロスコネクトを
Unlocked,automaticInService 管理状態
にする

Unlocked-disabled,automaticInService &
failed

ポートまたはクロスコネクトを
Locked,disabled 管理状態にする

Locked-enabled,disabled
Locked-enabled,disabled & outOfGroup
（VCAT メンバーの場合）

Unlocked-disabled,failed および
outOfGroup

ポートまたはクロスコネクトを
Locked,maintenance 管理状態にする

Locked-disabled,failed & maintenance

VCAT メンバーを Locked,outOfGroup
管理状態にする

Locked-disabled,failed & maintenance &
outOfGroup

アラーム / 状態の解除

Unlocked-enabled または
Locked-enabled,maintenance
•

In Group メンバーが Unlocked-enabled
または
Unlocked-disabled,automaticInService
の場合、メンバーが Unlocked-enabled
に移行します。

•

In Group メンバーが
Locked-enabled,maintenance の場合、
メンバーが
Locked-enabled,maintenance に移行し
ます。

VCAT メンバーを
Unlocked,automaticInService 管理状態
にする

Unlocked-disabled,automaticInService &
failed & outOfGroup

VCAT メンバーを Locked,disabled 管
理状態にする

Locked-enabled,disabled & outOfGroup

VCAT メンバーを Locked,maintenance Locked-disabled,failed & maintenance &
outOfGroup
管理状態にする
Locked-disabled,failed & loopback &
maintenance
Locked-disabled,failed & loopback &
maintenance & outOfGroup

ループバックを解放する

Locked-disabled,failed & maintenance

アラーム / 状態の解除

Locked-enabled,loopback & maintenance

ループバックを解放する

Locked-disabled,failed & maintenance &
outOfGroup

アラーム / 状態の解除

Locked-enabled,maintenance & outOfGroup
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ONS 15454 SDH のポートおよびクロスコネクトのサービス状態の移行（続き）

現在のサービス状態

動作

次のサービス状態

Locked-disabled,failed & maintenance

アラーム / 状態の解除

Locked-enabled,maintenance

ポートまたはクロスコネクトを
Unlocked-enabled 管理状態にする

Unlocked-disabled,failed

ポートまたはクロスコネクトを
Unlocked,automaticInService 管理状態
にする

Unlocked-disabled,automaticInService &
failed

ポートまたはクロスコネクトを
Locked,disabled 管理状態にする

Locked-enabled,disabled
Locked-enabled,disabled & outOfGroup
（VCAT メンバーの場合）

ポートまたはクロスコネクトをルー Locked-disabled,failed & loopback &
maintenance
プバック状態にする
VCAT メンバーを Locked,outOfGroup
管理状態にする
Locked-disabled,failed & maintenance & アラーム / 状態の解除
outOfGroup
VCAT メンバーを Unlocked 管理状態
にする

（注）

Locked-enabled,maintenance & outOfGroup
Unlocked-disabled,failed & outOfGroup

VCAT In Group メンバーは、
Unlocked-disabled,failed ま た
は Unlocked-enabled のサービ
ス状態にあります。

VCAT メンバーを
Unlocked,automaticInService 管理状態
にする

（注）

Locked-disabled,failed & maintenance &
outOfGroup

Unlocked-disabled,automaticInService &
failed & outOfGroup

VCAT In Group メンバーは、
Unlocked-disabled,automaticInS
ervice & failed または
Unlocked-enabled の サ ー ビ ス
状態にあります。

VCAT メンバーを Locked,disabled 管
理状態にする

Locked-enabled,disabled & outOfGroup

VCAT メンバーを Locked,maintenance Locked-enabled,failed & maintenance
管理状態にする

（注）

VCAT In Group メンバーは、
Locked-enabled,failed &
maintenance のサービス状態に
あります。

ループバックを行う

Locked-enabled,failed & loopback &
maintenance & outOfGroup
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ONS 15454 SDH のポートおよびクロスコネクトのサービス状態の移行（続き）

現在のサービス状態

動作

次のサービス状態

Locked-enabled,disabled

ポートまたはクロスコネクトを
Unlocked 管理状態にする

Unlocked-enabled

ポートまたはクロスコネクトを
Unlocked,automaticInService 管理状態
にする

Unlocked-disabled,automaticInService

ポートまたはクロスコネクトを
Locked,maintenance 管理状態にする

Locked-enabled,maintenance

VCAT クロスコネクトを
Locked,outOfGroup 管理状態にする

Locked-enabled,maintenance & outOfGroup

VCAT メンバーを Locked,outOfGroup
管理状態にする

Locked-enabled,maintenance & outOfGroup

Locked-enabled,loopback & maintenance ループバックを解放する

（注）

Locked-enabled,maintenance

Locked-enabled, loopback &
maintenance のサービス状態の
場合、
Cisco Transport Controller
（CTC）および Transaction
Language One（TL1）によって
クロスコネクトが削除されま
す。また、ループバックも削
除されます。これはクロスコ
ネクトには適用され、ポート
には適用されません。

アラーム / 状態の発生

Locked-disabled,failed & loopback &
maintenance
Locked-disabled,failed & loopback &
maintenance & outOfGroup（VCAT メ ン
バーの場合）

Locked-enabled,loopback & maintenance アラーム / 状態の発生
& outOfGroup

Locked-disabled,failed & loopback &
maintenance & outOfGroup
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管理状態およびサービス状態
B.3 サービス状態の移行

表 B-5

ONS 15454 SDH のポートおよびクロスコネクトのサービス状態の移行（続き）

現在のサービス状態

動作

次のサービス状態

Locked-enabled,maintenance

ポートまたはクロスコネクトを
Unlocked 管理状態にする

Unlocked-enabled

ポートまたはクロスコネクトを
Unlocked,automaticInService 管理状態
にする

Unlocked-disabled,automaticInService

ポートまたはクロスコネクトを
Locked,disabled 管理状態にする

Locked-enabled,disabled
Locked-enabled,disabled & outOfGroup
（VCAT クロスコネクトの場合）

ポートまたはクロスコネクトをルー
プバック状態にする

Locked-enabled,loopback & maintenance

VCAT クロスコネクトを
Locked,outOfGroup 管理状態にする

Locked-enabled,maintenance & outOfGroup

アラーム / 状態の発生

Locked-disabled,failed & maintenance
Locked-disabled,failed & maintenance &
outOfGroup（VCAT メンバーの場合）

Locked-enabled,maintenance &
outOfGroup

アラーム / 状態の発生

Locked-disabled,failed & maintenance &
outOfGroup

1. VCAT メンバーの場合、Unlocked-enabled から Unlocked-disabled,automaticInService への移行は、メンバーの Loss of Multiframe（LOM）や
Sequence Mismatch（SQM）では発生しません。
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