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14

アラームのモニタリングおよび管理

この章では、Cisco Transport Controller（CTC）のアラーム管理について説明します。個々のアラー

ムのトラブルシューティングについては、『Cisco ONS 15454 Troubleshooting Guide』を参照してくだ

さい。次の内容について説明します。

• 14.1　概要（p.14-2）

• 14.2　LCD アラーム カウント（p.14-2）

• 14.3　アラーム情報（p.14-3）

• 14.4　アラームの重大度（p.14-11）

• 14.5　アラーム プロファイル（p.14-12）

• 14.6　アラームの抑制（p.14-17）

• 14.7　外部アラームと制御（p.14-18）
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14.1　概要
CTC は、Cisco ONS 15454 およびより大きい SONET ネットワークによって生成された SONET ア

ラームを検出して報告します。CTC を使用すると、カード レベル、ノード レベル、またはネット

ワーク レベルで、アラームをモニタして管理できます。アラームは、Telcordia GR-253 規格に準拠

しています。アラーム重大度は Telcordia GR-474 に準拠していますが、カスタマイズされたアラー

ム プロファイルでアラーム重大度を設定したり、または CTC アラーム レポートを抑制したりでき

ます。Optical Networking System（ONS）ノードに採用されている標準 Telcordia カテゴリの詳細に

ついては、『Cisco ONS 15454 Troubleshooting Guide』を参照してください。

（注） ONS 15454 アラームは、Transaction Language One（TL1）または Network Management System（NMS;
ネットワーク管理システム）でモニタして管理することもできます。

14.2　LCD アラーム カウント
ONS 15454 LCD パネルのボタンを使用すると、ノード レベル、スロット レベル、またはポート レ

ベルで アラーム カウントとサマリーを表示できます。Slot ボタンと Port ボタンによって、表示タ

イプを切り替えます。Slot ボタンではノード表示とスロット表示が切り替わり、Port ボタンではス

ロット表示とポート表示が切り替わります。表示モードを選択してから Status ボタンを押すと、表

示がアラーム カウントからアラーム サマリーに変わります。

ONS 15454 では、1 回ボタンを押すと、確認することの多い一部のアラーム カウントが更新されま

す。Slot ボタンを 1 回押してから 8 秒経過すると、スロットのアラーム カウントからスロットのア

ラーム サマリーに表示が自動的に変わります。Port ボタンを押してポート レベルの表示に切り替

えた場合は、Port ボタンで特定のスロットに切り替え、各ポートのポート レベル アラーム カウン

トを表示できます。図 14-1 に、LCD パネルのレイアウトを示します。

図 14-1 シェルフの LCD パネル
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14.3　アラーム情報
Alarms タブを使用すると、カード、ノード、またはネットワーク レベルのアラームを表示できま

す。Alarms ウィンドウには、Telcordia GR-253 に準拠したアラームが表示されます。したがって、

ネットワークの問題によって Loss of  Frame（LOF; フレーム損失）と Loss of Signal（LOS; 信号損

失）のように 2 つのアラームが発生した場合は、LOS が優先されるので、CTC がこのウィンドウに

表示するのは LOS アラームだけです（Conditions ウィンドウでは、LOF アラームを検索できます）。

Alarms タブと Conditions タブの Path Width カラムは、アラームの発生したパス内の STS 数を指定す

ることによって、Access Identifier（AID; アクセス ID）ストリング（「STS-4-1-3」など）に含まれる

アラーム オブジェクト情報を展開します。たとえば、クリティカル アラームが STS1 に適用された

のか、それとも STS48c に適用されたのかが Path Width からわかります。Path Width カラムは、1、

3、6、12、48 などで幅を伝えますが、これは「STS-N」と解釈します。

表 14-1 に、カラム ヘッダーと各カラムに記録される情報を示します。

表 14-1 アラームのカラム

カラム 記録される情報

Num Num（数）は、受信したアラーム メッセージの数であり、アラームが発生する

たびに自動的に増えて、受信したエラー メッセージの現在の合計数が表示され

ますこのカラムはデフォルトで非表示ですが、表示する場合は、カラムを右ク

リックして Show Column > Num を選択します。

Ref Ref（リファレンス）は、表示されている個々のアラーム メッセージを参照す

るために、各アラームに割り当てられた固有の識別番号です（このカラムはデ

フォルトで非表示です。表示するには、カラムを右クリックして Show Column

を選択します）。

New 新しいアラームです。このステータスを変更するには、Synchronize ボタンをク

リックするか、または Delete Cleared Alarms ボタンをクリックします。

Date アラームの発生日時です。

Node 状態またはアラームが発生したノードの名前です（ネットワーク ビューで表示

されます）。

Object アラーム オブジェクトの TL1 AID です。STSmon または VTmon の場合、これ

はモニタ対象の STS オブジェクトまたは VT オブジェクトになります。

Eqpt Type このスロットのカード タイプです。

Shelf Dense Wavelength Division Multiplexing（DWDM; 高密度波長分割多重）構成で、

アラーム オブジェクトがあるシェルフです。ネットワーク ビューで表示されま

す。

Slot アラームが発生したスロットです（表示されるのは、ネットワーク ビューと

ノード ビューだけです）。

Port アラームがオンになったポートです。STSTerm および VTTerm の場合、この

ポートは相手先であるアップストリーム カードを表します。

Path Width アラームの発生したパスに含まれている STS の数を示します。この情報は、ア

ラーム オブジェクト表示を補足します。アラーム オブジェクト表示について

は、『Cisco ONS 15454 Troubleshooting Guide』にある「Alarm Troubleshooting」の

章を参照してください。

Sev 重大度：CR（クリティカル）、MJ（メジャー）、MN（マイナー）、NA（アラー

ムなし）、NR（レポートなし）

ST ステータス：R（オン）、C（クリア）、T（過渡状態）

SA チェックが入っている場合、サービスに影響のあるアラームを意味します。
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（注） エンティティが管理ステート OOS,MT である場合、ONS 15454 はそのエンティティ上で持続して

いるすべてのアラームを抑制します。Conditions タブには、すべてのアラームおよびイベントが表

示されます。LPBKFACILITY および LPBKTERMINAL アラームでは、この動作を変更できます。

これらのアラームを Alarms タブで表示するには、NE Defaults タブで 
NODE.general.ReportLoopbackConditionsOnPortsInOOS-MT を TRUE に設定します。

表 14-2 に、アラームと状態の重大度に対応する色分けを示します。inherited（I）と unset（U）の重

大度が表示されるのは、ネットワーク ビューの Provisioning > Alarm Profiles タブだけです。

（注） CTC では状況によって、メジャー アラームとマイナー アラームがイエローで表示されることがあ

ります。これは CTC の問題ではなく、ワークステーションのメモリと色使用状況の問題です。た

とえば、色を多用するアプリケーションを実行している場合、ワークステーションでは色が不足す

ることがあります。Netscape を使用する場合は、コマンドラインから -install オプションまたは -ncols
32 オプションを指定することによって、使用する色数を制限できます。

14.3.1　各ノードのタイム ゾーン付きアラーム表示

デフォルトでは、アラームおよび状態は、表示している CTC ワークステーションのタイム スタン

プとともに表示されます。ただし、Edit > Preferences をクリックし、さらに Display Events Using Each

Node’s Timezone チェック ボックスをクリックすると、ノードが配置されているタイム ゾーンを使

用してアラーム（および状態）を伝えるようにノードを設定できます。

14.3.2　アラーム表示の制御

Alarms ウィンドウでのアラーム表示を制御できます。表 14-3 に、Alarms ウィンドウで実行できる

動作を示します。

Cond エラー メッセージおよびアラーム名。この名前は『Cisco ONS 15454 

Troubleshooting Guide』にある「Alarm Troubleshooting」の章でアルファベット

順に定義されています。

Description アラームの説明です。

表 14-1 アラームのカラム（続き）

カラム 記録される情報

表 14-2 アラームおよび状態の重大度に対応する色分け

色 説明

レッド クリティカル（CR）アラームがオン

オレンジ メジャー（MJ）アラームがオン

イエロー マイナー（MN）アラームがオン

マゼンタ アラームなし（NA）状態がオン

ブルー レポートなし（NR）状態がオン

ホワイト アラームまたは状態クリア（C）
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14.3.3　アラームのフィルタリング

アラーム表示をフィルタリングすることによって、特定の重大度のアラームまたは指定した日付お

よび時間内に発生したアラームを表示しないようにできます。フィルタリング パラメータを設定す

るには、Alarms ウィンドウの左下にある Filter ボタンをクリックします。ウィンドウ右下の Filter

ツールをクリックすると、フィルタをオンまたはオフにできます。CTC はフィルタの動作設定を維

持します。たとえば、フィルタをオンにしてログアウトした場合、次回ログインしたときにも、フィ

ルタはアクティブに維持されています。

14.3.4　アラームの影響を受ける回線の表示

Alarm ウィンドウでアラームにカーソルを合わせ、右クリックすると、特定のアラームが ONS 15454

のどの回線に影響を与えているかを確認できます。ショートカット メニューが表示されます（図

14-2）。Select Affected Circuits オプションを選択すると、Circuits ウィンドウが開き、アラームの影

響を受けている回線が表示されます。

表 14-3 アラーム表示

ボタン / チェックボック
ス / ツール 動作

Filter ボタン Alarms ウィンドウの表示を変更し、特定の重大度と一致するアラーム、

指定の時間範囲内に発生したアラーム、または特定の条件を反映した

アラームだけ（あるいはそれらのすべて）が表示されるようにできま

す。たとえば、クリティカル アラームだけがウィンドウに表示される

ようにフィルタを設定できます。

ノード ビューなどの CTC ビューで Filter ボタンをクリックしてフィル

タ機能を有効にすると、カード ビュー、ネットワーク ビューなど、他

のビューでもフィルタ機能が有効になります。

Synchronize ボタン アラーム表示を更新します。CTC はリアルタイムでアラームを表示し

ますが、Synchronize ボタンを使用することによって、アラーム表示を

確認できます。プロビジョニング時またはトラブルシューティング時

に非常に役立ちます。

Delete Cleared Alarms ボ

タン

解消されたアラームをビューから削除します。

AutoDelete Cleared Alarms

チェック ボックス

チェックした場合、解消済みアラームを CTC が自動的に削除します。

Filter ツール カード ビュー、ノード ビュー、またはネットワーク ビューのアラー

ム フィルタリングを有効または無効にします。有効または無効にした

場合、そのノードとネットワーク内の他のすべてのノードの他の

ビューに、その状態が適用されます。たとえば、ノード（デフォルト

ログイン）ビューの Alarms ウィンドウで Filter ツールを有効にした場

合、ネットワーク ビューの Alarms ウィンドウとカード ビューの

Alarms ウィンドウでも、このツールが有効として表示されます。ネッ

トワーク内の他のすべてのノードでも、ツールが有効として表示され

ます。



第 14 章      アラームのモニタリングおよび管理

14.3.5　Conditions タブ

14-6
Cisco ONS 15454 リファレンス マニュアル

78-17733-01-J

図 14-2 Select Affected Circuits オプション

14.3.5　Conditions タブ

Conditions ウィンドウには、検索された障害の状態が表示されます。状態は、ONS 15454 のハード

ウェアまたはソフトウェアが検出した障害またはステータスです。状態が発生し、 低限の期間続

くと、CTC が状態をオンにします。これは、ONS 15454 に現在特定の状態が存在していることを示

すフラグです。

Conditions ウィンドウには、他の状態が優先するものを含め、発生したすべての状態が表示されま

す。たとえば、ネットワークの問題で LOF と LOS のような 2 つのアラームが発生した場合、LOS

が LOF より優先されますが、このウィンドウには LOF と LOS の両方が表示されます。すべての状

態を確認できるので、ONS 15454 のトラブルシューティング時に役立ちます。原因の優先順位に

従った状態（LOS が優先されて LOF は表示されない）を取得する場合は、ウィンドウの「Exclude

Same Root Cause」チェック ボックスを選択することによって、同じ原因を排除できます。

障害の状態には、報告されたアラームとともに、レポートなしまたはアラームなしの状態が含まれ

ます。アラームと状態の分類の詳細については、『Cisco ONS 15454 Troubleshooting Guide』に記載さ

れているトラブル通知情報を参照してください。
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14.3.6　状態表示の制御

Conditions ウィンドウで状態表示を制御できます。表 14-4 に、このウィンドウで実行できる動作を

示します。

14.3.6.1　状態の検索および表示

Retrieve ボタンをクリックすると、アラーム マネージャが維持している既存のすべての状態の 新

セットを表示できます。ビューに関連する状態セットが取得されます。たとえば、ノード ビューを

表示しているときにこのボタンをクリックすると、ノード固有の状態が表示されます。ネットワー

ク ビューを表示しているときにこのボタンをクリックすると、ONE 15454 ノードと他の接続ノード

を含め、ネットワークに関するすべての状態が表示されます。カード ビューの場合には、カード固

有の状態だけが表示されます。

表示している PC のタイム ゾーンではなく、ノードが配置されている場所のタイム ゾーンを使用し

て状態が表示されるように、ノードを設定することもできます。詳細は、「14.3.1　各ノードのタイ

ム ゾーン付きアラーム表示」（p.14-4）を参照してください。

14.3.6.2　状態のカラム

表 14-5 に、Conditions ウィンドウのカラム ヘッダーと各カラムに記録される情報を示します。

表 14-4 状態の表示

ボタン 動作

Retrieve アラーム マネージャが維持している、既存の障害状態がすべて含まれ

た 新セットを ONS 15454 から取得します。

Filter Conditions ウィンドウの表示を変更し、特定の重大度と一致する状態ま

たは指定時刻に発生した状態だけを表示できます。たとえば、クリティ

カル状態だけがウィンドウに表示されるようにフィルタを設定できま

す。

ウィンドウの右下にある Filter ボタンで、フィルタ機能を有効または無

効にできます。

Exclude Same Root Cause 原因の優先順位に従った状態を取得します（たとえば、LOS が優先さ

れて LOF は表示されません）。

表 14-5 状態のカラム

カラム 記録される情報

Date 状態の発生日時です。

Node アラームまたは状態が発生したノードの名前です（ネットワーク ビューで表示

されます）。

Object 状態オブジェクトの TL1 AID です。STSmon または VTmon の場合はオブジェ

クトです。

Eqpt Type このスロットのカード タイプです。

Shelf DWDM 構成で、アラーム オブジェクトがあるシェルフです。ネットワーク

ビューで表示されます。

Slot 状態が発生したスロットです（表示されるのは、ネットワーク ビューとノード

ビューだけです）。
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14.3.6.3　状態のフィルタリング

状態表示をフィルタリングすることによって、特定の重大度の状態（アラームを含む）または指定

した日付範囲内に発生した状態を表示しないようにできます。フィルタリング パラメータを設定す

るには、Conditions ウィンドウの左下にある Filter ボタンをクリックします。ウィンドウ右下の Filter

ツールをクリックすると、フィルタをオンまたはオフにできます。CTC はフィルタの動作設定を維

持します。たとえば、フィルタをオンにしてログアウトした場合、次回自分のユーザ ID がアクティ

ブになったときにも、フィルタはアクティブに維持されています。

14.3.7　履歴の表示

History ウィンドウに、ノードまたはログイン セッションのアラームまたは状態に関する履歴デー

タが表示されます。History > Shelf ウィンドウのチェック ボックスを選択することによって、アラー

ム履歴だけを表示する、イベントだけを表示する、または両方を表示することを選択できます。回

線など、ネットワーク ビューで表示できるすべてのノードに関するネットワーク レベルのアラー

ムおよび状態の履歴を表示できます。ノード レベルでは、そのノードのすべてのポート（ファシリ

ティ）、カード、STS、およびシステム レベルの履歴エントリを表示できます。たとえば、保護ス

イッチング イベント、パフォーマンス モニタリングのしきい値超過などはここに表示されます。

カードをダブルクリックすると、そのカードに直接影響を与えるあらゆるポート、カード、および

STS のアラームまたは状態履歴を表示できます。

（注） Preference ダイアログ ボックスの General タブで設定した Maximum History Entories 値が適用される

のは、Session ウィンドウだけです。

CTC のビューごとに種類の異なる履歴が表示されます。

• History > Session ウィンドウはネットワーク ビュー、ノード ビュー、およびカード ビューで表

示されます。ここには現在の CTC ユーザ セッション中に発生したアラームと状態が表示され

ます。

• History > Shelf ウィンドウが表示されるのは、ノード ビューのときだけです。このウィンドウ

には、ノード上で CTC ソフトウェアが動作を開始したあと、そのノードで発生したアラームと

状態が表示されます。

Port 状態が発生したポートです。STSTerm および VTTerm の場合、このポートは相

手先であるアップストリーム カードを表します。

Path Width データ パスの幅です。

Sev1
重大度：CR（クリティカル）、MJ（メジャー）、MN（マイナー）、NA（アラー

ムなし）、NR（レポートなし）

SA1
チェックが入っている場合、サービスに影響のあるアラームを意味します。

Cond エラー メッセージおよびアラーム名。この名前は『Cisco ONS 15454 

Troubleshooting Guide』にある「Alarm Troubleshooting」の章でアルファベット

順に定義されています。

Description 状態の説明です。

1. Filter ボタンを使用して表示からアラームをフィルタリングすることを選択しないかぎり、Condition タブにはす
べてのアラームとその重大度、サービスに影響を与えるステータスも表示されます。

表 14-5 状態のカラム（続き）

カラム 記録される情報
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• History > Card ウィンドウが表示されるのは、カード ビューのときだけです。このウィンドウ

には、ノード上に CTC ソフトウェアがインストールされたあと、カードで発生したアラームと

状態が表示されます。

ヒント History ウィンドウでアラームをダブルクリックすると、対応するビューが表示されます。たとえ

ば、カード アラームをダブルクリックした場合は、カード ビューが表示されます。ネットワーク

ビューでノード アラームをダブルクリックした場合は、ノード ビューが表示されます。

History ウィンドウの Alarms チェック ボックスを選択すると、ノードのアラーム履歴が表示されま

す。Events チェック ボックスを選択した場合は、ノードにおけるアラームなし（NA）と一時的な

イベント（状態）の履歴が表示されます。両方のチェック ボックスを選択した場合は、両方のノー

ド履歴が得られます。

14.3.7.1　履歴のカラム

表 14-6 に、History ウィンドウのカラム ヘッダーと各カラムに記録される情報を示します。

表 14-6 履歴のカラム

カラム 記録される情報

Num アラーム メッセージまたは状態メッセージの増分数。このカラムはデフォルト

で非表示ですが、表示する場合は、カラムを右クリックして Show Column >

Num を選択します。

Ref アラームまたは状態に割り当てられたリファレンス番号。このカラムはデフォ

ルトで非表示ですが、表示する場合は、カラムを右クリックして Show Column

> Ref を選択します。

Date 状態の発生日時です。

Node アラームまたは状態が発生したノードの名前です（ネットワーク ビューで表示

されます）。

Object 状態オブジェクトの TL1 AID です。STSmon または VTmon の場合はオブジェ

クトです。

Eqpt Type このスロットのカード タイプです。

Shelf DWDM 構成で、アラーム オブジェクトがあるシェルフです。ネットワーク

ビューで表示されます。

Slot 状態が発生したスロットです（表示されるのは、ネットワーク ビューとノード

ビューだけです）。

Port 状態が発生したポートです。STSTerm および VTTerm の場合、このポートは相

手先であるアップストリーム カードを表します。

Path Width データ パスの幅です。

Sev 重大度：クリティカル（CR）、メジャー（MJ）、マイナー（MN）、アラームな

し（NA）、レポートなし（NR）

ST ステータス：オン（R）、クリア（C）、過渡状態（T）

SA チェックが入っている場合、サービスに影響のあるアラームを意味します。

Cond 状態の名前です。

Description 状態の説明です。
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14.3.7.2　アラームおよび状態履歴の検索および表示

CTC の History ウィンドウでアラーム、状態、さらに過渡状態（発生中のプロセスの経過通知）の

履歴を検索して表示できます。このウィンドウの情報は、表示しているビューに固有です。した

がって、ネットワーク ビューにはネットワークの履歴、ノード ビューにはノードの履歴、カード

ビューにはカードの履歴が表示されます。

ノード履歴ビューとカード履歴ビューはそれぞれ 2 つのタブに分かれています。ノード ビューで

は、Retrieve ボタンをクリックすると、History > Shelf ウィンドウにノードで発生したアラーム、状

態、および過渡状態の履歴が表示され、History > Session ウィンドウには、ログイン セッション中

にノードで発生したアラーム、状態、および過渡状態の履歴が表示されます。カード ビューの

History ウィンドウでは、カード履歴の取得後、History > Card ウィンドウに、カードに関するアラー

ム、状態、および過渡状態の履歴を表示できます。または、History > Session ウィンドウに、ログ

イン セッション中に発生したアラーム、状態、および過渡状態の履歴を表示できます。これらの履

歴ウィンドウでは、重大度と発生期間をフィルタリングすることもできます。

14.3.8　アラーム履歴およびログ バッファ容量

TCC2/TCC2P RSA メモリに保管される ONS 15454 アラーム履歴のログは、次の 4 つのアラームに

分類されます。

• CR（クリティカル）重大度アラーム

• MJ（メジャー）重大度アラーム

• MN（マイナー）重大度アラーム

• 解除、Not Alarmed、および Not Reported 状態のアラームの複合グループ

各カテゴリには、4 ～ 640 のアラームまたはエントリを格納できます。各カテゴリの上限に達した

場合、そのカテゴリの も古いエントリが削除されます。ユーザは、この容量をプロビジョニング

できません。

CTC にもアラーム履歴ログとは別のログ バッファがあり、これは Alarms、Conditions、および History

ウィンドウに表示される合計エントリ数に関連しています。合計容量は、 大 5000 エントリで、プ

ロビジョニング可能です。上限に達すると、 も古いエントリが削除されます。
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14.4　アラームの重大度
ONS 15454 のアラーム重大度は、Telcordia GR-253 規格に基づいているので、状態がクリティカル

（CR）、メジャー（MJ）、マイナー（MN）、アラームなし（NA）、レポートなし（NR）の重大度で、

アラーム扱いになることがあります。これらの重大度は、CTC ソフトウェアの Alarms ウィンドウ、

Conditions ウィンドウ、および History ウィンドウで、ネットワーク、シェルフ、およびカードのす

べてのレベルで報告されます。

ONS 機器は、Telcordia GR-474 およびその他の規格に基づいた重大度の設定で、すべてのアラーム

および状態を示す Default という名前の標準プロファイルを提供します。ただし、ユーザ側で一部

また全部の状態について、設定値の異なる独自のプロファイルを作成し、必要な場合に適用するこ

ともできます（「14.5　アラーム プロファイル」[p.14-12] を参照）。たとえば、カスタム アラーム

プロファイルで、イーサネット ポートの Carrier Loss（CARLOSS; 搬送波消失）に関するデフォル

トの重大度をメジャーからクリティカルに変更できます。プロファイルでは、3 種類のアラーム重

大度のほかに、レポートなしまたはアラームなしの設定も可能です。

クリティカルとメジャーの重大度は、サービスに影響を与えるアラームに限って使用します。プロ

ファイルで状態をクリティカルまたはメジャーに設定した場合、次の状況ではマイナー アラームと

してオンになります。

• 保護グループで、アラームがスタンバイ エンティティ（トラフィックを搬送していない側）に

ある場合

• アラームのあるエンティティにトラフィックがプロビジョニングされていないので、失われる

サービスがない場合

このように、2 つの異なるレベルでオンになる可能性があるので、アラーム プロファイルのペイン

にはクリティカルが CR/MN として、メジャーが MJ/MN として表示されます。
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14.5　アラーム プロファイル
アラーム プロファイル機能を使用すると、ONS 15454 の個々のポート、カード、またはノードに固

有のアラーム プロファイルを作成することによって、デフォルトのアラーム重大度を変更できま

す。作成したアラーム プロファイルは、ネットワーク上の任意のノードに適用できます。アラーム

プロファイルはファイルに保存し、ネットワーク上の任意の場所にインポートできますが、ノード、

ノードのカード、またはそのカードのポートに適用するには、その前にプロファイルをノード上で

ローカルに保存する必要があります。

CTC では、いつでも 大 10 のアクティブ アラーム プロファイルを保存し、ノードに適用できま

す。カスタム プロファイルは、このアクティブ プロファイル 8 つ分を使用できます。他の 2 つの

プロファイルは Default プロファイルと Inherited プロファイルです。これらのプロファイルは NE の

予約済みであり、編集できません。予約済みの Default プロファイルには、Telcordia GR-474 の重大

度が指定されています。予約済みの Inherited プロファイルでは、カード レベルの重大度でポートの

アラーム重大度を制御するか、またはノード レベルの重大度でカードのアラーム重大度を決定でき

ます。

CTC が組み込まれているローカル PC またはローカル サーバのハードディスク ドライブに、ネッ

トワークのどこかから 1 つまたは複数のアラーム プロファイルをファイルとして保管している場

合は、物理的に保存可能な数だけプロファイルを使用できます。任意の時点で 8 つのプロファイル

だけがアクティブであるように、CTC でファイルをローカルに削除して置き換えます。

14.5.1　アラーム プロファイルの作成および変更

アラーム プロファイルは、ネットワーク ビューで Provisioning > Alarm Profiles タブを使用して作成

します。図 14-3 に、デフォルトのアラーム重大度リストを示します。Telcordia GR-253 規格に基づ

いたデフォルトのアラーム重大度は、あらゆるアラームに前もってプロビジョニングされていま

す。ノードにデフォルトのプロファイルまたは別のプロファイルをロードしてから、プロファイル

のクローンを作成すると、カスタム プロファイルを作成できます。新しいプロファイルの作成後、

Alarm Profiles ウィンドウに元のプロファイル（通常は Default）と新しいプロファイルが表示され

ます。
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図 14-3 ネットワーク ビューの Alarm Profiles ウィンドウ

アラーム プロファイル リストには、混在型ノードのネットワークに使用するアラームのマスター

リストが含まれます。すべての ONS ノードでは使用されないアラームも一部あります。

ヒント ロードまたはクローニングに使用できるプロファイルが含まれているプロファイルの全リストを

調べるには、Available ボタンをクリックしてください。プロファイルのクローンを作成するには、

先にそのプロファイルをロードする必要があります。

（注） CTC には予約済みプロファイル（Inherited および Default）を含め、 大 10 のプロファイルを保存

できます。

Default アラーム プロファイルでは、当てはまる場合には必ず、重大度が Telcordia GR-253 の値に設

定されます。Inherited プロファイルでは、1 つ上のレベルから重大度を受け継ぎます（コピーしま

す）。たとえば、Inherited アラーム プロファイルを使用するカードは、そのカードが収容されてい

るノードの重大度をコピーします。ネットワーク ビューで Inherited プロファイルを選択した場合、

下位レベル（のノードおよびカード）の重大度は、この選択したプロファイルからコピーされます。

ノード、カード、およびポート アラームに単一の重大度プロファイルを適用する必要はありませ

ん。レベルごとに異なるプロファイルを適用できます。Inherited または Default プロファイルはノー

ド、すべてのカードおよびポートに使用できますが、アラームをダウングレードさせるカスタム プ

ロファイルは、特定の 1 つのカードに適用します。たとえば光カードで、OC-N 未装備パス アラー

ム（UNEQ-P）をクリティカル（CR）からアラームなし（NA）にダウングレードすることができ
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ます。これは、回線を作成するたびに、このアラームがオンになり、その後クリアされるからです。

カスタム プロファイルを使用するカードの場合、Alarms タブに UNEQ-P アラームは表示されませ

ん。ただし、Conditions タブおよび History タブには記録されます。

アラーム プロファイルの重大度を変更する場合

• Telcordia GR-474 で定義されている Non-Service-Affecting（NSA）状況では、デフォルトまたは

ユーザが定義した クリティカル（CR）またはメジャー（MJ）の重大度設定値はすべて、マイ

ナー（MN）に引き下げられます。

• 新しいプロファイルを作成して適用するまでは、すべてのアラームおよび状態に関して、デ

フォルトの重大度が使用されます。

Retrieve および Maintenance を使用する場合、Load ボタンおよび Store ボタンは使用できません。

Delete オプションおよび Store オプションで表示されるのは、ユーザにノードのプロビジョニング

権限が与えられている場合に、プロファイルを削除するノードまたは保存するノードだけです。

ユーザに適切な権限がない場合、ボタンはグレー表示になって利用できません。

14.5.2　Alarm Profile ボタン

Alarm Profiles ウィンドウの 下部には、ボタンが 6 つあります。表 14-7 に、各アラーム プロファ

イル ボタンとその機能を示します。

14.5.3　アラーム プロファイルの編集

表 14-8 に、プロファイル カラムのアラーム アイテムを右クリックしたときに使用できる、5 種類

のプロファイル編集オプションを示します。

表 14-7 Alarm Profile ボタン

ボタン 説明

New 新しいプロファイルを作成します。

Load ノードまたはファイルにプロファイルをロードします。

Store ノード（複数可）またはファイルにプロファイルを保存します。

Delete ノードからプロファイルを削除します。

Compare アラーム プロファイル間の相違（プロファイル間で同じ設定になっていない

個々のアラームなど）を表示します。

Available 各ノードで使用できるすべてのプロファイルを表示します。

Usage ネットワークに存在するすべてのエンティティ（ノードおよびアラームの対象）

およびアラームが指定されているプロファイルを表示します。印刷可能です。

表 14-8 アラーム プロファイルの編集オプション

ボタン 説明

Store ノードまたはファイルにプロファイルを保存します。

Rename プロファイル名を変更します。

Clone クローニングするプロファイルと同じアラーム重大度設定のプロファイルを作

成します。

Reset 以前の状態または 初の状態（未適用の場合）にプロファイルを復元します。

Remove テーブル エディタからプロファイルを削除します。
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14.5.4　アラーム重大度オプション

アラーム重大度を変更または割り当てる場合は、アラーム プロファイル カラムで変更するアラー

ム重大度を左クリックします。アラームに対応する 7 種類の重大度が表示されます。

• Not Reported（NR）

• Not Alarmed（NA）

• Minor（MN）

• Major（MJ）

• Critical（CR）

• Use Default

• Inherited

Inherited と Use Default の重大度が表示されるのは、アラーム プロファイルのときだけです。アラー

ム、履歴、または状態を調べる場合には表示されません。

14.5.5　ロー表示オプション

Alarm Profiles ウィンドウ（ネットワーク ビューから）または Alarm Profile Editor（ノード ビューか

ら）は、 下部に 3 つのチェック ボックスが表示されます。

• Only show service-affecting severities ― 選択しない場合、<sev1> または <sev2> の形式で重大度

が表示されます。<sev1> はサービスに影響のある重大度、<sev2> はサービスに影響のない重大

度です。選択した場合は、<sev1> アラームだけが表示されます。

• Hide reference values ― デフォルトの重大度でアラーム セルをクリアすることによって、デフォ

ルト以外の重大度のアラームが強調表示されます。このチェックボックスは、通常グレー表示

になっています。Alarm Profile Editor ウィンドウに複数のプロファイルが表示された場合にの

み、アクティブになります（この場合、このチェック ボックスのテキストは「Hide Values
matching profile Default」に変わります）。

• Hide identical rows ― 各プロファイルに同じ重大度が設定されているアラームの ローを非表示

にします。

14.5.6　アラーム プロファイルの適用

CTC ノード ビューの Alarm Behavior ウィンドウに、ノードのアラーム プロファイルが表示されま

す。カード ビューの Alarm Behavior ウィンドウには、選択したカードのアラーム プロファイルが

表示されます。アラーム プロファイルは階層を形成します。ノード レベルのアラーム プロファイ

ルは、専用のプロファイルが与えられているカード以外のすべてのカードに適用されます。カード

レベルのアラーム プロファイルは、専用のプロファイルが与えられているポート以外のすべての

ポートに適用されます。

ノード レベルでは、カード単位でプロファイルの変更を適用することも、ノード全体に対応するプ

ロファイルを設定することもできます。カード レベル ビューでは、ポート単位でプロファイルの

変更を適用することも、そのカードの全ポートに対応するアラーム プロファイルを設定することも

できます。図 14-4 に、DS1 カードのアラーム プロファイルを示します。
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図 14-4 DS1 カードのアラーム プロファイル
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14.6　アラームの抑制
ここでは、ONS 15454 のアラームの抑制機能について説明します。

14.6.1　メンテナンスのため抑制されるアラーム

ポートが管理ステート OOS,MT である場合、Conditions および History ウィンドウで1 Alarm

Suppressed For Maintenance（AS-MT; メンテナンスのために抑制されるアラーム）アラームがオンに

なり、その結果、このポートで発生したアラームが抑制されます。

ファシリティが OOS,MT ステートである間に発生したおよび抑制されたアラームまたは状態（送信

障害 [TRMT] アラームなど）は、Conditions ウィンドウで報告され、Sev カラムでそれらの通常の重

大度が表示されます。抑制されたアラームは、Alarms および History ウィンドウには表示されませ

ん（これらのウィンドウでは、AS-MT のみが表示されます）。ポートを管理ステート IS,AINS に戻

すと、3 つのすべてのウィンドウで AS-MT アラームが解消されます。Conditions ウィンドウでは、

抑制されたアラームはクリアされるまでオンのままになります。

14.6.2　ユーザ コマンドにより抑制されるアラーム

ONS 15454 では、Provisioning > Alarm Profiles > Alarm Behavior タブにノード、シャーシ、1 つ以上

のスロット（カード）、あるいは 1 つ以上のポートに対して発生したアラーム メッセージをクリア

する、アラーム抑制オプションがあります。このオプションを使用することにより、ユーザ コマン

ドまたは AS-CMD アラームにより抑制されたアラームがオンになります。AS-MT アラームと同様

に、AS-CMD アラームは、Conditions および History1 ウィンドウに表示されます。抑制された状態

（アラームを含む）は、Conditions ウィンドウにのみ表示され、Sev カラムに通常の重大度が示され

ます。Suppres Alarms チェック ボックスにチェックを入れない場合は、3 つのすべてのウィンドウ

から AS-CMD アラームがクリアされます。

上位レベルで適用される抑制コマンドによって、下位レベルで適用されるコマンドが無効になるこ

とはありません。たとえば、ノード レベルのアラーム抑制コマンドを適用すると、ノードでオンに

なっているすべてのアラームがクリアされたように見えますが、カード レベルまたはポート レベ

ルの抑制が取り消されるわけではありません。このような状態はそれぞれ独立して存在するので、

別々にクリアする必要があります。

注意 アラーム抑制は慎重に使用してください。複数の CTC または TL1 セッションが開いているときに、

あるセッションでアラームを抑制すると、開いている他のすべてのセッションでアラームが抑制さ

れます。

1. AS-MT は、Alarms ウィンドウに表示されます。これは Filter ダイアログ ボックスに NA 状態のイベントを表示する
ように設定した場合も同様です。



第 14 章      アラームのモニタリングおよび管理

14.7　外部アラームと制御

14-18
Cisco ONS 15454 リファレンス マニュアル

78-17733-01-J

14.7　外部アラームと制御
Alarm Interface Controller-International（AIC-I）カード上で外部アラーム入力をプロビジョニングす

ると、ドア センサーやフラッド センサー、温度センサー、その他の環境条件などの外部センサー

に対応できます。この 2 つのカードの外部制御出力によって、ブザーやライトなどの外部可視可聴

装置を動作させることができます。さらにジェネレータ、ヒーター、ファンなど、他の装置を制御

できます。

外部アラームは、AIC-I カード ビューの Provisioning > External Alarms タブでプロビジョニングしま

す。制御は、AIC-I カード ビューの Provisioning > External Controls タブでプロビジョニングします。

大 12 の外部アラーム入力と 4 つの外部制御を使用できます。Alarm Extension Panel（AEP）もプ

ロビジョニングする場合、入力は 32、出力は 16 になります。

14.7.1　外部アラーム

アラーム入力ごとに別々にプロビジョニングできます。外部アラーム入力のプロビジョニング可能

な特性は、次のとおりです。

• Alarm Type ― アラーム タイプのリスト

• Severity ― CR、MJ、MN、NA、および NR

• Virtual Wire ― アラームに対応する仮想ワイヤ

• Raised When ― オープンは、電流が接点を流れていないのが正常な状態であり、電流が流れる

とアラームが生成されることを意味します。クローズドは、電流が接点を流れているのが正常

な状態であり、電流が停止するとアラームが生成されることを意味します。

• Description ― CTC アラーム ログに関する記述（ 大 63 文字）

（注） 接点がオープンのときに外部アラームがオンになるようにプロビジョニングし、アラーム

ケーブルを接続していなかった場合、アラーム ケーブルを接続するまで、アラームはオン

のままです。

（注） 外部アラームをプロビジョニングする場合、アラーム オブジェクトは ENV-IN-nn です。変

数 nn は、割り当てた名前に関係なく、外部アラームの番号です。

14.7.2　外部制御

アラーム出力ごとに別々にプロビジョニングできます。外部アラーム出力のプロビジョニング可能

な特性は、次のとおりです。

• 制御タイプ

• トリガー タイプ（アラームまたは仮想ワイヤ）

• CTC 表示の説明

• クロージャの設定（手動またはトリガー方式）。出力クロージャをトリガー方式にプロビジョ

ニングする場合、次の特性をトリガーとして使用できます。

－ ローカル NE のアラーム重大度 ― 選択したアラーム重大度（メジャーなど）とそれより上

のアラーム（この場合はクリティカル）が出力クロージャを引き起こします。

－ リモート NE のアラーム重大度 ― ローカル NE アラーム重大度をトリガーとする設定と同

様ですが、リモート アラームに適用されます。

－ 仮想ワイヤ エンティティ ― 仮想ワイヤへの入力となるアラームを外部制御出力のトリ

ガーとするようにプロビジョニングできます。
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