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Java　　8-2
JRE

ソフトウェアとの互換性　　8-5

要件　　8-5

J- ラベリング

MiniBNC EIA を参照

UBIC-H EIA を参照

K

K バイト　　12-3

L

LAN インターフェイス仕様　　A-2

LAN ポート

TCC2P カード　　2-13

TCC2 カード　　2-9

LAP-D　　13-34

LBCL-AVG パラメータ　　15-8

LBCL-MAX パラメータ　　15-8

LBCL-MIN パラメータ　　15-8

LCAS　　5-25, 11-36

LCD　　1-54, 14-2

LDB　　13-42

Line Terminating Card　　15-4

LOFC パラメータ　　15-8

LOSS-L パラメータ　　15-8

LSP　　13-38

M

MAC アドレス

AIP　　1-13

テーブルの取得　　9-5

プロキシ ARP　　13-4

Maintenance ユーザ　　9-2

MIB　　16-6

Microsoft Internet Explorer　　8-4
MiniBNC EIA

J- ラベリング　　1-22

Trompetor 要件　　1-14

カード保護の説明　　7-13

各サイドのコネクタ数　　7-6

コネクタ　　1-21

シェルフとの互換性　　1-16

説明　　1-20

取り付け / 取り外し用工具　　1-26

ML1000-2 カード

LED　　5-24

イーサネット カードも参照

クロスコネクトとの互換性　　5-24

互換性のある SFP　　5-31

仕様　　A-45

スロットの互換性　　5-24

説明　　5-23

ポート ステータス　　5-24

ML100T-12 カード

LED　　5-20

イーサネット カードも参照

クロスコネクトとの互換性　　5-20

仕様　　A-45

スロットの互換性　　5-20

説明　　5-19

ポート ステータス　　5-20

ML100X-8 カード

LED　　5-22

イーサネット カードも参照

クロスコネクトとの互換性　　5-22

互換性のある SFP　　5-31

仕様　　A-46

スロットの互換性　　5-22

説明　　5-21

ポート ステータス　　5-22
7
Cisco ONS 15454 リファレンス マニュアル

78-17733-01-J



Index
MRC-12 カード

SFP も参照

J0 セクション トレース　　11-25

LED　　4-47

SFP の互換性　　4-51

大帯域幅　　4-45

出荷時のデフォルト　　C-62

仕様　　A-40

説明　　4-43

トポロジー　　4-43

パフォーマンス モニタリング　　15-46

光カードも参照

ポートおよびライン レート　　4-45

ポート ステータス　　4-47

N

Netscape　　8-4

NE のデフォルト

CTC のデフォルト　　C-88

カードのデフォルト　　C-3

説明　　C-2

ノードのデフォルト　　C-77

NE のデフォルト、ネットワーク要素のデフォルトを参
照

NIOS パラメータ　　15-8

NPJC-PDET-P パラメータ　　15-8

NPJC-Pdet パラメータ　　15-5

NPJC-PGEN-P パラメータ　　15-8

NPJC-Pgen パラメータ　　15-5
NSAP

CLNP でネットワーク デバイスの識別のために使
用　　13-35

TARP 変換　　13-40

アドレス フィールド　　13-35

仮想 OSI ルータ　　13-45

手動による TID へのリンク　　13-43

O

OC12 IR/STM4 SH 1310-4 カード

LED　　4-17

出荷時のデフォルト　　C-45

仕様　　A-30

スロットの互換性　　4-16

説明　　4-16

光カードも参照

ポート ステータス　　4-17

リングの制約　　4-17

OC12 IR/STM4 SH 1310 カード

LED　　4-11

出荷時のデフォルト　　C-41

仕様　　A-28

スロットの互換性　　4-10

説明　　4-10

トポロジー　　4-10

光カードも参照

ポート ステータス　　4-11

OC12 LR/STM4 LH 1310 カード

LED　　4-13

出荷時のデフォルト　　C-41

仕様　　A-28

スロットの互換性　　4-12

説明　　4-12

トポロジー　　4-12

光カードも参照

ポート ステータス　　4-13

OC12 LR/STM4 LH 1550 カード

LED　　4-15

出荷時のデフォルト　　C-41

仕様　　A-29

スロットの互換性　　4-14

説明　　4-14

トポロジー　　4-14

光カードも参照

ポート ステータス　　4-15

OC192 IR/STM64 SH 1550 カード

LED　　4-33

出荷時のデフォルト　　C-52

仕様　　A-36

スロットの互換性　　4-33

説明　　4-32

トポロジー　　4-33

光カードも参照

ポート ステータス　　4-33

OC192 LR/STM64 LH 1550 カード

LED　　4-39

出荷時のデフォルト　　C-52

仕様　　A-37

スロットの互換性　　4-39

説明　　4-34

トポロジー　　4-39
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光カードも参照

ポート ステータス　　4-39

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx カード

LED　　4-42

出荷時のデフォルト　　C-52

仕様　　A-39

スロットの互換性　　4-41

説明　　4-40

トポロジー　　4-41

光カードも参照

ポート ステータス　　4-42

OC192 SR/STM64 IO 1310 カード

LED　　4-31

出荷時のデフォルト　　C-52

仕様　　A-36

スロットの互換性　　4-30

説明　　4-30

トポロジー　　4-30

光カードも参照

ポート ステータス　　4-31

OC192 SR1/STM64 IO Short Reach カード、OC192-XFP
カードを参照

OC192/STM64 Any Reach カード、OC192-XFP カードを
参照

OC192-XFP カード

J0 セクション トレース　　11-25

LED　　4-50

XFP の互換性　　4-51

XFP も参照

出荷時のデフォルト　　C-56

仕様　　A-41, A-42

スロットの互換性　　4-48

説明　　4-48

光カードも参照

ポート ステータス　　4-50

OC3 IR 4/STM1 SH 1310 カード

LED　　4-7

出荷時のデフォルト　　C-36

仕様　　A-26

スロットの互換性　　4-7

説明　　4-6

トポロジー　　4-7

光カードも参照

ポート ステータス　　4-7

OC3 IR/STM1 SH 1310-8 カード

LED　　4-9

出荷時のデフォルト　　C-38

仕様　　A-27

スロットの互換性　　4-8

説明　　4-8

トポロジー　　4-8

光カードも参照

ポート ステータス　　4-9

OC48 ELR 200 GHz カード

LED　　4-29

出荷時のデフォルト　　C-48

仕様　　A-35

スロットの互換性　　4-29

説明　　4-28

トポロジー　　4-29

光カードも参照

ポート ステータス　　4-29

OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz カード

LED　　4-27

出荷時のデフォルト　　C-48

仕様　　A-34

スロットの互換性　　4-27

説明　　4-26

トポロジー　　4-27

光カードも参照

ポート ステータス　　4-27

OC48 IR 1310 カード

LED　　4-19

出荷時のデフォルト　　C-48

仕様　　A-31

スロットの互換性　　4-19

説明　　4-18

トポロジー　　4-19

光カードも参照

ポート ステータス　　4-19

OC48 IR/STM16 SH AS 1310 カード

LED　　4-23

出荷時のデフォルト　　C-48

仕様　　A-32

スロットの互換性　　4-22

説明　　4-22

トポロジー　　4-22

光カードも参照

ポート ステータス　　4-23

OC48 LR 1550 カード

LED　　4-21

出荷時のデフォルト　　C-48

仕様　　A-32
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スロットの互換性　　4-21

説明　　4-20

トポロジー　　4-21

光カードも参照

ポート ステータス　　4-21

OC48 LR/STM16 LH AS 1550 カード

LED　　4-25

出荷時のデフォルト　　C-48

仕様　　A-33

スロットの互換性　　4-24

説明　　4-24

トポロジー　　4-24

光カードも参照

ポート ステータス　　4-25

OC-48 任意スロット カード

OC48 IR/STM16 SH AS 1310 カードを参照

OC48 LR/STM16 LH AS 1550 カードを参照

OC-N カード、光カードを参照

Open Shortest Path First、OSPF を参照

OPR-AVG パラメータ　　15-8

OPR-MAX パラメータ　　15-8

OPR-MIN パラメータ　　15-8

OPR パラメータ　　15-8

OPT-AVG パラメータ　　15-9

OPT-MAX パラメータ　　15-9

OPT-MIN パラメータ　　15-9

OPT パラメータ　　15-9

OPWR-AVG パラメータ　　15-9

OPWR-MAX パラメータ　　15-9

OPWR-MIN パラメータ　　15-9
OSI

Connectionless Network Service　　13-35

CTC でのプロビジョニング　　13-64

TCP/IP とのメディエーション　　13-43

概要　　13-33

仮想ルータ　　13-45

ネットワーキングのシナリオ　　13-52

プロトコル リスト　　13-33

ルーティング　　13-37
OSPF

OSI ルーティングのシナリオ　　13-53

一般的なシナリオ　　13-2

スタティック ルートの代替　　13-7

定義　　13-10

ユーザがプロビジョニングしたリンクのアドバタ
イズ　　13-24

P

PCA　　11-22

PCM　　2-30

ping　　13-2

PJCDIFF-P パラメータ　　15-9

PJCS-PDET-P パラメータ　　15-9

PJCS-PGEN-P パラメータ　　15-9

PPJC-PDET-P パラメータ　　15-9

PPJC-Pdet パラメータ　　15-5

PPJC-PGEN-P パラメータ　　15-9

PPJC-Pgen パラメータ　　15-5

PPM　　4-54, 12-35

PPMN　　12-31

Provisioning ユーザ　　9-2

Provisioning ユーザに対する Superuser 権限の割り当て
　　9-7

PSC-R パラメータ　　15-9

PSC-S パラメータ　　15-9

PSC-W パラメータ　　15-10

PSC パラメータ　　15-9

PSD-R パラメータ　　15-10

PSD-S パラメータ　　15-10

PSD パラメータ　　15-10

PST　　B-2

PSTQ　　B-2

R

RADIUS 認証　　9-10

Retrieve ユーザ　　9-2

RG-179 ケーブル、同軸ケーブルを参照

RG59（735A）ケーブル、同軸ケーブルを参照

RIB　　13-37
RJ-11

UDC のピン割り当て　　2-32

オーダーワイヤのピン割り当て　　2-31
RJ-45

AIC-I カードの DCC　　2-32

LAN ピン割り当て　　1-61

PC の接続　　8-7

Superuser アクセス　　9-6, 9-7

TCC2P ポートの説明　　2-13

TCC2 カードまたは TCC2P カードも参照

TCC2 ポートの説明　　2-9

カード上のコネクタ　　1-64
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RMON　　16-18?16-24

RS-232、EIA/TIA-232 を参照

S

SAPI　　13-34

SASCP-P パラメータ　　15-10

SASP-P パラメータ　　15-10

SASP パラメータ　　15-10

SCSI コネクタ

UBIC-H EIA を参照

UBIC-V EIA を参照

SDCC、DCC を参照

SEF-S パラメータ　　15-10

Service Access Point Identifier　　13-34
Service Request

重大度の定義　　xxix

使用　　xxix

Service Request ツールの使用　　xxix

SESCP-PFE パラメータ　　15-10

SESCP-P パラメータ　　15-10

SES-L パラメータ　　15-10

SES-PFE パラメータ　　15-10

SES-PM パラメータ　　15-11

SESP-P パラメータ　　15-11

SES-P パラメータ　　15-10

SESR-PM パラメータ　　15-11

SESR-SM パラメータ　　15-11

SES-SM パラメータ　　15-11

SES-S パラメータ　　15-11

SES-V パラメータ　　15-11
SFP

イーサネット カード　　5-31

カードとの互換性　　4-51, 5-31

仕様　　A-5

説明　　4-52, 5-35

光カード　　4-51
SMB EIA

DS-3 カードの要件　　3-14

カード保護の説明　　7-13

各サイドのコネクタ数　　7-6

説明　　1-26

ツイストペア ワイヤ ラップの要件　　1-37

バランの要件　　1-38
SNMP

MIB　　16-6

RMON　　16-18

外部インターフェイス　　16-5

概要　　16-2

コミュニティ名　　16-17

コンポーネント　　16-3

トラップの内容　　16-10

バージョン サポート　　16-5

メッセージ タイプ　　16-5

SOCKS プロキシ サーバ

SOCKS が有効な場合のファイアウォール　　13-29

一般的なシナリオ　　13-2

オープン GNE ネットワーク　　13-30

定義　　13-12

プロキシ トンネルとファイアウォール トンネル　
　13-30

SONET

K1、K2、および K3 バイト　　12-3

タイミング パラメータ　　10-2

同期ステータス メッセージング　　10-4

トポロジー　　12-1

パス信号ラベル　　11-26

SPE、Synchronous Payload Envelope を参照

SSH　　9-7
SSM

説明　　10-4

メッセージ セット　　10-4

SST　　B-2

ST3 クロック　　10-2
STS

CTC マトリクス　　11-15

G1K-4 カードの STS-24c の制約　　5-17

ML シリーズ カードの容量　　5-20, 5-22

XC10G のスイッチ マトリクス　　2-20

XCVT のスイッチ マトリクス　　2-16

XC-VXC-10G スイッチ マトリクス　　2-23

スケルチ テーブル　　11-23

タイム スロットの割り当て　　11-4
Superuser

Provisioning ユーザに対する Superuser 権限の割り当
て　　9-7

セキュリティ ポリシーの変更　　9-6

説明　　9-2

SW-LCAS　　11-37

Synchronous Payload Envelope　　15-5
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T

TARP

PDU タイプ　　13-41

PDU フィールド　　13-40

手動による隣接関係　　13-42

処理　　13-41

説明　　13-40

データ キャッシュ　　13-41

ループ検出バッファ　　13-42

TARP の処理　　13-41
TCA

IPPM パス　　15-4

TX および RX 方向を報告するポートのリスト　　
15-3

定義　　15-2

電気回路ポートの RX および TX　　15-2

TCC+ カード、ソフトウェアとの互換性　　2-3

TCC2P カード

DCC 終端　　2-12

EIA/TIA-232 ポート　　1-61

LAN インターフェイス ケーブル　　2-11

LAN ポート　　1-61, 8-7

TCC2 の拡張　　2-11

温度範囲　　A-9

カード レベルの LED　　2-14

機能　　2-12

クラフト インターフェイス　　A-3

クロスコネクト カードとの互換性　　2-3

システム タイミング　　2-13

仕様　　A-11

冗長インストレーションのプロセス　　2-14

所要電力　　A-7

スロットの互換性　　2-13

セキュア モードが有効な場合の動作　　13-21

セキュア（ロック）モード　　13-20

説明　　2-11

ソフトウェア　　8-2

ソフトウェアとの互換性　　2-3

ソフト リセット　　8-18

データベースの説明　　8-18

ネットワーク レベルの LED　　2-14

ノード データベース　　2-13

ファンの回転速度の制御　　1-54

リセットによるサービスの中断　　1-13

リピータ モード　　13-3

TCC2 カード

DCC 終端　　2-8

EIA/TIA-232 ポート　　1-61

LAN ポート　　1-61, 8-7

インターフェイス ポート　　2-9

温度範囲　　A-9

カード レベルの LED　　2-10

クラフト インターフェイス　　A-3

クロスコネクト カードとの互換性　　2-3

仕様　　A-11

冗長インストレーションのプロセス　　2-9

所要電力　　A-7

スロットの互換性　　2-9

説明　　2-7

ソフトウェア　　8-2

ソフトウェアとの互換性　　2-3

ソフト リセット　　8-18

データベースの説明　　8-18

ネットワーク レベルの LED　　2-10

ノード データベース　　2-9

ファンの回転速度の制御　　1-54

リセットによるサービスの中断　　1-13
TCP/IP

DCN 通信　　13-33

OSI メディエーション　　13-43

TCC2P アクセス　　2-13

TDM　　11-12

TEI　　13-34
Telcordia

VT マッピング規格　　2-17, 2-21, 2-26

アラームの重大度　　14-2

規格ラック　　1-4

パフォーマンス モニタリング　　15-1

Terminal Endpoint Identifier　　13-34
TL1

CTC の AID　　14-9

インターフェイス仕様　　A-3

クラフト インターフェイス接続　　1-61

コマンド リファレンス　　8-4

接続要件　　8-7

Transmux カード

DS3XM-12 カードを参照

DS3XM-6 カードを参照

T-TD　　13-43
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U

UASCP-PFE パラメータ　　15-11

UASCP-P パラメータ　　15-11

UAS-L パラメータ　　15-11

UAS-PFE パラメータ　　15-11

UAS-PM パラメータ　　15-11

UASP-P パラメータ　　15-11

UAS-P パラメータ　　15-11

UAS-SM パラメータ　　15-12

UAS-V パラメータ　　15-12
UBIC-H EIA

J- ラベリング　　1-34

UBIC-H ケーブルも参照

カード保護の説明　　7-13

各サイドのコネクタ数　　7-6

コネクタのラベリング　　1-33

シェルフ アセンブリとの互換性　　1-17

説明　　1-32

UBIC-H ケーブル

DS-1 および DS-3/EC-1 のピン割り当て　　1-41

DS-1 配線　　1-42

コネクタ ピン　　1-41

説明　　1-41
UBIC-V EIA

SCSI コネクタ　　1-14

UBIC-V ケーブルも参照

カード保護の説明　　7-13

各サイドのコネクタ数　　7-6

シェルフ アセンブリとの互換性　　1-17

スロット指定　　1-31

説明　　1-31

UBIC-V ケーブル

DS-1 および DS-3/EC-1 のピン割り当て　　1-39

DS-1 配線　　1-40
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VLAN の表示　　11-46

VPC パラメータ　　15-12

VT1.5 信号

BLSR の例　　11-14

CTC マトリクス　　11-15

DS-1 伝送　　3-7, 3-9

DS3XM-12 カード　　3-29

DS3XM-6 カード　　3-27

XC10G カード　　2-20

XCVT カード　　2-16

XC-VXC-10G カード　　2-24

クロスコネクト カードとの互換性　　11-12
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