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admin-state
DWDMポートの転送管理状態を設定するには、DWDMコンフィギュレーションモードで
admin-stateコマンドを使用します。管理状態を DWDMポートからデフォルトに戻すには、この
コマンドの no形式を使用します。

admin-state {in-service| out-of-service}

no admin-state {in-service| out-of-service}

___________________
構文の説明 DWDMポートをインサービス（IS）にして、すべての通常の動作をサポー

トするようにします。

in-service

DWDMポートをアウトオブサービス（OOS）状態にします。レーザーが
オフになり、すべてのトラフィックフローが停止します。これはデフォ

ルトです。

out-of-service

___________________
コマンドデフォルト アウトオブサービスは、デフォルトの転送管理状態です。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

admin-state out-of-serviceを設定すると、DWDMポートがOOS状態になります。レーザーがオフ
になり、トラフィックフローが停止し、予防的保護がディセーブルになります。しかし、設定変

更はまだポートで行うことができます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm
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___________________
例 次の例では、レーザーをオンにして DWDMポートをインサービス（IS）状態にする方法を示し

ます。

これは、必要な設定です。 DWDMカードはこの設定なしでは動作しません。（注）

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# admin-state in-service
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# commit

次の例に、DWDMポートですべての動作を停止する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# admin-state out-of-service
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controller dwdm
DWDMコントローラを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで controller
dwdmコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

controller dwdm interface-path-id

no controller dwdm interface-path-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。
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◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

read, writeinterface

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、スロット 6で DWDMコントローラを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/6/0/0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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g709 bdi-to-client-gais
逆方向障害表示（BDI）検出時にクライアントにGeneric Alarm Indication Signal（GAIS）パターン
を挿入するには、DWDMコンフィギュレーションモードで g709 bdi-to-client-gaisコマンドを使
用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

g709 bdi-to-client-gais

no g709 bdi-to-client-gais

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、クライアントへの GAISが挿入されていません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、BDIの受信時に、クライアントへのGenericAlarm Indication Signal（GAIS）パターン信号の

送信を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/6/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 bdi-to-client-gais
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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g709 fec
DWDMコントローラの前方誤り訂正（FEC）モードを設定するには、DWDMコンフィギュレー
ションモードで g709 fecコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの
no形式を使用します。

g709 fec {[disable]| enhanced| standard| kuy var}

no g709 fec {disable| enhanced| standard}

___________________
構文の説明 FECをディセーブルにします。disable

ITU-T G.975.1 I.4 FECをイネーブルにします。enhanced

標準 FECモードをイネーブルにします。これがデフォルトです。standard

___________________
コマンドデフォルト 標準 FECモードはデフォルトでイネーブルになっています。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー
ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

Cisco CRSルータ（ITU-T G.975.1 I.7）と Cisco ASR 9000シリーズルータ（ITU-T G.975.1 I.4）
でサポートされる拡張 FECモードは異なるため、互換性がありません。これらのルータ間の
DWDMの相互運用性をサポートするために、標準 FECを設定する必要があります。

（注）
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g709 fecコマンドは、DWDMコントローラポートがアウトオブサービス管理状態の場合だけ使用
できます。 admin-state out-of-serviceコマンド使用して動作を停止します。

コントローラで前方誤り訂正（FEC）モードをイネーブルにするには、G.709ラッパーをイネーブ
ルにする必要があります。

標準 FECがデフォルトのモードです。したがって、no g709 fecコマンドを使用する場合は、標準
FECが使用されます。

FECモードを表示するには、show controller dwdmコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、DWDMコントローラで FECモードを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/6/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# admin-state out-of-service
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# commit

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 fec standard
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# commit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# admin-state in-service
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# commit

___________________
関連コマンド 説明コマンド

転送管理状態を DWDMポートで設定します。admin-state, （3ページ）

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、およびDWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）

BDI検出時にクライアントに GAISパターンを挿入しま
す。

g709 bdi-to-client-gais, （7ページ）
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g709 odu overhead tti
Optical Channel Data Unit（ODU）のトレール追跡 ID（TTI）レベルを設定するには、DWDMコン
フィギュレーションモードで g709 odu overhead ttiコマンドを使用します。デフォルトに戻るに
は、no形式のコマンドを使用します。

g709 odu overhead tti {expected| sent} {ascii| hex}tti-string

no g709 odu overhead tti {expected| sent} {ascii| hex}tti-string

___________________
構文の説明

予想される TTI文字列を設定します。expected

送信 TTI文字列を設定します。sent

文字列が ASCII形式であることを示します。ascii

文字列が 16進数形式であることを示します。hex

TTIレベル文字列。ASCII文字列形式または 16進形式で TTIレベル文字列
を設定できます。 ASCIIテキスト文字列には、最大 64文字を使用できま
す。 16進文字列の長さは偶数にする必要があり、最大 128バイトです。

tti-string

___________________
コマンドデフォルト TTIレベル文字列は設定されません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、予想される TTI文字列を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 odu overhead tti expected test OTU 5678

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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g709 odu report disable
選択した Optical Channel Data Unit（ODU）アラームの DWDMコントローラ用のコンソールへの
ロギングをディセーブルにするには、DWDMコンフィギュレーションモードで g709 odu report
disableコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

g709 odu report {ais| bdi| lck| oci| ptim| tim} disable

no g709 odu report {ais| bdi| lck| oci| ptim| tim} disable

___________________
構文の説明

アラーム表示信号のレポートステータス。ais

逆方向障害表示のレポートステータス。bdi

ロックされたアップストリーム接続のレポートステータス。lck

オープン接続表示エラーレポートの状態。oci

ペイロードタイプ IDミスマッチのレポートステータス。ptim

トレース IDミスマッチのレポートステータスを設定します。tim

___________________
コマンドデフォルト レポートはすべてのキーワードでイネーブルです。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、OCIの ODUレポートをディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 odu report oci disable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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g709 otu overhead tti
DWDMコントローラのOTUトレール追跡 ID（TTI）バッファを設定するには、DWDMコンフィ
ギュレーションモードで g709 otu overhead ttiコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻す
には、このコマンドの no形式を使用します。

g709 otu overhead tti {expected| sent} {ascii| hex} tti-string

no g709 otu overhead tti {expected| sent} {ascii| hex} tti-string

___________________
構文の説明

予想される TTI文字列を設定します。expected

送信 TTI文字列を設定します。sent

文字列が ASCII形式であることを示します。ascii

文字列が 16進数形式であることを示します。hex

TTI文字列。最大 64文字を使用できます。tti-string

___________________
コマンドデフォルト TTI文字列は設定されません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

TTI文字列を表示するには、show controller dwdm g709コマンドを使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、予想される TTI文字列を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 otu overhead tti expected test OTU 5678

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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g709 otu report disable
選択した Optical Channel Transport Unit（OTU）アラームの DWDMコントローラ用のコンソール
へのロギングをディセーブルにするには、DWDMコンフィギュレーションモードで g709 otu
report disableコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を
使用します。

g709 otu report {bdi| fecmismatch| iae| lof| lom| los| sd-ber| sf-ber| tim} disable

no g709 otu report {bdi| fecmismatch| iae| lof| lom| los| sd-ber| sf-ber| tim} disable

___________________
構文の説明

逆方向障害表示のレポートステータス。bdi

FECミスマッチアラームのレポートステータス。fecmismatch

着信アライメントエラーのレポートステータス。iae

OTUフレーム損失のレポートステータス。lof

複数フレーム損失のレポートステータス。lom

信号損失のレポートステータス。los

SMビットエラーレート（BER）は、信号劣化BERしきい値を超えてい
ます。

sd-ber

SM BERは、信号障害 BERしきい値を超えています。sf-ber

トレース IDミスマッチのレポートステータス。tim

___________________
コマンドデフォルト レポートはすべてのキーワードでイネーブルです。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、IAEの OTUレポートをディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 otu report iae disable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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g709 otu threshold
選択した Optical Channel Transport Unit（OTU）ビットエラーレート（BER）アラームのしきい値
を設定するには、DWDMコンフィギュレーションモードで g709 otu thresholdコマンドを使用し
ます。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

g709 otu threshold {sd-ber| sf-ber} bit-error-rate

no g709 otu threshold {sd-ber| sf-ber} bit-error-rate

___________________
構文の説明 1～ 9の範囲の信号劣化ビットエラーレート（BER）。bit-error-rate

は、10進法の負の指数を指定します（10–bit-error-rate）。デフォルト
は 6（10-6）です。

sd-ber bit-error-rate

1～ 9の範囲のしきい値超過信号障害BER。bit-error-rateは、10進法の
負の指数を指定します（10–bit-error-rate）。デフォルトは 3（10-3）で
す。

sf-ber bit-error-rate

___________________
コマンドデフォルト sd-berのデフォルトビットエラーは 6です。

sf-berのデフォルトビットエラーは 3です。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
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___________________
例 次に、信号障害 BERレートを 5に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 otu threshold sf-ber 5

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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g709 tim-to-client-gais
トレース IDミスマッチ（TIM）検出時にクライアント側にGenericAlarm Indication Signal（GAIS）
を挿入するには、DWDMコンフィギュレーションモードで g709 tim-to-client-gaisコマンドを使
用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

g709 tim-to-client-gais

no g709 tim-to-client-gais

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、クライアントへの GAISが挿入されていません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、TIMの受信時にクライアントへの GAISを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 tim-to-client-gais

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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g709 tti-processing
トレース IDミスマッチ（TIM）アラームをイネーブルにするには、DWDMコンフィギュレーショ
ンモードでg709 tti-processingコマンドを使用します。TIMアラームをディセーブルにするには、
このコマンドの no形式を使用します。

g709 tti-processing

no g709 tti-processing

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、トレース IDミスマッチ（TIM）アラームはディセーブルです。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

トレース IDミスマッチ（TIM）アラームはTTI処理がイネーブルの場合にだけ設定できます。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、予想される TTI文字列を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 tti-processing

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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log signal
前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）の10ミリ秒予防的モニタリングをイネーブルにす
るには、DWDMコンフィギュレーションモードで log signalコマンドを使用します。予防的モニ
タリングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

log signal file-name

no log signal file-name

___________________
構文の説明

ログファイルの名前を指定します。file-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

予防的機能は、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）をトリガーするために使用されま
す。

予防的ステータスを表示するには、show controller dwdmproactive statusコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
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___________________
例 次に、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）の10ミリ秒予防的モニタリングをイネーブ

ルにする方法の例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# log signal LogFile1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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loopback（DWDM）
ループバックモードの DWDMコントローラを設定するには、DWDMコンフィギュレーション
モードで loopbackコマンドを使用します。コンフィギュレーションファイルからループバック
DWDMコマンドを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

loopback {internal| line}

no loopback {internal| line}

___________________
構文の説明

すべてのパケットがルータにループバックされることを指定します。internal

着信ネットワークパケットがDWDMネットワークにループバックされるこ
とを指定します。

line

___________________
コマンドデフォルト このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

DWDMコントローラでは、診断用に内部と回線という2つのループバック動作モードがサポート
されています。ターミナル（内部）ループバックモードでは、PLIMのレイヤ 2フレーマからの
受信データ（POSの SONET/SDHフレーマまたは 10GEのイーサネットMAC）がフレーマの入力
側にループバックされます。これにより、パケットが PLIMにループバックされます。回線ルー
プバックモードでは、受信したトランク/DWDM回線 Rxを回線へのトランク/DWDM回線 Txに
接続できます。これは、回線の診断に使用されます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次の例では、すべてのパケットが DWDMコントローラにループバックされます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# loopback internal

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
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network connection id
マルチサービストランスポートプロトコル（MSTP）の接続 IDを設定するには、DWDMコンフィ
ギュレーションモードでnetworkconnection idコマンドを使用します。接続 IDを削除するには、
このコマンドの no形式を使用します。

network connection id id-number

no network connection id id-number

___________________
構文の説明

接続 ID。id-number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、マルチサービストランスポートプロトコル（MSTP）の接続 IDを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# network connection id 1/1/1/1

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTPのポートに ID番号を割り当てます。network port id, （31ページ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
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network port id
マルチサービストランスポートプロトコル（MSTP）のポートに ID番号を割り当てるには、
DWDMコンフィギュレーションモードで network port idコマンドを使用します。ポートから ID
番号を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

network port id id-number

no network port id id-number

___________________
構文の説明

ポート ID。id-number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、マルチサービストランスポートプロトコル（MSTP）のポートに ID番号を割り当てる例を

示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# network port id 1/0/1/1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTPの接続 IDを設定します。network connection id, （29ページ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

32 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの高密度波長分割多重コマンド
network port id



pm fec report enable
FECのしきい値超過アラート（TCA）の生成をイネーブルにするには、DWDMコンフィギュレー
ションモードで pm fec report enableコマンドを使用します。 TCAsをディセーブルにするには、
このコマンドの no形式を使用します。

pm {15-min| 24-hour} fec report {ec-bits| uc-words} enable

no pm {15-min| 24-hour} fec report {ec-bits| uc-words} enable

___________________
構文の説明 15分間隔の TCA生成を設定します。15-min

24時間間隔の TCA生成を設定します。24-hour

訂正されたビットエラー（BIEC）。パフォーマンスモニタリングの時間
間隔で、DWDMトランク回線で訂正されたビットエラーの数を示します。

ec-bits

訂正不可能な語。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で、DWDMト
ランク回線で検出された訂正できない語の数です。

uc-words

___________________
コマンドデフォルト TCAはディセーブルです。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

FECパフォーマンスの測定情報を表示するには、show controller dwdm pm fecコマンドを使用し
ます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、訂正不可能な語の FECのレポートで TCAをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# pm 15-min fec report uc-words enable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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pm fec threshold
FEC層でパフォーマンスモニタリングしきい値を設定するには、DWDMコンフィギュレーショ
ンモードで pm fec thresholdコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマン
ドの no形式を使用します。

pm {15-min| 24-hour} fec threshold {ec-bits| uc-words} threshold

no pm {15-min| 24-hour}fec threshold {ec-bits| uc-words} threshold

___________________
構文の説明 15分間隔のパフォーマンスモニタリングしきい値を設定します。15-min

24時間間隔のパフォーマンスモニタリングしきい値を設定します。24-hour

訂正されたビットエラー（BIEC）。パフォーマンスモニタリングの時間
間隔で、DWDMトランク回線で訂正されたビットエラーの数を示します。

ec-bits

訂正不可能な語。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で、DWDMト
ランク回線で検出された訂正できない語の数です。

uc-words

1～ 4294967295の範囲のパフォーマンスモニタリングパラメータのしき
い値。

threshold

___________________
コマンドデフォルト しきい値は設定されていません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

FEC層のパフォーマンス測定情報を表示するには、show controller dwdm pm fecコマンドを使用
します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、訂正不可能な語のFEC層パフォーマンスモニタリングしきい値を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# pm 15-min fec threshold uc-words 2000000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング
情報を表示します。

show controller dwdm pm, （69ページ）
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pm optics report enable
光層でしきい値超過アラート（TCA）の生成をイネーブルにするには、DWDMコンフィギュレー
ションモードで pm optics report enableコマンドを使用します。 TCAレポートをディセーブルに
するには、このコマンドの no形式を使用します。

pm {15-min| 24-hour} optics report {lbc| opr| opt} {max-tca| min-tca} enable

no pm {15-min| 24-hour} optics report {lbc| opr| opt} {max-tca| min-tca} enable

___________________
構文の説明 15分間隔の TCA生成を設定します。15-min

24時間間隔の TCA生成を設定します。24-hour

レーザーバイアス電流。lbc

単方向ポートの光パワー。opr

光パワーを送信します（dBm）。opt

TCAを生成する必要があるかどうかを判別するために、パラメータの最
大値がしきい値と比較されることを示します。

max-tca

TCAを生成する必要があるかどうかを判別するために、パラメータの最
小値がしきい値と比較されることを示します。

min-tca

___________________
コマンドデフォルト TCAレポートはイネーブルではありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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光のパフォーマンスモニタリング情報を表示するには、show controller dwdm pm opticsコマンド
を使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、最大 OPTの光層レポートについて TCAレポートをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# pm 15-min optics report opt max-tca enable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング
情報を表示します。

show controller dwdm pm, （69ページ）
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pm optics threshold
光層でパフォーマンスモニタリングしきい値を設定するには、DWDMコンフィギュレーション
モードで pm optics thresholdコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマン
ドの no形式を使用します。

pm {15-min| 24-hour} optics threshold {lbc| opr| opt}{max| min} threshold

no pm {15-min| 24-hour} optics threshold {lbc| opr| opt} {max| min} threshold

___________________
構文の説明 15分間隔のパフォーマンスモニタリングしきい値を設定します。15-min

24時間間隔のパフォーマンスモニタリングしきい値を設定します。24-hour

レーザーバイアス電流。lbc

単方向ポートの光パワー。opr

光パワーを送信します（dBm）。opt

thresholdがパラメータの最大値であることを示します。max

thresholdがパラメータの最小値であることを示します。min

パフォーマンスモニタリングパラメータのしきい値。threshold

___________________
コマンドデフォルト しきい値は設定されません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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光層のパフォーマンスモニタリング情報を表示するには、show controller dwdm pm opticsコマン
ドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、最大 OPTの光層パフォーマンスモニタリングしきい値を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# pm 15-min optics threshold opt max 2000000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング
情報を表示します。

show controller dwdm pm, （69ページ）
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pm otn report enable
Optical Transport Network（OTN）層でしきい値超過アラート（TCA）の生成をイネーブルにする
には、DWDMコンフィギュレーションモードで pm otn report enableコマンドを使用します。
TCAレポートをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

pm {15-min| 24-hour} otn report otn-parameter enable

no pm {15-min| 24-hour} otn report otn-parameter enable

___________________
構文の説明 15分間隔の TCA生成を設定します。15-min

24時間間隔の TCA生成を設定します。24-hour
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しきい値を設定する特定のパラメータ。次の OTNパラメータを指定できます。

• bbe-pm-fe：遠端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー
（BBE-PM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で Optical Transport
Network（OTN）パスに記録されたバックグラウンドブロックエラーの数を示
します。

• bbe-pm-ne：近端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー
（BBE-PM）。

• bbe-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー（BBE-SM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクショ
ンに記録されたバックグラウンドブロックエラーの数を示します。

• bbe-sm-ne：近端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー（BBE-SM）。

• bber-pm-fe：遠端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー率
（BBER-PM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録
されたバックグラウンドブロックエラー率を示します。

• bber-pm-ne：近端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー率
（BBER-PM）。

• bber-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー率（BBER-SM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセク
ションに記録されたバックグラウンドブロックエラー率を示します。

• bber-sm-ne -近端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー率（BBER-SM）

• es-pm-fe：遠端のパスモニタリングのエラー秒数（ES-PM）。パフォーマンス
モニタリングの時間間隔で OTNパスに記録されたエラー秒数を示します。

• es-pm-ne：近端のパスモニタリングのエラー秒数（ES-PM）。

• es-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのエラー秒数（ES-SM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録されたエラー秒数を
示します。

• es-sm-ne：近端のセクションモニタリングのエラー秒数（ES-SM）。

• esr-pm-fe：遠端のパスモニタリングのエラー秒数比（ESR-PM）。パフォーマ
ンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録されたエラー秒数比を示しま
す。

otn-parameter
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• esr-pm-ne：近端のパスモニタリングのエラー秒数比（ESR-PM）。

• esr-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのエラー秒数比（ESR-SM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録されたエラー
秒数比を示します。

• esr-sm-ne：近端のセクションモニタリングのエラー秒数比（ESR-SM）。

• fc-pm-fe：遠端のパスモニタリングの障害カウント（FC-PM）。パフォーマン
スモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された障害カウントを示しま
す。

• fc-pm-ne：近端のパスモニタリングの障害カウント（FC-PM）。

• fc-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの障害カウント（FC-SM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された障害カウント
を示します。

• fc-sm-ne：近端のセクションモニタリングの障害カウント（FC-SM）。

• ses-pm-fe：遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数（SES-PM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された重大エラー秒数を示
します。

• ses-pm-ne：遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数（SES-PM）。

• ses-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの重大エラー秒数（SES-SM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された重大エ
ラー秒数を示します。

• ses-sm-ne：近端のセクションモニタリングの重大エラー秒数（SES-SM）。

• sesr-pm-fe：遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-PM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された重大エラー秒
数比を示します。

• sesr-pm-ne：近端のパスモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-PM）。

• sesr-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-SM）。
パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された重大
エラー秒数比を示します。

• sesr-sm-ne：近端のセクションモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-SM）。

• uas-pm-fe：遠端のパスモニタリングの使用不可秒数（UAS-PM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された使用不可秒数を示し
ます。

• uas-pm-ne：近端のパスモニタリングの使用不可秒数（UAS-PM）。

• uas-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの使用不可秒数（UAS-SM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された使用不
可秒数を示します。
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uas-sm-ne：近端のセクションモニタリングの使用不可秒数（UAS-SM）。•

___________________
コマンドデフォルト TCAの生成はイネーブルではありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

OTN層のパフォーマンス測定情報を表示するには、show controller dwdm pm otnコマンドを使用
します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、パスモニタリングのエラー秒数比（ESR-PM）の OTN層レポートについて TCAの生成を

イネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# pm 15-min otn report esr-pm-fe enable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング
情報を表示します。

show controller dwdm pm, （69ページ）
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pm otn threshold
Optical Transport Network（OTN）層でパフォーマンスモニタリングしきい値を設定するには、
DWDMコンフィギュレーションモードで pm otn thresholdコマンドを使用します。 TCAレポー
トをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

pm {15-min| 24-hour} otn threshold otn-paramter enable

no pm {15-min| 24-hour} otn threshold otn-paramter enable

___________________
構文の説明 15分間隔のパフォーマンスモニタリングしきい値を設定します。15-min

24時間間隔のパフォーマンスモニタリングしきい値を設定します。24-hour
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しきい値を設定する特定のパラメータ。次の OTNパラメータを指定できます。

• bbe-pm-fe：遠端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー
（BBE-PM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で Optical Transport
Network（OTN）パスに記録されたバックグラウンドブロックエラーの数を示
します。

• bbe-pm-ne：近端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー
（BBE-PM）。

• bbe-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー（BBE-SM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクショ
ンに記録されたバックグラウンドブロックエラーの数を示します。

• bbe-sm-ne：近端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー（BBE-SM）。

• bber-pm-fe：遠端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー率
（BBER-PM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録
されたバックグラウンドブロックエラー率を示します。

• bber-pm-ne：近端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー率
（BBER-PM）。

• bber-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー率（BBER-SM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセク
ションに記録されたバックグラウンドブロックエラー率を示します。

• bber-sm-ne -近端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー率（BBER-SM）

• es-pm-fe：遠端のパスモニタリングのエラー秒数（ES-PM）。パフォーマンス
モニタリングの時間間隔で OTNパスに記録されたエラー秒数を示します。

• es-pm-ne：近端のパスモニタリングのエラー秒数（ES-PM）。

• es-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのエラー秒数（ES-SM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録されたエラー秒数を
示します。

• es-sm-ne：近端のセクションモニタリングのエラー秒数（ES-SM）。

otn-parameter
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• esr-pm-fe：遠端のパスモニタリングのエラー秒数比（ESR-PM）。パフォーマ
ンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録されたエラー秒数比を示しま
す。

• esr-pm-ne：近端のパスモニタリングのエラー秒数比（ESR-PM）。

• esr-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのエラー秒数比（ESR-SM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録されたエラー
秒数比を示します。

• esr-sm-ne：近端のセクションモニタリングのエラー秒数比（ESR-SM）。

• fc-pm-fe：遠端のパスモニタリングの障害カウント（FC-PM）。パフォーマン
スモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された障害カウントを示しま
す。

• fc-pm-ne：近端のパスモニタリングの障害カウント（FC-PM）。

• fc-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの障害カウント（FC-SM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された障害カウント
を示します。

• fc-sm-ne：近端のセクションモニタリングの障害カウント（FC-SM）。

• ses-pm-fe：遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数（SES-PM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された重大エラー秒数を示
します。

• ses-pm-ne：遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数（SES-PM）。

• ses-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの重大エラー秒数（SES-SM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された重大エ
ラー秒数を示します。

• ses-sm-ne：近端のセクションモニタリングの重大エラー秒数（SES-SM）。

• sesr-pm-fe：遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-PM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された重大エラー秒
数比を示します。

• sesr-pm-ne：近端のパスモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-PM）。

• sesr-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-SM）。
パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された重大
エラー秒数比を示します。

• sesr-sm-ne：近端のセクションモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-SM）。

• uas-pm-fe：遠端のパスモニタリングの使用不可秒数（UAS-PM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された使用不可秒数を示し
ます。

• uas-pm-ne：近端のパスモニタリングの使用不可秒数（UAS-PM）。
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• uas-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの使用不可秒数（UAS-SM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された使用不
可秒数を示します。

• uas-sm-ne：近端のセクションモニタリングの使用不可秒数（UAS-SM）。

パフォーマンスモニタリングパラメータのしきい値。threshold

___________________
コマンドデフォルト しきい値は設定されません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

OTN層のパフォーマンス測定情報を表示するには、show controller dwdm pm otnコマンドを使用
します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、パスモニタリングのエラー秒数比（ESR-PM）のOTN層パフォーマンスモニタリングしき

い値を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# pm 15-min otn threshold esr-pm-ne 500000
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング
情報を表示します。

show controller dwdm pm, （69ページ）
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proactive
前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）の自動トリガーをイネーブルにするには、DWDM
コンフィギュレーションモードで proactiveコマンドを使用します。自動トリガーをディセーブ
ルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

proactive

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

予防的保護機能のサポートがこれらのModular Port Adaptors
（MPA）に追加されました。

• A9K-MPA-2X40GE

• A9K-MPA-1X40GE

リリース 4.2.3

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

予防的機能は、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）をトリガーするために使用されま
す。

予防的ステータスを表示するには、show controller dwdmproactive statusコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm
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___________________
例 次に、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）の自動トリガーをイネーブルにする方法の

例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# proactive

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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proactive revert threshold
前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）ルートから元のルートへの復帰をトリガーする復
帰しきい値を設定するには、DWDMコンフィギュレーションモードで proactive revert threshold
コマンドを使用します。復帰しきい値を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

proactive revert threshold x-coefficient y-power

no proactive revert threshold x-coefficient y-power

___________________
構文の説明

ビットエラーレート係数（xE-yの x）。指定できる範囲は 1～ 9で
す。デフォルトは 1です。

x-coefficient

ビットエラーレート指数（xE-yの y）。指定できる範囲は 3～ 9で
す。

y-power

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

proactive revert thresholdコマンドのサポートがこれらのModular
Port Adaptors（MPA）に追加されました。

• A9K-MPA-2X40GE

• A9K-MPA-1X40GE

リリース 4.2.3

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

予防的機能は、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）をトリガーするために使用されま
す。
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予防的ステータスを表示するには、show controller dwdmproactive statusコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、FEC-FRRの復帰しきい値を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# proactive revert threshold 1 9

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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proactive revert window
前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）ルートから元のルートへの復帰がトリガーされる
復帰ウィンドウを設定するには、DWDMコンフィギュレーションモードでproactive revertwindow
コマンドを使用します。復帰ウィンドウを削除するには、このコマンドのno形式を使用します。

proactive revert window window

no proactive revert window window

___________________
構文の説明 FEC-FRRからの復帰がトリガーされるウィンドウの時間の長さ（ミリ秒単

位）。指定できる範囲は 2000～ 100000です。
window

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

予防的保護のサポートがこれらのModular Port Adaptors（MPA）
に追加されました。

• A9K-MPA-2X40GE

• A9K-MPA-1X40GE

リリース 4.2.3

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

予防的機能は、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）をトリガーするために使用されま
す。

予防的ステータスを表示するには、show controller dwdmproactive statusコマンドを使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、FEC-FRRからの復帰をトリガーできるウィンドウを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# proactive revert window 100000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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proactive trigger threshold
前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）のトリガーしきい値を設定するには、DWDMコン
フィギュレーションモードで proactive trigger thresholdコマンドを使用します。トリガーしきい
値を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

proactive trigger threshold x-coefficient y-power

no proactive trigger threshold x-coefficient y-power

___________________
構文の説明

ビットエラーレート係数（xE-yの x）。指定できる範囲は 1～ 9で
す。デフォルトは 1です。

x-coefficient

ビットエラーレート指数（xE-yの y）。指定できる範囲は 3～ 9で
す。

y-power

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

proactive trigger thresholdコマンドのサポートがこれらのModular
Port Adaptors（MPA）に追加されました。

• A9K-MPA-2X40GE

• A9K-MPA-1X40GE

リリース 4.2.3

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

予防的機能は、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）をトリガーするために使用されま
す。
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予防的ステータスを表示するには、show controller dwdmproactive statusコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）のトリガーしきい値を設定する方法の例を

示します

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# proactive trigger threshold 1 9

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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proactive trigger window
高速再ルーティングがトリガーされるトリガーウィンドウを設定するには（ミリ秒単位）、DWDM
コンフィギュレーションモードでproactive triggerwindowコマンドを使用します。トリガーウィ
ンドウを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

proactive trigger window window

no proactive trigger window window

___________________
構文の説明 FEC-FRRがトリガーされるウィンドウの時間の長さ（ミリ秒単位）。指定

できる範囲は 10～ 10000です。
window

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

proactive trigger windowコマンドのサポートがこれらのModular
Port Adaptors（MPA）に追加されました。

• A9K-MPA-2X40GE

• A9K-MPA-1X40GE

リリース 4.2.3

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

予防的機能は、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）をトリガーするために使用されま
す。

予防的ステータスを表示するには、show controller dwdmproactive statusコマンドを使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、高速再ルーティングがトリガーされるトリガーウィンドウを設定する例（ミリ秒単位）を

示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# proactive trigger window 10000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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show controller dwdm
光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、およびDWDMコントローラの登録情報とモジュール
情報を表示するには、EXECモードで show controller dwdmコマンドを使用します。

show controller dwdm interface-path-id [g709 [registers]| log| optics [registers]| tdc| wavelength-map]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）G.709 OTNプロトコルのアラームおよびビットエラーのカウンタ
とともに、FEC統計情報としきい値ベースのアラートを表示します。

g709

（任意）信号ロギングに関する情報を表示します。log

（任意）出力レベルと波長などのインターフェイスについての光関連情報を

表示します。

optics

（任意）g709の場合は、プラットフォーム固有のOTNフレーマレジスタを
表示します。opticsの場合は、トランスポンダレジスタを表示します。

registers

（任意）Tunable Dispersion Compensator（TDC）情報を表示します。tdc

（任意）波長情報を表示します。wavelength-map

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readdwdm

readinterface

readsonet-sdh

___________________
例 次に、show controllers dwdm g709コマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:Router# show controller dwdm 0/5/0/0 g709
Thu Jul 1 18:34:20.052 UTC

G709 Status

OTU
LOS = 0 LOF = 0 LOM = 0
BDI = 0 IAE = 1 BIP = 0
BEI = 0 TIM = 0

ODU
AIS = 0 BDI = 0 OCI = 0
LCK = 0 BIP = 0 BEI = 0
PTIM = 0 TIM = 0

FEC Mode: Standard FEC (Default)
EC(current second) = 0 EC = 0 UC = 0
pre-FEC BER < 9.00E-11 Q > 6.45 Q Margin > 7.52

Remote FEC Mode: Standard FEC
FECMISMATCH = 0

Detected Alarms: None
Asserted Alarms: None
Alarm Reporting Enabled for: LOS LOF LOM IAE OTU-BDI OTU-TIM OTU_SF_BER OTU_SD_BER ODU-AIS
ODU-BDI O
CI LCK PTIM ODU-TIM FECMISMATCH
BER Thresholds: OTU-SF = E-3 OTU-SD = E-6

Connectivity Info

Network Port ID: Not Configured
Network Connection ID: Not Configured

OTU TTI Sent String ASCII: Tx TTI Not Configured
OTU TTI Received String ASCII: Rx TTI Not Recieved
OTU TTI Expected String ASCII: Exp TTI Not Configured

ODU TTI Sent String ASCII: Tx TTI Not Configured
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ODU TTI Received String ASCII: Rx TTI Not Recieved
ODU TTI Expected String ASCII: Exp TTI Not Configured

次の表に、show controllers dwdmコマンド出力の選択したフィールドの説明を示します。

表 1： show controllers dwdm コマンド出力フィールドの説明

説明フィールド

アラーム表示信号（AIS）アラームの数。 AIS
は、アップストリームの障害が検出された表示

としてダウンストリームに送信される信号で

す。

AIS

レポートに対してイネーブルになっているア

ラームを一覧表示します。

Alarm reporting enabled for

ユーザから報告されるように指定されているア

ラーム。

Asserted Alarms

逆方向障害表示（BDI）アラームの数。 BDI
は、アップストリーム方向の信号障害に関する

情報を伝送する単一ビットです。

BDI

設定されたビットエラーレートしきい値の値。BER thresholds

ビットインターリーブパリティアラームの数。

BIPは 1バイトで構成され、エラー検出に使用
されます。光チャネルペイロードユニット

（OPU）全体で計算されます。

BIP

コントローラのステータス。Controller State

ハードウェアによって検出されたアラーム。Detected Alarms

修正されたコードワード。これは、FECによっ
て修正された語の数で、/秒として表示されま
す。

EC

コントローラの前方誤り訂正（FEC）モードを
示します。Disabled、EnhancedFECG.975.1 1.4、
または Standard FEC（デフォルト）を指定でき
ます。

FEC Mode

着信アライメントエラー（IAE）の数。IAE
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説明フィールド

ロックされたアップストリーム接続アラームの

数。 LCKは、アップストリームで接続がロッ
クされ、信号が渡されないことの表示としてダ

ウンストリームに送信される信号です。

LCK

OTUフレーム損失（LOF）アラームの数。LOF

OTUマルチフレーム損失（LOM）アラームの
数。

LOM

ループバックステータス。ループバックがイ

ネーブルになっているかどうか、およびイネー

ブルになっているループバックのタイプを示し

ます。

Loopback

OTU信号消失（LOS）アラームの数。受信光
パワーがこの定義されたしきい値以下の場合、

光 LOSアラームが発生します。

LOS

オープン接続表示アラームの数。OCIは、アッ
プストリームで信号がトレール終端ソースに接

続されていないことの表示としてダウンスト

リームに送信される信号です。

OCI

光チャネルデータユニットのアラーム。ODU

光伝送ユニットのオーバーヘッドアラーム。OTU

予想される TTIの値。OTU TTI Expected

受信した TTIの値。OTU TTI Received

トレール追跡 ID（TTI）の値。OTU TTI Sent

ペイロードタイプ IDミスマッチアラームの
数。これは、ITU-T G.709オプションが光範囲
の各終端の PLIMで設定されている方法にミス
マッチがある場合に発生します。

PTIM

（任意）TunableDispersionCompensator（TDC）
情報。

TDC Info
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説明フィールド

admin-stateコマンドで設定されたポートの現在
のステータス。指定できる値は、IS
（In-Service）および OOS（Out-of-Service）で
す。

Transport Admin State

修正できないコードワード。これは rawカウ
ンタです。

UC

事前ビットエラーレート（BER）前方誤り訂
正（FEC）。事前FECBERは、事前前方エラー
訂正（FEC）エラーカウントを使用して計算さ
れます。

Pre-FEC BER

電圧あたりの一般信号品質ビットエラーレー

ト（BER）。QおよびQマージンは、時前FEC
BERを使用して計算されます。

Q

電圧あたりの一般信号品質ビットエラーレー

ト（BER）。QおよびQマージンは、時前FEC
BERを使用して計算されます。

Q Margin

TunableDispersionCompensator（TDC）動作モー
ドオプションが Autoに設定されているか
Manualに設定されているかを示します。

Operational Mode

TunableDispersionCompensator（TDC）動作モー
ドオプションが取得状態かロック状態かを示し

ます。状態は、メジャーアラームがある場合

は無効です。

Status

–700と +700パケット/秒（pps）間の値を示し
ます。分散の設定は、Tunable Dispersion
Compensator（TDC）がロックされた後で光モ
ジュールから読み込まれます。

Dispersion Setting

未使用。Reroute Control

未使用。Reroute BER

光フィールドの説明については、表 2： show controllers dwdm opticsコマンド出力フィールドの説
明, （66ページ）を参照してください。
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次に、g709 registersキーワードを指定した show controllers dwdmコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controller dwdm 0/3/0/0 g709 registers

Addr Name Value
0x00800030 Serial[0] 0x30303130
0x00800034 Serial[1] 0x30353934
0x00800038 Serial[2] 0x0
0x0080003c PartNum[0] 0x38303030
0x00800040 PartNum[1] 0x3034312d
0x00800044 PartNum[2] 0x30300010
0x00800048 PartNum[3] 0x0
0x0080004c Version[0] 0x312e3041
0x00800050 Version[1] 0x6c706861
0x00800054 Version[2] 0x28423133
0x00800058 Version[3] 0x35290000
0x0080005c Version[4] 0x0
0x00800060 Version[5] 0x0
0x0080002c Band 0x0
0x0080001c RefClock 0x0
0x00800020 Loopback 0x0
0x00800000 IntfStatus 0x5000000
0x00800004 ModEnable 0x1
0x0080000c ModStatus 0x34010000
0x00800010 ModIntrMask 0x7c000000
0x00800014 ModIntr 0x0
0x00800100 TxLineStat 0x80
0x00800104 TxLineEvent 0x0
0x00800108 TxLineIntrMask 0xc1
0x00800114 TxOpticChan 0x1
0x00800118 Wavelength 0x1753c5
0x00800200 RxLineStat 0x8000
0x00800208 RxLineEventMask 0xffe3
0x00800204 RxLineEvent 0x0

次に、opticsキーワードを指定した show controllers dwdmコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers dwdm 0/2/0/0 optics
Mon Jul 12 21:04:29.254 UTC

Optics Status

Optics Type: 10GBASE-ZR,
Wavelength Info: C-Band, MSA ITU Channel= N/A, Frequency=192THz, Wavelength=1558nm

TX Power = 1.50 dBm
RX Power = -11.86 dBm

次の表に、opticsキーワードを指定した show controllers dwdmコマンド出力の選択したフィール
ドの説明を示します。

表 2： show controllers dwdm optics コマンド出力フィールドの説明

説明フィールド

光タイプ GEまたは OC-768c/STM-256c DWDM
を示します。

Optics Type

クロックが内部か回線かを指定します。Clock Source

波長帯域を指定します（C-bandまたは
L-band）。

Wavelength Band
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説明フィールド

マルチソースアグリーメント（MSA）ITUチャ
ネル番号。

MSA ITU Channel

チャネルの周波数（単位：THz）。Frequency

チャネル番号に対応する波長（単位：nm）。Wavelength

伝送パワーレベルの値。TX power

RXポートの実際の光パワー。RX Power

受信信号消失しきい値。受信光パワーがこのし

きい値以下の場合、光 LOSアラームが発生し
ます。

RX LOS Threshold

次に、ギガビットイーサネットコントローラで wavelength-mapキーワードを指定した show
controllers dwdmコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controller dwdm 0/5/0/3 wavelength-map

Wavelength band: C-band
MSA ITU channel range supported: 3~84

Wavelength map table
----------------------------------------
Channel Frequency Wavelength
Num (THz) (nm)
----------------------------------------
03 196.00 1529.553
----------------------------------------
04 195.95 1529.944
----------------------------------------
05 195.90 1530.334
----------------------------------------
06 195.85 1530.725
----------------------------------------
07 195.80 1531.116
----------------------------------------
08 195.75 1531.507
----------------------------------------
09 195.70 1531.898
----------------------------------------
10 195.65 1532.290
----------------------------------------
11 195.60 1532.681
----------------------------------------
12 195.55 1533.073
----------------------------------------
13 195.50 1533.465
----------------------------------------
14 195.45 1533.858
----------------------------------------
15 195.40 1534.250
----------------------------------------
16 195.35 1534.643
----------------------------------------
17 195.30 1535.036
----------------------------------------
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18 195.25 1535.429
----------------------------------------
19 195.20 1535.822
.
.
.

次の表に、wavelength-mapキーワードを指定した show controllers dwdmコマンド出力の選択し
たフィールドの説明を示します。

表 3： show controllers dwdm wavelength コマンド出力フィールドの説明

説明フィールド

チャネル番号。channel Num

波長の周波数（単位：THz）。frequency (THz)

波長（単位：nm）。wavelength (nm)

___________________
関連コマンド 説明コマンド

転送管理状態を DWDMポートで設定します。admin-state, （3ページ）

DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング情
報を表示します。

show controller dwdm pm, （69ページ）
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show controller dwdm pm
DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング情報を表示するには、EXECモードで show
controller dwdm pmコマンドを使用します。

show controller dwdm instance pm history [15-min| 24-hour| fec| optics| otn]

show controller dwdm instance pm interval [15-min| 24-hour][fec| optics| otn] index

___________________
構文の説明

物理インターフェイスインスタンス。名前表記は rack/slot/module/portです。
値の間に表記の一部としてスラッシュが必要です。

• rack：ラックのシャーシ番号。

• slot：ラインカードの物理スロット番号。

• module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）
は、常に 0です。共有ポートアダプタ（SPA）は、そのサブスロット番
号から参照されます。

• port：インターフェイスの物理ポート番号。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

instance

すべてのパフォーマンスモニタリングデータを表示します。history

特定の間隔で特定のパフォーマンスモニタリングデータを表示します。interval

15分間隔でパフォーマンスモニタリングデータを表示します。15-min

24時間間隔でパフォーマンスモニタリングデータを表示します。24-hour

修正されたビットエラー（BIEC）および訂正不可能な語などの表示 FECパ
フォーマンスパラメータを表示します。

fec

光パワーなどの光パフォーマンスパラメータを表示します。optics

パスモニタリングの障害カウント（FC-PM）やセクションモニタリングの使
用不可秒数（UAS-SM）などの表示 OTNパフォーマンスパラメータを表示し
ます。

otn

パフォーマンスモニタリング情報を表示する間隔。index

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readdwdm

readinterface

readsonet-sdh

___________________
例 次の例は、DWDMコントローラの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:Router# show controller dwdm 0/5/0/0 pm interval 15-min fec 0
Thu Jul 1 18:58:09.353 UTC

g709 FEC in the current interval [18:45:00 - 18:58:09 Thu Jul 1 2010]
EC-BITS : 0 Threshold : 0 TCA(enable) : NO
UC-WORDS : 0 Threshold : 0 TCA(enable) : NO

RP/0/RSP0/CPU0:Router# show controller dwdm 0/5/0/0 pm history 15-min
Thu Jul 1 18:59:04.585 UTC

g709 OTN in the current interval [18:45:00 - 18:59:04 Thu Jul 1 2010]
ES-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
ESR-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SES-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SESR-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
UAS-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBE-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBER-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
FC-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
ES-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
ESR-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SES-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SESR-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
UAS-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBE-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBER-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
FC-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO

ES-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
ESR-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SES-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SESR-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

70 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの高密度波長分割多重コマンド
show controller dwdm pm



UAS-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBE-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBER-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
FC-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
ES-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
ESR-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SES-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SESR-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
UAS-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBE-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBER-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
FC-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO

g709 FEC in the current interval [18:45:00 - 18:59:04 Thu Jul 1 2010]
EC-BITS : 0 Threshold : 0 TCA(enable) : NO
UC-WORDS : 0 Threshold : 0 TCA(enable) : NO

Optics in the current interval [18:45:00 - 18:59:04 Thu Jul 1 2010]
MIN AVG MAX Threshold TCA Threshold TCA

(min) (enable) (max) (enable)
LBC[mA ] : 17210 17542 17662 0 NO 0 NO
OPT[dBm] : -1.46 -1.46 -1.46 0.00 NO 0.00 NO
OPR[dBm] : -31.67 -31.66 -31.65 0.00 NO 0.00 NO

g709 OTN in interval 1 [18:30:00 - 18:45:00 Thu Jul 1 2010]
ES-SM-NE : 0 ES-SM-FE : 0
ESR-SM-NE : 0 ESR-SM-FE : 0
SES-SM-NE : 0 SES-SM-FE : 0
SESR-SM-NE : 0 SESR-SM-FE : 0
UAS-SM-NE : 0 UAS-SM-FE : 0
BBE-SM-NE : 0 BBE-SM-FE : 0
BBER-SM-NE : 0 BBER-SM-FE : 0
FC-SM-NE : 0 FC-SM-FE : 0
ES-PM-NE : 0 ES-PM-FE : 0
ESR-PM-NE : 0 ESR-PM-FE : 0
SES-PM-NE : 0 SES-PM-FE : 0
SESR-PM-NE : 0 SESR-PM-FE : 0
UAS-PM-NE : 0 UAS-PM-FE : 0
BBE-PM-NE : 0 BBE-PM-FE : 0
BBER-PM-NE : 0 BBER-PM-FE : 0
FC-PM-NE : 0 FC-PM-FE : 0

g709 FEC in interval 1 [18:30:00 - 18:45:00 Thu Jul 1 2010]
EC-BITS : 0 UC-WORDS : 0

Optics in interval 1 [18:30:00 - 18:45:00 Thu Jul 1 2010]
MIN AVG MAX

LBC[mA ] : 17210 17526 17662
OPT[dBm] : -1.46 -1.46 -1.46
OPR[dBm] : -31.67 -31.67 -31.66

g709 OTN in interval 2 [18:15:00 - 18:30:00 Thu Jul 1 2010]
ES-SM-NE : 0 ES-SM-FE : 0
ESR-SM-NE : 0 ESR-SM-FE : 0
SES-SM-NE : 0 SES-SM-FE : 0
SESR-SM-NE : 0 SESR-SM-FE : 0
UAS-SM-NE : 0 UAS-SM-FE : 0
BBE-SM-NE : 0 BBE-SM-FE : 0
BBER-SM-NE : 0 BBER-SM-FE : 0

.

.

.

次の表に、show controllers dwdm pmコマンド出力の選択したフィールドの説明を示します。
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表 4： show controllers dwdm pm コマンド出力フィールドの説明

説明フィールド

訂正されたビットエラー（BIEC）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で、DWDMト
ランク回線で訂正されたビットエラーの数を示

します。

EC-BITS

訂正不可能な語。パフォーマンスモニタリン

グの時間間隔で、DWDMトランク回線で検出
された訂正できない語の数です。

UC-WORDS

レーザーバイアス電流。LBC

単方向ポートの光パワー。OPR

光パワーを送信します（dBm）。OPT

パラメータの最大値を示します。MAX

パラメータの平均値を示しますAVG

パラメータの最小値を示します。MIN

パラメータの設定されているしきい値を示しま

す。

THRESHOLD

TCAがイネーブルかどうかを表します。TCA

遠端のパスモニタリングのバックグラウンド

ブロックエラー（BBE-PM）：パフォーマンス
モニタリングの時間間隔で Optical Transport
Network（OTN）パスに記録されたバックグラ
ウンドブロックエラーの数を示します。

BBE-PM-FE

近端のパスモニタリングのバックグラウンド

ブロックエラー（BBE-PM）。
BBE-PM-NE

遠端のセクションモニタリングのバックグラウ

ンドブロックエラー（BBE-SM）：パフォーマ
ンスモニタリングの時間間隔で OTNセクショ
ンに記録されたバックグラウンドブロックエ

ラーの数を示します。

BBE-SM-FE

近端のセクションモニタリングのバックグラウ

ンドブロックエラー（BBE-SM）。
BBE-SM-NE
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説明フィールド

遠端のパスモニタリングのバックグラウンド

ブロックエラー率（BBER-PM）：パフォーマ
ンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記
録されたバックグラウンドブロックエラー率

を示します。

BBER-PM-FE

近端のパスモニタリングのバックグラウンド

ブロックエラー率（BBER-PM）。
BBER-PM-NE

遠端のセクションモニタリングのバックグラウ

ンドブロックエラー率（BBER-SM）：パフォー
マンスモニタリングの時間間隔でOTNセクショ
ンに記録されたバックグラウンドブロックエ

ラー率を示します。

BBER-SM-FE

近端のセクションモニタリングのバックグラウ

ンドブロックエラー率（BBER-SM）。
BBER-SM-NE

遠端のパスモニタリングのエラー秒数

（ES-PM）：パフォーマンスモニタリングの時
間間隔で OTNパスに記録されたエラー秒数を
示します。

ES-PM-FE

近端のパスモニタリングのエラー秒数

（ES-PM）。
ES-PM-NE

遠端のセクションモニタリングのエラー秒数

（ES-SM）：パフォーマンスモニタリングの時
間間隔で OTNセクションに記録されたエラー
秒数を示します。

ES-SM-FE

近端のセクションモニタリングのエラー秒数

（ES-SM）。
ES-SM-NE

遠端のパスモニタリングのエラー秒数比

（ESR-PM）：パフォーマンスモニタリングの
時間間隔で OTNパスに記録されたエラー秒数
比を示します。

ESR-PM-FE

近端のパスモニタリングのエラー秒数比

（ESR-PM）。
ESR-PM-NE
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説明フィールド

遠端のセクションモニタリングのエラー秒数比

（ESR-SM）：パフォーマンスモニタリングの
時間間隔でOTNセクションに記録されたエラー
秒数比を示します。

ESR-SM-FE

近端のセクションモニタリングのエラー秒数比

（ESR-SM）。
ESR-SM-NE

遠端のパスモニタリングの障害カウント

（FC-PM）：パフォーマンスモニタリングの時
間間隔で OTNパスに記録された障害カウント
を示します。

FC-PM-FE

近端のパスモニタリングの障害カウント

（FC-PM）。
FC-PM-NE

遠端のセクションモニタリングの障害カウント

（FC-SM）：パフォーマンスモニタリングの時
間間隔で OTNセクションに記録された障害カ
ウントを示します。

FC-SM-FE

近端のセクションモニタリングの障害カウント

（FC-SM）。
FC-SM-NE

遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数

（SES-PM）：パフォーマンスモニタリングの
時間間隔で OTNパスに記録された重大エラー
秒数を示します。

SES-PM-FE

近端のパスモニタリングの重大エラー秒数

（SES-PM）。
SES-PM-NE

遠端のセクションモニタリングの重大エラー秒

数（SES-SM）：パフォーマンスモニタリング
の時間間隔で OTNセクションに記録された重
大エラー秒数を示します。

SES-SM-FE

近端のセクションモニタリングの重大エラー秒

数（SES-SM）。
SES-SM-NE

遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数比

（SESR-PM）：パフォーマンスモニタリング
の時間間隔でOTNパスに記録された重大エラー
秒数比を示します。

SESR-PM-FE
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説明フィールド

近端のパスモニタリングの重大エラー秒数比

（SESR-PM）。
SESR-PM-NE

遠端のセクションモニタリングの重大エラー秒

数比（SESR-SM）：パフォーマンスモニタリ
ングの時間間隔で OTNセクションに記録され
た重大エラー秒数比を示します。

SESR-SM-FE

近端のセクションモニタリングの重大エラー秒

数比（SESR-SM）。
SESR-SM-NE

遠端のパスモニタリングの使用不可秒数

（UAS-PM）：パフォーマンスモニタリングの
時間間隔で OTNパスに記録された使用不可秒
数を示します。

UAS-PM-FE

近端のパスモニタリングの使用不可秒数

（UAS-PM）。
UAS-PM-NE

遠端のセクションモニタリングの使用不可秒数

（UAS-SM）：パフォーマンスモニタリングの
時間間隔で OTNセクションに記録された使用
不可秒数を示します。

UAS-SM-FE

近端のセクションモニタリングの使用不可秒数

（UAS-SM）。
UAS-SM-NE
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