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はじめに
Smart Call Home の概要
Smart Call Home は、デバイス システムのメッセージと情報を生成、
転送、保存、処理、分析するメカニズムを提供するために Call
Home IOS 機能と組み合わせて使用する自動サポート機能です。
ユーザにとっては、ネットワークとデバイスをより適切に管理するた
めの診断とレポート作成の機能を提供する、Web ベース アプリ
ケーションおよび通知システムとなります。Smart Call Home システ
ムは、業務に支障が出る前に Call Home 診断を取得および処理し
て予防的メッセージングを行い、問題にフラグを立て、通知を開始
して、推奨される修正措置と解決策を示します。
Smart Call Home は次の機能をサポートしています。
• 潜在的な問題に対する 24 時間 365 日対応の自動デバイス監
視および分析
• 電子メールで受け取ることができる予防的アラート
• Cisco Technical Assistance Center（TAC）のカスタマイズ ステータ
ス レポートとパフォーマンス分析に関する優先サポート
• PSIRT（Product Security Incident Response Team）通知、Field
Notices 通知、廃止通知などの製品アラート
Smart Call Home と Call Home 間のやり取り

Call Home は、シスコ デバイスのオペレーティング システムに組み
込まれた製品機能です。エンドユーザはこの機能を使用すると、
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Cisco ルータまたはスイッチ デバイスの状態をモニタできます。Call Home
機能は、さまざまな障害の状態を検出して、ユーザに通知します。Smart
Call Home は、ご使用のデバイスから送信された Call Home メッセージを
分析し、背景情報および推奨事項を提供して、システムの問題をより迅
速に解決するのに役立ちます。
シスコ デバイスに搭載された Call Home 機能により、お客様は次の Call
Home プロファイルを設定できます。
• 対象とするイベントとその重大度
• 送信先アドレス
• 送信方法
• メッセージの形式
プロファイルは、アラート グループ サブスクリプションに転送タイプと宛先
を組み合わせたものです。対象となるイベントは、イベント発生時のアク
ションを定義するアラート グループに登録することにより選択します。デ
バイスは次のいずれかの転送方法で Call Home メッセージを Smart Call
Home に送信できます。
• HTTPS（クライアント デバイスからバックエンドへ）
• 電子メール（デバイスからローカル メール サーバを経由してシスコ
バックエンドに直接送信）
• HTTP（S）（Transport Gateway 経由でシスコへ）
–

HTTP（デバイスから Transport Gateway へ）

–

電子メール（デバイスから Transport Gateway へ）
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Smart Call Home を有効にすると、Call Home のメッセージとアラート
は Smart Call Home に送信されます。診断、環境、または Syslog ア
ラートの重大度が高い場合、Cisco TAC ケースが自動的に作成され、
デバッグやその他の CLI 出力が添付されます。お客様には、Call
Home のアラートとイベントに関する電子メール通知が送信されま
す。これらの電子メールには、Smart Call Home Web アプリケーショ
ンのリンク、またはポータルと、Cisco TAC ケースのリンク（TAC ケー
スが自動作成された場合）が含まれます。
主なメリット
Smart Call Home を使用すると、必要な情報に Web ベースで高速
にアクセスしたり、業務の効率化を向上させたりできます。そのた
めに、以下の機能がお客様に提供されています。
• トラブルシューティングに必要な時間を短縮することにより、ス
タッフ リソースを効率よく活用できます。
• 適切なサポート チームを宛先とする、Cisco TAC へのサポート
ケースを自動的に生成し、問題解決を迅速化させる詳細な診断
情報を提供できます。
• Call Home のすべてのメッセージ、診断、および修復に関する推
奨事項を一箇所で確認できます。
• TAC ケースのステータスを迅速に確認できます。
• 全 Call Home デバイスの最新のインベントリおよび設定情報を
表示できます。
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対象読者
このユーザ ガイドは、シスコ デバイスの Smart Call Home 機能の設定を
担当したり、Smart Call Home Web アプリケーションを管理したりする、
ネットワーク専門家と経験豊富なネットワーク管理者を対象としています。

スコープ
Smart Call Home 機能を使用するには、デバイスが、Cisco SMARTnet® や
Smart Net Total Care などの Cisco の有効なサービス契約の対象でなけれ
ばなりません。
デバイスを Smart Call Home 用に正常に登録するには、次のものが必要
です。
• 有効な Cisco サービス契約。特定のデバイスを対象とし、ユーザが
サービス要求を Cisco Technical Assistance Center に送信する権利を付
与します。
• 有効な Cisco.com ユーザ ID。特定のデバイスを対象とするサービス契
約を含みます。

（注）
Smart Call Home は、Cisco SMARTnet®、Smart Net Total Care、Partner Support
Service、Smart Care、Mission Critical Support サービスなど、シスコの多くのサービス
契約に含まれています。
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配置の計画
既存のサポート対象トポロジ

図 1 Smart Call Home 配置のネットワーク トポロジ - 有線

図 2 Smart Call Home 配置のネットワーク トポロジ - ワイヤレス

システムの概要
Smart Call Home システムの操作は、次の 4 つの主要領域に分割でき
ます。
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• IOS Call Home 機能を使用するクライアント デバイス。バックエン
ド システムに対するいずれかの通信オプションを使用して伝送
のローカル情報を収集してパッケージ化します。
• 通信オプション。クライアント デバイスとバックエンド システム間、
および Web アプリケーション/通知システムとユーザ システム間
でデータを伝送するためのオプションです。
• Smart Call Home バックエンド システム。収集された情報を処理
してクライアント デバイス上に格納します。
• ユーザ システム。バックエンド通知システムから通知を受信し、
Web アプリケーションを使用してバックエンド システムに保存さ
れた情報にアクセスします。
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前提条件
システム要件

Smart Call Home サービスのサポートに必要なシステム要件は、以下のと
おりです。
• シスコ デバイスが、有効なシスコ サービス契約でサポートされている
必要があります。サービス契約の対象外の場合は、デバイスをトライ
アル用として登録できます。また、契約担当者のシスコ ユーザ プロ
ファイルが、TAC ケース/サービス要求へのアクセスを付与する、有効
なサービス契約に関連付けられている必要があります。詳細について
は、Smart Call Home の準備チェックリストを参照してください。
• シスコ デバイスから、Smart Call Home のシスコ バックエンドにアクセ
スできる必要があります。シスコ バックエンドは、シスコ デバイスから
Call Home メッセージを受信し、Smart Call Home の電子メール通知、レ
ポート、および情報を送信します。
• デバイスが Smart Call Home でサポートされ、OS の最小要件を満たし
ている必要があります。

図 3 Smart Call Home のシステム概要
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• 貴社のシスコ サービス契約に関連付けられている Cisco.com ID が必要
です。該当するサービス契約の例としては、Cisco SMARTnet®、Smart Net
Total Care、Partner Support Service、Smart Care、Mission Critical Support
サービスなどがあります。貴社の Cisco.com ID に関連付けられている契
約は、https://tools.cisco.com/RPFA/profile/profile_management.do で
確認できます。Cisco.com ID に必要な契約が関連付けられていない場
合は、Smart Services Bureau までお問い合わせください。
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その他のシステム要件

選択した転送方式が電子メールまたは HTTP（Transport Gateway
経由）の場合は、Transport Gateway ソフトウェアをダウンロードお
よびインストールし、Call Home 環境から Transport Gateway を経
由して、Smart Call Home にメッセージを安全に送信できるように
する必要があります。複数のデバイスをサポートする必要のある
場合や、セキュリティ要件によってデバイスがインターネットに直
接接続されないことが必要とされる場合は、TG 集約ポイントを使
用できます。
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Tip
Smart Call Home Web アプリケーションから、基本的な設定スクリプトをダ
ウンロードして、Smart Call Home およびシスコ TAC とともに使用するよう
Call Home 機能を設定するために利用できます。スクリプトは、Smart Call
Home サービスとの安全な通信のためにトラストポイント CA を設定するた
めにも役立ちます。提供されるスクリプトに保証はありません。このスクリ
プ ト は 次 の
URL か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。
http://supportforums.cisco.com/community/netpro/solutions/smart_servi
ces/smartcallhome

（注）
Smart Call Home との間で Call Home メッセージを正常に送受信するには、この
ソフトウェア パッケージを事前にインストールして設定しておく必要があります。
Transport Gateway ソフトウェアをダウンロードできるのは、登録済みの
Cisco.com ユーザのみです。

• E メール メッセージ転送を使用するには、少なくとも 1 つの
Simple Mail Transfer Protocol（SMTP; シンプル メール転送プロト
コル）E メール サーバ アドレスを設定する必要があります。
• メッセージを転送するために HTTP オプションを使用するには、
少なくとも 1 つの HTTP サーバを設定する必要があります。
• セキュア HTTP（HTTPS）メッセージ転送を使用するには、トラスト
ポイント Certificate Authority（CA、認証局）を設定する必要があ
ります。
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注意事項と制約事項
• Call Home 操作を行うには、service call-home IOS コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用できるようにする必要があります。
• 少なくとも 1 つの Call Home プロファイル（デフォルトまたはユーザ定義）
がアクティブでなければなりません。いずれかのプロファイルの優先転
送方式が電子メールの場合、1 つ以上の電子メール サーバ アドレス
を設定する必要があります。担当者の電子メール アドレスが設定され
ていないと、Call Home はメッセージを送信しません。各プロファイルの
優先転送方式が HTTPS の場合には、トラストポイント認証局（CA）を
Call Home デバイスで設定してください。
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• Smart Call Home システムにメッセージを送信するために使用で
きるのは、HTTP アドレスまたは電子メール アドレスのどちらか 1
つだけです。したがって、両方の転送方式を有効にすると、
Smart Call Home システムにメッセージを送信するためにどちら
か一方だけが使用されます。CiscoTAC-1 デフォルト プロファイル
では宛先アドレスを設定できないため、有効にできる転送方式
は 1 つだけです。
• Call Home でその他の管理情報を設定できます。担当者の電話
番号、住所、サイト ID、カスタマー ID、契約 ID はすべてオプショ
ンです。この情報は、Call Home メッセージの XML ヘッダーに含
まれていますが、Smart Call Home システムでは必要ありません。
メッセージ送信者の電子メール アドレスと送信者の返信先電子
メール アドレスを設定できます。メッセージ送信者の返信先電子
メール アドレスを設定しないと、Call Home はすべての Call
Home メッセージで担当者の電子メール アドレスを返信先電子
メール アドレスとして使用します。
• いずれかのプロファイルで転送方式として電子メールが有効に
なっている場合、メッセージをバックアップ電子メール サーバに
送信するよう Call Home を設定できます。各電子メール サーバ
の名前またはアドレスとプライオリティを設定する必要がありま
す。プライオリティ番号を使用して、アクティブ サーバとして当面
使用するサーバ、および障害時に使用するサーバを判別します。
プライオリティ番号の範囲は、プライオリティの最も高い 1 から最
も低い 100 までです。デバイスが接続できる、最もプライオリティ
の高いサーバがアクティブ電子メール サーバとなります。
Smart Call Home 機能ガイド | © 2014-2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
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• Call Home 設定スクリプトは Software Center からダウンロードし、Call
Home 設定や、Smart Call Home サービスとのセキュアな通信を確保す
るためのトラストポイント認証局（CA）の設定を自動化できます。このス
クリプトは CA 証明書の新しいコピーで定期的に更新され、デバイスで
使用している証明書の期限が切れる前にダウンロードおよびインス
トールされます。
チェックリスト
Smart Call Home を使用するようにデバイスを設定して登録する前に、構
成と登録のプロセスを問題なく進めることを確認するために必要な準備ス
テップがいくつかあります。
1. ご使用のデバイスで Smart Call Home 機能を利用できること、およ
び適切な OS がインストールされていることを、サポート対象製品
リストを調べて確認します。
サポートされているデバイスに適切な OS がインストールされていない場
合には、Cisco オンライン サポートにアクセスし、デバイスに OS をインス
トールするために必要なステップを実行してください。
2. デバイスが、アクティブで有効なサービス契約の対象であることを
確認します。
3. Smart Call Home デバイスの登録者が Cisco.com アカウントを持ち、
ログインしていることを確認します。登録していない場合には、
Cisco.com ｱｶｳﾝトを登録してください。
4. デバイスの対象契約が Cisco.com アカウントに関連付けられてい
ることを確認してください:
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ステップ 1：Cisco.com にログインし、ページ上部の [Account] リンク
をクリックします。
ステップ 2：[Profile Manager] をクリックします。
ステップ 3：[Access] タブをクリックします。
ステップ 4：プロファイルに関連する契約が表示されます。必要に応
じて、プロファイルに契約を関連付けます。
a. [Add Access] をクリックします。
b. [Full Support] を選択して [Go] をクリックします。
c. [Contract Numbers] を選択し、表示されるフィールドに契約番号
を入力します。
d. [Submit] をクリックします。
[Submit] をクリックすると、すべての条件が満たされている場合
には、契約の関連付けがただちに処理されます。重大な条件を
満たしていない場合、失敗の理由と、サポートの連絡先が示され
ます。
5. デバイスのシリアル番号が契約対象となっていることを確
認します。
シリアル番号が契約対象ではないと示されるものの契約対象であ
ることが分かっている場合には、この不整合を修正するため Smart
Services Bureau にお問い合わせください。シリアル番号が正しく関
連付けられたら、Smart Call Home の登録を続行します。
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7. 連絡先の電子メール アドレスに call-home-notify@cisco.com
から電子メールが届いたら、登録が完了していることを確認し
ます。

配置
以下に Smart Call Home を有効にして使用するまでのステップの概要
を示します。

配置のテスト
Smart Call Home の配置をクライアント デバイスと Smart Call Home
バックエンド システム間でテストし、Cisco に対する接続を確認します。

1. Cisco.com ID に登録し、Cisco.com ID に適切なサービス契約が
関連付けられていることを確認します。

Call Home 通信のテストについては、第 4 章「Configuration」の「Call
Home の通信のテスト」を参照してください。

2. Smart Call Home でサポートされているデバイスとソフトウェア
を特定します。
3. 使用する転送オプションを決定します。Transport Gateway を
使用する場合、Transport Gateway 登録を参照してください。

（注）
Smart Call Home サービスの転送方式として HTTPS を使用する場合には、CA をト
ラストポイントとして設定する必要もあります。

4. デバイスを設定します。
5. 最初のインベントリ メッセージを送信し、登録プロセスを開始し
ます。
6. 電子メールを受信したら、リンクにアクセスしてデバイスを登録し
ます。有効なサービス契約の対象外デバイスの場合は、120 日
間のパイロット登録になります。最初のログイン時に、Smart
Call Home ユーザ契約に同意するかどうか確認されます。
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設定
この章では、スイッチの Call Home 機能と Smart Call Home 機能の設
定方法について説明します。
この章は、次の項で構成されています。
Call Home アラート グループ
Call Home アラート グループを使用すると、システムは、個々のイベン
トを指定せずに、モニタリングする特定のカテゴリの検出可能なイベン
トをグループ化できます。各アラート グループには、アラート グループ
イベントが発生すると呼び出される一連の CLI コマンドがあります。CLI
コマンドの目的は、イベント発生時のシステムとイベントに関する詳細
情報を取得することです。各 CLI コマンド出力は、送信された Call
Home メッセージに含まれます。Call Home アラートはタイプごとに別
のアラート グループにグループ化されます。次のアラート グループが
使用できます。
•

Configuration

•

Crash

•

Diagnostic

•

Environment

•

Inventory

•

Snapshot

•

Syslog

•

Test
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アラート グループは、Call Home サブシステムで完全に無効にできます。
アラート グループを無効にすると、Call Home メッセージはアラート グ
ループのイベントに関しては送信されません。しかし、Syslog アラート
グループが有効で、無効なアラート グループのイベントによって Syslog
メッセージが生成されると、Syslog Call Home メッセージが送信されるこ
とがあります。各アラート グループの起動イベントについては、「アラー
ト グループの起動イベントとコマンド」の項に記載されています。
Call Home プロファイル
Call Home プロファイルには、複数のアラート グループを束ね、転送方
式を選択し、複数の宛先アドレスを割り当て、メッセージ形式オプショ
ンを指定するための構造が備わっています。宛先プロファイルには、
アラート通知に必要な配信情報が入っています。少なくとも 1 つの宛
先プロファイルが必要です。Call Home のデフォルト宛先プロファイル
は、Smart Call Home システムで使用するよう事前に設定されていま
す。このデフォルト プロファイルは DefaultRAGroup です。1 つまたは
複数のタイプの複数の宛先プロファイルを設定できます。定義済みの
宛先プロファイルを使用することも、目的のプロファイルを定義するこ
ともできます。新しい宛先プロファイルを定義する場合は、プロファイ
ル名を割り当てる必要があります。プロファイルを設定できますが、ス
テータスがアクティブにならないことがあります。
Smart Call Home システムにメッセージを送信するために使用できるの
は、HTTP アドレスまたは電子メール アドレスのどちらか 1 つだけです。
したがって、両方の転送方式を有効にすると、Smart Call Home システ
ムにメッセージを送信するためにどちらか一方だけが使用されます。
CiscoTAC-1 デフォルト プロファイルには、Smart Call Home の電子メール
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• 転送方式として電子メール メッセージ配信を選択する場合、Simple
Mail Transfer Protocol（SMTP）プライマリ サーバとバックアップ サー
バの名前または IPv4/IPv6 アドレスを設定する必要があります。
• セキュア HTTP（HTTPS）メッセージ配信を選択する場合には、トラス
トポイント認証局（CA）を設定する必要があります。

Call Home のメッセージ形式
Call Home 機能には、次のメッセージ形式があります。

（注）

• ショート テキスト：ポケットベルまたは印刷形式のレポートに最適です。

組み込み証明書はデバイス トラストプールに移植されます。したがって、ほとんどの
場合、ユーザが証明書をインポートする必要はありません。

• プレーン テキスト：人間による読み取りに適したように完全に形式
化されたメッセージ情報です。

• Cisco Smart Call Home を使用する場合、設定しようとしているデバイ
スが、アクティブ サービス契約の対象になっている必要があります。

• XML：Extensible Markup Language（XML）および Adaptive Markup
Language（AML）文書型定義（DTD）を使用した読み取り可能なマッ
チング形式です。XML 形式では、シスコ TAC と通信できます。

Call Home を設定するためのタスク フロー
Call Home を設定する手順は、次のとおりです。

ユーザ定義の宛先プロファイルの場合、形式オプションは、ロング テ
キスト、ショート テキスト、または XML です。デフォルトは XML です。
定義済みのシスコ TAC プロファイルの場合、XML しか使用できません。
Call Home の設定
Call Home を設定する前に次の事項に注意してください。
• 受信者が受信したメッセージの発信源を特定できるように、連絡用
E メール、電話番号、住所の情報を設定する必要があります。
• スイッチは ip domain name コマンドを使用して電子メール サーバ
または宛先 HTTP サーバと IP 接続する必要があります。
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1. 設定場所の連絡先情報を設定します。連絡先情報の設定の
項を参照してください。
2. 各受信者の宛先プロファイルを設定します。宛先プロファイル
の設定の項を参照してください。
3. 各宛先プロファイルを 1 つまたは複数のアラート グループに登
録し、アラート オプションを設定します。アラート グループへの
登録の項を参照してください。
4. 転送方法に応じて（CA 証明書を含め）E メール設定または
HTTPS 設定を行います。一般的な電子メール オプションの設定
の項を参照してください。
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5. Call Home 機能をイネーブルにします。Call Home のイネーブル
化の項を参照してください。

モニタリング

トラブルシュート

各スイッチには必ず連絡用の電子メール アドレスが含まれている必要があります。
任意で、電話番号、住所、契約 ID、カスタマー ID、サイト ID を割り当てることができ
ます。
連絡先情報を割り当てるには、次の作業を行います。
コマンド
目的
ステップ 1

Switch# configure
terminal
Switch(config)#
call-home

コンフィギュレーション モードに入ります。

ステップ 3

Switch(cfg-call-home)#
contact-email-addr
email-address

顧客の E メール アドレスを割り当てます。
E メール アドレス フォーマットにはスペー
スなしで最大 200 文字まで入力できます。

ステップ 4

Switch(cfg-call-home)#
phone-number
+phone-number

（任意）顧客の電話番号を割り当
てます。

ステップ 2

Call Home 設定サブモードに入ります。

（注） 番号は必ずプラス（+）記号で始ま

り、ダッシュ（-）と数字だけが含ま
れるようにしてください。最大 16
文字まで入力できます。スペース
を含める場合は、エントリを引用
符（“”）で囲む必要があります。
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ステップ 5

Switch(cfg-call-home)#
street-address
street-address

（任意）RMA 機器の配送先である顧客の
住所を割り当てます。最大 200 文字まで
入力できます。スペースを含める場合は、
エントリを引用符（“”）で囲む必要があり
ます。

ステップ 6

Switch(cfg-call-home)#
customer-id text

（任意）カスタマー ID を指定します。最大
64 文字まで入力できます。スペースを含
める場合は、エントリを引用符（“”）で囲む
必要があります。

ステップ 7

Switch(cfg-call-home)#
site-id text

（任意）カスタマーのサイト ID を指定しま
す。最大 200 文字まで入力できます。ス
ペースを含める場合は、エントリを引用符
（“”）で囲む必要があります。

ステップ 8

Switch(cfg-call-home)#
contract-id text

（任意）顧客のスイッチの契約 ID を指定
します。最大 64 文字まで入力できます。
スペースを含める場合は、エントリを引用
符（“”）で囲む必要があります。

6. Call Home メッセージをテストします。Call Home の通信のテスト
の項を参照してください。
連絡先情報の設定

リソース

宛先プロファイルの設定

次の属性を宛先プロファイルに設定できます。
• プロファイル名：ユーザ定義宛先プロファイルを一意に識別する文
字列です。プロファイル名は 31 文字までで大文字と小文字は区別
されません。プロファイル名として「all」は使用できません。
• 転送方式：アラートを送信するための転送メカニズム（E メールまた
は HTTP（HTTPS を含む））です。
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ユーザ定義の宛先プロファイルの場合、E メールがデフォ
ルトで、どちらかまたは両方の転送メカニズムをイネーブル
にできます。両方の方法をディセーブルにすると、E メール
がイネーブルになります。

宛先プロファイルを作成して設定するには、次の作業を行います。

あらかじめ定義された Cisco TAC プロファイルの場合、いず
れかの転送メカニズムをイネーブルにできますが、同時に
はイネーブルにできません。

コマンド

目的

ステップ 1

Switch# configure
terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

ステップ 2

Switch(config)#
call-home

Call Home 設定サブモードに入ります。

ステップ 3

Switch(cfg-call-home)
# profile name

指定された宛先プロファイルに対す
る Call Home 宛先プロファイル設定
サブモードに入ります。指定された宛
先プロファイルが存在しない場合、作
成されます。

ステップ 4

Switch(cfg-call-homeprofile)# [no]
destination
transport-method
{email | http}

（任意）メッセージ転送方法をイネーブル
にします。no オプションを選択すると、
方法がディセーブルになります。

ステップ 5

Switch(cfg-call-homeprofile)# destination
address {email
email-address | http
url}

Call Home メッセージが送信される宛
先 E メール アドレスまたは URL を設定
します。

• 宛先アドレス：アラートを送信する転送方式に関連した実際のアド
レスです。
• メッセージ形式：アラートの送信に使用するメッセージ形式です。
–

ユーザ定義の宛先プロファイルの場合、形式オプションは、
ロング テキスト、ショート テキスト、または XML です。デフォ
ルトは XML です。

–

定義済みのシスコ TAC プロファイルの場合、XML しか使用
できません。

（注）
Cisco Smart Call Home サービスを使用する場合、宛先プロファイルは XML メッ
セージ フォーマットでなければなりません。

• メッセージ サイズ：宛先メッセージの最大サイズです。有効な範囲
は、50 ～ 3,145,728 バイトで、デフォルトは 3,145,728 バイトです。
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（注）

宛先 URL を入力する場合は、
サーバがセキュア サーバであ
るかどうかに応じて http:// ま
たは https:// を指定します。宛
先がセキュア サーバである場
合、トラストポイント CA も設定す
る必要があります。
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Switch(cfg-call-homeprofile)#
destination
preferred-msg-format
{long-text |
short-text | xml}

（任意）使用するメッセージ形式を設
定します。デフォルトは XML です。

ステップ 7

Switch(cfg-call-homeprofile)#
destination
message-size-limit
bytes

（任意）宛先プロファイルの宛先メッセー
ジの最大サイズを設定します。

ステップ 8

Switch(cfg-call-homeprofile)#
active

宛先プロファイルをイネーブルにします。
デフォルトでは、プロファイルは作成時に
イネーブルになります。

ステップ 9

Switch(cfg-call-homeprofile)# exit

Call Home 宛先プロファイル設定サブ
モードを終了して、Call Home 設定サ
ブモードに戻ります。

ステップ 10

Switch(cfg-call-home)
# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11

Switch# show
call-home profile
{name | all}

指定されたプロファイル、または設定さ
れたすべてのプロファイルに応じた宛
先プロファイル設定を表示します。

宛先プロファイルのコピー

既存のプロファイルをコピーして新しい宛先プロファイルを作成するに
は、次の作業を行います。
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コマンド

目的

ステップ 1

Switch# configure
terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

ステップ 2

Switch(config)#
call-home

Call Home 設定サブモードに入ります。

ステップ 3

Switch(cfg-call-home)
# copy profile
source-profile
target-profile

既存の宛先プロファイルと同じ設定で
新しい宛先プロファイルを作成します。

アラート グループへの登録

宛先プロファイルごとに受信するアラート グループを 1 つまたは複数
選択できます。
宛先プロファイルをアラート グループに登録するには、次の作業を行
います。

コマンド

目的

ステップ 1

Switch# configure
terminal

コンフィギュレーション モードに入ります
。

ステップ 2

Switch(config)#
call-home

Call Home 設定サブモードに入ります。

ステップ 3

Switch(cfg-call-home)
# alert-group
{all|configuration|
crash|diagnostic|
environment|inventory
|snapshot|syslog}

指定されたアラート グループをイネーブ
ルにします。すべてのアラート グループ
をイネーブルにするには、all キーワー
ドを使用します。デフォルトでは、すべて
のアラート グループがイネーブルになり
ます。
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ステップ 4

Switch(cfg-call-home)
# profile name

指定された宛先プロファイルに対する
Call Home 宛先プロファイル設定サブモ
ードに入ります。

ステップ 5

Switch(cfg-call-homeprofile)#
subscribe-to-alert-gr
oup all

使用可能なすべてのアラート グループ
に登録します。

ステップ 6

Switch(cfg-call-homeprofile)#
subscribe-to-alertgroup configuration
[periodic {daily
hh:mm | monthly date
hh:mm | weekly day
hh:mm}]

この宛先プロファイルを Configuration
アラート グループに登録します。設定ア
ラート グループは、「定期的な通知の設
定」で説明しているように、定期的な通
知用に設定できます。

ステップ 7

Switch(cfg-call-homeprofile)#
subscribe-to-alert-gr
oup crash

この宛先プロファイルをクラッシュ アラー
ト グループに登録します。
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ステップ 8

Switch(cfg-call-homeprofile)#
subscribe-to-alert-gro
up diagnostic [severity
catastrophic|disaster|
fatal|critical|major|
minor|warning|
notification|normal|
debugging]

この宛先プロファイルを Diagnostic
アラート グループに登録します。
Diagnostic アラート グループは、
メッセージ重大度しきい値の設定で説
明しているように、重大度に応じてメッ
セージをフィルタするよう設定できます。

ステップ 9

Switch(cfg-call-homeprofile)#
subscribe-to-alert-gr
oup environment
[severity
catastrophic|disaster|
fatal|critical|major|
minor|warning|
notification|normal|
debugging]

この宛先プロファイルを Environment
アラート グループに登録します。環境ア
ラート グループは、「メッセージ重大度し
きい値の設定」の項で説明しているよう
に、重大度に応じてメッセージをフィルタ
するよう設定できます。
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ステップ 10

Switch(cfg-call-homeprofile)#
subscribe-to-alertgroup inventory
[periodic {daily
hh:mm | monthly date
hh:mm |
weekly day hh:mm}]

この宛先プロファイルを Inventory アラー
ト グループに登録します。インベントリ ア
ラート グループは、「定期的な通知の設
定」の項で説明しているように、定期的な
通知用に設定できます。

ステップ 11

Switch(cfg-call-homeprofile)#
subscribe-to-alertgroup snapshot
{periodic {daily hh:
mm | hourly mm |
interval minutes |
monthly date hh:mm |
weekly day hh:mm}}

この宛先プロファイルを Snapshot アラー
ト グループに登録します。インベントリ ア
ラート グループは、「定期的な通知の設
定」の項で説明しているように、定期的な
通知用に設定できます。

Switch(cfg-call-homeprofile)#
subscribe-to-alertgroup syslog
[severity
catastrophic|
disaster|
fatal|critical|major|
minor|warning|
notification|normal|
debugging] [pattern
string]

この宛先プロファイルを Syslog アラート
グループに登録します。Syslog アラート
グループは、「メッセージ重大度しきい
値の設定」の項で説明しているように、
重大度に応じてメッセージをフィルタす
るよう設定できます。syslog メッセージ
で一致するパターンを指定できます。パ
ターンにスペースが含まれる場合は、
引用符（“”）でスペースを囲む必要があ
ります。

Switch(cfg-call-homeprofile)# exit

Call Home 宛先プロファイル設定サブ
モードを終了します。

ステップ 12

ステップ 13
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トラブルシュート

リソース

目次

定期的な通知の設定

設定、インベントリ、スナップショットの各アラート グループに宛先プロ
ファイルを登録するとき、アラート グループ メッセージを非同期的に受
信するか、または指定の時間に定期的に受信するかを選択できます。
送信期間は、次のいずれかにできます。
• Daily：24 時間の時間:分形式 hh:mm（例：14:30）で送信する時刻を
指定します。
• Hourly：0 ～ 59 までの時間の分を指定します。
• Interval：1 ～ 60 までの分単位の間隔を指定します。
• Weekly：day hh:mm という形式で曜日と時刻を指定します。ここで、
day は曜日をスペルアウトします（例：monday）。
• Monthly：date hh:mm という形式で 1 ～ 31 の日と時刻を指定します。
メッセージ重大度しきい値の設定

宛先プロファイルを診断、環境、または Syslog アラート グループに登
録する場合は、アラート グループ メッセージをメッセージの重大度に
基づいて送信する際のしきい値を設定できます。しきい値より小さい
メッセージは、宛先に送信されません。
重大度しきい値は、表 1 のキーワードと、catastrophic（レベル 9、最高
レベルの緊急性）から debugging（レベル 0、最低レベルの緊急性）ま
での範囲を使用して設定します。重大度しきい値が設定されていない
場合、デフォルトは normal（レベル 1）です。

Smart Call Home 機能ガイド
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リソース
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Syslog パターン マッチングの設定

表 1 重大度と syslog レベルのマッピング

レベル キーワード

Syslog レベル 説明

9

catastrophic

該当なし

ネットワーク全体に及ぶ深刻な障害

8

disaster

該当なし

ネットワークへの重大な影響

7

fatal

緊急（0）

システムが使用不可

6

critical

アラート（1）

クリティカルな状態、ただちに注意が
必要

5

major

重要（2）

メジャー状態

4

minor

エラー（3）

マイナーな状態

3

warning

警告（4）

警告状態

2

notification

通知（5）

基本の通知および情報メッセージ、
個々にはほとんど注意不要

1

normal

情報（6）

標準状態に戻ることを示す標準
イベント

0

debugging

デバッグ（7）

デバッグ メッセージ

宛先プロファイルを Syslog アラート グループに登録すると、各 syslog
メッセージ内で一致するテキスト パターンを任意で指定できます。パ
ターンを設定すると、指定されたパターンが含まれ、重大度しきい値
に一致する場合にだけ Syslog アラート グループ メッセージが送信さ
れます。パターンにスペースが入っている場合、設定時にそのパター
ンを引用符（“”）で囲みます。宛先プロファイルごとにパターンを 5 つ
まで指定できます。

（注）
Catalyst 3850 WLC の場合、Syslog パターンは CiscoTAC-1 宛先プロファイルで事
前に定義されています。

一般的な電子メール オプションの設定

E メール メッセージ転送を使用するには、少なくとも 1 つの Simple
Mail Transfer Protocol（SMTP; シンプル メール転送プロトコル）E メー
ル サーバ アドレスを設定する必要があります。送信元および返信先
電子メール アドレスを設定できます。E メールまたは HTTP メッセージ
にレート制限を設定することもできます。
また、電子メール メッセージを送信する vrf と送信元インターフェイス
または送信元 IP アドレスを設定できます。http メッセージを送信する
類似のオプションを設定する場合は、ip http client source-interface
interface-name コマンドを入力する必要があります。このコマンドは、
設定する VRF と送信元インターフェイスを関連付けることができます。
一般的な E メール オプションを設定するには、次の作業を行います。
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はじめに
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インストール/配置

設定

保守/アップグレード

コマンド

目的

ステップ 1

Switch# configure terminal

コンフィギュレーション モードに入り
ます。

ステップ 2

Switch(config)# call-home

Call Home 設定サブモードに入り
ます。

ステップ 3

Switch(cfg-call-home)#
mail-server
{ipv4-address |
ipv6-address | name}
priority number

E メール サーバ アドレスを割り当
て、設定済みの E メール サーバ内
の相対的なプライオリティを割り当
てます。

モニタリング

トラブルシュート

1（最高のプライオリティ）から 100
（最低のプライオリティ）のプライ
オリティ番号を割り当てます。
ステップ 4

Switch(cfg-call-home)#
sender from
email-address

（任意）Call Home E メール メッセー
ジの [from] フィールドに表示される
E メール アドレスを割り当てます。ア
ドレスが指定されていない場合は、
連絡用の E メール アドレスが使用さ
れます。
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目次

ステップ 5

Switch(cfg-call-h
ome)# sender
reply-to
email-address

（任意）Call Home E メール メッセー
ジの [reply-to] フィールドに表示さ
れる E メール アドレスを割り当て
ます。

ステップ 6

Switch(cfg-call-home)#
rate-limit
number

（任意）1 分間に送信するメッセージ
数の上限を指定します（1 ～ 60）。

ステップ 7

Switch(cfg-call-home)# vrf
vrf-name

（任意）Call Home E メール メッセー
ジの宛先となる送信元インターフェ
イス名を指定します。送信元イン
ターフェイス名または送信元 IP アド
レスが指定されていない場合、ルー
ティング テーブルのインターフェイ
スが使用されます。

ステップ 8

Switch(cfg-call-home)#
source-interface
interface-name

（任意）Call Home E メール メッ
セージの宛先となる送信元 IP ア
ドレスを指定します。送信元 IP ア
ドレスまたは送信元インターフェイ
ス名を指定していない場合、ルー
ティング テーブルのインターフェ
イスが使用されます。
（注）
一度に指定できるのは、
送信元インターフェイスの
名前または送信元 IP アド
レスのいずれかです。同
時に指定することはできま
せん。

次のいずれかの方法で指定します。
• 電子メール サーバの IP アドレス
• 電子メール サーバの完全修飾ド
メイン名（FQDN）（64 文字まで）。

リソース

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

ステップ 9

計画

インストール/配置

Switch(cfg-call-home)#
source-ip-address
ip-address

設定

保守/アップグレード

（任意）Call Home E メール メッセー
ジの宛先となる送信元 IP アドレス
を指定します。送信元 IP アドレスま
たは送信元インターフェイス名を指
定していない場合、ルーティング
テーブルのインターフェイスが使用
されます。
（注）
一度に指定できるのは、
送信元インターフェイスの
名前または送信元 IP アド
レスのいずれかです。同
時に指定することはでき
ません。
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一般的な E メール オプションの設定時には、次の注意が適用されます。
•

バックアップ E メール サーバは、異なるプライオリティ番号を使
用して、mail-server コマンドを繰り返すと定義できます。

•

mail-server priority number パラメータは 1 ～ 100 に設定可能
です。プライオリティの最も高い（プライオリティ番号が最小の）
サーバが最初に試行されます。

モニタリング

コマンド

目的

ステップ 1

Switch# configure
terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

ステップ 2

Switch(config)# service
call-home

Call Home 機能をイネーブルにします。

リソース

目次

Call Home テスト メッセージの手動送信

Call Home テスト メッセージを手動で送信するには、次の作業を行い
ます。

ステップ 1

Call Home のイネーブル化
Call Home 機能をイネーブルまたはディセーブルにするには、次の作
業を行います。

トラブルシュート

コマンド

目的

Switch# call-home test
[“test-message”]
profile name

指定された宛先プロファイルにテスト メッ
セージを送信します。ユーザ定義のテスト
メッセージのテキストは任意指定ですが、
スペースが含まれる場合には、引用符
（“”）で囲む必要があります。ユーザ定義
のメッセージが設定されていない場合、デ
フォルト メッセージが送信されます。

次に、Call Home テスト メッセージを手動で送信する例を示します。
Switch# call-home test “test of the day” profile CiscoTAC-1

Call Home の通信のテスト
2 種類のコマンドを使用して、手動でメッセージを送信することで Call
Home の通信をテストできます。
• ユーザ定義の Call Home テスト メッセージを送信するには、
call-home test コマンドを使用します。
• 特定のアラート グループ メッセージを送信するには、call-home
send コマンドを使用します。
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Call Home アラート グループ メッセージの手動送信

Call Home アラート グループ メッセージを手動で起動するには、次の
作業を行います。
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ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

計画

インストール/配置

保守/アップグレード

コマンド

目的

Switch#
call-home send
alert-group
configuration
[profile name]

宛先プロファイルの 1 つ（指定されてい
る場合）または登録されているすべて
の宛先プロファイルに Configuration
アラート グループ メッセージを送信し
ます。

Switch# call-home send
alert-group crash
[profile name]

Switch# call-home
send alert-group
diagnostic {switch 1
[profile name]}

Switch# call-home
send alert-group
inventory [profile
name]

モニタリング

ステップ 5

1 つの宛先プロファイル（指定されている
場合）または登録されているすべての宛
先プロファイルに Crash アラート グルー
プ メッセージを送信します。
設定された宛先プロファイル（指定され
ている場合）または登録されているすべ
ての宛先プロファイルに Diagnostic
アラート グループ メッセージを送信しま
す。診断情報が送信されるスイッチ番号
を指定する必要があります。
（注）

ステップ 4

設定

1 はスイッチ番号です。

宛先プロファイルの 1 つ（指定されてい
る場合）または登録されているすべての
宛先プロファイルに Inventory アラート
グループ メッセージを送信します。

Switch# call-home
send alert-group
snapshot [profile
name]

リソース

目次

1 つの宛先プロファイル（指定されている
場合）または登録されているすべての宛
先プロファイルに Snapshot アラート グ
ループ メッセージを送信します。

Call Home アラート グループ メッセージを手動で送信する場合は、次
の点に注意してください。
• 手動で送信できるのは、設定、クラッシュ、診断、インベントリ、ス
ナップショットの各アラート グループのみです。
• 設定、クラッシュ、診断、インベントリ、スナップショットの各アラート
グループ メッセージを手動でトリガーする場合、宛先プロファイル
名を指定すると、プロファイルのアクティブ ステータス、加入ステー
タス、または重大度設定に関係なく、宛先プロファイルにメッセージ
が送信されます。
• 設定、インベントリ、スナップショットの各アラート グループ メッセー
ジを手動で起動し、宛先プロファイル名を指定しないと、normal ま
たは指定されたアラート グループへの定期的な登録に指定された
アクティブなプロファイルすべてにメッセージが送信されます。
• Diagnostic アラート グループ メッセージを手動で起動し、宛先プロファ
イル名を指定しないと、コマンドによって次の動作が行われます。
–
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トラブルシュート

重大度が minor より下の診断イベントに登録されたアクティ
ブなプロファイルの場合、モジュールまたはインターフェイス
が診断イベントを遵守しているかどうかに関係なくメッセー
ジが送信されます。

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

–

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

重大度が minor 以上の診断イベントに登録されたアクティ
ブなプロファイルの場合、指定されたスイッチが、少なくとも
登録された重大度の診断イベントを遵守している場合にだ
けメッセージが送信されます。遵守していない場合、診断
メッセージは宛先プロファイルに送信されません。

次に、設定アラート グループ メッセージをすべての宛先プロファイル
に送信する例を示します。
Switch# call-home send alert-group configuration

モニタリング

次の例では、診断アラート グループ メッセージを特定のスイッチの宛
先プロファイルに送信する方法を示します。
Switch# call-home send alert-group diagnostic switch 1 profile
CiscoTAC-1
次の例では、診断アラート グループ メッセージを特定のスイッチのす
べての宛先プロファイルに送信する方法を示します。
Switch# call-home send alert-group diagnostic switch 1
次に、インベントリ call-home メッセージを送信する例を示します。
–

Switch# call-home send alert-group inventory
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分析およびレポート要求の送信

call-home request コマンドを使用すると、ご使用のシステムの情報を
シスコに送信して、システム固有の役立つ情報を受け取ることができ
ます。セキュリティの警告、既知のバグ、ベスト プラクティス、コマンド
リファレンスなど、さまざまなレポートを要求できます。
Cisco Output Interpreter ツールからレポートおよび分析情報の要求を
送信するには、次のいずれかの作業を行います。

次に、クラッシュ call-home メッセージを送信する例を示します。
Switch# call-home send alert-group crash

トラブルシュート

コマンド

目的

ステップ 1

Switch# call-home
request output-analysis
“show-command” [profile
name] [ccoid user-id]

分析用として指定した show コマンドの
出力を送信します。show コマンドは、
引用符（“”）で囲む必要があります。

ステップ 2

Switch# call-home
request {config-sanity|
bugs-list |
command-reference |
product-advisory |
registration-info}
[profile name] [ccoid
user-id]

分析のため、show running-config all、
show version、show module コマンドな
ど所定のコマンド セットの出力を送信し
ます。また、call-home request
product-advisory コマンドには、すべ
てのインベントリ アラート グループ コマ
ンドが含まれます。
call home request コマンドの
後に指定するキーワードは、必要なレ
ポートのタイプを示します。
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• ccoid user-id 値は、Smart Call Home ユーザの登録識別情報です。
user-id を指定すると、応答は登録ユーザの E メール アドレスに送
信されます。user-id を指定しないと、応答はデバイス担当者の E
メール アドレスに送信されます。
• 要求するレポートのタイプを指定するキーワードに基づいて、次の
情報が返されます。
–

config-sanity：現在の実行コンフィギュレーションに関連す
るベスト プラクティス情報

–

bugs-list：実行バージョンおよび現在適用されている機能に
関する既知のバグ

–

command-reference：実行コンフィギュレーションのすべて
のコマンドに対する参照リンク

–

product-advisory：ネットワーク内の装置に影響を与える可
能性がある Product Security Incident Response Team（PSIRT）
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警告、廃止（EOL）または販売終了（EOS）警告、Field Notice
（FN）のいずれか

Call Home レポートおよび分析要求を手動で送信する場合は、次の注
意事項に留意してください。
• profile name 値を指定すると、要求はそのプロファイルに送信され
ます。プロファイル名を指定しないと、要求は Cisco TAC プロファイ
ルに送信されます。Call Home 要求の受信者プロファイルをイネー
ブルにする必要はありません。プロファイルは、要求メッセージを
Cisco TAC に転送することができ、Smart Call Home サービスからの
応答を受け取ることができるように、転送ゲートウェイが設定されて
いる E メール アドレスを指定します。

トラブルシュート

–

registration-info：デバイスの登録情報

次に、ユーザが指定した show コマンドの分析を要求する例を示し
ます。
Switch# call-home request output-analysis "show diagnostic result switch all"
profile TG

コマンド出力の送信

call-home send コマンドを使用すると、CLI を実行し、コマンド出力をシ
スコまたは指定の電子メール アドレスに送信できます。CLI コマンドを
実行し、コマンド出力を電子メールで送信するには、次の作業を行い
ます。
ステップ 1

コマンド

目的

Switch# call-home
send “command”
[email email-addr]
[http url]
[tac-service-request
SR]

指定された CLI コマンドを
実行し、出力を電子メール
で送信します。

コマンドの出力を送信する際、次の注意事項に留意してください。
• CLI コマンドには、すべてのモジュールのコマンドなど、任意の実行
コマンドを指定できます。コマンドは、引用符（“”）で囲む必要があ
ります。
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• 電子メール アドレスを指定した場合、そのアドレスにコマンド出力
が送信されます。電子メール アドレスを指定しない場合は、Cisco
TAC（callhome@cisco.com ）に出力が送信されます。電子メール は
件名の行にサービス番号（指定した場合）が付いたロング テキスト
形式で送信されます。
• 電子メール アドレスを指定しない場合、または Cisco TAC 電子メール
アドレスを指定した場合に限り、サービス番号が必要になります。
次に、CLI コマンドの出力をユーザ指定の電子メール アドレスに送信
する例を示します。
Switch# call-home send "show diagnostic result switch all" email
support@example.com

モニタリング

トラブルシュート
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Switch# show call-home
profile {all | name}

指定された宛先プロファイルの設定を表示し
ます。all キーワードを使用してすべての宛
先プロファイルの設定を表示します。

Switch# show call-home
statistics

Call Home イベントの統計情報を表示し
ます。

Switch# show wireless client
statistics

ワイヤレス クライアントのプロトコル統計情
報を表示します。

Switch# show ap dot11 {24ghz
| 5ghz} channel statistics

チャネル変更の統計情報と指定周波数帯域
の原因が表示されます。

Switch# show ap dot11 {24ghz
| 5ghz} txpower statistics

電力変更の統計情報と指定周波数帯域の
原因が表示されます。

Call Home 設定情報の表示

設定された Call Home 情報を表示するには、次の作業を行います。

コマンド

目的

Switch# show call-home

Call Home 設定の概要を表示します。

Switch# show call-home
detail

Call Home 設定の詳細を表示します。

Switch# show call-home
alert-group

使用可能なアラート グループとそれらのス
テータスを表示します。

Switch# show call-home
mail-server status

設定済みのE メール サーバのアベイラビリテ
ィをチェックして表示します。
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アラート グループの起動イベントとコマンド
Call Home 起動イベントはアラート グループにグループ化され、各ア
ラート グループにはイベントの発生時に実行するよう CLI コマンドが
割り当てられます。CLI コマンド出力は転送されるメッセージに含まれ
ます。
次の表に、各アラート グループに含まれる起動イベントを示します。こ
れには、各イベントの重大度と実行されるアラート グループの CLI コマ
ンドも含まれます。

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

モニタリング

トラブルシュート

リソース

表 2 Call Home アラート グループのイベントとアクション

GOLD
EEM/TAC
への送信

アラート
グループ

イベント タイプ

Syslog イベント

説明

Diagnostic

ONDEMAND

DIAG

Yes
DiagGoldPktTest：
GOLD パケット ループバック
テストは、MAC レベルの
ループバック機能を検証し
ます。このテストでは、ハー
ドウェアでサポートを提供す
るドップラーに対して GOLD
パケットが送信されます。
このパケットは MAC レベル
でループバックし、保存され
ているパケットと照合され
ます。
これは、中断を伴わないテ
ストです。
DiagThermalTest：
このテストは、センサーが読
み取った温度が、黄色の温
度しきい値を下回っているこ
とを検証します。
これは、中断を伴わないテ
ストで、ヘルス モニタリング
テストとして実行できます。
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実行される CLI コマンド
show module
show diagnostic result switch <num> detail
show version show inventory show buffers show
logging
show diagnostic post
show diagnostic result switch all

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

イベント タイプ

Syslog イベント

設定

保守/アップグレード

説明
DiagFanTest :
このテストは、すべての
ファン モジュールが挿入
され、ボード上で正しく
動作していることを検証
します。
これは、中断を伴わない
テストで、ヘルス モニタリ
ング テストとして実行でき
ます。
DiagPhyLoopbackTest：
PHY Loopback Test は、
PHY レベルのループバック
機能を検証します。このテス
トでは、PHY レベルのループ
バックにパケットが送信さ
れ、保存されているパケット
と照合されます。
これは中断を伴うテストで、
ヘルス モニタリング テスト
として実行することはできま
せん。

Smart Call Home 機能ガイド | © 2014-2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

イベント タイプ

Syslog イベント

設定

保守/アップグレード

説明
DiagScratchRegisterTest：
Scratch Register Test は、
レジスタに値を書き込み、こ
れらのレジスタからその値
を読み取ることで、特定用
途向け集積回路（ASIC）の
ヘルスをモニタします。
これは、中断を伴わないテ
ストで、ヘルス モニタリング
テストとして実行できます。
DiagPoETest：
このテストは、PoE コント
ローラ機能をチェックしま
す。これは中断を伴うテスト
で、通常のスイッチ動作中
に実行しないでください。
DiagStackCableTest：
このテストは、スタック構成
環境のスタック リング ルー
プバック機能を検証します。
これは中断を伴うテストで、
ヘルス モニタリング テストと
して実行することはできま
せん。
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モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

イベント タイプ

Syslog イベント

設定

保守/アップグレード

説明
DiagMemoryTest：
このテストは、通常のス
イッチ動作中に、詳細な
ASIC メモリ テストを実行し
ます。
NG3K は、このテストに
MBIST（メモリ組み込み自
己テスト）を利用します。
メモリ テストは実際に何
度も中断を伴い、テスト
後にスイッチのリブート
が必要になります。
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モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

アラート
グループ

イベント タイプ

Syslog イベント

説明

Inventory

挿抜

スイッチ

スイッチがスタックに追加さ Yes
れました。

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

フル（Full）：
show module
show version
show version running
show inventory fru
show power inline
show interfaces
show file systems
show data-corruption
show memory statistics
show process memory
show process cpu
show buffers
show crypto tech-support
show ip arp
show ip nat statistics
show ip traffic
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リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

アラート
グループ

イベント タイプ

Syslog イベント

説明

Inventory

挿抜

PowerSupply（FEP）

電源が挿入されました

モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド
差分（Delta）：
show module
show version
show inventory fru

Inventory

挿抜

FanTray

ファンが挿入されました
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リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

アラート
グループ

イベント タイプ

Syslog イベント

説明

Inventory

挿抜

Module

FRU モジュール（hamm、
frulink）が挿入または削除
されます。

Inventory

挿抜

SFP

Sfp の挿抜はサポートされ
ていません。
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モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

イベント タイプ

Environmental TEMP_FAILURE

TEMP_FAILURE

設定

保守/アップグレード

モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

Syslog イベント

説明

TempHigh

シャーシの温度が通常しき Yes
い値を超過しています

CriticalTemp

シャーシの温度が重大しき
い値を超過しています
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トラブルシュート

実行される CLI コマンド
show environment all
show inventory

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

イベント タイプ

Syslog イベント

説明

TEMP_FAILURE

ShutdownTemp

シャーシの温度が非常に高
いため、システムがシャット
ダウンします

TEMP_RECOVER

TempOk

シャーシの温度は正常です
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モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

イベント タイプ

Syslog イベント

設定

保守/アップグレード

説明

POWER_FAILURE PowerSupplyBad

電源が故障またはオフです

POWER_
RECOVERY

故障した電源が修復されま
した

PowerSupplyGood
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モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

イベント タイプ

設定

Syslog イベント

保守/アップグレード

説明

POWER_FAULTY PowerSupplyFaulty

電力状態に問題があります

POWER_
CRITICAL

電力状態が critical（重大）
になっています

PowerSupplyCritical
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モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

イベント タイプ

Syslog イベント

POWER_
SHUTDOWN

PowerSupplyShutdown 電力状態が shutdown
（シャットダウン）になってい
ます

POWER_FAILURE PowerSupplyFanBad

説明

電源ファンが故障しました
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モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

イベント タイプ

Syslog イベント

説明

POWER_
RECOVERY

PowerSupplyFanGood

故障した電源ファンが修復
されました

POWER_
RECOVERY

PowerSupplyOutputInc 電源出力が上昇しました
reased
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モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

イベント タイプ

Syslog イベント

設定

保守/アップグレード

説明

POWER_FAILURE PowerSupplyOutputDe 電源出力が低下しました
creased

POWER_FAILURE InlinePowerSupplyBad 電 源 か ら の イ ン ラ イ ン
パワー ソースが故障また
はオフ

Smart Call Home 機能ガイド | © 2014-2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

イベント タイプ

Syslog イベント

POWER_
RECOVERY

InlinePowerSupplyGood 故障したインライン パワー
ソースが修復

POWER_FAILURE MixInPowerDetected

説明

シャーシに混成電源があり
ます
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モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

イベント タイプ

Syslog イベント

POWER_
RECOVERY

MixInPowerNotDetected シャーシ内に混成電源はな
くなりました（おそらく電源が
外されました）

説明

POWER_FAILURE InsufficientPowerDete シャーシに十分な電力があ
cted
りません
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モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

イベント タイプ

Syslog イベント

説明

POWER_
RECOVERY

SufficientPower
Detected

シャーシに十分な電力があ
ります

POWER_FAILURE RedundantPower
SupplyFailure

冗長電源が故障しました
（使用可能な電源が少なくと
も 1 つあります）
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モニタリング
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EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

リソース

目次

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

イベント タイプ

Syslog イベント

説明

POWER_
RECOVERY

RedundantPower
SupplyOk

冗長電源は正常です。複数
の電源が使用可能です

FANTRAY_
FAILURE

FanTrayBad

ファン トレイが故障しました
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実行される CLI コマンド
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Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

イベント タイプ

Syslog イベント

説明

FANTRAY_
RECOVERY

FanTrayGood

故障したファン トレイが修復
されました

FANTRAY_
FAULTY

FanTrayFaulty

ファン トレイに問題があり
ます
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Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ

Test

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

イベント タイプ

Syslog イベント

説明

FANTRY_
NOTPRESENT

FanTrayNotPresent

ファン トレイがありません

ユーザが作成したテスト
メッセージ

モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

show module
show version
show inventory fru
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Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ
Syslog

Configuration

計画

インストール/配置

イベント タイプ

Syslog イベント

設定

保守/アップグレード

説明

モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド

特定の「関連」syslog メッ
セージによって生成された
イベント

show logging

ユーザが作成した設定要求

show module

show inventory

show version
show running-config all
show startup-config
show inventory
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Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ
Crash

計画

インストール/配置

イベント タイプ

Syslog イベント

設定

保守/アップグレード

説明

クラッシュ ダンプ レポート
は、リロードが原因でシステ
ムがリロードされたときにク
ラッシュ情報を収集し、
Cisco バックエンドに送信し
ます。
プロセス クラッシュはすべ
てのスイッチ メンバーにレ
ポートされます。重大なプ
ロセス クラッシュによってト
リガーされるモジュール ク
ラッシュについては、プロセ
ス クラッシュとして検出され
ます。

モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

リソース

目次

実行される CLI コマンド
システム クラッシュ時：
show version
show logging
show region
show inventory
show stacks
dir crashinfo | i crashinfo
dir crashinfo | i core
show platform software trace message hostmanager switch
active R0
show bootlog switch active R0
show platform software trace message hostmanager switch
standby R0
show bootlog switch standby R0
show redundancy
show redundancy switchover history
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Syslog イベント

設定

保守/アップグレード

説明

モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

リソース

目次

実行される CLI コマンド
Traceback:
show version
show logging
show region
show stacks
dir crashinfo: | i crashinfo
dir crashinfo: | i core
show redundancy
show redundancy switchover history
（注）：スタンドアロンの場合、冗長化と履歴の情報は空になり
ます。
プロセス クラッシュとモジュール
クラッシュ：
show version
dir flash:corecore
dir flash-1:corecore
dir flash-2:corecore
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Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

アラート
グループ
Snapshot

計画

インストール/配置

イベント タイプ

Syslog イベント

設定

保守/アップグレード

説明

スナップショット アラート
グループを使用すると、顧
客はユーザ設定可能な CLI
出力をユーザまたは SCH
サーバに定期的にまたはオ
ンデマンドで送信できます。
スナップショット アラート グ
ループを実行すると、ユー
ザはスナップショットにコマ
ンドを追加できます。
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モニタリング

GOLD
EEM/TAC
への送信

トラブルシュート

実行される CLI コマンド
CLI を介してユーザが定義した
CLI セット

リソース
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Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

ワイヤレス コントローラの Call Home 起動イベント
ワイヤレス コントローラは、クライアント加入やローミングの障害およ
び電力とチャネルの変動などのワイヤレス ネットワーク イベントをモ
ニタし、Call Home 通知を開始します。ワイヤレス コントローラの Call
Home 通知はデフォルトで無効になっています。通知を有効にすると、
Smart Call Home のワイヤレス配置で生じた可能性があるイベントに
ついて知らせるメッセージがユーザに送信されます。CiscoTAC-1 デ
フォルト プロファイルに通知が送信されます。
通知を生成する特定の起動イベントは次のとおりです。
AP クラッシュ：アクセス ポイント クラッシュは、AP でソフトウェア クラッ
シュがある場合に発生します。このクラッシュ後、AP はリブートし、ワ
イヤレス コントローラに再度参加しようとします。

（注）
AP クラッシュ イベントの場合、デフォルトで通知が有効になります。

複数のクライアント障害：複数のクライアント障害は、ワイヤレス クラ
イアントの認証とローミングの障害に関連します。Smart Call Home は、
2 種類の障害、つまり AAA 障害（クライアント関連付けとローミング）お
よびローミング障害（認証とモビリティ）を検出し、ユーザが設定したし
きい値を超える回数の試行が失敗すると通知を送信します。このしき
い値は、指定した期間内に行われた試行合計回数に対して失敗した
試行回数が占める割合です。
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トラブルシュート

リソース

目次

TPC 電力変動：TPC 電力変動は、電力レベルの調整に基づく RRM メト
リックに関連します。特定の時間間隔にわたって測定した電力変更が
しきい値を超えると、アラート通知がユーザに送信されます。
複数のチャネル変動：複数のチャネル変動は、指定した期間内のチャ
ネル変更イベント数に基づく DCA に関連します。
Tip
ワイヤレス コントローラは、ユーザが設定したしきい値に基づいてイベントを検出し
ます。ワイヤレス メディアには大きなばらつきがあるため、特定の配置に合うように
ユーザがしきい値パラメータをカスタマイズすることをお勧めします。
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表 3 ワイヤレス クライアントのアラート グループ起動イベントとコマンド

イベント

説明

AP クラッシュ

AP 上のソフトウェア ク CAPWAP-2-AP_CRASH
ラッシュ、リブートされ
ます

複数のクライアント障害 指定の時間内に
参加またはローミング
しようとするクライアント
の失敗回数が
<threshold> を超えま
した

機能重大度ニーモニック

実行される CLI コマンド

Type/Subtype

more crashinfo:/ap_crash/<filenam e>

クラッシュ/AP クラッシュ

APF-4show wireless client statistic
WLC_CLIENT_FAIL_THRESHOLD

Syslog/WCM

APF-3WLC_ROAM_FAIL_THRESHOLD

TPC 電力
変動

AP の TPC 算出 TX 電 APF-3WLC_POWER_THRESHOLD
力が
<Time_window> 内に
<Threshold> を超えて
変更されました

show ap dot11 24ghz txpower statistics Syslog/WCM

複数のチャネル変動

DCA 算出の使用チャ APF-3WLC_CHANNEL_THRESHOLD
ネル リストが、
<Time_window> 内に
<Threshold> を超えて
変更されました

show ap dot11 24ghz channel statistics Syslog/WCM
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show ap dot11 5ghz txpower statistics

show ap dot11 5ghz channel statistics

目次
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ワイヤレス コントローラの Call Home 通知の有効化
ワイヤレス コントローラの Call Home 通知は、次の 2 つの種類のイベ
ントで主に有効にできます。
• 参加とローミングの障害

モニタリング

トラブルシュート

ステップ 3 switch(config)#

[no]wireless client
notification
roam-failure [threshold
number]

• 電力とチャネルの変動

コマンド

コンフィギュレーション モードに入り
ます。

ステップ 2 switch(config)# [no]

クライアントの参加と認証の障害に
関して通知を有効にします。通知を
起動するためのしきい値を指定で
きます。
no オプションを指定すると、通知
が無効になります。

terminal

wireless client
notification
join-failure aaa
[threshold number]

number には 1 ～ 100 までのパー
センテージを割り当てます。デフォ
ルトは 20 です。
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クライアントのローミング障害に関
する通知を有効にします。通知を
起動するためのしきい値を指定で
きます。no オプションを指定する
と、通知が無効になります。

ステップ 4 switch(config)# wireless minutes にクライアント障害を測定
client notification
interval minutes

目的

ステップ 1 switch# configure

目次

number には 1 ～ 100 までのパー
センテージを割り当てます。デフォ
ルトは 20 です。

参加とローミングの障害

ワイヤレス クライアントの参加とローミングの障害に関して Call Home
通知を有効にするには、次の作業を実行します。

リソース

する時間間隔を設定します。
minutes に割り当てる値の範囲
は、1 ～ 1440 です。デフォルトは
10 です。

電力とチャネルの変動

ワイヤレス チャネルの電力とチャネルの変動に関する Call Home 通
知を有効にするには、次の作業を実行します。
コマンド
ステップ 1 switch# configure
terminal

目的
コンフィギュレーション モードに入り
ます。

Smart Call Home 機能ガイド
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ステップ 2 switch# ap dot11

{24ghz | 5ghz} rrm
notification
power-change
[threshold upper
number lower number]

設定

保守/アップグレード

電力変更イベントに関する通知を有
効にします。通知を起動するための
しきい値を指定できます。

モニタリング

トラブルシュート

ステップ 4 switch# ap dot11

{24ghz | 5ghz} rrm
notification
interval minutes

電源の上限しきい値は電
源レベルの増加方向の調
整を、下限しきい値は減少
方向のしきい値をそれぞれ
示します。

目次

minutes に出力とチャネルの変更
イベントを測定する時間間隔を設
定します。
minutes に割り当てる値の範囲
は、1 ～ 10080 です。デフォルト
は 60 です。

上限と下限のしきい値を 3 ～ 30 dBm
の範囲で割り当てます。デフォルト
は 6 dBm です。
（注）

リソース

Smart Call Home の設定と有効化
Smart Call Home は、Call Home の次のいずれかの設定を使用して有
効にできます。
• HTTPS
• 電子メール（Smart Call Home へ）

ステップ 3 switch# ap dot11

{24ghz | 5ghz} rrm
notification
channel-change
[threshold number]

チャネル変更イベントに関する通知
を有効にします。通知を起動するた
めのしきい値を指定できます。
チャネル変更イベント数を 1 ～ 1000
の範囲で割り当てます。デフォルト
は 1 です。
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• 電子メール（Tranport Gateway へ）と HTTPS（Cisco へ）
Call Home 設定：HTTPS

HTTPS 転送方式で Smart Call Home を設定するには、次の作業を実
行します。
コマンド

目的

ステップ 1

Switch# configure
terminal

コンフィギュレーション モードに入り
ます。

ステップ 2

Switch# service
call-home

Call Home 機能をイネーブルにし
ます。

ステップ 3

Switch# call-home

Call Home 設定サブモードに入り
ます。

Smart Call Home 機能ガイド
設定

はじめに

ステップ 4

計画

インストール/配置

Switch(cfg-call-home)#
contact-email-addr
email-address

設定

保守/アップグレード

顧客の E メール アドレスを割り当
てます。E メール アドレス フォー
マットにはスペースなしで最大
200 文字まで入力できます。

ステップ 5

Switch(cfg-call-home)#
profile
name

指定された宛先プロファイルに対
する Call Home 宛先プロファイル
設定サブモードに入ります。指定
された宛先プロファイルが存在し
ない場合、作成されます。

ステップ 6

Switch(cfg-call-homeprofile)#
active

宛先プロファイルをイネーブルに
します。デフォルトでは、プロファ
イルは作成時にイネーブルになり
ます。

ステップ 7

Switch(cfg-call-homeprofile#
destination
transport-method http

モニタリング

ステップ 8

トラブルシュート

Install Security
Certificate.

目次

（任意）セキュリティ証明書から
Cisco サーバ証明書を取得します。
（注）

ステップ 9

リソース

セキュリティ証明書のイン
ストールとトラストポイント
の設定が必要になるのは、
ご使用のデバイスが組み
込みセキュリティ証明書を
使用していない場合、また
は PKI トラストプール機能
が有効になっていない場合
のみです。デバイスで PKI
トラストプール機能が有効
かどうかを確認するには、
EXEC モードで show
crypto pki trustpool コマ
ンドを入力します。

Declare and
Authenticate CA
Trustpoint

（任意）セキュリティ トラストポイント
を設定するには、次のステップを実
行します。

Switch(config)#
crypto pki trustpoint
trustpoint_name

（任意）デバイスの CA トラストポイ
ントを宣言し、CA トラストポイント コ
ンフィギュレーション モードを開始
します。

HTTP 転送方式を有効にします。
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Switch(ca-trustpoint)
# enrollment terminal

（任意）このトラストポイントで使
用するカット アンド ペースト登
録（手動登録）を指定します。

Switch(ca-trustpoint#
exit

（任意）CA トラストポイント コン
フィギュレーション モードを終了
します。

Switch(config)#
crypto pki
authenticate
trustpoint_name
Enter the base 64
encoded CA
certificate.
End with a blank line
or the word "quit" on a
line by itself
[paste the
certificate here and
accept it]
% Do you accept this
certificate?[yes/no]:
yes
Trustpoint CA
certificate
accepted.
% Certificate
successfully
imported

（任意）ローカル エンティティに作
成したトラストポイントと関連付け
られている CA 証明書をインスト
ールし、認証します。

Switch(config)# exit

トラブルシュート

リソース

目次

ステップ 11 Switch# copy

設定を保存します。

ステップ 12 Switch# call-home send

Smart Call Home インベントリ メッ
セージを送信して、登録プロセスを
開始します。

running-config
startup-config

alert-group inventory
Sending inventory
info call-home
message ...
Please wait.This may
take some time ...
Call-home message is
sent.

trustpoint には、CA 証明書を取得
するトラストポイントを指定します。
名前の最大長は 128 文字です。

Smart Call Home サービスが登録されると、シスコから電子メールを受
信します。電子メールの指示に従います。この指示には次の手順が
含まれています。

デバイスは、base-64 形式で CA 証
明書を端末に貼り付けることを求
めるプロンプトを表示します。

• デバイス登録を完了するには、次の URL にある Smart Call Home
Web アプリケーションを起動します。http://tools.cisco.com/sch/
• 法的な契約書を受け入れます。
• 登録が保留中であった Call Home デバイスのデバイス登録を確認
します。

（任意）コンフィギュレーション モード
を終了します。

ステップ 10 Switch(cfg-call-home-pr グローバル コンフィギュレーション
ofile# end

モニタリング

モードを終了します。
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Call Home 設定：Call Home メッセージ（Tranport Gateway へ）または HTTPS
（Cisco へ）

HTTPS（Transport Gateway 経由）方式で Smart Call Home を設定する
には、次の作業を実行します。
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はじめに

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

コマンド

目的

ステップ 1

Switch# configure
terminal

コンフィギュレーション モードに入り
ます。

ステップ 2

Switch# service
call-home

Call Home 機能をイネーブルにし
ます。

ステップ 3

Switch# call-home

Call Home 設定サブモードに入り
ます。

Switch(cfg-cal
l-home)#
contact-emailaddr
email-address

顧客の E メール アドレスを割り当
てます。E メール アドレス フォーマ
ットにはスペースなしで最大 200 文
字まで入力できます。

ステップ5

Switch(cfg-call-home)#
mail-server address
priority
number

E メール サーバ アドレスを割り当
て、設定済みの E メール サーバ内
の相対的なプライオリティを割り当
てます。

ステップ 6

Switch(cfg-call-home)
#profile CiscoTAC-1

CiscoTAC-1 宛先プロファイル コン
フィギュレーション サブモードを開
始します。

ステップ 7

Switch(cfg-call-homeprofile)
#no active

デフォルトの CiscoTAC-1 プロファイ
ルを非アクティブ化します。

ステップ 8

Switch(cfg-call-home)#
profile
name

指定された宛先プロファイルに対
する Call Home 宛先プロファイル
設定サブモードに入ります。指定さ
れた宛先プロファイルが存在しな
い場合、作成されます。

ステップ 4
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モニタリング

ステップ 9

トラブルシュート

Switch(cfg-call-homeprofile)
#active

リソース

目次

宛先プロファイルをイネーブルにし
ます。デフォルトでは、プロファイル
は作成時にイネーブルになります。

ステップ 10 Switch(cfg-call-home-

電子メール転送方式を有効にし
ます。

ステップ 11 Switch(cfg-call-home-

Call Home メッセージが送信さ
れる宛先電子メール アドレスを
設定します。

ステップ 12 Switch(cfg-call-home-

この宛先プロファイルを指定の
アラート グループに登録します。

ステップ 13 Switch(cfg-call-home-

宛先プロファイル コンフィギュレー
ション サブモードを終了します。

ステップ 14 Switch(cfg-call-home)#

Call home コンフィギュレーション
モードを終了します。

ステップ 15 Switch(config)# end

グローバル コンフィギュレーション
モードを終了します。

ステップ 16 Switch# copy

設定を保存します。

profile)
# destination
transport-method email
profile)
# destination address
email
email-address

profile)
#
subscribe-to-alertgroup
{configuration |
crash | diagnostic |
environment |
inventory |
snapshot | syslog}
profile)
# exit
exit

running-config
startup-config

Smart Call Home 機能ガイド
設定
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ステップ 17 Download the

『Smart Call Home User Guide』の
「Transport Gateway Installation」
の章を参照してください。

ステップ 18 Switch# call-home

Smart Call Home インベントリ
メッセージを送信して、登録プロ
セスを開始します。

Transport Gateway,
configure and
register it for
Smart Call Home.
send alert-group
inventory Sending
inventory info
call-home message
...Please wait.This
may take some time ...
Call-home message is
sent.

Smart Call Home サービスが登録されると、シスコから電子メールを受
信します。電子メールの指示に従って Smart Call Home の登録を完了
します。

モニタリング

顧客の E メール アドレスを割り当て
ます。E メール アドレス フォーマット
にはスペースなしで最大 200 文字
まで入力できます。

ステップ 5

Switch(cfg-call-home)#
mail-server address
priority
number

E メール サーバ アドレスを割り当
て、設定済みの E メール サーバ内
の相対的なプライオリティを割り当
てます。

ステップ 6

Switch(cfg-call-home)#
profile name

指定された宛先プロファイルに対
する Call Home 宛先プロファイル
設定サブモードに入ります。指定さ
れた宛先プロファイルが存在しな
い場合、作成されます。

ステップ 7

Switch(cfg-call-homeprofile)
# active

宛先プロファイルをイネーブルにし
ます。デフォルトでは、プロファイル
は作成時にイネーブルになります。

ステップ 8

Switch(cfg-call-homeprofile)
# destination
transport-meth
od email

電子メール転送方式を有効にし
ます。

Switch(cfg-call-homeprofile)
# exit

宛先プロファイル コンフィギュレー
ション サブモードを終了します。

目的

ステップ 1

Switch# configure
terminal

コンフィギュレーション モードに入り
ます。

ステップ 9

ステップ 2

Switch# service
call-home

Call Home 機能をイネーブルにし
ます。

ステップ 10 Switch(cfg-call-home)#

Switch# call-home

Call Home 設定サブモードに入り
ます。
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目次

Switch(cfg-call-home)
# contact-email-addr
email-address

コマンド

ステップ 3

リソース

ステップ 4

Call Home 設定：電子メール（Smart Call Home へ）

電子メール転送方式を使用して Smart Call Home を設定するには、次
の作業を実行します。

トラブルシュート

exit

Call home コンフィギュレーション
モードを終了します。
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ステップ 11 Switch(config)# end

グローバル コンフィギュレーション
モードを終了します。

ステップ 12 Switch# copy

設定を保存します。

running-config
startup-config

ステップ 13 Switch# call-home

send alert-group
inventory Sending
inventory info
call-home message
...Please wait.This
may take some time
...
Call-home message is
sent.

Smart Call Home インベントリ メッ
セージを送信して、登録プロセスを
開始します。

Smart Call Home サービスが登録されると、シスコから電子メールを
受信します。電子メールの指示に従って Smart Call Home の登録を
完了します。
Transport Gateway を使用しない場合の Call Home 設定

Transport Gateway を使用しない場合には、次の説明に従ってください。
• プロトコル（HTTP/SMTP/HTTPS）に関係なく、シスコ デバイスは、設
定のパスワードや SNMP コミュニティ文字列などの機密情報をワイ
ヤーを介して送信する前に、必ずスクラブします。
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• SMTP はセキュアなプロトコルではないため、Smart Call Home メッ
セージをバックエンド サーバに送信するための推奨方法ではあり
ません。より推奨されるのは HTTPS で、これがデフォルトです。
• バックエンド サーバとの HTTPS 通信を行うには、その前にシスコ
デバイスに、証明機関の証明書をインストールしておく必要があり
ます。

（注）
既に HTTPS を使用していてサーバ証明書がインストールされている場合であっても
Smart Call Home が使用するシスコ サーバ証明書を、シスコ デバイスにインストー
ルする必要があります。Smart Call Home サーバ証明書をインストールしてください。
セキュリティ証明書については、『Smart Call Home User Guide』に記載されてい
ます。

セキュリティ証明書は、crypto pki authenticate コマンドを使用してイン
ストールします。シスコ デバイスに CA 証明書をインストールするため
に使用するコマンド シーケンスを次に示します。
Switch(config)#crypto pki trustpoint cisco
Switch(ca-trustpoint)#enrollment terminal
Switch(ca-trustpoint)#crypto pki authenticate cisco

（注）
Enter the base 64 encoded CA certificate.
End with a blank line or the word "quit" on a line by itself
Paste the certificate here and accept it
% Do you accept this certificate?[yes/no]: yes
Trustpoint CA certificate accepted.
% Certificate successfully imported
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顧客が配置した設定によっては、表 4 で定義されているプロトコルと
ポートを、記されている送信元と宛先間にあるファイアウォールで許可
する必要があります。シスコ デバイスが内部ネットワークにインストー
ルされている一般的な構成では、トラフィックが高セキュリティの内部
ネットワーク ゾーンのシスコ デバイスから低セキュリティ ゾーンのイン
ターネットにフローするため、ファイアウォールの設定変更を行うこと
なく、シームレスにこの通信が行われます。
表 4 Transport Gateway を使用しないプロトコルとポート

送信元

宛先

プロトコル

ポート

目的

Cisco
Device

シスコのバックエ
ンド サーバ

HTTPS

443

SCH メッセージをバッ
クエンド サーバに送
信するデバイス（オプ
ション 1）

Cisco
Device

シスコのバックエ SMTP
ンド サーバへの
ルート上にある顧
客の電子メール
サーバ

25

SCH メッセージをバッ
クエンド サーバに送
信するデバイス（オプ
ション 2）

Cisco
Device

顧客がアクション HTTP
を処理して開始す
るためのローカル
Web サーバ

80

SCH メッセージを顧客
のサーバに送信する
デバイス
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保守/アップグレード

• 会社の Transport Gateway 登録の表示または削除

最新のソフトウェア ファイルの入手とアップグレード
最新のソフトウェア ファイルとアップグレードを入手するには、Smart
Call Home ページにアクセスしてください。

• 会社に登録されたデバイスのサービス要求担当者になること

管理
システム アクセス

Smart Call Home システムには、顧客用の 2 つのアクセス レベル、つ
まり管理者とユーザが備わっています。高位のアクセス レベルを持つ
のは管理者で、会社に関連するデバイス登録が確認される場合や管
理者が別のユーザを管理者として登録する場合に獲得できます。
ユーザ アクセス レベルは、管理者が、会社に関連するユーザにユー
ザ アクセス権を付与すると獲得できます。
これらのアクセス レベルでは、Smart Call Home システムへの異なる
アクセス権が提供されます。管理者には、デバイスの登録と設定の管
理、Transport Gateway の登録と設定の管理、ユーザ登録の追加と削
除、デバイスとユーザのリストの表示、関連する会社のレポートの生
成を行う権限があります。
またユーザは、デバイスとユーザのリストの表示、関連する会社のレ
ポートの生成を行うことができます。ただし、次の操作は行えません。
• 会社のデバイス登録またはユーザ登録の削除
• 会社のデバイス登録の編集
• 会社のユーザ登録の追加
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• 会社のデバイス設定の変更
ユーザは、有効な Cisco.com ID とパスワードを使用して Smart Call
Home カスタマー Web アプリケーションにアクセスできます。
Smart Call Home カスタマー Web アプリケーションを使用するには、ア
プリケーションの現在の法的契約に同意することが必要です。法的契
約は、ユーザが最新の同意事項を受け入れないと表示されます。
ユーザは、Smart Call Home カスタマー Web アプリケーション内でさら
にアクセス権が付与されるためには、その前に法的条項に同意する
必要があります。管理者によって追加されるユーザは、法的契約を受
け入れるまで、「法的契約の保留中」状態になります。
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モニタリング
Smart Call Home システムの重要な要素として、デバイスの継続的な
モニタリングと通知の生成があります。

も使用されます。管理者権限があるユーザは、このシステムへのユー
ザ アクセスも管理できます。

通知および Web アプリケーション
Smart Call Home ユーザは、クライアント デバイスからメッセージを受
信するときに、Smart Call Home システムから電子メール通知を受け
取るようにできます。この通知には、次のいずれかの内容が含まれる
ことがあります。

登録管理プロセス
Smart Call Home Web アプリケーションでは、登録に関連するすべて
のアクティビティは 1 つのタブ、つまり [Registration Management] タブ
に統合されます。このタブでは、デバイス、ユーザ、および Transport
Gateway の登録情報にアクセスできます。

• デバイスの登録が必要であること

このセクションでは、次の分野のさまざまな登録機能について説明し
ます。

• 更新されたインベントリや設定の情報を使用できること
• クライアント デバイス上で発生したユーザ イベントに関する情報
デバイス上で発生したイベントの分析が、メッセージとともに保存され
ます。Smart Call Home ユーザは、分析結果にサービス要求の作成ま
たは更新が含まれる場合には、TAC Service Request Tracking Systems
でサービス要求が作成されるようにすることもできます。このオプショ
ンは、Smart Call Home ユーザにより、デバイスごとに設定できます。
ユーザがこのオプションを選択すると、サービス要求（SR）アクティビ
ティに関する通知がユーザに送信されることになります。
ユーザは、Smart Call Home Web アプリケーションで Smart Call Home
バックエンド システムに保存されたデータに対するアクセス権を持ち
ます。クライアント デバイスとユーザを Smart Call Home システムに登
録するときに Web アプリケーションが使用されます。また、Web アプリ
ケーションは、デバイスと Call Home 履歴のレポートを生成するときに
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• デバイス登録
• ユーザ登録
• Transport Gateway 登録
登録プロセスの概要

シスコ デバイスが Smart Call Home 環境で通信するには、最初に行う
必要があるいくつかのタイプの登録があります。次の 3 つの基本タイ
プの登録があります。
• デバイス登録：デバイスは、Cisco.com ユーザ ID、有効な契約また
は保証、および会社と関連付けられます。この登録は、対象デバイ
スによって送信される Call Home メッセージの処理に必要となりま
す。詳細な手順については、『Smart Call Home User Guide』の
「Smart Call Home Web Application」の章の「Device Registration」を
参照してください。
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• ユーザ登録：ユーザを会社に登録し、顧客がデバイス登録を確認
した後にユーザを自動的に作成します。顧客が Web アプリケー
ション内のレポートにアクセスするには、ユーザ登録が必要です。
顧客は、さらにユーザを登録できます。詳細な手順については、
『Smart Call Home User Guide』の「Smart Call Home Web Application」
の章の「User Registration」を参照してください。
• Tranport Gateway 登録：Transport Gateway を会社に関連付けます。
Transport Gateway 登録が必要になるのは、顧客が Transport
Gateway を使用して Call Home メッセージをバックエンドに送信する
場合のみです。詳細な手順については、『Smart Call Home User
Guide』の「Smart Call Home Web Application」の章の「Tranport
Gateway Registration」を参照してください。
前述のすべての登録オプションは、Smart Call Home Web アプリケー
ションの [Registration Management] タブで使用できます。
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• Transport Gateway：Transport Gateway 登録を管理します。
• 登録済みユーザ：ユーザ登録の管理、ユーザの追加を行います。
レポート生成
現在、Smart Call Home カスタマー Web アプリケーションでは 3 つのタ
イプのレポートを利用できます。つまり、デバイス レポート、Call Home
履歴レポート、およびネットワーク サマリー レポートです。各レポート
では、登録されたデバイスに関する情報のみが提供されます。
表示されるすべてのレポートは、PDF 形式または Excel 形式でエクス
ポートできます。
レポートは、登録されたデバイスに関してのみ利用できます。顧客が
1 つ以上の会社に登録されると、同じ会社に登録されたデバイスのレ
ポートを表示できます。
ここでは、次の作業の実行方法を説明します。
• 次の各種タイプのレポートを利用できます。
–

このタブでは、次の対象の登録機能にアクセスできます。
• 登録済みデバイス：登録済みデバイスのデバイス登録を管理し
ます。
• 保留中のデバイス登録：デバイス登録を確認し、そのデバイスが
Smart Call Home で登録済みになるようにします。
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デバイス レポート：顧客の登録済みデバイスに関する詳細
なインベントリ情報が含まれており、デバイスの登録担当者
やデバイスの最新のインベントリ、設定の詳細などの情報
が提供されます。詳細な手順については、「Device Reports」
を参照してください。

Smart Call Home 機能ガイド
モニタ

はじめに

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

– Call Home 履歴レポート：さまざまな Call Home メッセージに
アクセスでき、過去 3 ヵ月以内に送信されたメッセージの処
理結果が表示されます。詳細な手順については、「Call
Home History Report」を参照してください。
–

ネットワーク サマリー レポート：顧客のネットワークを構成
するすべての各種デバイスを示し、要約します。詳細な手
順については、「Network Summary Report」を参照してくだ
さい。

–

登録サマリー レポート：Smart Call Home に登録された顧客
のデバイスの契約情報が表示されます。表示されるのはア
クセス権を持つ会社のみです。詳細な手順については、
「Registration Summary Report」を参照してください。

• 特定のデバイスのレポートを生成するためのレポート条件を指定し
ます。
• デバイスの詳細の表示、連絡先、各種メッセージに関する情報を
入手します。
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トラブルシューティング
この章では、次のトピックについて取り上げます。
Call Home エラーのトラブルシューティング
このセクションでは、次のような Transport Gateway に関する問題を取
り上げます。
• AAA 許可障害エラーのトラブルシューティング
• Call Home HTTP 宛先エラーのトラブルシューティング
AAA 許可障害エラーのトラブルシューティング

エラー メッセージ「command authorization failed」を受信した

モニタリング

トラブルシュート

リソース

• Callhome が AAA サーバ上で正しく設定されていることを確認しま
す。AAA サーバ上では、ユーザ名 = callhome のユーザ アカウント
が設定されている必要があります。
Call Home HTTP 宛先エラーのトラブルシューティング
Call-Home HTTP リクエストに失敗する（ERR 0）

HTTP 宛先転送方式を使用して Call-Home メッセージを Smart Call
Home に送信すると、次のエラーが Cisco デバイスに記録される可能
性があります。
%CALL_HOME-3-HTTP_REQUEST_FAILED: Call-Home HTTP request
failed (ERR 0)

AAA が顧客のネットワーク内で設定されていますが、シスコ デバイス
（Call Home を設定済み）から「command authorization failed（コマンド
許可が失敗した）」ことを示す Call Home メッセージが送信されます。

症状/原因：

症状/原因：

解決方法：
トラブルシューティングでは、次のことを確認します。

• シスコ デバイスと AAA サーバ間に有効な接続が存在しない可能
性があります。
• Callhome が AAA サーバ上で正しく設定されていない可能性があり
ます。
解決方法：
• シスコ デバイスと AAA サーバ間に有効な接続が存在することを確
認します。
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このエラーは、Smart Call Home HTTPS サーバとの接続が確立できな
かったことを示します。

• デバイスで CiscoTAC-1 プロファイルが使用されていない場合は、
ユーザ定義プロファイルに設定されている宛先 HTTP アドレスが
https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService で
あることを確認します。
• Smart Call Home ユーザ ガイドの裏面にあるシスコ公開キー証明
書がインストール済みであることを確認します。
• シスコ デバイスと Smart Call Home HTTPS サーバとの間で TCP
ポート 443 のトラフィックがブロックされていないことを確認します。
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• シスコ デバイスと証明書失効リスト（CRL）サーバとの間で TCP ポート
80 のトラフィックがブロックされていないことを確認します。TCP ポート
80 のトラフィックをブロックする必要がある場合は、暗号トラストポ
イント設定で [revocation-check none] オプションを設定できます
(注：証明書失効のチェックをしないことは推奨されていません）。
• シ ス コ デ バ イ ス か ら Smart Call Home HTTPS サ ー バ
（tools.cisco.com）へのネットワーク接続をチェックします。ICMP エ
コーまたはエコーの応答がネットワーク内でブロックされていない
場合は、ping ネットワーク ツールを使用して通信パスを確認します。
また、ポート 443 または 80 で tools.cisco.com への telnet を実行す
ることでも接続状態を確認できます。
Call-Home HTTP リクエストに失敗する（ERR 500）

HTTP 宛先転送方式を使用して Call-Home メッセージを Smart Call
Home に送信すると、次のエラーがシスコ デバイスに記録される可能
性があります。
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解決方法：
• トラブルシューティングの詳細なサポートが必要な場合や、これら
の障害を報告する場合には、Cisco Technical Assistance Center か
らサービス要求をオープンしてください。
Call Home ワイヤレス クライアント エラーのトラブルシューティング
CAPWAP-2-AP_CRASH

このエラーは、アクセス ポイントのクラッシュが原因で生じます。
症状/原因：
• 問題の原因は、アクセス ポイントにおけるソフトウェア クラッシュ
です。
解決方法：
• アクセス ポイント イメージのバージョンを確認します。
APF-4-WLC_CLIENT_FAIL_THRESHOLD

%CALL_HOME-3-HTTP_REQUEST_FAILED: Call-Home HTTP request
failed (ERR 500)

このエラーはクライアント参加の障害に関連します。

症状/原因：

• 問題の原因は、認証エラーつまり AAA 障害です。

• このエラーは、クライアントからの要求を完了できなくする想定外の
条件が、Smart Call Home HTTPS サーバで検出されたことを示し
ます。
• ネットワーク障害、Web サーバ ソフトウェアやハードウェアの障害、
遅延による接続タイムアウトなどが原因として考えられます。
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症状/原因：

解決方法：
• 参加できないクライアント数が予想を上回る場合、原因として、認
証サービスの問題、または攻撃の可能性があります。RADIUS など
の AAA サービスの AAA 設定とステータスを確認します。
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APF-3-WLC_ROAM_FAIL_THRESHOLD

このエラーは、クライアントのローミング障害に関連します。
症状/原因：
• 原因は、認証エラーと容量の問題です。
解決方法：
• MA と MC 間の設定の一貫性、特に認証クレデンシャルに一貫性
があるか確認します。アクセス ポイントと、通信リンク（MA-MA、
MA-MC、MC-MC、MA-RADIUS、MC-RADIUS 間）のクライアント数を
確認します。
APF-3-WLC_CHANNEL_THRESHOLD

このエラーは、指定した期間内のチャネル変更に関連します。
症状/原因：
原因は、指定されたモニタリング間隔における 24 Ghz と 5 Ghz 帯域の
チャネル変更にあります。
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• Transport Gateway の接続
• Transport Gateway の起動
• Transport Gateway の動作
Transport Gateway の設定

ここでは、同じエラー メッセージに関連する設定シナリオが 2 つあり
ま す 。 ただし、 その 発 生 原 因 は異 なります。 1 つ めは、 Transport
Gateway とメール サーバ間の接続の指定に関連する設定シナリオで
す。2 つめは、IMAP フォルダ名の指定に関連する設定シナリオです。
次の情報には、各シナリオの詳細が含まれています。
• 設定エラー 1 は、Transport Gateway とメール サーバ間の接続が
セキュアでないことを示します。
• 設定エラー 2 は、プロパティ ファイルの手動編集による IMAP フォ
ルダ名の指定に関係しています。

解決方法：
次のコマンドを使用して、チャネル変更の原因を確認します。show ap
dot11 {24 | 5} channel statistics.
Cisco Transport Gateway エラーのトラブルシューティング
このセクションでは、次のような Transport Gateway に関する問題を取
り上げます。
• Transport Gateway の設定
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メール サーバに非セキュア接続を確立できない

Transport Gateway の設定時にメール サーバ接続として非セキュアな
接続を選択した場合、接続を確立しようとすると、次の警告メッセージ
が出力されます。
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症状/原因：
• メール サーバが非セキュア メール ポート番号をサポートする設定
になっていない可能性があります。
• メール サーバの種類が POP3 または IMAP に設定されていない可
能性があります。
解決方法：
• メール サーバが非セキュア メール ポート番号をサポートするよう
に設定します。
• メール サーバの種類を POP3 または IMAP に設定します。
メール サーバの受信トレイに接続を確立できない

Transport Gateway の設定時にメール サーバの受信トレイに接続しよ
うとすると、次の警告メッセージが出力されます。
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症状/原因：
• デフォルトのメールボックス フォルダ名が、IMAP と POP3 の両方の
プロトコルで INBOX になっています。
解決方法：
• Transport Gateway GUI には、INBOX をどのプロトコルに含めるかを
指定できる機能がありません。この指定を行うには、プロパティ
ファイルを手動で編集します。

（注）
Transport Gateway のデフォルトの受信メールボックス フォルダ名は、POP3 プロトコル
使用時には変更できません。変更できるのは、IMAP プロトコル使用時のみです。

次の手順を実行し、「INBOX」以外のメール フォルダから Call Home
メールを受信するように Transport Gateway を設定します。
ステップ 1 [Configuration] をクリックします。
ステップ 2 [IMAP] メール サーバ タイプを選択したことを確認します。
ステップ 3 残りの設定を行い、保存します。
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ステップ 4 サービスを停止します。
ステップ 5 <TGROOT>/Transport Gateway/Conf/an/mailbox.properties
内で次のプロパティに進みます。
ステップ 6 mailbox.properties ファイルで、mail.imap.inbox 値を、メール
サーバに指定されているものと同じターゲット メールボックス フォル
ダ名に設定します。

（注）
メール サーバの設定によっては、フォルダ名の大文字と小文字が区別されます（た
とえば、Mail.imap.inbox=<folder name>）。

症状/原因：
• Transport Gateway のプロキシ設定とプロキシ認証が正しく設定さ
れていない可能性があります。
• インターネットに接続できない可能性があります。

ステップ 7 mailbox.properties ファイルを保存します。

• バックエンドのシスコ サーバがダウンしている可能性があります。

ステップ 8 新しいメール フォルダ設定をすぐに有効にするには、
Transport Gateway サービスを再起動します。

解決方法：

Transport Gateway の接続

Transport Gateway の接続を確立しようとすると、次のエラーが発生す
る可能性があります。
• Cisco バックエンドへの接続を確立できませんでした

• ご利用のシステムからインターネットに接続できることを確認します。
• フ ァ イ ア ウ ォ ー ル で 守 ら れ て い る シ ス テ ム の 場 合 、 Transport
Gateway に対応するプロキシ設定とプロキシ認証情報を設定する
必要があります。

• Cisco.com ID が無効です

• プロキシ設定が不明な場合は、その詳細について IT 担当者までお
問い合わせください。

Transport Gateway がシスコのバックエンドに接続できない

Cisco.com ID が無効です

Transport Gateway アプリケーションで [Test Connection] をクリックす
ると、次のエラー ウィンドウが表示されます。
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Transport Gateway を登録すると、Cisco.com ID が無効なことを示す
メッセージが表示されます。
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症状/原因：
• 無効な Cisco.com ID またはパスワード（あるいはその両方）を入力
すると、アプリケーションがポップアップ メッセージでその問題につ
いて通知します。
• Transport Gateway を登録するには、有効な Cisco.com ID とパス
ワードが必要です。
解決方法：
• 入力した Cisco.com ID とパスワードが正しいかどうかを確認します。
• 有効な Cisco.com ID またはパスワードがまだない場合は、新しい
Cisco.com ID を Cisco.com Registration ツールで作成できます。
Transport Gateway の起動

Transport Gateway を起動しようとすると、次のエラーが発生すること
があります。
• Transport Gateway が Linux 環境で起動しない
• ラリタン リモート クライアントを介して GUI を表示できない
• Transport Gateway GUI が起動しない
Transport Gateway が Linux 環境で起動しない

症状/原因：
Linux 環境に必須の「libXp.so.6」ライブラリがありません。このため、次
のエラーが出力されます。
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError:
Smart Call Home 機能ガイド | © 2014-2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
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/opt/CSCOSchtg/_jvm/lib/i386/libawt.so: libXp.so.6: cannot open
shared object file: No such file or directory
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)
at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)
at sun.security.action.LoadLibraryAction.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.awt.NativeLibLoader.loadLibraries(Unknown Source)
at sun.awt.DebugHelper.<clinit>(Unknown Source)
at java.awt.Component.<clinit>(Unknown Source)
at
com.cisco.zbase.app.transportgateway.service.ConfigureService.ma
in(ConfigureService.ja va:169)

解決方法：
• TG では libXp.so.6 ライブラリの利用が必須です。この例外を解決
するには、「xorg-x11-deprecated-libs」をインストールする必要があ
ります。次のコマンドを発行します。
[root@brontitall logs]# yum install xorg-x11-deprecated-libs
このコマンドを発行すると、次の詳細が表示されます。
Loading "fastestmirror" plugin
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.sanctuaryhost.com
* updates: ftp.lug.udel.edu
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* addons: ftp.linux.ncsu.edu

Running Transaction

* extras: mirrors.easynews.com Setting up Install Process
Parsing package install arguments Resolving Dependencies

Installing: libXp

--> Running transaction check
---> Package libXp.i386 0:1.0.0-8.1.el5 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved

トラブルシュート

リソース

######################### [1/1]

Installed: libXp.i386 0:1.0.0-8.1.el5 Complete!

ラリタン リモート クライアントを介して GUI を表示できない

症状/原因：

===============================================================

• 適切な設定コマンドが発行されていません。

Package

解決方法：

Arch

Version

Repository Size

===============================================================
Installing:
libXp

i386

1.0.0-8.1.el5 base 23 k

Transaction Summary

目次

• 次のコマンドを発行します。
コマンド：xhost +local:root（または）xhost + localhost
Transport Gateway GUI が起動しない

================================================================

Transport Gateway の設定後、Transport Gateway サービスは起動す
るものの、すぐに GUI がクラッシュします。

Install 1 Package(s)

症状/原因：

Update

0 Package(s)

Remove

0 Package(s)

Total download size: 23 k Is this ok [y/N]: y Downloading Packages:
(1/1): libXp-1.0.0-8.1.el 100% |==================| 23 kB 0:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
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このエラーには、次の 2 つの原因があります。
• Transport Gateway が、RDP もインストールおよび実行されているデ
バイスで開始されています。
• Transport Gateway が、サポート対象外の環境で開始されています
（たとえば、デバイスが Vmware などの仮想サーバを実行している
場合）。この状況では、VMWare アプリケーションは、Transport
Gateway GUI が動作するために必要なリソースを既に入手してい
ますが、Tranport Gateway GUI がその時点で取得できません。
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どちらの状況も、Tranport Gateway GUI が開始直後にクラッシュし、
バックグラウンド プロセスが停止する原因となります。
解決方法（RDP の場合）：
Transport Gateway デバイスが RDP をインストールおよび実行してい
る場合には、次のステップを実行してください。
ステップ 1 TG サービスを停止します。
ステップ 2 RDP 接続を終了します。
ステップ 3 次のコマンドを使用して RDP を再起動します。
mstsc/v<ip add>/admin

（注）
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Transport Gateway の動作

次のエラーは、Transport Gateway から Cisco バックエンドに Call
Home メッセージを送信しようとするときに生じる可能性があります。
Transport Gateway Keeps Sending Failed Call Home Messages with
Duplicate Message IDs
症状/原因：
• SCH バックエンドが接続タイムアウト例外をスローし、Transport
Gateway が障害が発生した Call Home メッセージを Cisco バックエ
ンドに継続的に送信しようとします。
解決方法：
• Tranport Gateway を最新バージョンにアップグレードします。

<ip add> は、Transport Gateway がインストールされている IP アドレスです。

ステップ 4 Transport Gateway を起動します。
回避策：（サポート対象外の Transport Gateway 環境の場合）
Tranport Gateway をサポートしていない環境（ハードウェアおよびソフ
トウェア）では、Tranport Gateway を使用しないで、Smart Call Home と
通信するためのその他のオプションが 2 つあります。
以下のいずれかの Call Home 設定を使用して Smart Call Home と通
信します。
Call Home 設定：HTTPS
Call Home 設定：電子メール（Smart Call Home へ）
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一般的な Web アプリケーションに関するトラブルシューティング
Smart Call Home Web アプリケーションの使用時に、次のエラーが発
生することがあります。
Web ページでアプリケーション エラーを受信

Smart Call Home Web アプリケーションでの要求処理時に、アプリケー
ション エラー ページが表示されます。
症状/原因：
• アプリケーション エラーが発生すると、Web アプリケーション内にア
プリケーション エラー ページが表示されます。
• このページには、サポートを要求するリンクが含まれます。
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解決方法：

症状/原因：

• サポートを要求するリンクをクリックし、Web アプリケーション内で
実行しようとしていたアクションや、使用される検索パラメータなど
に関連する情報を入力します。

• Smart Call Home が UI メッセージを表示してこの問題を通知するた
め、デバイス登録が完了しません。

• この情報は、Smart Call Home サポート チームに送信されます。
• これ以外のアクションは不要です。

• デバイス登録を確認しようとしたときに、デバイスを対象とする契約
が Cisco.com プロファイルに存在しない場合に、このエラーが発生
します。
解決方法：

デバイス登録に関するトラブルシューティング
トラブルシューティングの権限

デバイス登録の確認には次のものが必要です。
• Cisco.com プロファイル内にある、Smart Call Home でサポートされ
ている有効な契約。
• サービス要求をクエリ、作成、更新できるケース管理権限。
• 有効なセキュリティ トークン。
これらの要件を 1 つでも満たさない場合、Smart Call Home によってデ
バイスを登録することはできません。また、次の問題が発生する可能
性があります。
Cisco.com プロファイルに契約が存在しない

登録しようとしているデバイスは契約の対象ですが、この契約は
Cisco.com プロファイルに存在しません。
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• Smart Call Home が適切なシスコ チームに自動的に連絡し、
Cisco.com プロファイルに契約を追加するよう要求を送信するため、
顧客側での対応は必要ありません。
• 契約が追加されるとシスコから通知があり、Smart Call Home でデ
バイス登録を確認できます。
契約が Smart Call Home でサポートされていない

登録しようとしているデバイスは契約の対象ですが、この契約は
Smart Call Home でサポートされていません。
症状/原因：
• デバイスの登録を確認するときに、デバイスを対象とする契約が
Smart Call Home でサポートされていない場合は、UI メッセージで
通知されます。
解決方法：
• Smart Call Home では、パートナー ブランドの契約（シスコがシスコ
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パートナーと結ぶ契約）は現在サポートされていません。パート
ナー ブランドの契約は将来サポートされる予定です。
Smart Call Home に対応する登録を許可する契約がない

登録しようとしているデバイスは契約の対象ではありません。また、
Cisco.com プロファイルに、Smart Call Home に対応する登録を許可す
る契約がありません。
症状/原因：
• デバイスの登録を確認するには、少なくとも 1 つの契約が
Cisco.com プロファイルの Smart Call Home でサポートされている必
要があります。
• デバイスの登録に使用できる Cisco.com プロファイルに契約が見
つからない場合は、UI メッセージで通知されます。
• この UI メッセージには、Smart Call Home に対応するデバイスを登
録するためのステップに関する説明も含まれます。
解決方法：
• 表示される UI メッセージに含まれる説明に従い、次のいずれかの
解決策を選択します。
• パートナーやリセラー、またはサービス セールス マネージャに連絡
し、デバイスを既存または新規のサービス契約に追加することでこ
のデバイスを対象にします。
• Service Contract Center を利用して、このデバイスを対象とする契
約を購入します。または、Service Support Center から問い合わせを
Smart Call Home 機能ガイド | © 2014-2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
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送信し、このデバイス（パートナーまたはリセラー用のみ）に適用済
みのサービス契約にシリアル番号を追加します。
• Central Profile Repository（CPR）Profile Update ツールを使用して、
新規または既存の契約を Cisco.com プロファイルに追加します。
保証権利取得に失敗する

登録しようとしているデバイスは有効な保証の対象です。保証権利取
得に失敗し、Smart Call Home の登録に必要な契約が Cisco.com プロ
ファイル内に存在しません。
症状/原因：
• Cisco.com プロファイルに会社名がありません。
• シスコから本製品を購入した会社の名前と、Cisco.com プロファイ
ルの会社名が一致していません。
解決方法：
表示される UI メッセージに含まれる説明に従い、次のいずれかの解
決策を選択します。
• Cisco.com プロファイルに関連付ける会社を更新する場合は、
Central Profile Repository（CPR）Profile Update ツールを使用します。
• Cisco.com プロファイルにある有効なサービス契約に基づき、この
デバイスを Smart Call Home に登録します。
• デバイスを既存または新規のサービス契約に追加することでこの
デバイスを対象に含める場合は、パートナーやリセラー、または
サービス セールス マネージャに連絡します。
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• Service Contract Center を利用して、このデバイスを対象とする契
約を購入します。または、Service Support Center から問い合わせを
送信し、このデバイス（パートナーまたはリセラー用のみ）に適用済
みのサービス契約にシリアル番号を追加します。

無効なセキュリティ トークンが入力された

• Central Profile Repository（CPR）Profile Update ツールを使用して、
新規または既存の契約を Cisco.com プロファイルに追加します。

• セキュリティ トークンを使用してデバイス登録を確認するときは、セ
キュリティ トークンが正しいことを確認する必要があります。

サービス要求を更新する適切な権限がない

• セキュリティ トークンが正しくない、または無効な場合は、UI メッ
セージで通知されます。

サービス要求のクエリ、作成、更新に必要なケース管理権限がありま
せん。
症状/原因：
• デバイス登録を確認するには、サービス要求をクエリ、作成、更新
できるケース管理権限が必要です。
• 必要な権限がない場合、アプリケーションは UI メッセージでこれを
通知します。また。必要なケース管理権限を取得するためのアク
ションも通知します。

デバイス登録を確認しようとするときに無効なセキュリティ トークンが
入力されます。
症状/原因：

解決方法：
• 受信した保留中のデバイス登録に関する電子メール通知で、入力
したセキュリティ トークンが、登録するデバイスに対応する電子メー
ルに含まれているセキュリティ トークンと一致しているかどうかを確
認します。または、
• 電子メール通知で利用できるリンクをクリックします。これにより、セ
キュリティ トークンが自動的に入力されます。

解決方法：

入力できる無効なセキュリティ トークンの最大数の超過

• Central Profile Repository（CPR）Profile Update ツールを使用して
Cisco.com プロファイルに契約を追加し、サービス要求を送信する
権利を獲得するか、または

無効なセキュリティ トークンの最大数が入力され、デバイス登録を確
認できないことがアプリケーションによって示されます。

• パートナーまたはサービス セールス マネージャに連絡し、目的に
応じてサービス契約を購入します。

• Smart Call Home では、10 個を超える無効なセキュリティ トークン
は入力できません。
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症状/原因：
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• 10 個の無効なセキュリティ トークンを入力すると、デバイス登録を
確認できなくなります。
• これについては、UI メッセージで通知されます。
解決方法：
• デバイス登録を確認できるようにするには、Smart Call Home サ
ポート チームにお問い合わせください。
• お問い合わせの際は、表示された UI メッセージ内のリンクをクリッ
クすることで、サポート要求を提出できます。
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解決方法：
• SR 担当者に割り当てたいユーザが、デバイスが登録されているの
と同じ会社の管理者として登録されているかどうかを確認します。
• ユーザとして登録されている場合、既存のユーザ登録を削除し、会
社の管理者として新しい登録を作成します。
デバイス登録の編集に関するトラブルシューティング

Smart Call Home Web アプリケーションを使用してデバイス登録を編
集すると、次のエラーが発生することがあります。
デバイス登録を異なる契約番号に関連付けることができない

デバイス設定の編集に関するトラブルシューティング

Smart Call Home Web アプリケーションを使用してデバイス設定を編
集すると、次のエラーが発生することがあります。
必要なユーザが [Service Request Contact person] ドロップダウンメニューに表示さ
れない。

サービス要求担当者に割り当てたいユーザが、[Device Preferences]
ページの [Service Request Contact person] ドロップダウンメニューに
表示されません。
症状/原因：
• デバイスのサービス要求担当者は、デバイスが登録されているの
と同じ会社の管理者として登録されたユーザだけがなることができ
ます。
• [Service Request Contact person] ドロップダウンメニューでは該当
するユーザだけが選択できます。
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デバイス登録を異なる契約番号に関連付けようとすると、アプリケー
ションによる実行が失敗します。
症状/原因：
• デバイスが契約または有効な保証の対象になっている場合は、こ
の契約または保証のみを使用してデバイスを登録できます。
• デバイスが契約または有効な保証の対象になっていない場合は、
Smart Call Home でサポートされている Cisco.com プロファイルに別
の契約があれば、異なる契約をデバイス登録に関連付けることが
できます。
• デバイスの登録に使用できる Cisco.com プロファイルに別の契約
がない場合は、利用可能な契約がないことがアプリケーションに
よって示されます。
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解決方法：
• デバイスが契約または有効な保証の対象になっている場合は、そ
のデバイスを別の契約で登録することはできません。
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自己登録がサポートされていないことを示す UI メッセージが Smart
Call Home から通知されます。

• デバイスが契約または有効な保証の対象になっていない場合は、
Central Profile Repository（CPR）Profile Update ツールを使用して、デ
バイス登録に使用する契約を Cisco.com プロファイルに追加します。

解決方法：

• デバイスが Smart Call Home でサポートされている複数の契約の
対象になっている場合は、そのデバイスを対象とする別の契約に
デバイス登録を関連付けることができます。

• その会社に登録済みの同僚の 1 人に、自分の登録を依頼します。

ユーザ登録に関するトラブルシューティング

• 別の会社に登録が必要な場合、（この同じ会社の契約を使用して）
該当する他の会社にデバイスを登録します。または、

無効な Cisco.com ID を入力した

入力した Cisco.com ID が無効です。
症状/原因：

新規ユーザ登録のトラブルシューティング

新規ユーザ登録の作成には、次のものが必要です。
• 登録対象ユーザの有効な Cisco.com ID。
• （登録対象ユーザを管理者として登録する必要がある場合）Smart
Call Home でサポートされる会社に対して有効な、1 つ以上の契約。
次の問題が発生する可能性があります。

• 存在しない Cisco.com ID を入力すると、ユーザ登録プロセス中にア
プリケーションからそのことを示す UI メッセージが通知されます。
解決方法：
• 正しい Cisco.com ID を入力したことを確認します。登録しようとして
いるユーザに Cisco.com ID がない場合は、Cisco.com Registration
ツールを使用して新しい Cisco.com ID を作成します。

ユーザ自身を Smart Call Home に登録できない

ユーザ自身を登録する場合、登録プロセス中に Cisco.com ID を入力
すると、登録できないことが判明します。
症状/原因：
• ユーザ登録プロセス中にユーザ自身の Cisco.com ID を入力すると、
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ユーザを管理者として登録しようとしたが、ユーザ ロールのみが利用可能

ユーザ登録プロセス中にユーザを管理者として登録しようとしました
が、ドロップダウンメニューからユーザ ロール オプションしか選択でき
ません。
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トラブルシュート

症状/原因：

最後の管理者のユーザ登録を削除できない

• ユーザを管理者として登録する必要がある場合、該当する会社で
サポートされている契約が、Cisco.com プロファイル内に少なくとも
1 つ必要です。

症状/原因：

リソース

目次

ユーザはこの登録で会社の Transport Gateway 登録に関連付けられ
た最後の管理者です。

• Central Profile Repository（CPR）Profile Update ツールを使用して、
契約を Cisco.com プロファイルに追加します。

• Smart Call Home で は 、 ユ ー ザ 登 録 の 中 で 会 社 の Transport
Gateway 登録が関連付けられており、かつユーザ登録の所有者が
最後の管理者である場合、そのユーザ登録を削除することは許可
されません。

ユーザ登録削除のトラブルシューティング

解決方法：

解決方法：

ユーザ登録を削除する際に、次のいずれかのケースにおいてエラー
が発生します。
サービス要求担当者のユーザ登録を削除できない

• ユーザが管理者となっている Transport Gateway 登録を削除します。
• 登録の所有者は、このユーザ登録で会社に登録された 1 つ以上
のデバイスのサービス要求担当者です。

削除しようとしたユーザ登録は、契約対象の会社に登録されている
1 つ以上のデバイスのサービス要求担当者です。

• Transport Gateway 登録を削除すると、ユーザ登録は削除できます。

症状/原因：

レポートに関するトラブルシューティング

• Smart Call Home では、ユーザ登録の中で 1 つ以上のデバイスが
会社に登録されている場合に、そのユーザ登録の所有者である
サービス要求担当者を削除することは許可されません。

デバイス レポートに関するトラブルシューティング

解決方法：
• このユーザがサービス要求担当者となっているデバイスに、新しい
サービス要求担当者を割り当てます。
• 新しいサービス要求担当者が割り当てられると、ユーザ登録は削
除できるようになります。
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デバイス レポートに表示されるデータは、主にインベントリ Call Home
メッセージの内容に基づいています。
次の状況では、デバイス レポートが利用できなくなるか、または部分
的にしか利用できなくなります。
レポートに現在のインベントリと設定が表示されない

デバイス レポートを実行しても、デバイスの現在のインベントリと設定
がレポートに表示されません。
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症状/原因：

解決方法：

• デバイス レポート内のデータは、デバイスによって送信された最新
の受信インベントリと設定メッセージから取得されます。

• デバイスが Smart Call Home に登録されている（登録ステータスが
[Complete] になっている）ことを確認します。

解決方法：

• デバイスが Smart Call Home に登録されている場合は、インベント
リ Call Home メッセージがデバイスによってシスコ バックエンドに送
信されているかどうかを確認します（Call Home 履歴レポートを使用
して実行できます）。

• 最後のインベントリや設定メッセージがいつ送信されたのかを確認
します（Call Home 履歴レポートを使用して実行できます）。
• 必要に応じて、デバイスから新しいインベントリや設定メッセージが
送信されるようにトリガーします。
要求されたデバイスに該当するデータが見つからない

• インベントリ メッセージが送信されていない場合は、デバイスからイ
ンベントリ Call Home メッセージが送信されるようにトリガーします。

特定のデバイスに対してデバイス レポートを実行した結果、要求され
たデバイスに該当するデータが見つからなかったことを示すメッセー
ジが Smart Call Home に表示されます。

レポートに 1 台以上のデバイスが表示されない

症状/原因：

症状/原因：

• デバイス レポートは、登録したデバイスによって少なくとも 1 つのイン
ベントリ Call Home メッセージが送信された場合にのみ生成されます。

• デバイス レポートは表示されていますが、レポートに含まれるはず
の 1 台以上のデバイスが含まれていません。

• 次のいずれかの状況において、問題が発生します。

• デバイス レポートは生成されますが、登録済みのデバイスしか表
示されません。

–

デバイスによってインベントリ Call Home メッセージが送信
されなかった。

–

デバイスが Smart Call Home に登録されていない。

–

このデバイスに対応するデバイス レポートを実行したとき
に、データが見つからなかったことを示す UI メッセージが表
示される。
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すべてのデバイスに対してデバイス レポートを実行したときに、1 台以
上のデバイスがレポートに表示されません。

解決方法：
• デバイスが Smart Call Home に登録されている（登録ステータスが
[Complete] になっている）ことを確認します。
• デバイスが Smart Call Home に登録されている場合は、インベント
リ Call Home メッセージがデバイスによってシスコ バックエンドに送
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信されているかどうかを確認します（Call Home 履歴レポートを使用
して実行できます）。
• インベントリ メッセージが送信されていない場合は、デバイスからイ
ンベントリ Call Home メッセージが送信されるようにトリガーします。
設定の詳細が表示されない

デバイス レポートを実行したときに、レポートの [Device Details] ペー
ジ内に設定の詳細が表示されません。
症状/原因：
• 設定の詳細は、デバイスによって送信される設定メッセージから取
得されます。
• デバイスから設定 Call Home メッセージが送信されていない場合は、
設定データが利用できないことを示すメッセージがアプリケーション
によって出力されます。
解決方法：
• デバイスから設定 Call Home メッセージがシスコ バックエンドに送
信されているかどうかを確認します（Call Home 履歴レポートを使用
して実行できます）。
• 設定メッセージが送信されていない場合は、デバイスからシスコ バッ
クエンドに設定メッセージの全文が送信されるようにトリガーします。
Call Home 履歴レポートに関するトラブルシューティング

次の状況では、Call Home 履歴レポートが完全に、または機能の一部
しか利用できなくなります。
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特定のデバイスに該当するデータが見つからない

特定のデバイスに Call Home 履歴レポートを実行しようとすると、デー
タが見つからなかったことを示すメッセージが Smart Call Home に表示
されます。
症状/原因：
• サポート対象の Call Home メッセージがデバイスから送信されな
かった場合やデバイスが Smart Call Home に登録されていない場
合に、このデバイスにレポートを実行しようとすると、データが見つ
からなかったことを示す UI メッセージが表示されます。
Call Home 履歴レポートは、登録したデバイスによって少なくとも
1 つのサポート対象の Call Home メッセージが送信された場合にの
み生成されます。
解決方法：
• デバイスが Smart Call Home に登録されている（登録ステータスが
[Complete] になっている）ことを確認します。
• デバイスが Smart Call Home に登録されている場合は、サポート対
象の Call Home メッセージがデバイスによってシスコ バックエンドに
送信されているかどうかを確認します。
• サポート対象のメッセージが送信されていない場合は、デバイスか
ら Call Home メッセージが送信されるようにトリガーします。

Smart Call Home 機能ガイド
トラブルシュート

はじめに

計画

インストール/配置

設定

保守/アップグレード

モニタリング

トラブルシュート

リソース

目次

レポートに 1 台以上のデバイスが表示されない

Call Home メッセージの処理に失敗する

すべてのデバイスに対して Call Home 履歴レポートを実行したときに、
1 台以上のデバイスがレポートに表示されません。

Call Home メッセージの処理が失敗したことを示す電子メール通知を
受信します。

症状/原因：

症状/原因：

• Call Home 履歴レポートは表示されますが、レポートに含まれるべ
き 1 台以上のデバイスが含まれていません。

• デバイスから Call Home メッセージがシスコ バックエンドに送信さ
れましたが、メッセージ処理に問題がありました。

• デバイス レポートは生成されますが、Smart Call Home に登録済み
のデバイスしか表示されません。

解決方法：

解決方法：
• デバイスが Smart Call Home に登録されている（登録ステータスが
[Complete] になっている）ことを確認します。
• デバイスが Smart Call Home に登録されている場合は、インベント
リ Call Home メッセージがデバイスからシスコ バックエンドに送信さ
れているかどうかを確認します。

• 特に対処する必要はありません。Smart Call Home サポート チーム
に自動的に通知され、問題が調査されます。
インベントリ Call Home メッセージの処理に失敗する

インベントリ Call Home メッセージの処理が失敗したことを示す電子
メール通知を受信します。
症状/原因：

• インベントリ メッセージが送信されていない場合は、デバイスからイ
ンベントリ Call Home メッセージが送信されるようにトリガーします。

• インベントリ メッセージは、デバイスからシスコ バックエンドに送信
されています。

メッセージ処理に関するトラブルシューティング

• メッセージ処理に問題があり、Call Home メッセージの処理が失敗
したことを示す電子メール通知を受信します。

次のケースは、異なる種類のメッセージを処理する際に発生する問題
に関するものです。
レポートに影響を及ぼすメッセージ処理に関する問題

次のメッセージ処理に関する問題は、Smart Call Home レポートに影
響を及ぼします。
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解決方法：
• 特に対処する必要はありません。Smart Call Home サポート チーム
に自動的に通知され、問題が調査されます。
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デバイス レポートが利用できないか、最後のインベントリ メッセージが反映されてい
ない

症状/原因：
• このデバイスにデバイス レポートを実行するときに、このデバイス
またはデータにレポートが利用できないか、最後のインベントリ メッ
セージに含まれている新しいデータがレポート内のデータに反映さ
れていません。
解決方法：
• 特に対処する必要はありません。Smart Call Home サポート チーム
に自動的に通知され、問題が調査されます。
Call Home 履歴レポートに、メッセージの処理結果が表示されない

症状/原因：

モニタリング

トラブルシュート

リソース
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症状/原因：
• 設定メッセージはデバイスからシスコ バックエンドに送信されてい
ます。
• メッセージ処理に問題があり、Call Home メッセージの処理が失敗
したことを示す電子メール通知を受信します。
解決方法：
• 特に対処する必要はありません。Smart Call Home サポート チーム
に自動的に通知され、問題が調査されます。
サービス要求の作成または更新に影響を及ぼすメッセージ処理に関する問題

次のメッセージ処理に関する問題は、サービス要求の作成または更
新に影響を及ぼします。

• このデバイスに Call Home 履歴レポートを実行するときに、インベ
ントリ メッセージはレポートに含まれていますが、メッセージ処理結
果が表示されません。

サービス要求の作成または更新に失敗する

解決方法：

症状/原因：

• 特に対処する必要はありません。Smart Call Home サポート チーム
に自動的に通知され、問題が調査されます。

• サービス要求の作成または更新の失敗を示す電子メール通知を
受信します。

設定の詳細が利用できないか、現在の設定が反映されていない

• シスコ バックエンドの問題が原因で、サービス要求の作成または
更新に失敗しました。

設定 Call Home メッセージの処理が失敗したことを示す電子メール通知
を受信しました。デバイス レポートを実行するときに、設定の詳細が利
用できないか、またはデバイスの現在の設定が反映されていません。
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サービス要求の作成または更新の失敗を示す電子メール通知を受信
します。

解決方法：
• Call Home 履歴レポートのメッセージ処理の結果を確認します。
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• 問題を解決する推奨手順が結果に含まれている場合は、その手順
を実行します。

• 契約をプロファイルに追加し、サービス要求を送信する権限を取得
します。

• それでも問題が解決しない場合は、手動でサービス要求をオープ
ンすることができます。

• サービス契約を購入する場合、シスコ パートナー、リセラーまたは
シスコ サービス営業担当者にお問い合わせください。

ケース管理権限がないためサービス要求を作成できない

デバイスに権利がないためサービス要求を作成できない

ケース管理権限がないためサービス要求を作成できないことを示す
電子メール通知を受信しました。

デバイスに権利がないためサービス要求を作成できなかったことを示
す電子メール通知を受信しました。
症状/原因：

症状/原因：
• サービス要求を作成するには、サービス要求担当者として使用さ
れる Cisco.com ユーザ ID に、該当するケース管理権限が付与され
ている必要があります。
• Smart Call Home でデバイスのサービス要求担当者として割り当て
られているユーザに対して、サービス要求をクエリ、更新、および
作成する権限が付与されていない場合、Smart Call Home がこのデ
バイスのサービス要求を作成しようとすると、電子メール通知が送
信されます。
解決方法：
次のいずれかの作業を実行します。
• Smart Call Home で、このデバイスに対するサービス要求担当者と
して他の人物を割り当てます。
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• サービス要求を作成するには、サービス要求の作成に使用する契
約が、指定したデバイスの権利を裏付ける必要があります。
• Smart Call Home は、サービス要求を作成するデバイス登録に関連
付けられた契約を使用します。
• この契約の期限が切れている可能性があります。
解決方法：
次のいずれかの作業を実行します。
• シスコ サービス営業担当者、シスコ パートナーまたはリセラーから
この製品の契約を購入します。
• この製品が、Smart Call Home のデバイス登録に関連付けられてい
る契約または保証の対象であると推察される場合は、サービス窓
口にお問い合わせください。
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リソースおよびサポート情報
Call Home 機能および Smart Call Home サービスの詳細については、
次の項目を参照してください。
• 詳細情報
• 用語
• テクニカル サポート情報
詳細情報
Smart Call Home の詳細については、以下の複数の参照先の情報を
利用できます。
• https://supportforums.cisco.com/community/4816/smart-call-home
• Smart Call Home Web アプリケーションのフィードバック ボックスの
使用
• Smart Call Home 連絡先電子メールアドレス：sch-support@cisco.com
• Smart Call Home テクニカル ホワイト ペーパー：Catalyst 6500 [英語]
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/smart_c
all_home/Smart_Call_Home_Technical_White_Paper.pdf
用語
以下に、Smart Call Home で使用されるさまざまなコンポーネント、
ツール、および用語の定義を一覧で示します。
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• Call Home（CH）：Cisco IOS XE Denali 16.1.1 の製品機能です。SMTP
または HTTP 接続を使用して設定された宛先に、書式化されたメッ
セージを送信します。メッセージには、スケジュールされた間隔で
収集されたインベントリおよび設定に関する情報が含まれます。設
定、クラッシュ、診断、環境、インベントリ、システム ログ（syslog）に
関する情報はリアルタイム イベントの発生時に収集され、テスト、
インベントリ、設定、診断、環境、スナップショットに関する情報はオ
ンデマンドで収集されます。
IOS コードにはデバイス診断（GOLD）が組み込まれています。これ
により、次のアウトバウンド アラートおよびアラームを電子メール
メッセージで Smart Call Home に送信できます。
• Call Home アラート グループ：設定、クラッシュ、診断、環境、インベ
ントリ、スナップショット、システム ログのいずれかのカテゴリから、
検出可能なイベントをモニタリング用にグループ分けする Call
Home 機能（設定可能）です。
• Call Home プロファイル：複数のアラート グループを束ね、転送方
式を選択し、複数の宛先アドレスを割り当て、メッセージ形式オプ
ションを指定する Call Home 機能（設定可能）です。
• Call Home メッセージ形式：メッセージの作成時に IOS Call Home 機
能で使用される、設定可能な書式オプションです。ショート テキスト
形式は、ポケットベルまたは印刷されたレポートに適しています。ロ
ング テキスト形式は、完全にフォーマットされたメッセージ情報を含
み、人が読む情報に適しています。XML メッセージには ロング メッ
セージと同じデータが含まれます。ただし、XML タグおよび AML 固
有の転送情報が追加されたことで、Smart Call Home システムで、
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メッセージの構文をマシンが解析可能になり、またルーティングが
可能になりました。
• Call Home メッセージ タイプ：IOS Call Home メッセージ内のフィール
ドです。含まれるメッセージのタイプ（設定、クラッシュ、診断、環境、
インベントリ、テスト、スナップショット、システム ログ（syslog）の情
報）が示されます。
• Call Home メッセージ サブタイプ：IOS Call Home メッセージ内の
フィールドです。設定情報またはインベントリ情報（すべてまたは増
分）、GOLD 診断情報（メジャー、マイナー、または通常）、環境情報
（メジャーまたはマイナー）、テスト情報、スナップショット情報、また
はシステム ログ（syslog）情報が、メッセージに含まれていることが
示されます。
• Cisco.com プロファイル：シスコとの契約、ケース管理権限、および
ユーザの会社に関する情報が、Smart Call Home サービスで使用
するために保存されています。
• シスコ バックエンド（CBE）：次のような各種ツールと情報の集まり
です。
–

SMART Call Home サービス

–

Smart Call Home レポート プロセスのガイド付き検索

–

Smart Call Home ユーザ向けのカスタマイズ レポートの生成

–

デバイスのインストールベース データおよび関連する契約

–

顧客のデバイスベースのトラブルシューティング ツール
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• シスコとの契約：
契約情報は Cisco.com プロファイルに格納されます。以下のいず
れかのタイプのブランド契約を利用して、デバイスを登録できます。
–

Cisco Branded – Direct：顧客はシスコから直接製品を購入
し、サポ ートが必要な場合はシスコに直接問い合わせ
ます。

–

Cisco Branded – CBR（Cisco Branded Reseller）：顧客はシス
コ リセラーから製品を購入し、サポートが必要な場合はシ
スコに直接問い合わせます。

–

その他の種類の契約は、将来のリリースでサポートされる
予定です。

• 顧客固有のネットワーク アラート：Smart Call Home では、以下の
Call Home メッセージ タイプをサポートします。
–

設定：イメージ名と機能、実行設定と起動設定、ソフトウェア
機能のテクノロジーとサブテクノロジーが含まれます。

–

環境：デバイス クロック、VTT、電源、およびモジュール用の
環境アラームに関する情報が含まれます。アラートの種類
によっては、顧客に通知が送信され、サービス要求が生成
されます。

–

GOLD：診断テスト、実行されたテストの内容、テストのス
テータス、および結果に関する情報が含まれます。障害の
種類によっては、サービス要求が生成されます。
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–

インベントリ：デバイス、ソフトウェア、モジュールに関する情
報が含まれます。

–

テスト：すべてのメッセージ タイプに共通する情報が含まれ
ます。テスト メッセージの内容は Smart Call Home によって
処理されません。このため、テスト メッセージに固有のメッ
セージ処理結果はありません。

–

Embedded Event Manager（EEM）：リアルタイムのイベントが
検出され、事前に定義されたルール ポリシーに従ってアク
ションが実行されます。EEM にはイベント ディテクタが搭載
されており、Call Home の登録に使用されます。登録の内容
は、EEM プロファイルが設定されるアラート グループによっ
て異なります。

• Generic Online Diagnostics（GOLD）：Smart Call Home メッセージの
手動生成およびランタイム診断のスケジューリングに使用する共
通のコマンドライン インターフェイス（CLI）が提供されます。
GOLD により、ハードウェアの障害が検出され、高可用性を実現す
る機能やアクション（モジュールのスイッチオーバー、モジュールや
個々のポートの無効化など）を積極的に実行するトリガーが提供さ
れます。また、GOLD テスト スイートでは、サポート スタッフ用の
ツールを用意しています。これらのツールを使用して、ハードウェア
モジュールの機能をテストし、フィールド交換可能なユニット（FRU）
のレベルまで掘り下げたトラブルシューティングを行うことができ
ます。
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• Smart Call Home サービス：Smart Call Home 機能を搭載したデバイ
スから送信される Call Home 診断およびインベントリのアラームを
取得し、処理するサービスです。このサービスは予防的なメッセー
ジングを提供することによって、問題となる前に課題を解決し、問題
が発生した場合には、強力な診断を使用して迅速に解決します。
• Smart Call Home クライアント：IOS Call Home メッセージやその他の
サポート対象メッセージを SMTP または HTTPS 接続を使用して
Smart Call Home に送信または転送するデバイスです。メッセージ
は Smart Call Home システムに登録する必要があります。
• Smart Call Home サポート対象メッセージ：現在は、IOS Call Home
機能を使用するデバイスによって作成された AML/XML メッセージ
であり、設定（フル）、クラッシュ、診断（メジャーおよびマイナー）、
環境（メジャーおよびマイナー）、インベントリ（フル）、テスト、スナッ
プショット、またはシステム ログの情報を含みます。
• Transport Gateway（TG）：Call Home メッセージを顧客のハードウェ
アからシスコ バックエンド上の Smart Call Home サービスにセキュ
アに転送します。Windows 2000、Windows 2003、Windows XP、
Solaris、または Linux のオペレーティング システム上のデバイスで
実行される Smart Call Home ソフトウェア クライアントです。
Transport Gateway は仲介デバイスとして機能し、Smart Call Home
クライアント デバイスから収集されたサポート対象のメッセージを
転送することができます。また、HTTPS 接続を使用してこれらのメッ
セージを Smart Call Home システムに送信します。
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テクニカル サポート情報
テクニカル サポートについては、Cisco Smart Services Bureau（SSB）に
ご連絡ください。
電子メール：
ask-smart-services@cisco.com<mailto:ask-smart-services@cisco.com>
電話番号：
米国およびカナダ：+1-877-330-9746
ヨーロッパ：オーストリア 0800 006 206
ベルギー 0800 49913
フランス 0805 119 745
ドイツ 0800 589 1725
イタリア 800 085 681
オランダ 0800 0201 276
スペイン 800 600472
スイス 0800 840011
英国 0800 2795112
その他の地域の場合は、次のページにアクセスし、該当する電話番
号を選択してください。
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.
html
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