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概要

 この資料はログ ファイルがさまざまな問題のさまざまなプロセスおよびトラブルシューティング
のために参照する必要がある含んだリストです。

ヒント： 検知 するべきどんなログ ファイルに書かれている最後ログが表示される時間まで
にすべてのファイルの長いリストをログ ディレクトリおよび並べ替えすることができるか f
確実ではないです!  コマンド ls を- lah 使用して下さい。 ライブ トラブルシューティングに
関しては、-どのログ ファイルがリストの下部のでごく最近編集されたか見るために lahtr
/var/log/springpath ls を実行したいと思う場合もあります。 

root@SpringpathControllerG9ES5WGWDG:/var/log/springpath# ls -lah

total 433M

-rw-r-----   1 root    adm     123M Sep 28 16:15 stat-storfs.log

-rw-r-----   1 root    adm      63M Sep 28 16:14 debug-storfs.log

-rw-rw-rw-   1 root    root     50M Sep 28 16:14 stNodeMgr.log

-rw-r-----   1 root    adm      47M Sep 28 16:15 debug-cipmonitor.log

-rw-r-----   1 root    adm      41M Sep 28 16:15 stat-scvmclient.log

-rw-rw-rw-   1 root    root     22M Sep 28 16:14 stMgr.log

HyperFlex インストール
トピック ログ ファイル 注意事項

GUI のトラブルシューティング /var/log/springpath/hxinstaller.log ログはクライアントからサーバおよびペイロード/応答に起動
される API がすべてが含まれています

トラブルシューティング後部 /var/log/springpath/hxinstaller.log Lang サーバは行きます
  /var/log/springpath/ucs_logs/ucs_automation UCSM 失敗



ホスト 関連 問題 C:\ProgramData\Cisco\HyperFlex\Install\Log Hyper-V
  /var/log/hostd.log ESXi
  /var/run/log/vmkernel.log ESXi
  /var/run/log/scvmclient.log ESXi データストア マウント

失敗を展開し、引き起こして下さい/拡張して下さい /var/log/tomact7/catalina.out Tomcat ログ。  Tomcat バージョンはバージョンを渡って異
なるかもしれません

  /var/log/springpath/stDeploy.out 節約失敗
  /var/log/springpath/stBootstrapGuiBackend.log 他失敗
  /var/log/springpath/springpath_validation.log 検証サービス

ESXi エージェント マネージャ C:\Program FIles\VMware\vCenter サーバ\
vpxd \スクリプト

ESXi エージェント マネージャ ユーザは VC にログインに失
敗します

HyperFlex アップグレード
ログ ファイル 注意事項

/var/log/springpath/stMgr.log クラスタ アップグレードが失敗するときすべてのコントローラ
VM でチェックして下さい

/var/log/springpath/stUpgradeSvc.log すべての後部ログ
/var/log/tomcat7/catalina.out 他ログ
/var/log/springpath/springpath_validation.log 有効性確認

HyperFlex ブートストラップ
ログ ファイル 注意事項
/var/log/springpath/stMgr.log ESXi クラスタ
/var/log/springpath/stUpgradeSvc.log 超V クラスタ
   

HX 接続応答
ログ ファイル 注意事項

/var/log/springpath/hxmanager.log

GUI ログ
すべての URL 要求は記録 されます。  また応答ロギングを有効に するため
に、編集して下さい:
/opt/springpath/storfs-mgmt-ui/config/config.json
「本当」への LogHttpRequest や LogHttpResponse
再始動 hxmanager
**他のロギングです余りに冗長消えることを忘れないようにして下さい

   
   

HX 及び Intersight
ログ ファイル 注意事項
/opt/partner/cisco-hxdc-run/hxdc_current/bin/hxdp Intersight バイナリ
/opt/partner/cisco-hxdc-run/hxdc_current/version 最新バージョン
/nfs/system/hx_device_connector/db/connector.db Cloud 接続 情報
/var/log/springpath/hx_device_connector.log 「HX_PLAT」のためのグレップ



ネットワーク ログ
ログ ファイル 注意事項
/var/log/springpath/ucs_logs ラックマウント単位 ログ

データ 複製
ログ ファイル 注意事項
/var/log/springpath/stDataSvcMgr.log  
/var/log/springpathdebug-replsvc.log  
/var/log/springpathdebug-repl-cipmonitor.log  
/var/log/springpathreplicationNetworkConfig.log  
/var/log/springpath/debug-storfs.log  

伸縮クラスタ
ログ ファイル 注意事項
/opt/springpath/config/stretch.tunes インストールして下さい及び展開して下さい

HX プラグイン
ログ ファイル 注意事項
/var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_virgo.log  vCenter ログ
/var/log/spingpath/stMgr.log  STCTL 

監査ログ
ログ ファイル 注意事項
/var/log/springpath/audit-rest.log REST[REST]
/var/log/vmware-vsphere-client/logs/vsphere_client_virg.log プラグイン
/var/log/shell.log Stcli

コア他 API/AAA
ログ ファイル 注意事項
/var/log/nginx/ssl-access.log Nginx

/var/log/tomcat8/catalina.out Tomcat。  Tomcat バージョンは HX バージョンの間で変更するかも
しれません

/var/log/springpath/stMgr.log StMgr
/var/log/springpath/hxSvcMgr.log HxSvcMgr
/var/log/springpath/hxHyperVSvcMgr.log HxHyperVSvcMgr
/var/log/springpath/audit-rest.log  
/var/log/springpath/aaa.log AAA サブシステムのデバッグ ログ

ASUP
ログ ファイル 注意事項



/var/log/springpath/asupcl.log  
/etc/cron.d/callhome ASUP cron ジョブ

他暗号化のデータ
トピック ログ ファイル 注意事項
  /var/log/springpath/hxmanager.log ブラウザから他サーバに転送される GUI プロキシ・サーバへのなされるコールを記録 します
  /var/log/tomcat7/catalina.out 他サーバ コールを記録 します。  Tomcat バージョンは HX バージョンの間で変更するかもしれません
他 API     すべてのコールは実際の Webサーバへの NGINX 及び hxmanager （行サーバ）を通して proxied （前: Tomcat）
  /var/log/springpath/hxmanager.log HX マネージャ（行サーバ）

/varlog/nginx/ *.log Nginx ログ
  /etc/nginx/conf.d/springpath.conf Nginx CONF ファイルは、ルーティングを探します
  /var/log/tomcat7/catalina.out Tomcat
  /var/log/tomcat7/* Tomcat

 
グレップ SED
/var/log/springpath/stMgr.log | 切り
取り- c 1-40

他 API は stMgr サービス API を呼出します

SED
Server/PPP    

  /var/log/springpath/stevents.log 暗号化から開始するイベント

  /var/log/springpath/encryption.log 有効セキュリティ用のグレップ、修正するセキュリティ、無効セキュリティ、セキュア ドライブ、再スキャン コンポー
ネント、セキュア消去

SED クライ
アント    

  /usr/share/springpath/stevents.logs 報告します現在の SED 状態（可能、イネーブルになった、ロックされた）を
  /var/log/syslog  
UCSM デバッ
グ ログ    

  DME

- lstoragelocal または lstorageRemote OobStorageConfig の一部として送信 したことを確認して下さい
- Find エラーによってログオンされる DME コードに「ドライブ セキュリティ」か「KMIP」を捜して下さい
-リモート ポリシーおよび OOB CIMC Mgmt IP を使用することは設定されましたり、確かめます ConfigMgmtIpRules が
ステージ動作したことを

  BladeAG

- 「OobStorageConfigFSM」または「AdminOobStorageConfigFSM」刺激を受け取った後検索ログ
-ルート 付加失敗が ConfigMgmtIpRules の一部として報告されるかどうか確認して下さい
- 「ロック オペレーション」と有効/修正する/無効の場合には開始する XML があるようにロック解除しますオペレーショ
ンを確認して下さい
-確認して下さい「クリア セキュア ドライブ」と開始する XML があるように、「有効セキュリティ jbod の」、「セキュ
ア ドライブ グループ」、「クリア セキュア外部、構成ドライブ」
注：  最後の 2 つ XML は UCSM 特定の問題があるように確認します、すべては UCSM および証明書管理問題のためで
す

CIMC    
  /obfl/obfl-log *  
  /var/log/messages * 「ストレージ」のための grepping は storaged と storaged mcserver 包含によって書かれている行を得ます

  /var/log/storaged_startup_log.txt
 - storaged と storaged mcserver 包含によって書かれている最初の 5000 の行が含まれています
- bladeAG と同様に同じキーワードを捜して下さい
-証明書の間に…障害の理由を示すそれ以上のログがあるかどうか見るために作成して下さい、「CERT」を捜して下さい
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