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概要

この資料は Cisco 実時間監視 ツール（RTMT）アラートを説明し、いくつかのよく見られるアラ
ートを解決する方法を示します。

前提条件

要件

Cisco は Cisco Call Manager Web管理のナレッジがあることを推奨します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco CallManager サーバ 11.0 に基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

背景説明

システムパフォーマンス、装置状態、デバイスの発見、コンピュータ テレフォニー インテグレー
ション （CTI）アプリケーションおよび音声 メッセージ ポートを監察するためにクライアント側
のアプリケーションが HTTPS および TCP を使用すると同時に動作する RTMT。 RTMT が監察
しているクラスタのためのアラートを設定するのに使用することができます。



システムはアクティブにされたサービスがまでから行くときあらかじめ定義された状態が満たさ
れるとき管理者をのような知らせるために警告メッセージを生成します。 システムは e mail/e ペ
ージとしてアラートを発信できます。

アラート定義、設定、および表示をサポートする RTMT は前もって構成され、ユーザが定義する
アラートが含まれています。 両方の型のためのコンフィギュレーション タスクを行うことができ
るが前もって構成されたアラートを削除できません。

RTMT アラート

統一された RTMT はイメージに示すようにアラート本部の前もって構成されたアラートおよびカ
スタム アラートを両方表示する。

またシステム 引出しの階層ツリーのアラート中央アイコンをクリックしてアラート本部にアクセ
スできます。



設定

統一された RTMT は適当なタブの下でアラートを編成します: システム、CallManager、Cisco
Unity Connection およびカスタム。

アラート本部の前もって構成された、カスタム アラート有効に なりか、または無効に なりこと
ができます; ただし、前もって構成されたアラートを削除できません。



RTMT のアラートは示されているように分類されます:

システム アラート●

CallManager アラート●

カスタマイズされたアラート●

システム アラート

このリストは前もって構成されたシステム アラートから成り立ちます:

AuthenticationFailed●

CiscoDRFFailure●

CoreDumpFileFound●

CpuPegging●

CriticalAuditEventGenerated●

CriticalServiceDown●

HardwareFailure●

LogFileSearchStringFound●

LogPartitionHighWaterMarkExceeded●

LogPartitionLowWaterMarkExceeded●

LowActivePartitionAvailableDiskSpace●

LowAvailableVirtualMemory●

LowInactivePartitionAvailableDiskSpace●

LowSwapPartitionAvailableDiskSpace●

ServerDown （Unified Communications Manager （CUCM）クラスタに適用します）●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/service/9_1_1/rtmt/CUCM_BK_C54E214A_00_cisco-unified-rtmt-administration-91/CUCM_BK_C54E214A_00_cisco-unified-rtmt-administration-91_chapter_011.html#CUCM_RF_S97D9ED3_00
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/service/9_1_1/rtmt/CUCM_BK_C54E214A_00_cisco-unified-rtmt-administration-91/CUCM_BK_C54E214A_00_cisco-unified-rtmt-administration-91_chapter_011.html#CUCM_RF_C8EB5450_00


SparePartitionHighWaterMarkExceeded●

SparePartitionLowWaterMarkExceeded●

SyslogSeverityMatchFound●

SyslogStringMatchFound●

SystemVersionMismatched●

TotalProcessesAndThreadsExceededThreshold●

CallManager アラート

このリストは前もって構成された CallManager アラートから成り立ちます。

BeginThrottlingCallListBLFSubscriptions●

CallAttemptBlockedByPolicy●

CallProcessingNodeCpuPegging●

CARIDSEngineCritical●

CARIDSEngineFailure●

CARSchedulerJobFailed●

CDRAgentSendFileFailed●

CDRFileDeliveryFailed●

CDRHighWaterMarkExceeded●

CDRMaximumDiskSpaceExceeded●

CodeYellow●

DBChangeNotifyFailure●

DBReplicationFailure●

DBReplicationTableOutofSync●

DDRBlockPrevention●

DDRDown●

EMCCFailedInLocalCluster●

EMCCFailedInRemoteCluster●

ExcessiveVoiceQualityReports●

IMEDistributedCacheInactive●

IMEOverQuota●

IMEQualityAlert●

InsufficientFallbackIdentifiers●

IMEServiceStatus●

InvalidCredentials●

LowTFTPServerHeartbeatRate●

MaliciousCallTrace●

MediaListExhausted●

MgcpDChannelOutOfService●

NumberOfRegisteredDevicesExceeded●

NumberOfRegisteredGatewaysDecreased●

NumberOfRegisteredGatewaysIncreased●

NumberOfRegisteredMediaDevicesDecreased●

NumberOfRegisteredMediaDevicesIncreased●



NumberOfRegisteredPhonesDropped●

RouteListExhausted エラー●

SDLLinkOutOfService●

TCPSetupToIMEFailed●

TLSConnectionToIMEFailed●

UserInputFailure ●

LowAvailableVirtualMemory および LowSwapPartitionAvailableDiskSpace

Linux サーバに」クリア傾向が「仮想メモリ 使用方法長い期間あり、集まることをそれ故にそれ
らのアラート見。

Linux はオペレーティング システムとしてやや別様に動作します。

メモリがプロセスに割り当てられれば他人がメモリのためにプロセス要求しなければ利用可能な
メモリより多くをプロセッサによって取り戻されません。

これにより高い仮想メモリを引き起こします。

Call Manager のより高いバージョンのアラームのためのしきい値の増加のための要求は問題で文
書化されています
; https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuq75767/?reffering_site=dumpcr

スワップ パーティションに関しては、このアラートはスワップ パーティションが低い利用可能空
間を残される示し、システムによって頻繁に使用されますことを。 必要とされたときスワップ パ
ーティションが普通物理的 な RAM キャパシティを伸ばすのに使用されています。 RAM があま
り使用されるには十分なら通常の状態で、スワップはべきではないです。 

また、これらは投げます TEMPファイルの集結によって引き起こされる RTMT アラートをサーバ
の再度ブートする推奨されます不必要な TEMPファイルをクリアするためにそうかもしれません
。

LogPartitionHighWaterMarkExceeded および LogPartitionLowWaterMarkExceeded

CUCM サーバの CLI の show status の実行で、占められる規定 するロギングのパーセントを配分
しました示されています解放し、値は CUCM ディスクスペースで。 別名よくあるパーティショ
ンは、これらの値ログ/トレースによって占められる領域を規定 し、無害でであって下さいのに当
然のインストール/アップグレード手順で、領域の一定時間にわたり欠けること問題を引き起こす
かもしれないサーバの CDR ファイル。 これらのアラートは管理者に警告としてクラスタ/サーバ
で一定時間にわたり集まるかもしれないそれらのログをクリアするのに動作します。

LogPartitionLowWaterMarkExceeded: このアラートは一杯にされた領域がアラートのために設定
される閾値に達するとき生成されます。 このアラートはディスク 使用方法のための事前点検イン
ジケータとして動作します。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuq75767/?reffering_site=dumpcr


LogPartitionHighWaterMarkExceeded: このアラートは一杯にされた領域がアラートのために設定
される閾値に達するとき生成されます。 アラートが生成されれば、サーバは領域をその lesses
を評価するためにダウンさせるように最も古いの順序を HighWaterMark しきい値ログオンするオ
ートパージに開始します。

最良の方法は LogPartitionLowWaterMarkExceeded アラートが受け取られるとすぐログを手動で
削除することです。

そうするべきステップは次のとおりです:

ステップ 1.起動 RTMT。

ステップ 2.アラート本部を選択し、そしてこれらのタスクを行って下さい:

LogPartitionHighWaterMarkExceeded を選択し、値に注意し、60% に閾値を変更して下さい。

LogPartitionLowWaterMarkExceeded を選択し、値に注意し、50% に閾値を変更して下さい。

ポーリングは 5 分毎に、従って待機 5-10 分の発生しましたり、そして必須ディスクスペースが
利用できることを確認します。 （たとえば、30% および 20%）より低い値への
LogPartitionLowWaterMarkExceeded よくあるパーティション、変更
LogPartitionHighWaterMarkExceeded およびスレッドのより多くのディスクスペースを値再度自
由に使えるようにしたいと思えば。

それによくあるパーティションの領域をクリアする 15 から 20 分を与えて下さい。 CLI からのコ
マンド show status のディスク 使用方法の低下を監視できます。

それはよくあるパーティションをダウンさせます。

CpuPegging

設定された閾値に基づく CpuPegging アラート監視 CPU使用。

CPU 固定化アラートが受け取られるとき、プロセスはプロセスである左のシステム 引出しへ行
くことによって最も高い CPU を占める占めることができます。



関連するサーバの CLI から、これらの出力は把握を貸します。

utils はテストを診断します●

ソートされる show process ロード CPU●

show status●

utils コア アクティブ リスト●

CPUスパイクが特定の時間にまたはランダムに起こる場合観察することを推奨します。 それが必
須詳しい CUCM トレースそしてランダムに発生すれば、またチェックするために RisDC
perfmon は記録 します CPU のスパイクを引き起こして いるものが。 それからそれがディザスタ
リカバリ システム（DR）バックアップのような定期的な動作が原因である可能性があるアラー
トが日の特定の時間に起これば CDR ロード先祖など

また、情報に基づいて処理しなさいほとんどの CPU を、特定のログ奪取 されます より詳しい調
査のために占めます。 例えばのために原因が Tomcat、そして Tomcat 関連ログ必要でであって
下さい。

確認



このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

ここに提案される回避策に続いた後またはアラートはサービスの即時影響、Call Manager バージ
ョンについての必要な詳細との連絡先 Cisco TAC、クラスタのノードの数、CPU 固定化の場合に
は狭くなるアラートおよび必須プロセスの時間がおよび期間があるようであるアラートが退去さ
せて得なければ。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。
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