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はじめに
問題： GUI はファイルが DCM によってダウンロードされるか、またはエクスポートされるとき
失敗します
解決策

概要

この資料にエクスポートの場合には Cisco Digital Content Manager からのデータを、解決する方
法を記述されていますまたはファイルを Cisco DCM によってダウンロードするために、GUI は
失敗します。

、Dragos Petrisor ローマ Svyrydenko によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

問題： GUI はファイルが DCM によってダウンロードされるか
、またはエクスポートされるとき失敗します

ある状況下では Cisco DCM は手段（方法）を停止し、トレースをエクスポートするか、または
Cisco DCM の GUI 上のインターフェイス トラフィック キャプチャをダウンロードするために提
供できます。

注: ネットワーク データがファイルへキャプチャされるかエクスポートされたトレースのと
き、余分な物 CPU負荷を導入し、Cisco DCM の正しいオペレーションに影響を及ぼすこと
ができます。

問題には 2 つの異なる型があります。

シナリオ 1. エラーは DCM からデバイスの GUI によってトレースをダウンロードすることを試み
るようにように見つけられます。 トレース ログ ファイルのエクスポートをすることの結果とし
て、エラー メッセージを監視し、ダウンロードされるべきファイルのためにオプションを持たな
いことができます。 イメージに示すように、最初 1 つはプロセスを実行し、他の 1 は errror メッ
セージを表示します。



によってダウンロードされるべきログを持っていることはまだ可能性のあるであるそのようなエ
ラーに直面したら Solution セクションの下で詳細な手順を見つけることができます。

注: ramdisk で保存されるのでログを台無しにするように、Cisco DCM の電源の再投入をリ
ブートしませんでしたり、またはしないで下さい。

シナリオ 2. 管理ポート、ローカル ホスト、または GbE、GbE MK2、および 10GE 委員会のポー
トのトラフィックのキャプチャが付いている正しいファイルをダウンロードする可能性がなけれ
ば。 イメージに示すようにダウンロードの後でキャプチャ ファイルを、取除くためにキャプチャ
を、ようにインターフェイス GbE1 のための例開始できましたり、標準のアイコンを、赤の広場



キャプチャおよび赤十字を停止することを許可する観察する。

ファイルはアイコンを押すことによってダウンロードされます 

この場合 GUI に No エラーメッセージがありますが、ファイルは現在のキャプチャされるデータ
と達成しないし、サイズは 1K についてだけあります（このファイルにそれで 1 つのワード
modelblob だけあります）。

解決策

これらの解決するために種類の Cisco DCM における問題好む FTP クライアントソフトウェアお
よびデバイスへの SSH および FTP アクセスをおよび SSH 必要とします。 下記の例でパテ ソフ



トウェアを使用し、Internal ウィンドウはクライアントソフトウェアを FTP します。

注: DCM に、SSH FTP を使用してアクセスするために、か Telnet は（また OS オプション
と呼ばれる）有効に なる望ましい OS オプションで、OS アカウントを作成します。 よく
デジタル コンテンツ マネージャ（DCM）コンフィギュレーション ガイドに説明がある初
期構成

シナリオ 1. GUI にようであったエラーにもかかわらず内部 console コマンドの使用によってファ
イルを得られますまだ。 Console メニューからのまたはパテのヘルプのシェルを開く必要があり
ます。 OS アカウントの適切な資格情報とのログイン

sudo を- l は tmp ディレクトリ（どんなファイルが ls のディレクトリにあるか常ににチェックで
きます進み、- l を強くぶつけて下さいするために）

必要なファイルはディスクで保存され、より詳しい調査のために今ダウンロードすることができ
る logs-10.50.213.204.tar.gz です。 ちょうど受信 CP logs-10.50.213.204.tar.gz のような受信デ
ィレクトリにコピーされるべきです

tar ztf logs-10.50.213.204.tar.gz とファイル一貫性をチェックすることよくであって下さい

ファイルがダウンロードされたら空き容量を得ることは sudo RM と、- f /tmp/logs-
10.50.213.204.tar.gz それを削除できます

/content/en/us/support/video/d9902-dcm-video-processor/model.html


バイナリモード データ接続で切り替えることを忘れていませんちょうどしますビンをこの場合ス
タンドアロン PC かラップトップ コマンド ftp 10.50.213.204 から使用できます。 それから
Windows を使用している場合） getlogs-10.50.213.204.tar.gz （ファイルはユーザ ディレクトリ
にダウンロードされます。

これは操作によってかもしれないパワーサイクルだけがログを台無しにしました）先行するシナ
リオがうまくいかない GUI へのアクセスが失われれば場合プロシージャであり、（ログ セーフ
を保存するためにウォーム リブートをする可能性がありません。

ステップ 1.シェルをいつも通り開いて下さい、sudo bash を- l 忘れないで下さい

ステップ 2.キーを使用して getlog を実行して下さい不揮発性場所にログを保存することを割り当
てる。

root@10.50.213.204@dcm:/# getlog --out /app/logs.tar.gz

collecting logs in tarfile

tar: Removing leading `/' from member names

cleaning up

root@10.50.213.204@dcm:/# cd /app

root@10.50.213.204@dcm:/app# ls -l logs.tar.gz

-rw-r--r--  1 root root 79796465 Apr 24 12:37 logs.tar.gz

root@10.50.213.204@dcm:/app# chmod u+x logs.tar.gz

root@10.50.213.204@dcm:/app# mv logs.tar.gz /inbound

root@10.50.213.204@dcm:/app# ls -l /inbound/logs.tar.gz

-rwxr--r--  1 root root 79796465 Apr 24 12:37 /inbound/logs.tar.gz

root@10.50.213.204@dcm:/app# cd /inbound

root@10.50.213.204@dcm:/inbound# ls -l

total 78556

drwxr-xr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan  1  1970 examples

-rw-r--r--  1 root   root          415 Apr  6 06:47 log-capture.txt

-rwxr--r--  1 root   root     79796465 Apr 24 12:37 logs.tar.gz

drwxr-xr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan  1  1970 mibs

drwxrwxr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan 18 02:17 project

drwxrwxr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan  1  1970 swdf

drwxrwxr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan 18 02:16 system

-rw-r--r--  1 root   root       526493 Apr  6 06:47 trace_eth0_00.cap

root@10.50.213.204@dcm:/inbound#

 ステップ 3 PC からの FTP をするために、それをダウンロードされる得て下さい。



この場合問題を調査するトレースがあります。 Cisco TAC はサービス リクエストを開いたらそ
れらを要求します。

シナリオ 2. それはテストされますそのような条件の下でステージをダウンロードするだけうまく
いきません、従って上記のアルゴリズムを通ってチェックのために必要とすると同時にキャプチ
ャ ファイルを見つけることができます。 このファイルに名前 trace_eth0_00.cap が DCM の
/inbound ディレクトリで保存されてあり、が、ほとんどの重要簡単で拡張 .cap （中間キャプチャ
）従ってそれ識別することができますあります。

root@10.50.213.204@dcm:/# cd /inbound

root@10.50.213.204@dcm:/inbound# ls -l | grep .cap

-rw-r--r--  1 root   root       526493 Apr  6 06:47 trace_eth0_00.cap

root@10.50.213.204@dcm:/inbound#

後必要なファイルの FTP を続行できるダウンロードことそれを更なる分析のために得るため。
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