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概要

この資料にコールド リブートの後で Cisco Digital Content Manager （DCM）のすべての整列設
定を回復 する方法をファクトリ リセットかソフトウェア ダウングレード記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

Cisco DCM v8.00.00 以上に●

Cisco ローザ ビデオ サービス 管理（VSM） v7.00 以上に●

DCM 設定の完全バックアップ●

注: Cisco ローザ VSM で復元する必要がある DCM がアウト オブ サービスで、何も流さな
いことが仮定されます。

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報はローザ VSM v9.00 に基づいていますが、またローザ VSM
v7.03 でテストされました。

このドキュメントの情報は、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、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在
的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

DCM のすべての設定をリセットした後、すべての整列が再適用する前に Cisco ローザ VSM は整



列設定を同期し、DCM を管理することができません。 リセットの後で DCM の整列を再稼働す
る複数の方法があります。

問題

DCM の設定を削除した後、すべての整列は復元する必要があります。 これの前に、ローザ VSM
はデバイス ミラー設定の場合には切り替えることができません影響を与えました DCM に DCM
を制御できないし、新しい整列設定の場合には現われることができる問題のロットがあります。
たとえば、プロセスのための不十分な管理 フレーム 保護（MFP）リソースか不十分なライセン
ス。

解決策

整列を復元する前に、DCM のすべてのネットワーク設定を復元する必要があります。

DCM の VLAN の 設定がある場合注意して下さい。 インターネット グループ管理プロトコル
（IGMP） 加入は DCM から VLANインターフェイスを作成する前に読み込むことができません。
整列ページの VLAN をチェックして下さい。 この例ではイメージに示すようにトランスポート
ストリームを入力するのに、VLAN がのために使用されていません。

すべての整列を復元する複数のさまざまな方法があります:

すべてを DCM バックアップから復元する、すべての整列を再稼働します。●

この方式は処理するべきチャネルの DCM および限られた量の複雑なインターフェイス/ネットワ
ーク設定がある場合役立ちます。 この方式に関しては、DCM で何でも手動で 復元する必要はあ
りません。

この場合、設定 > デバイス > スイッチ/エクスポートに管理上の（フルアクセス）アカウントとし
て DCM GUI に、ログイン、ナビゲート インポートするために行く必要があります。 > ファイル
> 良い『Import』 を選択 して下さい。  DCM は設定およびリブートをロードします。

DCM 設定を復元する後、ローザ VSM にナビゲート し、望ましい整列を選択して下さい。 整列
を右クリックし、設定を『deactivate』 を選択 して下さい。 これは DCM から出力を停止し、
DCM からすべての整列設定を削除します。



警告： DCM を映す場合、ミラーを最初に分割する必要があります。 整列非アクティブ化
は両方のデバイスから整列を削除し、完全に出力を停止します。

整列非アクティブ化の後で、整列を右クリックし、それをアクティブにして下さい。 これは
DCM のすべての設定を作り直します。 受け取ればアクティベーションのどのエラーでも DCM
GUI に処理し、行き、手動でこの整列に関するすべての設定を削除します。 整列を再度アクティ
ブにすることを試みることができること後。

すべてのサービスのバルク リストア。●

この方式はネットワーク設定が複雑ではないし、多くの処理されたチャネルがあれば場合役立ち
ます。

まず、手動ですべての VLAN構成を含む DCM のすべてのネットワーク設定を復元する必要があ
ります。

それからローザへのナビゲート VSM > トポロジー。 トポロジーをロック解除し、望ましい DCM
を選択して下さい。

Properties > すべての発生したイベントのメンテナンス > 強制プロビジョニングにナビゲート す
ればこのデバイスのための整列設定は > 『Apply』 を選択 します。

これは DCM にすべての設定を押し、DCM からのすべての出力をアクティブにします。

高のローザ VSM バージョンに関してはそこの v8.00 がハイブリッド方式であること。●

この方式では、設定 > デバイス > スイッチ/エクスポートに theDCMGUI に、loginas 管理上の
（フルアクセス）アカウント、ナビゲート インポートするために行く必要があります。 > ファイ
ル > 良い『Import』 を選択 して下さい。  DCM は設定およびリブートをロードします。

後そのナビゲート toROSA VSM > トポロジー。 thetopology をロック解除し、望ましい DCM を
選択して下さい。

Properties > メンテナンスへのナビゲートは > このデバイスのためのすべてのサービスを取除き
、『Remove』 を選択 します。

ローザ VSM は DCM からすべてのアクティブコンフィギュレーションを取除きます。

このデバイスのためのすべての発生したイベントおよび整列設定のプロビジョニングを強制し、
『Apply』 を選択 するべきナビゲート。

これは theDCMand にすべての設定をアクティブにします theDCM からのすべての出力を押しま
す。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

このセクションは順序で使用し、設定をトラブルシューティングできる情報を提供します。



アクティベーション整列の時に、エラーのロットは現われるかもしれません: 違反エラーを、不十
分な MFP リソース エラー、IGMP 加入作成エラー等認可して下さい。

各整列非アクティブ化の後で、DCM GUI にログインでき、あれば手動でこの整列に関する設定
をチェックすることは DCM に残ります。

整列アクティベーションの後で、あらゆる整列を右クリックし、最後の障害メッセージ 詳細をエ
ラーメッセージを表示するために選択できます。 また DCM GUI に行き、手動で DCM のこの整
列に関する設定があるかどうか確認できます。
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