
Alert and Error Messages

プライムケーブルプロビジョニングにより、Syslogサービスを使用してアラートが生成され
ます。Syslogは、情報のログを管理するクライアント/サーバプロトコルです。プライムケー
ブルプロビジョニング syslogアラートは、ロギングサービスではありません。問題が存在す
る通知を提供しますが、問題の特定の原因を定義する必要はありません。適切なプライムケー

ブルプロビジョニングログファイルでこの情報を確認することができます。

この章では、プライムケーブルプロビジョニングが生成するすべてのアラートとエラーメッ

セージを次のように特定します。

•メッセージ形式（1ページ）
•地域の配布ユニットアラート（2ページ）
•デバイスプロビジョニングエンジンアラート（3ページ）
•ウォッチドッグアラート（6ページ）
• Network Prime Registrar拡張ポイントアラート（7ページ）

メッセージ形式
プライムケーブルプロビジョニングによりアラートメッセージが表示される場合、形式は次

の通りです。

XXX-#-####: Message

• XXX：含めることが可能なファシリティコードを特定します。

• RDU（地域分散ユニット）

• DPE（デバイスプロビジョニングエンジン）

•エージェント（rduSnmpAgentまたは dpeSnmpAgent）

• NR_EP（Cisco Prime Network Registrar拡張ポイント）

• KDC（キー発行局）

• #：イベントの重大度レベルを指定します。次の表では、異なるレベルについて説明しま
す。
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表 1 :アラートメッセージの重大度

説明重大度

アラートを特定します1

クリティカルアラートを特定します2

エラーを特定します3

情報メッセージを特定します6

• ###：数値エラーコードを特定します。

• Message：アラートテキストまたはメッセージを提供します。

地域の配布ユニットアラート
次の表では、RDUアラートを特定します。

表 2 : RDUアラート

説明Alert

スペース外の RDUサーバのストレージパー
ティションが実行されたことを示します。こ

のエラーが発生した後、RDUは自動的に再起
動しますが、ストレージ量が増えるまで通常

同じエラーーが再度発生します。ログファイ

ルの一部を削除するか、圧縮します。

詳細については、『Prime Cable Provisioning
Support Tools』を参照してください。

RDU-1-101：ディスク容量外の RDUの実行

RDUのメモリが不足していることを示しま
す。このエラーが発生した後、RDUサーバは
自動的に再起動します。

RDU-1-103：RDUのメモリ不足

指定されたテクノロジーの評価キーが期限切

れであることを示します。新しいライセンス

キーの Ciscoセールスまたは TACに連絡する
必要があります。

RDU-1-111：テクノロジー [technology_name]
用の評価キーが期限切れです

使用可能なライセンスの合計のうち現在のラ

イセンス数をパーセンテージで示します。ラ

イセンス容量の 80%に到達すると表示されま
す。

RDU-1-115：使用可能な[technology_name]ラ
イセンスの []%を使用しています。
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説明Alert

プライムケーブルプロビジョニングのぱどー

マンスが、DNSからの応答の遅延により低下
する可能性があることを示します。IPアドレ
スの検索に60秒以上かかるたびに、アラート
が生成されます。

RDU-1-122：DNSではアドレス [ip/hostname]
の検索に []秒かかります。DNS設定とサーバ
の状態を確認します。

データベースファイルを含むファイルシステ

ムが 8-KBまたはそれ以上のブロックサイズ
をサポートするように設定されていないため、

プライムケーブルプロビジョニングデータ

ベースが信頼できない可能性があることを示

します。

ファイルシステムブロックサイズの設定に関

する詳細は、Ciscoプライムケーブルプロビ
ジョニング 6.1.1クイックスタートガイドを
参照してください。

RDU-2-119：RDUデータベースが含まれてい
るディレクトリ []には、[]バイトの必要なサ
イズに一致しない []バイトのファイスシステ
ムブロックサイズがあります。破損が発生す

る可能性があります。

データベースログファイルを含むファイルシ

ステムが 8-KBまたはそれ以上のブロックサ
イズをサポートするように設定されていない

ため、プライムケーブルプロビジョニング

データベースが信頼できない可能性があるこ

とを示します。

ファイルシステムブロックサイズの設定に関

する詳細は、Ciscoプライムケーブルプロビ
ジョニング 6.1.1クイックスタートガイドを
参照してください。

RDU-2-200：RDUデータベーストランザク
ションログが含まれているディレクトリ []に
は、[]バイトの必要なサイズに一致しない []
バイトのファイスシステムブロックサイズが

あります。破損が発生する可能性があります。

RDU syslogアラートが送信されるたびに、詳細（あれば）がログファイル
BPR_DATA/rdu/logs/rdu.logに表示されます。

（注）

デバイスプロビジョニングエンジンアラート
DPE syslogアラートが送信されたときに、DPEログの詳細を確認できます。

show logコマンドを使用して、DPEログにアクセスすることができます。詳細は、Ciscoプラ
イムケーブルプロビジョニング 6.1.2リファレンスガイドを参照してください。

一部の DPEエラーは、RDUサーバログファイルにも反映されます。これらは、
BPR_DATA/rdu/logs/rdu.logファイルで確認できます。

次の表では、DPEアラートを特定します。
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表 3 : DPEアラート

説明Alert

DPEサーバが使用するストレージパーティ
ションのストレージが不足しています。次の

3つのオプションがあります。

1. ディスクに存在する可能性がある超過サ
ポートバンドルをクリアにします。サポー

トバンドルを別のマシンに移動し、DPE
コマンドラインインターフェイス（CLI）
から clear bundlesコマンドを実行するこ
とで、実行できます。

2. 複数のディスク容量をクリアにするため、
DPE CLIから clear logsコマンドを実行し
ます。

3. 最後の手段として、DPE CLIから clear
cacheコマンドを実行して、キャッシュ
ファイルを削除し、RDUサーバを使用し
て DPEに再同期させます。

DPE-1-102：DPEのディスク容量の不足

DPEプロセスにメモリが不足しています。こ
のエラー状態を検出後、DPEは自動的に再起
動します。

どれくらいの数のデバイス設定がDPEに存在
するか判断します。デバイス設定の数が多け

れば多いほど、使用されるメモリは増えます。

デバイス設定数を削減するには、DPEが保持
するプライマリまたはセカンダリのプロビジョ

ニンググループで、デバイス数を制限します。

DPE-1-104:：DPEメモリが不足しています
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説明Alert

RDUに接続することはできません。次の作業
が必要です。

1. DPEネットワークが設定され、正しく接
続されていることを確認します。

2. 適切な RDUに接続するように DPEが設
定され、dpe rdu-serverコマンドを使用し
て接続するポートが正しく設定されてい

ることを確認します。

3. RDUプロセスが正しいサーバで実行され
ており、適切なポートでリッスンしてい

ることを確認します。接続が確立される

まで、DPEは数秒ごとにRDUプロセスに
再接続を試みます。

DPE-1-109：RDUへの接続に失敗しました

DPEを開始するプライムプロビジョニングプ
ロセスウォッチドッグが、DPEのライセンス
を検出しなかったことを示します。

管理者ユーザーインターフェイスを使用して

DPEのライセンスキーを入力します。ライセ
ンスを持っていない場合、Cisco担当者に連絡
します。

DPE-1-117：DPEライセンスノードが超過し
たか、有効なDPEライセンスがありません。

DPEの評価ライセンスキーが期限切れである
ことを示します。新しいライセンスキーの

Ciscoセールスまたは TACに連絡する必要が
あります。

DPE-1-116：DPE評価ライセンスの有効期限が
切れています。DPE接続に失敗し、データベー
スから DPEが削除されます

ファイルシステムが 8-KBまたはそれ以上の
ブロックサイズをサポートするように設定さ

れていないため、DPEキャッシュが信頼でき
ない可能性があることを示します。

ファイルシステムブロックサイズの設定に関

する詳細は、Ciscoプライムケーブルプロビ
ジョニング 6.1.1クイックスタートガイドを
参照してください。

DPE-2-118：DPEキャッシュが含まれている
ディレクトリ []には、[]バイトの必要なサイ
ズに一致しない []バイトのファイスシステム
ブロックサイズがあります。破損が発生する

可能性があります。

無効な暗号キーのためDPEが起動できなかっ
たことを示します。

DPE-1-121：無効な暗号キーのためサーバを起
動できません。
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ウォッチドッグアラート
プロセスウォッチドッグが syslogアラートを送信するたびに、確認できますエラーの詳細 (あ
れば)BPR_DATA/agent/logs/agent_console.logファイルとでエラーの詳細（ある場合）と、アラー
トで示されている特定のコンポーネントに対応するログファイル（ある場合）を確認可能で

す。たとえば、The rdu unexpectedly terminatedのようなアラートを受信した場合、詳細情報に
ついてはRDUサーバログファイル（BPR_DATA/rdu/logs/rdu.log）を確認します。次の表では、
プロセスウォッチドッグアラートを特定します。

表 4 :ウォッチドッグアラートの処理

説明Alert

ウォッチドッグが指定されたコンポーネント

を開始できなかったことを示します。

AGENT-3-9001：[component]を開始できませ
んでした

ウォッチドッグ処理によって示された指定の

コンポーネントが予期せず失敗したことを示

します。

AGENT-3-9002：[component]が突然終了しま
した

ウォッチドッグの処理によって、コンポーネ

ントの適時生成が正常に開始されました。こ

のメッセージは、通知目的で表示されます。

AGENT-6-9004：[component]が開始しました

ウォッチドッグの処理によって、コンポーネ

ントの適時生成が正常に停止しました。この

メッセージは、通知目的で表示されます。

AGENT-6-9005：[component]が停止しました

ウォッチドッグ処理が停止しようとしても、

コンポーネントが停止しなかったことを示し

ます。

AGENT-3-9003： [component]を停止できませ
んでした。

その他のアラートメッセージで定義されてい

ないエラーを示します。

AGENT-3-9003：リスナースレッドを作成で
きませんでした。[error no]リッスンソケット
を閉じることができませんでした。[error no]
リッスンスレッドをキャンセルできませんで

した。など

表 24-4に示すようにウォッチドッグ処理アラートリストに示されている表 4 :ウォッチドッ
グアラートの処理変数は、これらのコンポーネントの値のいずれかを表します。

• RDU

• pws

• DPE

• adminui
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• cli

• snmpAgent

• KDC

Network Prime Registrar拡張ポイントアラート
プライムケーブルプロビジョニング Network Registrar拡張ポイント syslogアラートが送信さ
れたときに、Network Registrarログファイルで詳細を確認できます。

次の表では、プロセスウォッチドッグアラートを特定します。

表 5 : Network Registrar拡張アラート

説明Alert

Network Registrarサーバは、RDUに接続でき
ません。RDUプロセスが実行されているか確
認し、実行されていない場合、RDUを開始す
る必要があります。

RDUが実行されている場合は、Network
Registrarコンピュータを使用して、RDUに
pingを実行します。RDUに pingを実行できな
い場合は、2つのデバイス間でルーティング
テーブルまたは他の通信パラメータを修正し

ます。

このアラートが頻繁に繰り返される場合、2つ
のホスト間で接続が不安定になっている可能

性があります。2つのホスト間の接続を改善す
るには、一般的に受け入れられるネットワー

クのトラブルシューティングの技術を使用し

ます。

NR_EP-1-106：RDUへの接続に失敗しました
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説明Alert

Network Registrar拡張は、DPEに接続できま
せん。

各 Network Registrar拡張のプロビジョニング
グループにDPEがあることを確認します。な
い場合は、NetworkRegistrarプロビジョニング
グループをDPEが使用可能なものに変更しま
す。DPEがプロビジョニンググループにある
場合は、Network Registrar拡張が RDUに登録
されていることを確認します。登録されてい

ない場合、DPEのいずれかを認識しません。

チェックを完了した後もアラートが続く場合、

プロビジョニングのグループの Network
Registrar拡張と DPE間にネットワーク接続が
あることを確認します。

このアラートが頻繁に繰り返される場合、2つ
のホスト間で接続が不安定になっている可能

性があります。2つのホスト間の接続を改善す
るには、一般的に受け入れられるネットワー

クのトラブルシューティングの技術を使用し

ます。

NR_EP-1-107：DPEへの接続に失敗しました

Network Registrar拡張が開始されました。NR_EP-6-108：プライムケーブルプロビジョ
ニング NR拡張が開始されました。

Network Registrar拡張が停止しています。NR_EP-6-109：プライムケーブルプロビジョ
ニング NR拡張子が停止しています。

Network Registrar拡張は、RDUに登録されて
います。address and portは、Network Registrar
拡張が登録されているRDUのアドレスを識別
します。

NR_EP-6-110：RDU [address and port]に登録
済みです。

Network Registrar拡張は、使用可能な DPEを
検索できません。

NR_EP-1-111：使用可能な（最適）DPEが見
つかりませんでした。
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