
コンポーネントログのモニタリング

この章では、プライムケーブルプロビジョニングのコンポーネントをモニタする方法につい

て説明します。

コンポーネントレベルでイベントのロギングが実行され、一部のケースでは DPEイベントが
さらに可視性の高い状態でRDUに追加で記録されます。ログファイルは独自のログディレク
トリに保存され、任意のテキストプロセッサを使用して調査することができます。トラブル

シューティングおよび障害の解決のため、 Cisco Technical Assistance Centerまたはシステムイ
ンテグレータに簡単にメール送信できるように圧縮できます。Admin UIからRDUおよびDPE
ログにアクセスすることもできます。

この章では、次の内容について説明します。

•ログレベルと構造（1ページ）

ログレベルと構造
表 2 :サンプルログファイル：で説明されているログファイル構造には、次が含まれます。

•ドメイン名：これはログファイルを生成するコンピュータの名前です。

•日付と時刻：これはメッセージが記録された日付です。この情報は、該当するタイムゾー
ンも示します。

•施設：プライムケーブルプロビジョニングである（この場合）システムを特定します。

•サブファシリティ：これは、プライムケーブルプロビジョニングサブシステムまたはコ
ンポーネントを特定します。

•重大度レベル：ロギングシステムは7レベルの重大性を定義し（次の表で説明）、ログ問
題に対処する緊急性を特定するために使用されます。CommandDefault Configuring Severity
Levelsは、これらの重大度レベルの設定のプロセスを説明します。
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表 1 :重大度

説明ログレベル

システムが不安定です。ロギング機能を設定

して、すべての緊急メッセージを保存します。

0：Emergency

即時のアクションが必要です。ロギング機能

を設定し、早急に対応する必要があるアクティ

ビティ、およびそれ以上に重大度が高いすべ

てのアクティビティを保存します。

1-アラート

クリティカル状態です。すべてのエラーメッ

セージとより深刻な性質のものを保存するロ

ギング機能を設定します。

2-Critical

エラー状態です。すべてのエラーメッセージ

とより深刻な性質のものを保存するロギング

機能を設定します。

3-Error

警告状態です。すべての警告メッセージとよ

り深刻な性質のものを保存するロギング機能

を設定します。

4-警告

正常ですが注意を要する状態です。すべての

通知メッセージとより深刻な性質のものを保

存するロギング機能を設定します。

5：Notification

情報メッセージです。ロギング機能を設定し

て、すべての緊急メッセージを保存します。

6：Information

7-Debugという別のレベルが、デバッグ目的でCiscoにより例外的に使用されます。
Cisco Technical Assistance Centerの方向を除き、このレベルを使用しないでくださ
い。

（注）

• Msg ID：これは、メッセージテキストの固有識別子です。

•メッセージ：これは、実際のログメッセージです。
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表 2 :サンプルログファイル：

メッセージMsg ID重大度サブファシ

リティ

ファシリ

ティ

データおよ

び時間

Domain
Name

プライム

ケーブルプ

ロビジョニ

ング地域配

信ユニット

の開始

0236:5RDU-%CPCP-2013-02-08
22:43:23,341
EST:

bac.example.com:

APIのデ
フォルト

0566:5RDU%CPCP-2013-02-08
22:43:23,711
EST:

bac.example.com:

Network
Registrarの
既定値

0567:5RDU%CPCP-2013-02-08
22:43:25,211
EST:

bac.example.com:

サーバのデ

フォルト

0568:5RDU%CPCP-2013-02-08
22:43:25,321
EST:

bac.example.com:

DOCSISの
デフォルト

0570:5RDU%CPCP-2013-02-08
22:43:26,721
EST:

bac.example.com:

コンピュー

タのデフォ

ルト

0571:5RDU%CPCP-2013-02-08
22:43:26,911
EST:

bac.example.com:

CableHome
WAN-MAN
のデフォル

ト

1018:5RDU%CPCP-2013-02-08
22:43:27,221
EST:

bac.example.com:

CableHome
WAN-Data
データ

1019:5RDU%CPCP-2013-02-08
22:43:27,321
EST:

bac.example.com:

PacketCable
のデフォル

ト

0707:5RDU%CPCP-2013-02-08
22:43:27,711
EST:

bac.example.com:

作成したデ

フォルト管

理者ユー

ザー

0569:5RDU%CPCP-2013-02-08
22:43:28,561
EST:

bac.example.com:
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メッセージMsg ID重大度サブファシ

リティ

ファシリ

ティ

データおよ

び時間

Domain
Name

[471]ミリ秒
で完了した

データベー

ス初期化

0575:5RDU%CPCP-2013-02-08
22:43:28,711
EST:

bac.example.com:

コマンドのデフォルト設定の重大度レベル

特定の要件に合わせて、すべてのコンポーネントにロギング重大度レベルを設定することがで

きます。たとえば、RDUの重大度レベルをWarningに設定可能で、DPEのレベルは Alertsに
設定できます。

ログメッセージは、特定のイベントの発生に基づいて書き込まれます。イベントが発生するた

びに、適切なログメッセージと重大度レベルが割り当てられ、レベルが設定レベルより小さい

または同等の場合、メッセージがログレベルに書き込まれます。レベルが設定されている値よ

りも大きい場合、メッセージはログに書き込まれません。

たとえば、ログレベルが 4-Warningに設定されていると仮定します。ログレベル 4以下のメッ
セージを生成するすべてのイベントがログファイルに書き込まれます。ログレベルが

6-Informationに設定されると、ログファイルはすべてのメッセージを受信します。したがっ
て、ログファイルをより高く設定することで、ログファイルのサイズが大きくなります。

KDCはこのログファイルとみなされません。（注）

DPEで重大度レベルを設定するには、DPEコマンドラインから log levelコマンドを使用しま
す。詳細については、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。

RDUでログレベルツールを設定するには、『RDUログレベルツールの使用』を参照してく
ださい。

回転ログファイル

すべてのログファイルには番号が付けられ、設定された最大ファイルサイズに基づいてロー

ルオーバーされます。デフォルトの最大ファイルサイズは、25 MBです。（アプリケーショ
ンプログラミングインターフェイス（API）からファイルの最大サイズを設定するには、
ServerDefaultsKeys.SERVER_LOG_MAXSIZEプロパティを使用します）。ログファイルが設定
された上限に達すると、データは別のファイルにロールオーバーされます。このファイルは、

XXX.N.logという形式で名前が変更されます。この引数は、以下のとおりです。

• XXX：ログファイル名を指定します。

• N：1 ~ 200の任意の値を指定します。
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RDUおよび DPEサーバは、特定の時点で最大 200のログファイ
ルを保存します。これらのサーバのログファイルのリストについ

ては、後続のセクションを参照してください。

（注）

たとえば、 rdu.logが 25MBの制限に達すると、rdu.1.logに名前が変更されます。その後、ファ
イルサイズが 25 MB増加するたびに、最新のファイル名が rdu.2.log、rdu.3.logというように
変更されます。したがって、 rdu.4.logファイルには rdu.7.logより新しいデータが含まれます。
ただし、最新のログ情報は常に rdu.logに保存されます。

Rdu_auth.logおよび rdu_crs.logについては、デフォルトの最大サイズが 10 MBであり、RDU
サーバが任意の時点で 100個のログファイルを保存します。ただし、ディレクトリ
BPR_HOME/rdu/confにあるファイル log4j.xmlを使用してこれらの値を設定できます。ファイ
ルに変更を加えた後は、必ず RDUを再起動する必要があります。

（注）

地域の配布ユニットログ

RDUには BPR_DATA/rdu/logsディレクトリに保持する 4個のログがあります。

• rdu.log：設定されているデフォルトの重大度レベルに従ってRDU処理を記録します。（デ
フォルトのログレベルを設定する方法については、『RDUログレベルの設定』を参照し
ます。）

• audit.log：プライムケーブルプロビジョニング設定または変更を加えたユーザーを含む機
能の高度な変更を記録します。

• rdu_auth.log：ユーザーが RDU自体に認証をしようとすると、情報に関する認証がこのロ
グにキャプチャされます。

• rdu_crs.log：有効、無効、一時停止、再開などすべてのCRS関連アクティビティを記録し
ます。CRS要求が実行を開始したときにログが書き込まれ、実行が完了すると削除され、
同一の要求に置換します。失敗したしきい値のパーセンテージが超過する場合、1000デバ
イスごとに rdu_crs.log記録で失敗したデバイス、設定の再生成が失敗したデバイスの識別
子（MACアドレス、DUID、FQDN）、失敗したしきい値の一時停止状態、警告メッセー
ジが表示されます。

情報メッセージのロギングを有効にする場合（ログレベル 6情報）、RDUはバッチ処理操作
を公開する追加メッセージを記録します。これらのメッセージには、経過時間およびレートの

情報も含まれます。

rdu.logファイルの表示
Rdu.logファイルを表示するには、テキストプロセッサを使用できます。さらに、Admin UIか
らログファイルを表示できます。
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ファイルを表示するには：

ステップ 1 [Server] > [Regional Distribution Unit]を選択します。

ステップ 2 RDUログファイルに対応する詳細の表示アイコンをクリックします。

[View Log File Contents]ページが表示されたら、 rdu.logからデータを表示します。

audit.logファイルの表示
意のテキストプロセッサを使用して、Audit.logファイルを表示できます。さらに、Admin UI
からログファイルを表示できます。

ファイルを表示するには：

ステップ 1 [Servers]で [Regional Distribution Unit]タブを選択します。

ステップ 2 監査ログファイルに対応する詳細の表示アイコンをクリックします。

[View Log File Contents]ページが表示されたら、 audit.logからデータを表示します。

Rdu_auth.logおよび rdu_crs.logファイルの表示
rdu_auth.logおよび rdu_crs.logファイルを表示するには、テキストプロセッサを使用できます。
Admin UIからこれらのログファイルを表示することはできません。

rdu_auth.logおよび rdu_crs.logのログレベルの設定
rdu_auth.logおよび rdu_crs.logのロギングレベルは、ディレクトリ BPR_HOME/rdu/confにあ
るファイル log4j.xmlを使用して設定できます。デフォルトでは、情報メッセージのみが記録
されます。ログレベルでの変更を行った後、RDUを再起動する必要があります。

デバイスしきい値ログレベルの背後の設定

警告メッセージは、DOCSISモデムの背後にあるCPEカウントが次のプロパティに割り当てら
れたしきい値に達すると、 rdu.logに記録されます。

/rdu/log/cpe/threshold：背後のデバイスカウントが増加した後にしきい値制限を設定するため、
RDUログに警告メッセージが記録されます。デフォルトのしきい値は 400です。

/rdu/log/cpeCountOnUpdate/enable：

•：値が falseに設定されている場合、ケーブルモデムの設定を再生成している間に、しき
い値が増加し警告メッセージが記録されます。

•：値が trueに設定されている場合、ケーブルモデム/背後デバイス（CPE）の設定を再生
成している間に、しきい値が増加し警告メッセージが記録されます。
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デフォルト値は falseです。

プロパティはデフォルトでは非表示になり、、デフォルト値を変更するため rdu.propertiesファ
イルに追加する必要があります。プロパティファイルの変更を行った後、RDUを再起動しま
す。ログレベルを警告レベルに設定する必要があります。

出力メッセージ形式

値が falseに設定されている場合：
The number of device records behind the DOCSIS modem [1,6,0a:00:00:00:00:01] has reached
[3005],
of its configured threshold [3000].

値を trueに設定されている場合：
The number of device records behind the DOCSIS modem [1,6,0a:00:00:00:00:02] has reached
the configured threshold [3005].

RDUログレベルツールの使用

SetLogLevel.shコマンドを使用して、コマンドラインから RDUの現在のログレベルを変更す
るのには、RDUログレベルツールを使用します。このツールは、rdu_crs.logおよび rdu_auth.log
に適用されません。このツールは、 BPR_HOME/rdu/binディレクトリが存在します。

次の表では、有効になっているとき、使用可能な重大度レベルと、ログファイルに書き込まれ

ているメッセージのタイプを特定します。

表 3 : RDUロギングレベル

説明ログレベル

システムが不安定ロギング機能を設定して、

すべての緊急メッセージを保存します。

0：Emergency

即時のアクションが必要です。ロギング機能

を設定し、早急に対応する必要があるアクティ

ビティ、およびそれ以上に重大度が高いすべ

てのアクティビティを保存します。

1-アラート

クリティカル状態です。すべてのエラーメッ

セージとより深刻な性質のものを保存するロ

ギング機能を設定します。

2-クリティカル

エラー状態です。すべてのエラーメッセージ

とより深刻な性質のものを保存するロギング

機能を設定します。

3-エラー

警告状態です。すべての警告メッセージとよ

り深刻な性質のものを保存するロギング機能

を設定します。

4-警告

コンポーネントログのモニタリング
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説明ログレベル

正常ですが注意を要する状態です。すべての

通知メッセージとより深刻な性質のものを保

存するロギング機能を設定します。

5：Notification

情報メッセージです。ロギング機能を設定し

て、すべての緊急メッセージを保存します。

6：Information

7-Debugという別のレベルが、デバッグ目的でCiscoにより例外的に使用されます。
Cisco TACの方向以外では、このレベルを使用しないでください。

（注）

警告レベルで RDU重大度レベルを保持して、点灯操作の状態を維持することを推奨します。
デバッグ操作中に安定した状態のパフォーマンスを維持することが必要な場合、情報レベルは

注意して使用することを推奨します。これにより多数のログエントリが作成され、それ自体が

パフォーマンスに悪影響を与える可能性があるため、情報レベルで実行する場合は十分に注意

する必要があります。

RDUプロセスはログレベルツールを実行できる状態にする必要があります。また、
setLogLevel.shコマンドを使用して、このツールを実行する権限を持つユーザーにする必要が
あります。

（注）

構文の説明

setLogLevel.sh -[0..6] [-help] [-show] [-default] [-debug]

• -[0..6]：使用される重大度レベルを特定します。使用可能なレベルのリストについては、
表 3 : RDUロギングレベル（7ページ）を参照してください。

• -ヘルプ：ツールのヘルプを表示します。

• -show：現在の重大度レベル設定を RDUサーバに表示します。

• -default：RDUをインストールデフォルトレベル 5（通知）に設定します。

• -debug：インタラクティブモードを設定して、RDUサーバにトレーシングカテゴリを有
効または無効にします。

Ciscoサポートスタッフが推奨するデバッグ設定のみを有効にす
る必要があります。

（注）

このツールを使用して、これらの機能を実行することもできます。

• RDUログレベルの設定

• RDUの現在のログレベルを表示する

コンポーネントログのモニタリング
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RDUログレベルの設定

このツールを使用して、別のロギングレベルに値を変更できます。次の例は、setLogLevel.sh
コマンド内で 4の数字が示されているように、警告レベルに RDUログレベルを設定する方法
を示しています。実際のログレベル設定は手順では重要ではありません。必要に応じて変更す

る必要があります。

このセクションで説明されている例では、RDUサーバが稼動しており、RDUユーザ名がadmin
であり、パスワードが changemeでることを前提としています。

RDUログレベルを設定するには：

ステップ 1 BPR_HOME/rdu/binディレクトリに変更します。

ステップ 2 このコマンドを使用して、RDUログレベルのツールを実行します。

# setLogLevel.sh-show

このプロンプトが表示されます。

RDUユーザー名を入力してください。

ステップ 3 ユーザー名を入力します。この例では、デフォルトのユーザー名（admin）が使用されます。

RDUユーザー名を入力してください：admin

このプロンプトが表示されます。

RDUパスワードを入力してください。

ステップ 4 RDUの RDUパスワードを入力します。この例では、デフォルトのパスワード（changeme）が使用されま
す。

RDUパスワードを入力してください：changeme

ログレベルが変更されたことを通知するために、このメッセージが表示されます。この例では、通知のレ

ベルは 5であり、警告は 4です。

RDUログレベルは、5（通知）から 4（警告）に変更されました。

RDUの現在のログレベルを表示する

値の変更を行う前に、このツールを使用して RDUログを表示し、どのログレベルが設定され
ているかを判断することができます。

このセクションで説明されている例では次の通りです。

• RDUサーバがアップ状態です。

• RDUのユーザー名は adminです。

•パスワードは changemeです。

コンポーネントログのモニタリング
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RDUの現在のログレベルを表示するには。

ステップ 1 ディレクトリを BPR_HOME/rdu/binに変更します。

ステップ 2 次のコマンドを実行します。

# setLogLevel.sh-show

このプロンプトが表示されます。

RDU ユーザー名を入力してください。

ステップ 3 RDUユーザー名（admin）を入力して、[Enter]を押します。

RDU ユーザー名を入力してください。admin

このプロンプトが表示されます。

RDU パスワードを入力してください。

ステップ 4 RDUパスワード（changeme）を入力し、[Enter]キーを押します。

RDU パスワードを入力してください。changeme

次のメッセージが表示されます。

ロギングは現在レベル 4（warning）に設定されています。

すべてのトレースは現在無効です。

Webサービスログのプロビジョニング
PWSは SOAPの BPR_DATA/pws/logsおよび RESTfulディレクトリの BPR_DATA/restpws/logsの
pws.logファイルを保持します。ファイルには、PWSコンポーネントのログ情報が含まれてい
ます。The other log file called pws_console.logは、Tomcatコンソールログであり、
BPR_DATA/agent/logsディレクトリに存在します。デフォルトでは、PWSログレベルは [INFO]
に設定されます。

CLIの PWSログレベルツールを使用する

PWSログレベルツール（ws-cli.sh）を使用して、PWSの現在のログレベルを変更します。こ
のツールは、SOAPについては BPR_HOME/pws/bin、RESTfulディレクトリについては
BPR_HOME/restpws/binに存在しています。

次の表では、使用可能な重大度レベルと、pws.logファイルに書き込まれているメッセージの
タイプを特定します。これらのログレベルは実行時に変更できます。

コンポーネントログのモニタリング

10

コンポーネントログのモニタリング

Webサービスログのプロビジョニング



表 4 : PWSロギングレベル

説明ログレベル

すべての PWSエラーメッセージを記録しま
す。

ERROR

すべての PWS警告メッセージが記録されま
す。

WARN

PWS操作に関する情報を記録します。INFO

エラー情報を整理するために役立つデバッグ

情報を記録します。

DEBUG

PWSログレベルをデフォルトの INFOレベルに設定することをお勧めします。システムのト
ラブルシューティングを予定している場合、Ws cli.shを使用して、ログレベルをDEBUGに変
更できます。これにより多数のログエントリが作成され、それ自体がパフォーマンスに悪影響

を与える可能性があるため、DEBUGレベルで実行する場合は©十分に注意する必要がありま
す。

ロガーはランタイムにのみ適用し、PWSを再起動するたびにデフォルト値に設定します。ラ
ンタイムログの詳細を保持するには、コマンド -sapを使用して、ロガーへの変更を保存しま
す。これらの変更は、PWSを再起動した後でも変更されません。

（注）

構文の説明

ws cli.sh

• -ll：すべてのロガーと重大度レベルを一覧にします。Listlogを使用することもできます。

• -sl：ログレベルを設定します。-Setlogを使用することもできます。

このツールを使用して、これらの機能を実行することもできます。

• PWSログレベルを設定する

• PWSの現在のログレベルの表示

PWSロガー

PWSでは、プライムケーブルプロビジョニングが、あらゆる操作タイプにロガーを提供しま
す。異なるロガー名は次のとおりです。

• api_group：グループに関するログの詳細を提供します。

• api_device_type：デバイスタイプに関するログの詳細を提供します。

• api_file：ファイルに関するログの詳細を提供します。

コンポーネントログのモニタリング
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• api_cos：サービスクラスに関するログの詳細を提供します。

• api_device：デバイスに関するログの詳細情報を提供します。

• api_search：検索操作に関するログの詳細を提供します。

• api_dhcpcriteria：DHCP基準に関するログの詳細を提供します。

• api_session：セッションに関するログの詳細を提供します。

•ルート：一般的なログの詳細を提供するように設定できます。

PWSログレベルを設定する

このツールを使用して、別のロギングレベルに値を変更できます。次の例では、ws cli.shコマ
ンドの番号 4に示されているように、DEBUGレベルにPWSロギングを設定する方法を説明し
ています。実際のログレベルは手順では重要ではありません。必要に応じて変更する必要があ

ります。このセクションで説明されている例では、PWSサーバが設定されていることが前提
です。

PWSロギングレベルを設定するには：

ステップ 1 ディレクトリを SOAPに対しては BPR_HOME/pws/binに、RESTfulに対しては BPR_HOME/restpws/binに変
更します。

ステップ 2 このコマンドを使用して、PWSログレベルのツールを実行します。これにより、INFOから DEBUGにロ
グレベルが変更されます。

# ws-cli.sh -sl <root=DEBUG>

ステップ 3 コマンドを使用して変更を保存します。

# ws-cli.sh -sap

PWSの現在のログレベルの表示

値の変更を行う前に、このツールを使用して PWSログを表示し、どのログレベルが設定され
ているかを判断することができます。このセクションで説明されている例では、PWSサーバ
が設定されていることが前提です。

PWSの現在のログレベルを表示するには。

ステップ 1 ディレクトリを SOAPに対しては BPR_HOME/pws/binに、RESTfulに対しては BPR_HOME/restpws/binに変
更します。

ステップ 2 次のコマンドを実行します。

# ws-cli.sh-ll <logger>

コンポーネントログのモニタリング
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CLIコマンドにロガーを含まない場合、すべてのロガーとログレベルを一覧にします。

デバイスプロビジョニングエンジンログ

DPEは BPR_DATA/dpe/ログディレクトリの dpe.logファイルを保持します。ファイルには、設
定されているデフォルトレベルを含むすべてのイベント記録が含まれています。DPEに一連
のシステムクラッシュなど致命的な障害が発生した場合、致命的なエラーが rdu.logファイル
にも記録されます。

SNMPService.logyyy.logログファイルは、詳細なデバッグ情報を提供するために、DPEサーバ
上で PacketCableが有効になると DPEで使用されます。DPEコマンド行インターフェイス
（CLI）から service packetcable 1..1 show snmp logコマンドを使用して、このファイルを表示
します。これは、BPR_DATA/dpe/logsディレクトリに存在します。PacketCableコマンドの使用
方法については、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。

PacketCableロギングメッセージは dpe.logファイルに送信され、詳細な SNMPデバッギングが
SNMPService.logyyy.logファイルに送信されます。

（注）

任意のテキストビューアを使用して dpe.logファイルを表示します。さらに、DPE CLIから
show logコマンドを使用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。

プライムケーブルプロビジョニング Admin UIを使用して、DPEログファイルを表示するこ
ともできます。

ファイルを表示するには：

ステップ 1 [Servers] > [Device Provisioning Engines]を選択します。

ステップ 2 表示するログファイルの DPEのリンクをクリックします。

[View Device Provisioning Engines Details]ページが表示されます。

Cisco Prime Network Registrar Logs
プライムケーブルプロビジョニングでは、Cisco Prime Network Registrar DHCPサーバ拡張機能
からログメッセージを生成します。DHCPサーバログは cnr-install-path/name_dhcp_1_logに存
在します。cnr-install-patは変数であり、入力した値に固有です。DHCPサーバログファイルの
デフォルトの場所は、/var/nwreg2/local/logs/name_dhcp_1_logです。

コンポーネントログのモニタリング
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DHCPサーバ拡張機能から発信されたログメッセージは、拡張機能のトレースレベル設定に
基づいています。トレースレベルで値を設定できます（次の表に記載されている）。設定した

番号によって、すべての拡張機能に extension-trace-level属性の現在の設定の番号を作成しま
す。

表 5 : DHCPサーバ拡張機能トレースレベル

説明レベル

ログエラーと状態拡張機能を設定し、すべて

のエラーと警告メッセージおよびより深刻な

性質を発信します。

0

RDUに転送されるDPEおよび設定生成要求か
ら取得した設定手順を含むログサーバ相互作

用。

1

指示生成要求で転送された個別の設定コマン

ドと属性値を含むログ処理の詳細。

2

メッセージの16進数ダンプを含む拡張機能の
デバッグ処理のログ内部処理。

3

DPEステータスのポーリングを含む拡張機能
のバックグラウンド操作のログデバッグ処理。

4

Network Registrar webUIを使用して、拡張機能トレースレベルを変更できます。レベルを変更
するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Network Registrarのローカル web UIを開きます。

ステップ 2 メニューから、[DHCP]をクリックし、それから [DHCP Server]をクリックします。

ステップ 3 ローカル DHCPサーバのリンクをクリックします。

ステップ 4 [Edit DHCP Server]ページで、拡張子属性カテゴリを展開します。

ステップ 5 [extension-trace-level]値を設定し、[Modify Server]をクリックします。

ステップ 6 DHCPサーバをリロードします。

DHCPサーバによって実行されるログの詳細については、『Cisco PrimeNetworkRegistrar End-User
Guides』を参照してください。

（注）

Admin UIログ
Admin UIでは、すべての Admin UI関連のログが保存されている BPR_DATA/adminui/logsディ
レクトリの adminui.logファイルを保持します。Tomcat_console.logと呼ばれるその他のログファ
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イルは、Admin UI Tomcatコンソールログであり、BPR_DATA/agent/logsディレクトリにありま
す。デフォルトで、Admin UIログは [info]レベルに設定されています。

Using the Admin UI Log Level Tool

次の表では、利用できる重大度レベルと adminui.logファイルに書き込まれるメッセージのタ
イプを特定します。

表 6 : Admin UIロギングレベル

説明ログレベル

AdminUIのすべてのエラーメッセージを記録
します。

ERROR

Admin UIのすべての警告メッセージを記録し
ます。

WARN

Admin UI操作に関する情報を記録します。INFO

デバッグ情報の記録はエラーの対処に役立ち

ます。

DEBUG

サーバトレースに関する詳細を記録します。TRACE

これらのログレベルは変更できますが、ログレベルを有効にするには Admin UI（Tomcat）を
再起動する必要があります。Admin UIログ重大度レベルを [INFO]に設定することをお勧めし
ます。システムのトラブルシューティングを予定している場合は、ログレベルを [DEBUG]に
設定できます。これにより多数のログエントリが作成され、それ自体がパフォーマンスに悪影

響を与える可能性があるため、DEBUGレベルで実行する場合は十分に注意する必要がありま
す。

Admin UIログレベルの設定

デフォルトで、Admin UIログレベルは [info]に設定されています。ログレベルを変更するに
は、次のファイル logback.xmlを編集する必要があります：/opt/CSCObac/rdu/adminUI/conf。次
にある adminui-cli.shファイルを使用して変更することもできま
す：/opt/CSCObac/rdu/adminUI/bin。

ファイルには複数のロガーが含まれ、ログレベルをDEBUGに変更するには、次のようにテキ
ストエディタを使用してファイルを編集します。

logger name="com.cisco" level="DEBUG" additivity="false”

新しいログレベルを有効にするには、tomcatサーバを再起動する必要があります。
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