
プライムケーブルプロビジョニングサ

ポートツール

このセクションでは、プライムケーブルプロビジョニングのみならず速度を維持し、本製品

のインストール、展開、および使用の改善を行う上で役立つツールの情報と使用法を説明しま

す。

このセクションには、ツールの使用方法のいくつかの例が含まれています。多くの場合は、

ツールのファイル名には、 BPR_HOMEとして指定されたパスが含まれます。これは、デフォ
ルトのホームディレクトリの場所を示します。

（注）

ここでは、次の項目について説明します。

•プライムケーブルプロビジョニングツール（2ページ）
• RDUエクスポートインポートツール （4ページ）
• PKCert.shの使用（11ページ）
• KeyGenツールの使用（17ページ）
• changeNRProperties.shの使用（20ページ）
• disk_monitor.shの使用（23ページ）
• runEventMonitor.shツールの使用（24ページ）
• rdu.propertiesの使用（27ページ）
• adminui.propertiesの使用（28ページ）
• verifydb.shツールの使用（30ページ）
• passwordEncryption.shの使用（31ページ）
• changeSSLProperties.shの使用（31ページ）
• ws-cli.shの使用（35ページ）
• RDU冗長性を管理してトラブルシューティングするスクリプト（37ページ）
• deviceReaderツールの使用（41ページ）
•ライブ DB圧縮ツールの使用（43ページ）
• DPEイベントパブリッシャ（48ページ）
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プライムケーブルプロビジョニングツール
プライムケーブルのプロビジョニングは特定の機能をより効率的に実行するために使用する自

動ツールを提供します。次の表に、このプライムケーブルプロビジョニングリリースをサポー

トするさまざまなツールを示します。

表 1 :プライムケーブルプロビジョニングツール

参照...説明ツール

テンプレートの設定ファイル

ユーティリティの使用

プライムケーブルプロビジョ

ニングテンプレートと設定

ファイルをテスト、検証、お

よび表示するために使用しま

す。

設定ファイルのユーティリ

ティ

CLIからプライムケーブルプ
ロビジョニングプロセス

ウォッチドッグを使用する

プライムケーブルプロビジョ

ニングシステムコンポーネン

トの状態を観察し、サーバを

停止または開始するために、

プライムケーブルプロビジョ

ニングウォッチドッグデーモ

ンと双方向通信をします。

プライムケーブルプロビジョ

ニングプロセスウォッチドッ

グ

RDUログレベルツールの使
用

RDUのログレベルを設定し、
ログのデバッグ出力を有効ま

たは無効にします。

RDUログレベルツール

PKCert.shの使用KDCにより操作のために必要
とされるKDC証明書をインス
トールし、管理します。

PacketCable証明書ツール

KeyGenツールの使用PacketCableサービスキーを生
成します。

KeyGenツール

changeNRProperties.shの使用Prime Network Registrar DHCP
サーバに組み込まれるプライ

ムケーブルプロビジョニング

拡張機能で使用されている

キー設定と SSL関連のプロパ
ティを変更するために使用さ

れます。

Network Registrarプロパティ
ツールの変更

PKCert.shの使用SNMPエージェントを管理し
ます。

SNMPエージェント設定ツー
ル
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参照...説明ツール

診断ツールを使用したトラブ

ルシューティング

システムパフォーマンスとト

ラブルシューティングに関連

するサーバデータを収集しま

す。

診断ツール

サポートのためのサーバ状態

のバンドリング

エスカレーションをサポート

するサーバの状態に関連する

診断データをバンドルしま

す。

BundleState.shツール

disk_monitor.shの使用1つまたは複数のファイルシ
ステムのしきい値を設定しま

す。これらのしきい値を超え

ると、追加のディスク容量が

使用可能になるまで、アラー

トが生成されます。

ディスク領域のモニタリング

ツール

changeSSLProperties.shの使用
（31ページ）

SSL接続を有効または無効に
する、セキュアキーを変更

し、ポート番号、秘密キーと

キーパスワードのセキュリ

ティを保持するなど、さまざ

まな SSLプロパティを変更す
るために使用されます。

changeSSLProperties.shツール

ws-cli.shの使用RDUアカウントの追加と削
除、ログ重大度レベルの変更

など、キー PWS設定プロパ
ティを変更するために使用さ

れます。

ws cli.shツール

RDUエクスポートインポート
ツール （4ページ）

デバイスのグループをRDUか
ら中間データベースにエクス

ポートするために使用できる

$BPR_HOME/rdu/内部/db/bin
にあるエクスポートツール。

RDUエクスポートツール
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参照...説明ツール

RDUエクスポートインポート
ツール （4ページ）

インポートツールは、

$BPR_HOME/rdu/内部/db/bin
にあります。このツールは、

(エクスポートツールによって
生成された)中間データベース
からすべてのデバイスをター

ゲットRDUデータベースにイ
ンポートするために使用でき

ます。

RDUインポートツール

RDUエクスポートインポート
ツール （4ページ）

中間データベースにエクス

ポートできる送信元RDUから
デバイスを削除できる

$BPR_HOME/rdu/内部/db/bin
にある削除ツール。

ツールの削除

deviceReaderツールの使用（
41ページ）

関連するリソース、CoS、
DHCP基準と共にデバイスオ
ブジェクトを読み込み、RDU
データベースからデバイスの

詳細を抽出します。

deviceReaderツール

ライブ DB圧縮ツールの使用
（43ページ）

ライブ DB圧縮ツールは、
RDUを停止することがなく、
RDUデータベースに圧縮する
ために使用されます。

ライブ DB圧縮ツール

RDUエクスポートインポートツール
このツールは、ユーザが 1つのRDUから別のRDUにデバイスのデータをエクスポートまたは
インポートすることができるようにします。エクスポートされたデバイスのデータには、サー

ビスプロバイダがRDU間でデバイスをシームレスに移行することができるようにする DHCP
検出情報を含みます。エクスポートツールは、サービスがプロビジョニンググループ（PG）
または「giaddr」に基づくデバイスを移動することができるようにするフィルタベースのサ
ポートを提供します。

RDUエクスポートインポートツールは、プラットフォームから独立しています。たとえば、
ツールはユーザが Solarisプラットフォームで実行中の RDUからデータをエクスポートし、
Linuxプラットフォームで実行中の RDUにデータをインポートすることができるようにしま
す。
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エクスポートインポートツールを使用して 1つの RDUから別の RDUへのデバイスのデータ
を移行中に、別のテンプレートファイルで使用されているテンプレートファイルはエクスポー

トまたはインポートされません。したがって、デバイスデータを移行する前に、ターゲット

データベースにソースデータベースからすべてのリソースを移行することをお勧めします。

（注）

エクスポートツール

$BPR_HOME/rdu/内部/db/binにあるエクスポートツールは、RDUから中間データベースにデバ
イスのグループをエクスポートするために使用できます。エクスポートするデバイスで、次を

提供することでフィルタリングできます。

プロビジョニングのグループに属しているデ

バイスがエクスポートされます。

1.グループのプロビジョニング

指定された giaddrを持っているプロビジョニ
ンググループの下にあるデバイスがエクスポー

トされます。

2.プロビジョニンググループと giaddr

エクスポートツールのヘルプオプション (exportTools.sh-help)は、ツールに使用可能なさまざ
まなオプションを提供します。

パラメータ：

デバイスがエクスポートされるディレクトリ

は、-dbdirパラメータで提供されます。デフォ
ルトの場所は、RDUの $BPR_DATAディレク
トリになります。

-dbdir

このオプションのパラメータは、ソースデー

タベースのdblogディレクトリを記述します。
-dblogdir

中間のデータベースを作成する必要があるディ

レクトリは-targetdbdirにより示されます。
-targetdbdir

このオプションのパラメータは、中間データ

ベースの dblogディレクトリを記述します。
-targetdblogdir

これは、そのプロビジョニンググループ内の

デバイスをエクスポートするために必要なパ

ラメータです。

PG

これは省略可能なパラメータです。指定され

た giaddrをもつデバイスがエクスポートされ
ます。

giaddr

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール
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このオプションのパラメータは、MACファイ
ルと DUIDファイルで構成されている指定さ
れた場所にディレクトリを作成します。MAC
ファイルには、エクスポートされたデバイス

のMACアドレスが含まれています。DUID
ファイルには、MACアドレスをもたないエク
スポートされたデバイスの DUIDアドレスが
含まれています。

-expaddrdir

これは、exportToolのログファイルの場所を指
定するための必須パラメータです

-logfile

ツールがサポートするオプションを表示する

ヘルプオプション

-help

使用例:

ソース RDUからエクスポートするデバイスをフィルタするには、2つの方法があります。

1. プロビジョニンググループ (PG)を使用してフィルタリング:

プロビジョニンググループに基づくフィルタリングにより、デバイスとそのデータをエ

クスポートするために、次のコマンドを使用できます。

./exportTool.sh dbdir < source_dir_path > targetdbdir < intermediate_db_path >-pg <

PG_id > expaddrdir < location_where_MAC_and_DUID_file_to_be_generated > logfile <

export_tool_logfile >

2. giaddrを使用してフィルタリング:

プロビジョニンググループでgiaddrに基づくフィルタリングにより、デバイスとそのデー
タをエクスポートするために、次のコマンドを使用できます。

./exportTool.sh dbdir < source_dir_path > targetdbdir < intermediate_db_path >-pg <

PG_id > giaddr < giaddr > expaddrdir < location_where_MAC_and_DUID_file_to_be_generated

>-logfile < export_tool_logfile

インポートツール:

インポートツールは、$BPR_HOME/rdu/内部/db/binにあります。このツールは、(エクスポー
トツールによって生成された)中間データベースからすべてのデバイスをターゲットRDUデー
タベースにインポートするために使用できます。ソースとターゲットデータベースの間のリ

ソース (ファイル、CoS、DHCPCriteriaまたは OwnerID)の名前の競合を解決するオプションが
あります。

インポートツールのヘルプオプション (importTool.sh -help)は、ツールで選択可能なメニュー
オプションのリストを表示します。

表 2 :基本パラメータ:

-dbdirは、エクスポートツールによって生成された中間データベースのパス
を指定するための必須パラメータです。

-dbdir

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール
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このオプションのパラメータは、中間データベースのdblogディレクトリを記
述します。

-dblogdir

これは、デバイスがインポートされるターゲットデータベースを記述する必

須パラメータです。これは、ターゲットRDUのバックアップスナップショッ
トでなければなりません。

-targetdbdir

このオプションのパラメータは、ターゲットデータベースの dblogディレク
トリを示します。

-targetdblogdir

-logfileは、インポートツールのログをログするたの必須パラメータです。-logfile

ツールがサポートするオプションを表示するためのヘルプオプション。-help

競合を解決するパラメータ:

同じ名前をもつリソース (ファイル、CoS、DHCPCriteriaまたは OwnerID)がすでにターゲット
データベースで使用可能である場合、競合が発生する可能性があります。次のパラメータは、

インポート中に名前の競合シナリオを処理するため、また競合するオブジェクトに適切なアク

ションを講ずるために使用できます。

このパラメータは、ソースとターゲットデー

タベースの名前の強豪のレポートを生成しま

す。

このオプションは、-prefixfileオプションの入
力として使用できる設定ファイルを生成しま

す。

-reportconflicts

このパラメータとともに渡される値は、競合

するオブジェクトのプレフィックスが付けら

れた名前で、ターゲットデータベースに新し

いリソースを作成するために使用されます。

-prefix

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール
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このオプションパラメータは、-prefi\オプショ
ンがのみ特定の競合するオブジェクトまたは

競合するオブジェクトのみを選択してプレ

フィックスをつける方法をコントロールしま

す。

このパラメータは、 -reportconflictsオプショ
ンによって生成される設定ファイルの場所が

後に続く必要があります。

-prefixfileオプションが指定されると、上記に
示したプレフィックスの機能がこの設定ファ

イルで使用可能な競合するオプションにのみ

適用されます。

プレフィックスオプションとともにこの-
prefixfileオプションが指定されていない場合、
プレフィックス機能は、競合するすべてのオ

ブジェクトに適用されます。

-prefixfile

これは、プレフィクスオプションとともに使

用するオプションパラメータです。

プレフィックスが付けられた名前と競合する

名前がある場合、 - forcecreateオプションは、
プレフィックス付きの名前にシーケンス番号

を追加することによって一意の名前を作成し

ます。

-forcecreate

このパラメータがインポートされるファイル

名競合を確認するために使用します。

このパラメータは、 -reportconflictsオプショ
ンによって生成されたレポートの競合ファイ

ルの場所が後に続く必要があります。

プレフィックスが付けられた所有者 IDの関係
と競合する名前がある場合、データベースの

インポートを終了します。

-fileconflicts

使用例:

./importTool.sh - dbdir <intermediate_db_dir_path> targetdbdir <backup_ dir_path> -

logfile <log_path>

上記のコマンドは、<intermediate_db_dir_path>から backup_dir_path>にデバイスとリソース

をインポートします。

プレフィックスオプションがここで指定されていないため、名前の競合するリソースはイン

ポートされず、ターゲットデータベースからのリソースは、インポートされたデバイスにマッ

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール
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ピングされます。このデフォルトの動作は、パラメータの競合の解決を使用して変更できま

す。

./importTool.sh - dbdir < intermediate_db_dir_path > targetdbdir < backup_ dir_path >

logfile < log_path > – reportconflicts

上記のコマンドでは、 -prefixfileおよび -fileconflictsのオプションの入力として使用できる設定
を生成します。

削除ツール:

中間データベースにエクスポートできる送信元RDUからデバイスを削除できる$BPR_HOME/rdu/
内部/db/binにある削除ツール。ソース RDUのエクスポートされたデバイスは、次の入力を使
用して、削除できません。

1. 中間データベース

2. MACファイルと DUIDファイル

削除ツールのヘルプオプション (deleteTool.sh-ヘルプ)はツールで使用可能なさまざまなオプ
ションを提供します。

パラメータ：

-Inputmacfileまたは- inputduidfileが指定され
ていない場合は、必要なパラメータです。こ

れは、入力データベースディレクトリのパス

です。これがエクスポートツールによって作

成された中間データベースのディレクトリに

なります。指定すると、このデータベースか

ら削除するデバイスを読み取ります。

-inputdbdir

-inputdbdirが使用される場合に、入力データ
ベースログディレクトリパスのオプションの

パラメータ。指定しない場合、デフォルトで、

inputdbdirパラメータで指定されたディレク
トリがデフォルトにより使用されます。

-inputdblogdir

-Inputdbdirまたは-inputduidfileが指定されて
いない場合に必要なパラメータです。

指定されている場合、ツールはこのファイル

から削除するMACを読み取ります。

-inputmacfile

-inputdbdirまたは-inputmacfileが指定されてい
ない場合は、必要なパラメータです。

指定されている場合、ツールは、このファイ

ルから削除する DUIDを読み取ります。

-inputduidfile

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール
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デバイスが削除されるデータベースのディレ

クトリのオプションパラメータ。これは、エ

クスポートツールを使用してデバイスがエク

スポートされるデータベースである必要があ

ります。指定しない場合、デフォルトで、RDU
データベースの場所が使用されます。

-dbdir

データベースログディレクトリパスのオプ

ションパラメータ。指定しない場合、-dbdir
で指定されたディレクトリまたはRDUデータ
ベースロケーションがデフォルトで使用され

ます。

-dblogdir

dbのMBのキャッシュサイズを指定するオプ
ションパラメータ。指定しない場合、デフォ

ルトのキャッシュサイズは 100 MBです

cache_size

背後のデバイスを削除することを指定するオ

プションパラメータ。

-Inputmacfileパラメータが使用されるときに
適用されます。

デバイスはデフォルトでは削除されません、

ただし、デバイスMACの背後に inputMACfile
が含まれているか、 -includeCPEsが入力とし
て指定されている場合は除きます。

-includeCPEs

ツールがサポートするオプションを表示する

ためのヘルプオプション。

-help

使用例:

1. 中間データベースを使用して削除するには:

次のコマンドは、中間データベースを使用してを削除するために使用しなければなりませ

ん。

./deleteTool.sh -dbdir <source_dir_path> -inputdbdir <intermediate_db_dir_path>

2. MACおよび DUIDファイルを使用して削除するには:

次のコマンドは、MACファイルを使用して、ソースRDUからデバイスを削除するために
使用されなければなりません。

./deleteTool.sh -dbdir <source_dir_path> -inputmacfile <mac_file>

デフォルトで、エクスポート中に生成されたMACファイルが deleteToolへの入力として指定
される場合、背後のデバイスは自動的に削除されます。

（注）
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次のコマンドは、ソース RDUからデバイスを削除するために使用するものと DUIDファイル
を使用します。

./deleteTool.sh -dbdir <source_dir_path> -inputduidfile <duid_file>

PKCert.shの使用
PKCertツールでは、KDC証明書と、対応する秘密キーを作成します。証明書チェーンを検証
して、証明書チェーンを kdcにより必要な名前に変更することもできます。

このツールは、KDCコンポーネントがインストールされているときにのみ使用できます。（注）

PKCertツールの実行
BPR_HOME/kdcディレクトリにデフォルトで存在する PKCert.shコマンドを実行して、PKCert
ツールを実行します。

構文の説明

PKCert.sh関数オプション

•関数—実行する関数を特定します。次のオプションを選択できます。

• -c-KDC証明書を作成します。KDC証明書の作成を参照してください。

• -v―PacketCable証明書のセットを正規化します。KDC証明書の検証を参照してくだ
さい。

• -z—pkcert.logファイルに保存されているデバッグ出力のログレベルを設定します。デ
フォルト出力にログレベルを設定するを参照してください。

これらのオプションを使用して問題がある場合、-?を指定して、
利用可能な情報を表示します。

（注）

•オプション—選択した機能によって、オプションの機能を実装します。

KDC証明書の作成
KDC証明書を作成するには：

ステップ 1 /opt/CSCObac/kdcにディレクトリを変更します。

ステップ 2 この構文を使用して、PKCert.shツールを実行します。

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール
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PKCert.sh -s dir -d dir -c cert -e -r realm -a name -k keyFile [-n serial#] [-o]

• -sdir:送信元ディレクトリを指定します

• -ddir：宛先ディレクトリを指定します

• -c cert：サービスプロバイダ証明書（DERエンコード）を使用します

• -e：欧州仕様の PacketCable証明書として証明書を識別します

• rrealm：KDC証明書の Kerberosレルムを指定します

• -name：KDCの DNS名を指定します

• -kkeyFile：サービスプロバイダ秘密キー（DERエンコード）を使用します

• -n serial#：証明書のシリアル番号を設定します

• -o：既存ファイルを上書きします

新しい証明書が作成されインストールされているときに、新しい証明書は件名代行ユーザー名フィー

ルドのレルムを識別します。新しい証明書は、次が含まれている現在の環境に固有のものです。

• KDCレルム。

•マルチメディアターミナルアダプタ（MTA）を使用してこの KDCに関連付けられている DNS名。

例

# ./PKCert.sh -c "-s . -d /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates
-k CLCerts/Test_LSCA_privkey.der -c CLCerts/Test_LSCA.cer -r PCTEST.CISCO.COM -n 100
-a kdc.pctest.cisco.com -o"
Pkcert Version 1.0
Logging to pkcert.log
Source Directory: .
Destination Directory: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates
Private Key File: CLCerts/Test_LSCA_privkey.der
Certificate File: CLCerts/Test_LSCA.cer
Realm: PCTEST.CISCO.COM
Serial Number: 100
DNS Name of KDC: kdc.pctest.cisco.com
WARNING - Certificate File will be overwritten
SP Cert subject name: C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs Local
System CA
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/KDC_private_key.pkcs8
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating
System>/packetcable/certificates/KDC_private_key_proprietary.
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/KDC_PublicKey.der
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/KDC.cer
KDC Certificate Successfully Created at /opt/CSCObac/kdc/<Operating
System>/packetcable/certificates/KDC.cer

このコマンドは、次のファイルを作成します。

• /opt/CSCObac/kdc//packetcable/certificates/KDC.cer

• /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/KDC_private_key.pkcs8。
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KDC証明書はPCTEST.CISCO.COMにレルムを設定し、シリアル番号を 100に設定して、KDC
サーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）を kdc.pctest.cisco.comに設定します。

KDC証明書の検証
このコマンドは、指定された発信元ディレクトリ内のすべてのファイルを確認し、それらの

X.509証明書として識別しようとします。正規の X.509証明書がある場合、ファイルの名前が
適切に変更され、宛先ディレクトリにコピーされます。特定の目的（サービスプロバイダまた

はデバイス）で複数の正当な証明書チェーンが識別された場合、エラーが発生します。これが

発生した場合、送信元ディレクトリから余分な証明書を削除し、コマンドを再度実行する必要

があります。

PKCert.sh -v -?コマンドを入力すると、PKCertツールを使用して KDC証明書を検証するため
の使用方法が表示されます。

（注）

KDC証明書を検証するには：

ステップ 1 /opt/CSCObac/kdcにディレクトリを変更します。

ステップ 2 この構文を使用して、PKCert.shツールを実行します。

PKCert.sh -v -s dir -d dir -r dir -e

• -sdir:送信元ディレクトリを指定します

• -ddir：宛先ディレクトリを指定します

• -o：既存のファイルを上書きします

• rdir：参照証明書のディレクトリを指定します。

• -e：欧州仕様の PacketCable証明書として証明書を識別します

このパッケージに組み込まれている参照証明書に対する検証が実行されます。-Dオプションを指定す
ると、証明書は正規の名前で対象ディレクトリにインストールされます。

例

# ./PKCert.sh -v "-s /opt/CSCObac/kdc/TestCerts -d /opt/CSCObac/kdc/<Operating
System>/packetcable/certificates -o"
Pkcert Version 1.0
Logging to pkcert.log
Output files will overwrite existing files in destination directory

Cert Chain(0) Chain Type: Service Provider
[Local File] [Certificate Label] [PacketCable Name]
CableLabs_Service_Provider_Root.cer CableLabs_Service_Provider_Root.cer
Service_Provider.cer Service_Provider.cer
Local_System.cer Local_System.cer
KDC.cer KDC.cer
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Cert Chain(1) Chain Type: Device
[Local File] [Certificate Label] [PacketCable Name]
MTA_Root.cer MTA_Root.cer
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating
System>/packetcable/certificates/CableLabs_Service_Provider_Root.cer
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/Service_Provider.cer
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/Local_System.cer
File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/KDC.cer

Service Provider Certificate Chain Written to Destination Directory /opt/CSCObac/kdc/<Operating
System>/packetcable/certificates

File written: /opt/CSCObac/kdc/<Operating System>/packetcable/certificates/MTA_Root.cer

Device Certificate Chain Written to Destination Directory /opt/CSCObac/kdc/<Operating
System>/packetcable/certificates

デフォルト出力にログレベルを設定する

このコマンドを使用すると、 BPR_HOME/kdcに存在する pkcert.logにログインしたデバッグ出
力のログレベルを設定できます。要求されたタスクを実行中に発生した可能性がある問題のト

ラブルシューティングに、ログファイルのデータを使用できます。

デバッグ出力のログレベルを設定するには：

ステップ 1 /opt/CSCObac/kdcにディレクトリを変更します。

ステップ 2 この構文を使用して、PKCert.shツールを実行します。

PKCert.sh -s dir -d dir -k keyFile -c cert -r realm -a name -n serial# -o {-z error | info | debug}

• -sdir:送信元ディレクトリを指定します

• -ddir：宛先ディレクトリを指定します

• -kkeyFile：サービスプロバイダ秘密キー（DERエンコード）を使用します

• -c cert：サービスプロバイダ証明書（DERエンコード）を使用します

• rrealm：KDC証明書の Kerberosレルムを指定します

• -name：KDCの DNS名を指定します

• -n serial#：証明書のシリアル番号を設定します

• -o：既存ファイルを上書きします

• -z：pkcert.logファイルに保存されているデバッグ出力のログレベルを設定します。選択できる値は次
のとおりです。

• error：エラーメッセージのロギングを指定します。

• info：情報メッセージのロギングを指定します。

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール
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• debug：デバッグメッセージのロギングを指定します。これがデフォルト設定です。

例

例 1

この例では、エラーメッセージを収集するため、ログレベルが設定されています。

# ./PKCert.sh -c "-s /var/certsInput -d /var/certsOutput -k
/var/certsInput/Local_System.der -c /var/certsInput/Local_System.cer -r PCTEST.CISCO.COM
-n 100 -a kdc.pctest.cisco.com -o -z error"
Pkcert Version 1.0
Logging to pkcert.log
Source Directory: /var/certsInput
Destination Directory: /var/certsOutput
Private Key File: /var/certsInput/Local_System.der
Certificate File: /var/certsInput/Local_System.cer
Realm: PCTEST.CISCO.COM
Serial Number: 100
DNS Name of KDC: kdc.pctest.cisco.com
Setting debug to error
WARNING - Certificate File will be overwritten
SP Cert subject name: C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs
Local System CA
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key.pkcs8
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key_proprietary.
File written: /var/certsOutput/KDC_PublicKey.der
File written: /var/certsOutput/KDC.cer
KDC Certificate Successfully Created at /var/certsOutput/KDC.cer

Copy KDC.cer to the KDC certificate directory (i.e.
/opt/CSCObac/kdc/linux/packetcable/certificates)
Copy KDC_private_key.pkcs8 to the KDC platform directory (i.e. /opt/CSCObac/kdc/linux)
Copy KDC_private_key_proprietary. to the KDC platform directory (i.e.
/opt/CSCObac/kdc/linux)

例 2

この例では、情報メッセージを収集するため、ログレベルが設定されています。

# ./PKCert.sh -c "-s /var/certsInput
> -d /var/certsOutput
> -k /var/certsInput/Local_System.der
> -c /var/certsInput/Local_System.cer
> -r PCTEST.CISCO.COM
> -n 100
> -a kdc.pctest.cisco.com
> -o -z info"
INFO [main] 2007-05-02 06:32:26,280 (PKCert.java:97) - Pkcert Version 1.0
Pkcert Version 1.0
Logging to pkcert.log
Source Directory: /var/certsInput
Destination Directory: /var/certsOutput
Private Key File: /var/certsInput/Local_System.der
Certificate File: /var/certsInput/Local_System.cer
Realm: PCTEST.CISCO.COM
Serial Number: 100

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール

15

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール

デフォルト出力にログレベルを設定する



DNS Name of KDC: kdc.pctest.cisco.com
Setting debug to info
INFO [main] 2007-05-02 06:32:26,289 (PKCCreate.java:69) - PKCCreate startup
WARNING - Certificate File will be overwritten
INFO [main] 2007-05-02 06:32:26,291 (PKCCreate.java:341) - WARNING - Certificate File
will be overwritten
SP Cert subject name: C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs
Local System CA
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key.pkcs8
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key_proprietary.
File written: /var/certsOutput/KDC_PublicKey.der
File written: /var/certsOutput/KDC.cer
KDC Certificate Successfully Created at /var/certsOutput/KDC.cer

Copy KDC.cer to the KDC certificate directory (i.e.
/opt/CSCObac/kdc/linux/packetcable/certificates)
Copy KDC_private_key.pkcs8 to the KDC platform directory (i.e. /opt/CSCObac/kdc/linux)
Copy KDC_private_key_proprietary. to the KDC platform directory (i.e.
/opt/CSCObac/kdc/linux)

例 3

この例では、デバッグのためログレベルが設定されています。

出力例では、デモンストレーション目的でトリミングされています。（注）

# ./PKCert.sh -c "-s /var/certsInput -d /var/certsOutput -k
/var/certsInput/Local_System.der -c /var/certsInput/Local_System.cer -r PCTEST.CISCO.COM
-n 100 -a kdc.pctest.cisco.com -o -z debug"
INFO [main] 2007-05-02 06:32:06,029 (PKCert.java:97) - Pkcert Version 1.0
Pkcert Version 1.0
Logging to pkcert.log
Source Directory: /var/certsInput
Destination Directory: /var/certsOutput
Private Key File: /var/certsInput/Local_System.der
Certificate File: /var/certsInput/Local_System.cer
Realm: IPFONIX.COM
Serial Number: 100
DNS Name of KDC: bacdev3-dpe-4.cisco.com
Setting debug to debug
INFO [main] 2007-05-02 06:32:06,038 (PKCCreate.java:69) - PKCCreate startup
WARNING - Certificate File will be overwritten
INFO [main] 2007-05-02 06:32:06,039 (PKCCreate.java:341) - WARNING - Certificate File
will be overwritten
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,054 (PKCert.java:553) - Characters Read: 1218
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,056 (PKCert.java:583) - Binary File:
/var/certsInput/Local_System.der Read. Length: 1218
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,062 (PKCert.java:553) - Characters Read: 943
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,063 (PKCert.java:583) - Binary File:
/var/certsInput/Local_System.cer Read. Length: 943
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,064 (PKCert.java:455) - Jar File Path:
/opt/CSCObac/lib/pkcerts.jar
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,065 (PKCert.java:456) - Opened jar file:
/opt/CSCObac/lib/pkcerts.jar
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,067 (PKCert.java:460) - Jar entry unfiltered:
Tag_Packetcable_Tag/
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,068 (PKCert.java:460) - Jar entry unfiltered:
Tag_Packetcable_Tag/CableLabs_Service_Provider_Root.cer
...
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,115 (PKCert.java:472) - File: Tag_Packetcable_Tag/Manu.cer
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DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,116 (PKCert.java:472) - File:
Tag_Packetcable_Tag/Service_Provider.cer
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,121 (PKCCreate.java:91) - Found 7 files in jar.
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:06,827 (KDCCert.java:98) - SP Cert subject name:
C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs Local System CA
SP Cert subject name: C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs
Local System CA
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:07,687 (KDCCert.java:293) - Setting issuer to:
C=US,O=CableLabs\, Inc.,OU=ABC Cable Company,CN=Shared-01 CableLabs Local System CA
DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:07,699 (KDCCert.java:231) - DERVisibleToGeneral
org.bouncycastle.asn1.DERGeneralString@bd0b4ea6

DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:07,700 (KDCCert.java:231) - DERVisibleToGeneral
org.bouncycastle.asn1.DERGeneralString@5035bc0

DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:07,701 (KDCCert.java:231) - DERVisibleToGeneral
org.bouncycastle.asn1.DERGeneralString@5035bc0

DEBUG [main] 2007-05-02 06:32:07,703 (KDCCert.java:210) - DERCombineTagged [0] IMPLICIT
DER ConstructedSequence

ObjectIdentifier(1.3.6.1.5.2.2)
Tagged [0]

DER ConstructedSequence
Tagged [0]

org.bouncycastle.asn1.DERGeneralString@5035bc0
Tagged [1]

DER ConstructedSequence
Tagged [0]

Integer(2)
Tagged [1]

DER ConstructedSequence
org.bouncycastle.asn1.DERGeneralString@bd0b4ea6
org.bouncycastle.asn1.DERGeneralString@5035bc0

File written: /var/certsOutput/KDC_private_key.pkcs8
File written: /var/certsOutput/KDC_private_key_proprietary.
File written: /var/certsOutput/KDC_PublicKey.der
File written: /var/certsOutput/KDC.cer
KDC Certificate Successfully Created at /var/certsOutput/KDC.cer

Copy KDC.cer to the KDC certificate directory (i.e.
/opt/CSCObac/kdc/linux/packetcable/certificates)
Copy KDC_private_key.pkcs8 to the KDC platform directory (i.e. /opt/CSCObac/kdc/linux)
Copy KDC_private_key_proprietary. to the KDC platform directory (i.e.
/opt/CSCObac/kdc/linux)

KeyGenツールの使用
KeyGenツールは、PacketCableサービスキーを生成するために使用されます。サービスキー
は、KDC通信に必要な対称 tripleデータ暗号規格（triple DESまたは 3 des）キー（共有秘密）
です。KDCサーバには、DPEのプロビジョニングFqdnごとのサービスキーが必要です。DPE
コマンドラインインターフェイス（CLI）から DPEプロビジョニング FQDNへの変更には、
KDCサービスキーファイル名に対応する変更が必要です。KDCサービスキーがファイル名
の一部として DPEプロビジョニング FQDNを使用するため、この変更が必要です。

BPR_HOME/kdcディレクトリにあるKeyGenツールでは、DPEプロビジョニング FQDN、レル
ム名、パスワードのコマンドライン引数を使用し、サービスキーファイルを生成します。
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このツールを実行するときに、DPEでサービスキーを生成するために使用される同じパスワー
ドを入力するようにしてください（DPEから service packetCable 1..1 registration kdc-service-key
コマンドを使用）。このパスワードの設定については、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。

（注）

KDCサーバは、起動時にサービスキーを読み取ります。サービスキーを変更すると、KDC
サーバを再起動する必要があります。

構文の説明

keygen options fqdn realm password

•次のオプションがあります。

• -?：この使用メッセージを表示し、コマンドを終了します。

• -vまたは -version：このツールのバージョンを表示し、コマンドを終了します。

• -qまたは -quiet：出力が作成される静音モードを実装します。

• -cまたは -cms：CMSシステムのサービスキーを作成します。

• fqdn：DPEの FQDNを特定し、必須なエントリです。

• realm：Kerberosレルムを特定し、必須なエントリです。

• password：使用するパスワードを指定します。これも必須のフィールドです。パスワード
は、6～ 20文字で指定する必要があります。

3つのサービスキーファイルは、このファイル名の構文を使用して、KDCキーディレクトリ
に書き込まれます。

mtafqdnmap,fqdn@REALM

mtaprovsrvr,fqdn@REALM

krbtgt,REALM@REALM

• fqdn：DPEの FQDNを特定します。

• REALM：Kerberosレルムを特定します。

サービスキーファイルには、常に 0x0000のバージョンフィールドが含まれています。

例

# keygen dpe.cisco.com CISCO.COM changeme

このコマンドを実行すると、これらの KDCサービスキーが BPR_HOME/kdc/<Operating
System>/keysディレクトリに書き込まれます。

mtafqdnmap,dpe.cisco.com@CISCO.COM
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mtaprovsrvr,dpe.cisco.com@CISCO.COM
krbtgt,CISCO.COM@CISCO.COM

新しいキーが認識されるように、KDCを再起動します。このプライムケーブルプロビジョニ
ングプロセスウォッチドッグコマンドを使用して、KDCを再起動します。

# /etc/init.d/bprAgent restart kdc

この例では、CMSサービスキーの生成を示します。

# keygen -c cms-fqdn.com CMS-REALM-NAME changeme

このコマンドを実行すると、このCMSサービスキーがBPR_HOME/kdc/<OperatingSystem>/keys
ディレクトリに書き込まれます。

cms,cms-fqdn.com@CMS-REALM-NAME

KDCサービスキーの確認

KDCおよびDPEサービスキーを生成したら、サービスキーが両方のコンポーネントで一致す
るか確認します。

KeyGenツールでは、service packetCable 1..1 registration kdc-service-keyコマンドを使用して、
DPEでサービスキーを生成するために使用された同じパスワードを入力する必要があります。
DPEでこのパスワードを設定すると、BPR_HOME/dpe/confディレクトリからサービスキーを
表示できます。これは、dpe.propertiesディレクトリに存在します。/pktcbl/regsvr/KDCServiceKey
=プロパティに対する値を検索します。

次に例を示します。

# more dpe.properties
/pktcbl/regsvr/KDCServiceKey=2e:d5:ef:e9:5a:4e:d7:06:67:dc:65:ac:bb:89:e3:2c:bb:
71:5f:22:bf:94:cf:2c

この例の出力はデモのために削除されています。（注）

KDCで生成されたサービスキーを表示するには、BPR_HOME/kdc/<Operating System>/keysディ
レクトリから次のコマンドを実行します。

od -Ax -tx1 mtaprovsrvr,fqdn@REALM

• fqdn：DPEの FQDNを特定します。

• REALM：Kerberosレルムを特定します。

このコマンドが生成する出力は、/pktcbl/regsvr/KDCServiceKey=（dpe.propertiesファイル内）プ
ロパティの値と一致する必要があります。

次に例を示します。

# od -Ax -tx1 mtaprovsrvr,dpe.cisco.com@CISCO.COM
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0000000 00 00 2e d5 ef e9 5a 4e d7 06 67 dc 65 ac bb 89
0000010 e3 2c bb 71 5f 22 bf 94 cf 2c
000001a

次に示す例では、KDCで生成されたサービスキーがDPEのサービスキーと一致することに注
意してください。

changeNRProperties.shの使用
プライムケーブルプロビジョニングインストールプログラムは、NetworkRegistrarDHCPサー
バに組み込まれているプライムケーブルプロビジョニング拡張により使用されている設定プ

ロパティの値を確立します。キー設定プロパティを変更するには、 changeNRProperties.shコ
マンドを使用します。これは、BPR_HOME/cnr_ep/binディレクトリにあります。

パラメータを使用せずスクリプトを呼び出すと、設定可能なプロパティを一覧表示したヘルプ

メッセージが表示されます。

このコマンドを実行するには。

ステップ 1 BPR_HOME/cnr_ep/binにディレクトリを変更します。

ステップ 2 この構文を使用して changeNRProperties.shコマンドを実行します。

changeNRProperties.sh options

オプションは次のとおりです。

• -help：ヘルプメッセージを表示します。 -helpオプションのみを使用する必要があります。他のオプ
ションで使用しないでください。

• -d:現在のプロパティが表示されます。-dオプションのみを使用する必要があります。他のオプション
で使用しないでください。

• -ep enabled | disabled：PacketCableプロパティを有効または無効にします。-ep enabledを入力してプロ
パティを有効にして、-ep disabledを入力して無効にします。

• -epv6 enabled | disabled：PacketCable v6プロパティを有効または無効にします。-epv6 enabledを入力
してプロパティを有効にして、-epv6 disabledを入力して無効にします。

• -ee enabled | disabled：eRouter有効プロパティを設定します

例：ee-有効または ee-無効に

• -eev6 enabled | disabled：eRouter v6有効プロパティを設定します

例：-eev6有効または - eev6無効

• -ec enabled | disabled：CableHomeプロパティを有効または無効にします。-ec enabledを入力してプロ
パティを有効にし、-ec disabledを入力して無効にします。

• -s secret：プライムケーブルプロビジョニング共有秘密鍵を特定します。例：共有秘密鍵が単語 secret
である場合、-s secretを入力します。
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• -pdss <primary dss_id>：<primary dss_id>が非公開 IDであり、最大のバイト数が 32バイトの場合、オ
プションCL_V4OPTION_CCCV6(123)およびCL_OPTION_CCCV6(2171)のプライマリDHCPv6サーバ
セレクタを設定します。

例：pdss FF:FF:FF:FF

• -sdss <secodary dss_id>：<primary dss_id>が非公開 IDであり、最大のバイト数が 32バイトの場合、オ
プションCL_V4OPTION_CCCV6(123)およびCL_OPTION_CCCV6(2171)のセカンダリDHCPv6サーバ
セレクタを設定します。

例：- sdss 00:00:00:00

• -ffqdn：RDU FQDNを特定します。たとえば、完全修飾ドメイン名として rdu.example.comを使用する
場合は、-f rdu.example.comを入力します。

• -pport：使用するRDUポートを特定します。たとえば、ポート番号49187を使用する場合は、-p 49187
を入力します。

• -r relam：PacketCableレルムを特定します。たとえば、PacketCableレルムがEXAMPLE.COMの場合、
-r EXAMPLE.COMを入力します。

レルムは大文字で入力する必要があります。（注）

• -g prov_group：プロビジョニンググループを特定します。たとえば、group1と呼ばれるプロビジョニ
ンググループを使用している場合、 -g group1を入力します。

• t00 |01：PacketCable TGTがオフまたはオンになっているか特定します。たとえば、TGTをオフに設定
するには、-t 00;を入力してオンにして、-t 01と入力します。

• -a ip：PacketCableプライマリDHCPサーバアドレスを特定します。たとえば、プライマリDHCPサー
バの IPアドレスが 10.10.10.2の場合、-a 10.10.10.2を入力します。

• -bip：PacketCableセカンダリDHCPサーバアドレスを特定します。たとえば、セカンダリDHCPサー
バの IPアドレスが 10.10.10.4の場合、 -b 10.10.10.4を入力します。適切な場合、null値を設定するに
は -b nullを入力できます。

• -y ip：PacketCableプライマリ DNSサーバアドレスを特定します。たとえば、PacketCableプライマリ
DNSサーバの IPアドレスが 10.10.10.6の場合は、入力-y 10.10.10.6。

• -z ip: PacketCableセカンダリ DNSサーバアドレスを特定します。たとえば、セカンダリ DNSサーバ
の IPアドレスが 10.10.10.8の場合、-z 10.10.10.8を入力します。適切な場合、-z nullを入力して null値
を設定します。

• -edns < ip >：eRouter DNSサーバアドレスを設定します。単一の IPアドレスまたは IPアドレス（CSV
形式）のリストを指定できます。例：- edns 192.168.4.3,192.168.5.1

• -o prov_ip man_ip：特定のプロビジョニングアドレスで識別される DPEとの通信に使用する管理アド
レスを設定します。たとえば、プロビジョニンググループの IPアドレスが 10.10.10.7の場合、-o
10.10.10.7 10.14.0.4を入力します。適切な場合、null値を入力することもできます。たとえば、-o
10.10.10.7 nullです。

• -ssl：RDUとの通信の CNR-EPセキュアモードを有効または無効にします。
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• -ckl：rootCA.pem証明書の場所を設定します。デフォルトでは、証明書はBPR_HOME/lib/securityディ
レクトリに保存されます。

• -ckp：Keystoreパスワードを変更します。

• -sk secretkey：インストール時に設定される秘密鍵を更新し、通信の共有秘密鍵で使用されます。

ステップ 3 DHCPサーバを再起動します。

例

これは、NR拡張プロパティツールを使用して、NetworkRegistrarの拡張機能の変更の例です。

# /opt/CSCObac/cnr_ep_bin/changeNRProperties.sh -g primary1
RDU Port: 49187
RDU FQDN: bactst-lnx-4
RDU Secure Communication: false
Provisioning Group: primary1
Shared Secret: fgL7egT9zcYHs
Keystore Location: /opt/CSCObac/lib/security/.keystore
PacketCable V4 Enable: enabled
PacketCable V6 Enable: enabled
DSS_ID Primary: aa:aa:aa:aa
DSS_ID Secondary: dd:dd:dd:dd:dd
CableHome V4 Enable: NOT SET
CableLabs client TGT: 01
CableLabs client Realm: CISCO.COM
CableLabs client Primary DHCP Server: 10.81.90.90
CableLabs client Secondary DHCP Server: NOT SET
CableLabs client Primary DNS Server: 10.81.90.90
CableLabs client Secondary DNS Server: NOT SET

変更を有効にするには、Prime Network Registrar DHCPサーバを再起動する必要があります。（注）

これは、現在のプロパティの表示例です。

# opt/CSCObac/cnr_ep/bin/changeNRProperties.sh -d
Current NR Properties:
RDU Port: 49187
RDU FQDN: bactst-lnx-4
RDU Secure Communication: false
Provisioning Group: default
Shared Secret: fgL7egT9zcYHs
Keystore Location: /opt/CSCObac/lib/security/.keystore
PacketCable V4 Enable: enabled
PacketCable V6 Enable: enabled
DSS_ID Primary: aa:aa:aa:aa
DSS_ID Secondary: dd:dd:dd:dd:dd
CableHome V4 Enable: NOT SET
CableLabs client TGT: 01
CableLabs client Realm: CISCO.COM
CableLabs client Primary DHCP Server: 10.81.90.90
CableLabs client Secondary DHCP Server: NOT SET
CableLabs client Primary DNS Server: 10.81.90.90
CableLabs client Secondary DNS Server: NOT SET
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disk_monitor.shの使用
使用可能なディスク容量のモニタリングは、重要なシステム管理タスクです。そのためには、

多数の書き込みカスタムスクリプトまたは市販のツールを使用できます。

BPR_HOME/rdu/samples/toolsディレクトリにある disk_monitor.shコマンドは、1個以上のファ
イルシステムのしきい値を設定します。これらのしきい値を超えると、追加のディスク容量が

使用可能になるまで、60秒間隔で Solaris syslogファシリティからアラートが生成されます。

少なくとも、disk_monitor.shスクリプトを使用して、BPR_DATAおよび BPR_DBLOGディレ
クトリをモニタすることをお勧めします。

（注）

構文の説明

disk_monitor.sh filesystem-directory x [filesystem-directory* x*]

• filesystem-directory：モニタするファイルシステムで任意のディレクトリを特定します。

• x：指定されたファイルシステムに適用されるパーセンテージのしきい値を特定します。

• filesystem-directory*：複数のファイルシステムを特定します。

• x *：複数のファイルシステムに適用されるパーセンテージのしきい値を指定します。

例 1

この例では、 /var/CSCObacファイルシステムの容量が 80%に達したときに、通知が送信され
るように指定します。

# ./disk_monitor.sh /var/CSCObac 80

データベースのログディスク容量が 80%に達すると、次のうちのいずれかと同様のアラート
が syslogファイルに送信されます。

Dec 7 8:16:06 perf-u80-1 BPR: [ID 702911 local6.warning] File system /var/bpr usage is
81% (threshold is 80%)

例 2

この例では、バックグラウンドプロセスとして disk_monitor.shツールを実行する方法につい
て説明します。コマンドの最後にアンパサンド（&）を指定すると、バックグラウンドでプロ
セスを実行中にすぐに出力を返します。

# ./disk_monitor.sh /var/CSCObac 80 &
1020
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runEventMonitor.shツールの使用
runEventMonitor.shツールを実行して、プライムケーブルプロビジョニングで発生したイベ
ントを表示できます。BPR_HOME/rdu/internal/binディレクトリからこのツールを実行できま
す。

次の表では、イベントモニタから表示可能なイベントのタイプについて説明します。

説明subeventイベント

クライアントアプリケーションが送信したバッ

チが終了したことを表示します。バッチステー

タスが含まれています。

Completionバッチ

サービスクラスがシステムに追加されている

ことを示します。

新規（New）Class Of Service
（サービスクラ

ス）

サービスクラスがシステムに削除されている

ことを示します。

削除される。Class Of Service
（サービスクラ

ス）

設定が生成された日時を示します。生成日時設定

（Configuration）

DPEに一時的に保存されている設定が生成さ
れたことを示します。

コミットされていない生

成

設定

（Configuration）

DPEからコミットされていない設定を破棄す
る必要があることを示します。

コミットされていない

ロールバック

設定

（Configuration）

設定の再生成サービスが有効になっていること

を示します。

イネーブルCRS

設定の再生成サービスが無効になっていること

を示します。

ディセーブルCRS

設定の再生成サービスが一時停止していること

を示します。

Paused（一時停止）CRS

設定の再生成サービスを再開していることを示

します。

ResumedCRS

CRS要求が更新されることを示します。アップデートCRS

CRS要求が削除されることを示します。削除CRS

CRS要求が実行を完了したことを示します。完了CRS
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説明subeventイベント

デバイスがサービスクラスを変更したことを

示します。

変更されたサービスク

ラス

デバイス

デバイスがそのドメイン名を変更したことを示

します。

変更されたドメイン名デバイス

デバイスがそのホスト名を変更したことを示し

ます。

変更されたホスト名デバイス

デバイスがそのデバイスプロパティを変更し

たことを示します。

変更されたデバイスプ

ロパティ

デバイス

デバイスの IPアドレスが変更されたことを示
します。

変更された IPアドレスデバイス

デバイスが削除されることを示します。削除される。デバイス

デバイスから音声サービスが削除されたことを

示します。

削除された音声サービスデバイス

プロビジョニング APIを使用してデバイスが
追加されたことを示します。

プロビジョニングされた

新規デバイス

デバイス

ネットワーク起動時にデバイスが追加されたこ

とをを示します。

プロビジョニングされて

いない新規デバイス

デバイス

音声サービスがデバイスに追加されたことを示

します

新規音声サービスデバイス

デバイスがプロビジョニンググループをロー

ミングしたことを示します。

ローミングデバイス

DHCP条件がシステムに追加されたことを示し
ます。

新規（New）DHCP条件

DHCP基準がシステムから削除されたことを示
します。

削除される。DHCP条件

ファイルがシステムに追加されたことを示しま

す。

追加外部ファイル

ファイルがシステムから削除されたことを示し

ます。

削除される。外部ファイル

ファイルがシステムで置換されたことを示しま

す。

置換済み外部ファイル
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説明subeventイベント

メッセージングシステムのローカルインスタ

ンスの接続が開始することを示します

接続アップメッセージ

メッセージングシステムのローカルインスタ

ンスの接続が停止することを示します。

接続ダウンメッセージ

メッセージングシステムのローカルインスタ

ンスのキューが満杯でありメッセージの廃棄を

開始することを示します。

キューフルメッセージ

プロビジョニンググループが変更されたこと

を示します。

変更プロビジョニング

グループ

RDUまたはDPEに影響する共通のプロパティ
が変更されたことを示します。

[Common Properties]サーバプロパティ

ユーザー、RDU、または DPEのプロパティが
変更されることをを示します。

サーバのデフォルト設定

変更

システム設定

システム設定が変更されたことを示します。System Configuration
Changed

システム設定

デフォルト設定が変更されたことを示します。システムのデフォルト変

更

システム設定

構文の説明

イベントのモニタを実行するには、次のコマンドを入力します。

# /opt/CSCObac/rdu/internal/bin/runEventMonitor.sh [options]

RDU接続パラメータと出力量を指定するオプションが使用されます。次の選択肢があります。

• -noverbose：イベントモニタで内容ではなく発生するイベントタイプのみ表示するように
します。

• -host host：RDUがを配置するホストを指定します。デフォルトは localhostです。
• -username username：RDUホストのユーザー名を指定します。
• -password password：RDUホストのパスワードを指定します。
• -port port：RDUがリスニングするポートを指定します。デフォルトは 49187です。
• -secure：RDUとの通信にセキュアモードを設定します。
• -stopOnDisconnect：RDUから接続解除したイベントモニタリングプロセスを停止しま
す。

• -help：ツールのヘルプを表示します。

イベントモニタ出力の例

If need help, please restart command with '?' parameter.
Verbose mode: true
RDU host: localhost
RDU port: 49187
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Connecting to RDU...ok
Listening for events...
ExternalFileEvent added filename=gold.cm
rev=1014671115124(Mon Feb 25 16:05:15 EST 2002)
source=BPR Provisioning API:BPR Regional Distribution Unit:AddExternalFile command

DeviceEvent newProvDevice ID=1,6,01:02:03:04:05:06
rev=1014671179380(Mon Feb 25 16:06:19 EST 2002)
source=BPR Provisioning API:BPR Regional Distribution Unit:AddIPDevice command IP=null

FQDN=null group=null

rdu.propertiesの使用

Ciscoサポートに問い合わせを行わず、rdu.propertiesを変更しないでください。このファイル
への変更は、RDUに悪影響を与える可能性があります。

注意

Rdu.propertiesファイルには、RDUの動作を指定するさまざまな制御が含まれます。テキスト
エディタを使用してこのファイルを開き、内容を変更して、目的の機能を実行できます。

Rdu.propertiesファイルのオプションを使用して、RDUを設定することができます。これらの
オプションはプライムケーブルプロビジョニング設定によって制御されるか。

BPR_HOME/rdu/confディレクトリの rdu.propertiesファイルで定義されています。デフォルト
の設定パラメータは次の通りです。

• /server/port：非保護モードの RDUのリスニングポートを指定します。デフォルトのポー
ト番号は 49187です。

• /server/secure/port：SSLを使用したセキュアモードで RDUのリスニングポートを指定し
ます。デフォルトのポート番号は 49188です。

• /server/rdu/secure/enabled：RDUとその他のプライムケーブルプロビジョニングコンポー
ネント間の通信がセキュアであるとを指定します。

• /server/rdu/unsecure/enabled：RDUとその他のプライムケーブルプロビジョニングコンポー
ネント間の通信が非セキュアであると指定します。

• /secure/keystore/password：キーストアファイルのキーストアパスワードを指定します。パ
スワードは 6～ 30文字である必要があります。

• /secure/keystore/file：キーストアファイルの場所を指定します。

• /secure/rdu/certificateKeyPassword：キーストアに追加された証明書キーを暗号化するために
使用するパスワードを指定します。

• /rdu/sharedSecret：プライムケーブルプロビジョニングコンポーネントと RDU間の通信
を暗号化するために使用するパスワードを指定します。

• /auth/user/session/limit/enabled = true：ユーザーセッションが有効になっていることを指定
します。ユーザーセッション制限はデフォルトで無効になっており、有効にする必要があ

ります。
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rdu.propertiesファイル内のプロパティを手動で変更するときに、RDUを再起動するようにして
ください。プロパティの変更を有効にするには、RDUを再起動する必要がありま
す。/etc/init.d/bprAgent restart rduコマンドを使用します。

（注）

サンプル rdu.propertiesファイル

cat /opt/CSCObac/rdu/conf/rdu.properties
/server/port=49187
/server/secure/port=49188
/server/rdu/secure/enabled=true
/server/rdu/unsecure/enabled=true
/secure/keystore/password=f2c2060fdbca0e60ae1864adb73155b9
/secure/keystore/file=/opt/CSCObac/lib/security/.keystore
/secure/rdu/certificateKeyPassword=b46411a3f24f08cd090bddd6e55d8de3
/rdu/sharedSecret=fgL7egT9zcYHs

adminui.propertiesの使用
AdminUIを使用する前に、adminui.propertiesファイルを調べます。このファイルには、さまざ
まなインターフェイスの動作を指定する制御が含まれています。

テキストエディタを使用してこのファイルを開き、内容を変更して、目的の機能を実行できま

す。変更を保存した後は、変更を反映するため Admin UIを再起動します。

Admin UIを開始するには、次のように入力します。

# /etc/init.d/bprAgent start adminui

Admin UIを停止するには、次のように入力します。

# /etc/init.d/bprAgent stop adminui

Admin UIを再起動するには、次のように入力します。

# /etc/init.d/bprAgent restart adminui

adminui.propertiesファイルにあるオプションを使用して、AdminUIを設定できます。これらの
オプションはプライムケーブルプロビジョニング設定によって制御されるか。

BPR_HOME/rdu/confディレクトリの adminui.propertiesファイルで定義されています。設定パ
ラメータは次のとおりです。

• /adminui/port：RDUのリスニングポートを指定します。デフォルトのポート番号は 49187
です。

• /adminui/fqdn：RDUを実行しているホストの完全修飾ドメイン名を指定します。デフォル
ト値はホストの FQDNです。例：bac_test.EXAMPLE.COM。

• /adminui/maxReturned：検索結果の最大数を指定します。この値は最大 5000まで設定でき
ます。デフォルト値は 1000です。
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• /adminui/maxDetailsReturned：詳細情報の検索を要求する場合、検索結果の最大数を指定し
ます。デフォルト値でもある最大 1000にこの値を設定できます。

導入されているサーバのメモリが小さいヒープサイズである場

合、maxReturnedおよび maxDetailsReturnedは値の半分になりま
す。たとえば、maxReturnedの値が 5000に設定されている場合、
2500を取得します。

（注）

• /adminui/pageSize：ページあたりに表示される検索結果の数を指定します。この数は、25、
50、75に設定できます。デフォルト値は 25です。

• /adminui/refresh：更新機能が有効または無効かどうか指定します。デフォルトでは、この
オプションは無効になっています。

• /adminui/extensions：プライムケーブルプロビジョニングの拡張機能の使用が有効または
無効になっているか指定します。プライムケーブルプロビジョニングの動作を補完した

り、新しいデバイステクノロジーのサポートを追加したりするには、拡張機能を使用しま

す。デフォルトでは、拡張機能の使用は有効になっています。

• /adminui/maxFileSize：プライムケーブルプロビジョニングにアップロードされたファイ
ルの最大サイズを指定します。デフォルトのファイルサイズは 20 MBです。

• /adminui/refreshRate：画面の更新後に、時間（秒単位）を指定します。デフォルト値は 90
秒です。このオプションの値を設定する前に、/adminui/refreshオプションが有効になって
いることを確認します。

• /adminui/file/extensions：AdminUIがサポートするファイルの拡張子を指定します。デフォ
ルトでサポートされる拡張子は .bin、 .cm、および .jarです。

• /adminui/timeout：アイドルセッションがタイムアウトするまでの時間を指定します。デ
フォルトは 10分です。10分以下の値の場合、アイドルセッションタイムアウとは引き続
き 10分後に発生します。

• /adminui/noOfLines：Admin UIで表示される rdu.logまたは dpe.logからラインの最後の番
号を指定します。表示されるラインのデフォルト数は 250です。

• /adminui/redirectToHttps：Admin UIがHTTPSモードであるかどうかを指定します。デフォ
ルトは trueです。

• /adminui/enableDomainAdministration：セキュリティドメイン（RBAC）がさまざまなエン
ティティに割り当て可能か指定します。tureに設定する場合、[Instance Level Authorization
（インスタンスレベル認証）]チェックボックスが RDUデフォルトページに表示されま
す。デフォルト値は falseです。

サンプル adminui.propertiesファイル

/adminui/port=49187
/adminui/fqdn=doc.example.com

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール

29

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール

adminui.propertiesの使用



/adminui/maxReturned=5000
/adminui/pageSize=25
/adminui/refresh=disabled
/adminui/extensions=enabled
/adminui/maxFileSize=20000000
/adminui/refreshRate=90
/adminui/file/extensions=.bin,.cm,.jar
/adminui/timeout=10
/adminui/noOfLines=250
/adminui/redirectToHttps=false

デフォルトでは、プライムケーブルプロビジョニングはHTTPSですべてのHTTP通信をリダ
イレクトします。HTTPSリダイレクトをバイパスする場合は、adminui.propertiesファイルのプ
ロパティ adminui/redirectToHttpsを falseに設定します。

（注）

verifydb.shツールの使用
このツールでは、データベースの整合性を確認します。リソースを消費する操作であり、RDU
サーバがダウンするか、バックアップのスナップショット時に RDUデータベースで実行する
必要があります。大規模なデータベースの確認は長時間かかる可能性があります。RAMディ
スクの合計使用時間を削減するか、ヒープサイズをより大きな値に設定します。例：

Xms1024M-Xmx2048M。

VerifyDb.shツールは、$BPR_HOME/rdu/internal/db/bin/ディレクトリに存在します。任意のパ
ラメータなしでスクリプトを呼び出すには、アクティブな RDUデータベースを検証します。
この場合、RDUサーバは verifyDb.shツールにダウンして動作する必要があります。

このコマンドを実行するには。

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

ステップ 2 この構文を使用して verifyDb.shコマンドを実行します。

verifyDb.sh options

optionsは次のとおりです。

• -dbdir：検証するデータベースバックアップの場所を指定します。

• -dblogdir：検証するデータベースログの場所を指定します。

• -logdir：検証するログの場所を指定します。

• -help：このヘルプメッセージが表示されます。-helpオプションのみを使用する必要があります。

• -cachesize：MBのメモリキャッシュのサイズを指定します。

• -physical：低レベル DB構造の一貫性を確認します。

• -logical：データの論理の一貫性を確認します。
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論理オプションのサブオプションを次に示します。これらのオプション単独で使用するか組み合わせ

て使用して、-logcal整合性チェックの範囲を絞り込むことができます。

• -attrindexes：属性インデックスを検証します。

• -objects：オブジェクトと関係を検証します。

• -relindexes：関係インデックスを検証します。

• -relayagent：リレーエージェントの関係を検証します。

• -properties：オブジェクトプロパティマップを検証します。

• -cosFileProperty：COS -File関係の問題を検証します。

例：

# $BPR_HOME/rdu/internal/db/bin/verifydb.sh -dbdir /disk1/backup

/disk1/backupは RDUデータベースのバックアップのスナップショットパスです。

データベースを検証中にエラーが発生した場合、Ciscoサポートに連絡してください。（注）

passwordEncryption.shの使用
パスワードの暗号化ツール passwordEncryption.shを使用すると、SHAIを使用してパスワード
の暗号化を有効にできます。このツールはBPR_HOME/rdu/binで使用できます。デフォルトで
は、SHAI暗号化はプライムケーブルプロビジョニングの新規インストールに有効になってい
ますが、以前のバージョンからアップグレードする場合は無効になっています。アップグレー

ド後に暗号化を有効にする場合は、次のコマンドを実行します。

./passwordEncryption.sh -enable

暗号化を有効にすると、プライムケーブルプロビジョニングは 4.0および 4.0.x APIクライア
ントをサポートできません。

SHA1暗号化が有効かどうかを確認するには、コマンドを実行します。
./passwordEncryption.sh -status

changeSSLProperties.shの使用
BPR_HOME/binディレクトリにある changeSSLProperties.shツールを使用して、キー SSL設定
プロパティを変更します。

次の表は、SSL設定を変更するために使用できるさまざまなオプションを示します。
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表 3 : changeSSLProperties.shオプション

Option Parameters説明オプション

[rdu|api|adminui|pws]
[enable/disable]

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-ssl rdu enable

-sslを使用して、RDU、APIク
ライアント、Admin UIまたは
PWSで SSLまたはセキュア接
続を有効または無効にしま

す。Admin UIおよび PWSの
場合、これにより通信の

HTTPSモードを有効または無
効にします。

./changeSSLProperties.sh ssl

[rdu|api| adminui|pws]
[enable/disable]

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-nssl rdu disable

-nsslを使用して、RDU、API
クライアント、Admin UIまた
はPWSで非セキュア接続を有
効または無効にします。Admin
UIおよび PWSの場合、これ
により通信の HTTPモードを
有効または無効にします。

./changeSSLProperties.sh -nssl

[secret]

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-secret changeme

-secretを使用して、RDU、
DPE、PWSの秘密鍵を変更し
ます。

./changeSSLProperties.sh -secret

[rdu|api|adminui|pws]

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-csp rdu

-cspを使用して、RDU、Admin
UI、APIクライアント、PWS
がリッスンするデフォルトの

非セキュアポート番号を変更

します。デフォルトでは、

RDUは 49188でリッスンしま
す。

APIクライアントの場合、コ
マンドはセキュアRDUホスト
すべてを一覧にして、ツール

を使用してこれらのRDUホス
トのポート番号を変更できま

す。

./changeSSLProperties.sh -csp
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Option Parameters説明オプション

[rdu|api|adminui|pws]

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-cnsp rdu

-cnspを使用して、RDU、
AdminUI、APIクライアント、
PWSがリッスンするデフォル
トの非セキュアポート番号を

変更します。デフォルトで

は、RDUは 49187でリッスン
します。

APIクライアントの場合、コ
マンドはセキュアRDUホスト
すべてを一覧にして、ツール

を使用してこれらのRDUホス
トのポート番号を変更できま

す。

./changeSSLProperties.sh -cnsp

（SNS）

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-list n

-listを使用して、セキュアま
たは非セキュアホストを一覧

にします。s引数を使用して、
非セキュアホストにセキュア

ホストおよび nsを一覧にしま
す。

./changeSSLProperties.sh -list

[new location]

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-ckl /opt/CSCObac/lib/
security/.keystore

-cklを使用して、デフォルト
のキーストアの場所を変更し

ます。それぞれのプロパティ

ファイルは、この新しいキー

ストアの場所の更新を取得し

ます。

デフォルトでは、キーストア

はBPR_HOME/lib/securityフォ
ルダに保存されます。

./changeSSLProperties.sh -ckl

[new location]

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-ckp

-ckpを使用して、キーストア
パスワードを変更します。旧

および新規パスワードの入力

を求められます。セキュリ

ティ上の理由により、すべて

のパスワードを求められま

す。

./changeSSLProperties.sh -ckp
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Option Parameters説明オプション

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-utp

utpを使用して、デフォルトの
の truststore（cacerts）パスワー
ドを変更した場合に truststore
パスワードを更新します。こ

のオプションは、関連するプ

ロパティファイルのみを更新

して、cacertsパスワードは変
更されません。Cacertsには他
の信頼できるエントリ/証明書
チェーンを含めることが可能

なため、truststoreのパスワー
ドを変更するオプションはあ

りません。ただし、希望する

場合は java keytoolコマンドを
使用して truststore（cacerts）パ
スワードを変更できます。

./changeSSLProperties.sh utp

[rdu|adminui|pws]

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-cpkp

-cpkpを使用して、RDU、
Admin UIおよび PWSキーを
保存するために使用するパス

ワードを変更します。旧およ

び新規パスワードを求められ

ます。セキュリティ上の理由

により、すべてのパスワード

を求められます。

./changeSSLProperties.sh -cpkp

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-gk

-gkを使用して、キーペア、
公開キー、関連付けられてい

る秘密キーが生成されます。

新規作成した RDUキーペア
は、BPR_HOME/lib/securityの
.keystoreファイルに保存され
ます。次の値はデフォルトで

設定されます（keylength
1024、2年間有効、keyalg
RSA、エイリアス rducert、
storetype JCEKS）。

キーストアおよびキーパス

ワードの両方を入力するよう

に求められます。

./changeSSLProperties.sh -gk

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール

34

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール

changeSSLProperties.shの使用



Option Parameters説明オプション

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-exp

-expを使用して、自己署名し
て証明書をエクスポートしま

す。

このオプションはキーストア

ファイルを検索しRDU証明書
を自己署名し、rootCA.crtおよ
び rootCA.pemファイルを
BPR_HOME/lib/securityフォル
ダにエクスポートします。

./changeSSLProperties.sh -exp

[location form where to import]
[alias]

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-imp

-impを使用して、cacerts
truststoreに証明書をインポー
トして、信頼チェーンを証明

書およびRDU間で確立できま
す。信頼のチェーンを確立で

きない場合、エラーメッセー

ジが表示されます。

CNR-EP場合に、rootCA.pem
ファイルを CNR-EPがインス
トールされているマシンにコ

ピーする必要があります。

ファイルは、

BPR_HOME/bin/securityフォル
ダにコピーする必要がありま

す。

./changeSSLProperties.sh -imp

次に例を示します。

./changeSSLProperties.sh
-help

-helpを使用して、ヘルプのヒ
ントを表示します。

./changeSSLProperties.sh -help

ws-cli.shの使用
SOAPの BPR_HOME/restpws/bin、RESTfulディレクトリの BPR_HOME/restpws/binにある ws
cli.sh ツールを使用して、PWS設定機能の一部を実行できます。

次の表は、ws cliツールの一部であるさまざまなオプションを示します。
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表 4 : WS CLIツール

Option Parameters説明オプション

次に例を示します。

#./ws-cli.sh -ardu test1-host 49187
admin changeme

新しい RDUアカウントを追加するに
は、このオプションを使用します。

-Arduまたは--addrduのどちらかを使用
する可能性があります。

複数の RDUを追加するには同じコマ
ンドを繰り返します。

./ws-cli.sh -ardu,--addrdu <host> <port>
<username> <password>

次に例を示します。

./ws-cli.sh -rrdu bac-test-lnx

既存の RDUアカウントを削除するの
には、このオプションを使用します。

-Rrdu、または --removerduのどちらか
を使用する可能性があります。

./ws-cli.sh -rrdu,--removerdu <host>

次に例を示します。

#./ws-cli.sh -srductest1 -host 49187
admin changeme

ホストおよびポート番号を提供するこ

とで、このオプションを使用して、

RDUユーザー名とパスワードを更新し
ます。

-Srduc、または --setrducredentialsのい
ずれかを使用する可能性があります。

./ws-cli.sh -srduc <host> <port>
<username> <password>

次に例を示します。

#./ws-cli.sh -lrdu test1-host

このオプションを使用して、RDUコマ
ンドを一覧表示します。

-Lrdu、または --listrduのいずれかを使
用する可能性があります。

#./ws-cli.sh -lrdu <host>

次に例を示します。

./ws-cli.sh -ll

このオプションを使用して、すべての

ロガーとその現在の重大度レベルを一

覧表示します。

-Ll、または --listlogのいずれかを使用
する可能性があります。

./ws-cli.sh -ll,--listlog <logger>

次に例を示します。

./ws-cli.sh -lp

このオプションを使用して、すべての

プロパティと値を一覧表示します。

- lpまたは --listpropertyのいずれかを使
用する可能性があります。

./ws-cli.sh -lp,--listproperty <property>

次に例を示します。

./ws-cli.sh -removeproperty
/cache/timeout

このオプションを使用して、指定され

た削除プロパティ -rm、--removeroperty
を削除します。実行中のアプリをトリ

ガして、プロパティをリロードしま

す。

./ws-cli.sh -rm,--removeproperty
<property>
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Option Parameters説明オプション

次に例を示します。

./ws-cli.sh -removeproperty
/cache/timeout

指定したプロパティ

-rp,--reloadpropertyを削除するには、
このオプションを使用します。実行中

のアプリをトリガして、プロパティを

リロードします。

./ws-cli.sh -rp,--reloadproperty <property>

次に例を示します。

./ws-cli.sh -rpd

すべての RDUプロパティ defキャッ
シュをクリアしてリロードします。

./ws-cli.sh -rpd,--reloadpropertydef

次に例を示します。

./ws-cli.sh -sap

変更を保存します。./ws-cli.sh -sap,--saveproperty

次に例を示します。

./ws-cli.sh -sl general=DEBUG

ロガーレベルをエラー、警告、情報、

またはデバッグのいずれかに更新しま

す。

./ws-cli.sh -sl,--setlog <logger=value>

次に例を示します。

./ws-cli.sh -sp /cache/timeout=100

新しいプロパティを追加するか、既存

のプロパティを更新します。

./ws-cli.sh -sp,--setproperty
<property=value>

RDU冗長性を管理してトラブルシューティングするスク
リプト

RDU冗長性をトラブルシューティングして、HAリソースのプロパティを設定するために実行
するスクリプトを次に示します。これらのスクリプトは、冗長モードで RDUがインストール
されている場合にのみ使用できます。これらすべてのスクリプトは、BPR_HOME/agent/HA/bin
の下にあります。

次の表では、RDU冗長性を設定、モニタ、トラブルシューティングするために使用可能なス
クリプトを一覧にしています。

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール

37

プライムケーブルプロビジョニングサポートツール

RDU冗長性を管理してトラブルシューティングするスクリプト



表 5 : RDU冗長性スクリプトの設定

Option ParametersDescriptionオプション

次に例を示します。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
manage_ha_resources.sh stop
res_IPaddr2_1

このスクリプトは、失敗した CRMリ
ソースを停止、開始、および再起動す

るために使用します。それぞれの説明

は次のとおりです。

• res_IPaddr2_1：仮想 IPリソース
• res_Filesystem_1：このファイルシ
ステムは BPR_HOMEを参照しま
す

• res_Filesystem_2：このファイルシ
ステムは BPR_DATAを参照しま
す

• res_Filesystem_3：このファイルシ
ステムはBPR_DBLOGを参照しま
す

• res_bprAgent_1：これは RDU
ウォッチドッグプロセスである

bprAgentのリソースです

BPR_HOME/agent/HA/bin/
manage_ha_resources.sh <stop|start|restart>
<(res_IPaddr2_1/res_VIPArip)|res_Filesystem_1|res_Filesystem_2|res_Filesystem_3|res_bprAgent_1|all>

次に例を示します。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
configure_vip.sh ipaddress
10.105.202.46

このスクリプトは、冗長性のセット

アップのVIPアドレスを設定します。
2個の入力があり最初に新しい VIPア
ドレス、2番目は CIDR値です。これ
は範囲 >0および <=30です。

Local HA: BPR_HOME/agent/HA/bin/
configure_vip.sh <ipaddress> <ipaddress
value> <CIDR> <CIDR value>

GEO HA:
BPR_HOME/agent/HA/bin/configure_vip.sh
<ipaddress> <ipaddress value>

次に例を示します。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
configure_failover_threshold
.sh timeout 60

BPR_HOME/agent/HA/bin/
configure_failover_threshold
.sh threshold 6

このスクリプトは、フェールオーバー

タイムアウト値と冗長性設定の移行の

しきい値を設定します。分単位での時

間を指定する必要があります。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
configure_failover_threshold.sh
<timeout|threshold> <value in mins>

次に例を示します。

BPR_HOME/agent/HA/
bin/set_prefered_ha_location
.sh primary

BPR_HOME/agent/HA/
bin/set_prefered_ha_location
.sh none

このスクリプトは、自動フェールバッ

クのためのプライマリノードまたはセ

カンダリノードのいずれかとして、適

切な場所を設定するために使用しま

す。自動フェールバックを無効にする

には、[none]に設定します。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
set_prefered_ha_location.sh
<primary|secondary|none>
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Option ParametersDescriptionオプション

次に例を示します。

BPR_HOME/agent/HA/
bin/ping_resource_ha.sh
create

BPR_HOME/agent/HA/
bin/ping_resource_ha.sh
update

BPR_HOME/agent/HA/
bin/ping_resource_ha.sh
delete

スクリプトはpingリソースを作成、更
新、削除するためのクラスタを設定

し、外部接続が切断されたときにリ

ソースを移動します。Pingのリソース
を監視するをスペースで区切られた IP
アドレスのリストを要求します。

BPR_HOME/agent/HA/bin/ping_resource_ha.sh
<create|update|delete>

表 6 : RDU冗長性のスクリプト：モニタリング

Option ParametersDescriptionオプション

次に例を示します。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
monitor_ha_cluster.sh
timing-details

CRMリソースステータスの詳細を表
示し、タイミングの詳細はオプション

のパラメータです。提供される場合、

タイミング詳細とともに CMRリソー
スについての完全な概要を表示しま

す。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
monitor_ha_cluster.sh [timing-details]

次に例を示します。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
monitor_fs_sync_status.sh

このスクリプトは、プライマリとセカ

ンダリノード間のファイルシステム

syncupの現在のステータスを表示しま
す。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
monitor_fs_sync_status.sh
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表 7 : RDU冗長性のスクリプト：トラブルシューティング

Option ParametersDescriptionオプション

次に例を示します。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
manage_ha_resources.sh
res_Filesystem_1

このスクリプトは、CRMリソースを
クリーンアップします。パラメータと

してをクリーンアップするリソースの

名前を指定します。移動内ですべての

リソースをクリーンアップするには、

すべてのオプションを使用します。

CRMリソースの場所

• res_IPaddr2_1：仮想 IPリソース
• res_Filesystem_1：このファイルシ
ステムは BPR_HOMEを参照しま
す

• res_Filesystem_2：このファイルシ
ステムは BPR_DATAを参照しま
す

• res_Filesystem_3：このファイルシ
ステムはBPR_DBLOGを参照しま
す

• res_bprAgent_1：これは bprAgent
のリソースが RDUの犬プロセス
ウォッチ

BPR_HOME/agent/HA/bin/
cleanup_ha_resources.sh
<(res_IPaddr2_1/res_VIPArip)|res_Filesystem_1|res_Filesystem_2|res_Filesystem_3|res_bprAgent_1|all>

次に例を示します。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
standby_ha_switch.sh
secondary off

このスクリプトは、セットアップを手

動でトラブルシューティングまたはテ

ストします。このスクリプトを使用し

て、スタンバイとしてプライマリまた

はセカンダリノードを作成できます。

このオプションをオンにしてノードを

スタンバイして、オフにしてオンライ

ンで取得します。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
standby_ha_switch.sh <primary|secondary>
<on|off>

次に例を示します。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
resolve_sb_victim.sh
bprData

split-brainシナリオ中に、サーバに行わ
れる更新を破棄する場合、スクリプト

を実行します。更新を破棄するサーバ

から、スクリプトを実行する必要があ

ります。どのデータを破棄するか指定

し、bprHome、bprData、または bprLog
オプションのいずれかとしてオプショ

ンを提供します。すべての更新を破棄

するには、すべてのオプションを使用

します。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
resolve_sb_victim.sh
<bprHome|bprData|bprLog|all>
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Option ParametersDescriptionオプション

次に例を示します。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
resolve_sb_survivor.sh
bprLog

このスクリプトは、split-brainシナリオ
が存在するとき、ユーザーが更新を取

得する他のサーバから実行する必要が

あります。ユーザーは bprHome、
bprData、または bprLogのいずれかの
オプションを指定する必要がありま

す。

BPR_HOME/agent/HA/bin/
resolve_sb_survivor.sh
<bprHome|bprData|bprLog|all>

deviceReaderツールの使用
DeviceReaderツール（deviceReader.sh）は、RDUデータベースからデバイスの詳細を抽出す
るために使用されます。CoS、DHCP条件などの関連するリソースとともにデバイスオブジェ
クトを読み取り、デフォルトのファイルにデバイス情報を示します。RDUサーバがダウンし
た時に RDUデータベースに対して、または - dbdirおよび - dblogdirオプションで場所を指定
することで RDUデータベースに対してこのツールを使用できます。

この deviceReaderツールは、ファイルのデバイス詳細を保存するオプションを提供し、デバ
イスの詳細を処理するカスタムオプションを提供します。

DeviceReader.shツールは、$BPR_HOME/rdu/internal/db/bin/ディレクトリに存在します。

構文の説明

deviceReader.sh [-file outputfile] [-dbdir dir] [-dblogdir dir]

• -file：出力ファイル名前とデバイスの情報を保存するパスを指定します。デフォルトでは、
出力ファイル（deviceinfo.txt）は現在の作業ディレクトリで生成されます。

• -dbdir：データベースディレクトリのパスを指定します。デフォルトでは、RDUデータ
ベースの場所が使用されます。

• -dblogdir：データベースログディレクトリパスを指定します。デフォルトでは、dbdirオ
プションまたは RDUデータベースの場所を指定したディレクトリが使用されます。

• -help：ツールのヘルプを表示します。

例

# ./deviceReader.sh -dbdir /opt/backup/rdu-backup-20170410-150614/ -file
/opt/result/devicedump.txt

それぞれの説明は次のとおりです。

：/opt/backup/rdu-backup-20170410-150614/はデータベースディレクトリです

：/opt/result/devicedump.txtは出力ファイルとファイルを保存するパスです。
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出力デバイスファイル形式

出力デバイスファイルでは、デバイスプロパティは「I」で区切られて保存されています。

MAC/DUID | OwnerID| Hostname | Domain| ProvGroupName | CoS | DHCPCriteria | docsis_version|
device_serial_number| custom_properties

次に例を示します。

# cat /opt/result/devicedump.txt
000000000211|testowner1|testhost1|testdomain1|chennai|null|null|1.0|000000000211|
/snmp/writeCommunityString|write123|test2|22|test1|11|/snmp/readCommunityString|read123
000000000212|testowner2|testhost2|testdomain2|chennai|null|null|1.0|000000000212|
/snmp/writeCommunityString|write1234|test2|2234|test1|1123|/snmp/readCommunityString|read1234
000000000290|null|null|null|chennai|null|null|null|null
000000000291|null|null|null|chennai|null|null|null|null

デバイスデータの使用状況のカスタマイズ

デフォルトでは、 deviceReaderツールは、ファイル内のデバイスのデータを提供します。こ
のツールでは、要求に応じてデバイスデータ出力もカスタマイズできます。例：データ処理に

おいてデバイスプロパティを必要な形式でリモートサーバ/別のファイルに送信するようにカ
スタマイズされているなど。

データハンドラのカスタマイズ

1. Javaでカスタム DataPrinter実装を記述します。

インターフェイス com.cisco.csrc.db.util.devicereader.DataPrinterを実装します。

// Source code of the interface
package com.cisco.csrc.db.util.devicereader;

import java.util.Map;

/**
* The interface to mandate the methods to be implemented by the custom printer
* implementations
*/
public interface DataPrinter
{

/**
* This method will be invoked while reading each device object from the
* database.
* @param properties the device properties
*/
public void print(Map<String, Object> properties);

/**
* This method will be called the the tool has completed reading all the
* devices. This can be used to close any resources used by the custom
* printer implementations
*/
public void closeConnections();

}

The print method
public void print(Map<String, Object> properties)
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This method exposes the device properties in a Map.
This method will be invoked when each IP device object is read from database by

the tool
The keys for accessing the device device properties are available in

com.cisco.provisioning.cpe.constants.DeviceDetailsKeys.
The keys are same as that of a getDetails() API result

Connection handling
public void closeConnections();
This method will be invoked when the tool has completed.
This can be used to close any resources opened by the custom data printer

implementation

// A sample data printer implementation

package com.test;

import java.util.Map;

/**
* No op printer used for testing
*/
public class MyCusomDataPrinter implements DataPrinter
{

public void print(Map<String, Object> properties)
{

// process the device properties here.
// Eg Write to console
//System.out.println(" CoS "+properties);

}

public void closeConnections()
{

// Optional - handle (if any) connection house keeping here
}

}

2. インターフェイス com.cisco.csrc.db.util.devicereader.DataPrinterを実装し、ツールのクラスパ
スに接続します。

3. カスタムデータリーダーを < BPR_HOME>/rdu/internal/db/bin/devicereader.confで設定でき
ます。たとえば、このファイルでクラスファイルの名前を次に設定します。
device=com.test.MyCusomDataPrinter

ライブ DB圧縮ツールの使用
ライブ DB圧縮ツール（configureDbCompaction .sh）は、RDUを停止することがなく、RDU
データベースを圧縮するために使用します。

プライムケーブルプロビジョニング 6.1以前では、オフラインDB圧縮は次のリンクで説明し
たようにサポートされていました。
https://supportforums.cisco.com/t5/network-infrastructure-documents/db-compression-tech-note-pdf/ta-p/3149689
。
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オフライン圧縮手順を実行するには、RDUサーバをシャットダウンする必要があります。こ
のオフライン圧縮ではRDUサーバの長時間のダウンタイムが必要になるため、RDUサーバの
ダウンタイムを回避する RDU Berkeley DBのライブ圧縮がプライムケーブルプロビジョニン
グ 6.1でサポートされます。

RDUサーバが起動したときに、デフォルトではライブ DB圧縮は無効です。
configureDbCompaction.shを使用してトリガされるライブ DB圧縮は、Berkeley DBの FILL
FACTORで増加します（ライブ圧縮のデフォルトの FILL FACTORは 80%です)。
$BPR_HOME/rdu/internal/db/native/runTool.shは、ライブ圧縮を実行後データベースの FILL
FACTORをチェックするために使用できます。

データベースのバックアップスナップショットに対してや、RDUサーバがダウンしたときに
runTool.shを起動することをお勧めします。

（注）

定期的にライブ圧縮を実行すると、Berkeley DBで再利用されるデータベース内のページが空
き、新規データを書き込みます。ディスク容量は再要求されませんが、ディスク容量の増加が

大幅に少なくなります。したがって、データベースディスクサイズの急激な増加を回避でき

ます。ライブ圧縮が順次実行され（たとえば、毎週 1回）必要な合計時間は 1分未満です。
データベースチェックポイントは、数分かかるDBにコミットされていない変更を同期させる
圧縮直語、すぐにトリガされます。

ディスク容量を再要求するには、オフラインモードで使用できる

$BPR_HOME/rdu/bin/internal/db/binで別のツール runCompactDB.shが提供されます。このツー
ルはオフラインDB圧縮と同様であり、唯一の違いは追加のオプション -reclaimspaceをサポー
トすることです。-Reclaimspaceオプションでこのツールを実行するは、ディスク容量を回復し
ます。このツールで再要求されるディスク容量は、空ではないページが割り当てられる方法に

よって異なります。このツールのファイルシステムに、ファイルの最後のページのみ返されま

す。コンパクトアルゴリズムでは、ファイルの最後のページを空でないことが回避されます

(つまり空きリストに配置されます)空きページファイルシステムに返されるために、データ
ベースのページに 1回をなります。これがDBディスクサイズの増加を避けるため通常のライ
ブ DB圧縮を推奨する理由であり、圧縮は場合によりオンライン DB圧縮ツールとともに使用
可能です。

オンライン DB圧縮ツールが定期的にライブ DB圧縮のスケジューリングをサポートする場合
でも、データベースバックアップを実行後に、定期的な間隔でオンライン DB圧縮の実行を 1
回トリガすることをお勧めします。データは非常に重要でありデータベース操作には最大限の

注意が必要なため、DB圧縮中に予期しない障害が発生した場合でも、このアプローチにより
ユーザーは DBおよび有効なバックアップで制御して復元できます。

オンラインまたはオフラインDB圧縮ツールはDBdump/dbloadユーティリティへの直接交換で
はありません。ユーザーがオンラインまたはオフラインのDB圧縮ツールを定期的に操作しな
い場合、DBdump/dbloadユーティリティはディスク容量を再利用するための最適なツールで
す。一般に、データアクセスのほとんどはキャッシュにより提供される必要があるため、ファ

イルフラグメンテーションまたは低 FILL FACTORはパフォーマンスに大きな影響を与えませ
ん。
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ConfigureDbCompaction .shツールは $BPR_HOME/rdu/bin/ディレクトリにあります。圧縮が
実行されると、圧縮と経過時間のステータスは $BPR_DATA/rdu/db/history.logで確認できます。

1. 上記のサポートフォーラムリンクで前述したように、（db_dumpおよび db_load BDBユー
ティリティ）を使用し始めてから最初のころに、オフライン圧縮を 1回使用することをお
勧めします。これによりDBディスクサイズを削減して、ライブ圧縮でディスク容量の増
加を停止できるようにします。

2. ライブ圧縮を実行する前に、毎回データベースのバックアップを作成することをお勧めし
ます。

（注）

エラー処理：

データベースのバックアップまたはDBログの削除が進行しているときに圧縮が実行される場
合、エラーが発生し終了します。

コミットが実行される場合圧縮プロセスによりDBテーブルの一部をロックするため、その時
点で DB障害バッチを書き込みます。圧縮を進行中に 10/秒以上の書き込みバッチが送信され
る場合、RDU_BUSYが表示される可能性があります。

オンライン圧縮ツールの構文の説明

configureDbCompaction.sh [-show] [-run option] [-interval value] [-fillfactor ff]

• -show：圧縮パラメータの現在値が表示されます。

• -run：このパラメータは、圧縮プロセスを 1回実行する必要があるか、またはスケジュー
ル設定あるいは無効にする必要があるか指定します。有効な値は1、2、3です。デフォル
ト値は 3です。

1 (Once)：圧縮を 1回トリガします。

2 (Schedule)：一定の間隔で圧縮をスケジュールします。

3 (Disable)：圧縮の無効化

• -interva：圧縮プロセスがスケジュールされる間隔を指定します。週の日付が月曜日～日曜
日の日時であり、日の時間が 00～23の値の場合、間隔は「day ofweek:hour of day」です。
デフォルト値は「sunday:00」です。

• -fillfactor：このパラメータは、PAGE FILL FACTORを指定します。有効な値は 1 ~ 100で
す。デフォルト値は 80%です。

• -help：ツールのヘルプを表示します。

例：

1. 1回圧縮を実行します

$BPR_HOME/rdu/bin/configureDbCompaction.sh -run 1
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Please enter RDU username: admin
Please enter RDU password:

Live DB Compaction is enabled to run once.

注意：DB圧縮のステータスについては、$BPR_DATA/rdu/dbディレクトリにあるhistory.log
をチェックします。

2. スケジュールの圧縮

$BPR_HOME/rdu/bin/configureDbCompaction.sh -run 2
Please enter RDU username: admin
Please enter RDU password:

Enter the compaction interval (sunday:0):
monday:02
Live DB Compaction is scheduled to run at regular intervals MONDAY at 02 hrs.

注意：DB圧縮のステータスについては、$BPR_DATA/rdu/dbディレクトリにあるhistory.log
をチェックします。

3. 圧縮間隔の変更

$BPR_HOME/rdu/bin/configureDbCompaction.sh -interval Tuesday:20
Please enter RDU username: admin
Please enter RDU password:

Live Compaction interval set to TUESDAY at 20 hrs.

4. 圧縮の無効化に

$BPR_HOME/rdu/bin/configureDbCompaction.sh -run 3
Please enter RDU username: admin
Please enter RDU password:

Live DB Compaction is disabled.

5. PAGE FILL FACTORの設定

$BPR_HOME/rdu/bin/configureDbCompaction.sh -fillfactor 70
Please enter RDU username: admin
Please enter RDU password:

Fill Factor for Live Compaction set to 70

6. -hepオプションの使用

$BPR_HOME/rdu/bin/configureDbCompaction.sh -help
This tool can be used to configure the DB Compaction parameters. The command line
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syntax for this tool is as follows:
configureDbCompaction.sh [-show] [-run option] [-interval value] [-fillfactor ff]
-show Displays the current values of the compaction parameters
-run An optional parameter to specify whether the Compaction process is
to be run once or scheduled or disabled. Valid values 1,2 and 3.
1 Once Enter 1 to trigger compaction once.
2 Schedule Enter 2 to schedule compaction at regular intervals.
3 Disable Enter 3 to disable compaction.
-interval An optional parameter to provide the interval in which the compaction
process is to be scheduled.

The interval is value is'day of week:hour of day' where day of week
is any day from monday-sunday and hour of day is any value from 00-23.

For example, to schedule compaction every sunday at 1am, it can be
set to 'sunday:01'.
-fillfactor An optional parameter to provide the page fill factor. Valid values
1-100.

オフライン圧縮ツールの構文の説明

runCompactDB.sh[-cachesize mb] [-dbdir dir] [-dblogdir dir] [-fillfactor ff] [-reclaimspace]

• -cachesize:MBのキャッシュサイズを指定するオプションパラメータ。デフォルトのキャッ
シュサイズは 10です。

• -dbdir：データベースディレクトリパスを持つオプションパラメータ。デフォルトでは、
RDUデータベースの場所が使用されます。

• -dblogdir：データベースディレクトリパスを持つオプションパラメータ。デフォルトで
は、-dbdirオプションまたは RDUデータベースの場所を指定したディレクトリが使用さ
れます。

• -fillfactor：PAGE FILL FACTORを提供するオプションパラメータ。

• -reclaimspace：圧縮を実行する際に、ディスク容量の再要求を可能にするオプションパラ
メータ。

ディスク容量を空ける例：

$BPR_HOME//runCompactDB.sh -reclaimspace

------------------------------------
Starting DB Compaction
------------------------------------

Reclaim Disk Space option value: true

Running DB Compaction with a fill factor of 100%

Time Taken for DB Compaction: 286584

Running DB Compaction with a fill factor of 90%
Time Taken for DB Compaction: 164891

Disk Space Reclaimed after compaction in bytes: 24576
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------------------------------------

DPEイベントパブリッシャ
DPEイベントパブリッシャでは、ユーザーがプライムケーブルプロビジョニング DPEで発
生するイベントを表示できます。パブリッシャフレームワークにより、ユーザーの要件に従っ

て DPEイベントパブリッシングをカスタマイズできます。DPEイベントを公開するため、プ
ロデューサ実装にプラグインするオプションを提供し、DPEイベントで次のことが可能になり
ます。

：プロデューサ実装に基づいて、メッセージングシステムに公開します（デフォルトでは、

DPEは Kafkaベースプロデューサ実装を提供します）。

：すべてのリモートサーバに公開します。

：必要な形式のファイルにログインします。

カスタムプロデューサ実装については、下記の『CustomDPEEvent Implementation』セクショ
ンを参照してください。

サンプル実装ファイル SampleEventPublisherImpl.javaは、$BPR_HOME/dpe/samples/event/ディレ
クトリに存在します。

DPEイベントスキーマ：

パブリッシャは、下記で定義された Avroスキーマごとにイベントを送信します。
{
"namespace": "com.cisco.csrc.dpe.events.specific",
"type": "record",
"name": "DpeEvent",
"fields": [

{"name": "dpe_event_id", "type": "int"},
{"name": "event_source", "type": "string"},
{"name": "host_name", "type": "string"},
{"name": "received_time", "type": "string"},
{"name": "display_message_tag", "type": "string"},
{"name": "display_message", "type": "string"},
{"name": "event_data", "type": {"type": "map", "values": "string"}}

]
}

dpe_event_schema.avscスキーマファイルは、$BPR_HOME/dpe/samples/event/ディレクトリに存
在します。

カスタム DPEイベントの実装

カスタム DPEイベントの実装：

1. インターフェイス com.cisco.csrc.dpe.events.ProduceEventを実装することで、カスタムメッ
セージングシステムにイベントを発行する javaで、カスタムプロデューサイベントの実
装を書き込みます。
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// Source code of the interface
package com.cisco.csrc.dpe.events;
import org.apache.commons.io.output.ByteArrayOutputStream;
/**
* The interface to mandate the methods to be implemented by the custom produce event
* implementations
*/
public interface ProduceEvent extends DpeEventConstants
{
/**
* This method will be invoked if DPE event enable to send event.
* @param topic event type represents in DpeEventConstants
* @param event event data represents as avro standard ByteArrayOutputStream
*/

public void eventPublisher(int topic, ByteArrayOutputStream event);
}

EventPublisher方式は、イベントのパブリッシングに Avro標準 ByteArrayOutputStreamの
DPEオブジェクトデータを公開します。ファイル操作、設定/キャッシュ操作、ログ操作、
TFTP操作、デバイスレベル要求操作、ToD要求、SNMPリセット操作など、DPE操作時
にこの方法が呼び出されます。

イベントにアクセスするキーは、$BPR_HOME/dpe/samples/event/ディレクトリに存在する
dpe_event_schema.avscスキーマファイルにあります。

トピックは、イベントタイプを区別するために使用されます。

/** DPERequestEvent */
final public static int DPE_REQUEST_EVENT = 1;
/** FileEvent */
final public static int FILE_EVENT = 2;
/** ConfigurationEvent */
final public static int CONFIGURATION_EVENT = 3;
/** TftpEvent */
final public static int TFTP_EVENT = 4;
/** LogEvent */
final public static int LOG_EVENT = 5;

// A sample produce event implementation
package com.cisco.test.dpeevent;

import org.apache.commons.io.output.ByteArrayOutputStream;
import com.cisco.csrc.dpe.events.ProduceEvent;

public class MyCustomProducerEventImpl implements ProduceEvent
{

@Override
public void eventPublisher(int topic, ByteArrayOutputStream event)
{

// process the event data here.
// Eg Write to console
//System.out.println(" Event Type “ + topic “ : "+ event);
// Or Implement your custom code for any messaging system

}
}

カスタム実装クラスをコンパイルするには、$BPR_HOME/lib/ディレクトリに存在するbpr.jar、
bac-common.jar、bacbase.jar、commons-io.jarを含む必要があります。

（注）
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2. MyCustomProducerEventImpl.javaをコンパイルして、jarファイルとしてバンドルします
（例：dpeevent.jar）。パブリッシャの classpath $BPR_HOME/lib/にバンドルされた jarおよ
びその依存関係を追加します（例：メッセージングシステム依存関係 jars）。

3. カスタムイベントは、$BPR_HOME/dpe/internal/bin/dpeeventmonitor.confで設定できます。
このファイルでクラスファイル名を設定することもできます。例：/dpe/producer/class =
com.cisco.test.dpeevent.MyCustomProducerEventImpl。

4. BPR_CPをエクスポートする前に、$BPR_HOME/bpr_definitions.shの BPR_CP変数に jarと
その依存関係のパスを追加します。

BPR_JAVA = $BPR_HOME/jre/bin/java

BPR_CP=$BPR_CP:$BPR_HOME/lib/dpeevent.jar:$BPR_HOME/lib/dependentJar1.jar:$BPR_HOME/lib/dependentJar2.jar:。

5. DPEを再起動します。

6. CLIを使用して DPEイベントモニタを有効にするには、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の『Event System Management Commands』章を参
照してください。

7. 有効なイベントタイプに基づき、DPEイベントはカスタムの実装のメッセージングシス
テムに公開されます。

DPEイベントモニタ CLIコマンド

プライムケーブルプロビジョニングはDPEサーバからイベントメッセージを生成し、カスタ
ムメッセージングシステムを使用して公開します。DPEサーバで発生したイベントメッセー
ジは、設定で有効になっているイベントタイプに基づいています。CLIコマンドを使用して、
イベントモニタおよびイベントタイプを有効/無効にできます。

イベントタイプおよび説明

次の表では、DPEイベントモニタから表示可能なイベントのタイプについて説明します。
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Descriptionイベントタイプイベント ID

デバイス要求

•プロビジョニンググループのデバ
イスに対するキャッシュされてい

ない設定をデバイスに送信しま

す。

•プロビジョニンググループのデバ
イスに対する設定をデバイスに送

信します。

ToD要求

•デバイスから日要求の UDP時間
を受信します。

• ToD成功/失敗。

SNMPリセット

•デバイスのSNMPデバイスリセッ
トを処理します。

•デバイスのSNMPリセットを正常
に送信します。

要求イベント1

• RDUからファイルを受信します。
• RDUから更新ファイルを受信しま
す。

•キャッシュからファイルを削除し
ます。

ファイルイベント2

• RDUからデバイスの設定を受信し
ます。

• RDUからデバイスの更新設定を受
信します。

•キャッシュからデバイスの設定を
削除します。

•デバイス属性ダンププロセスを完
了します

設定イベント3

•ファイルのデバイスから TFTP
[read]を受信します。

•ファイルのデバイスから [read]要
求の処理を完了します。

• TFTPの例外。

TFTPイベント4
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Descriptionイベントタイプイベント ID

•イベントとしてDPEログを送信し
ます。

• DPEログレベルに応じてイベント
としてログを送信します。

ログイベント5

1. クレデンシャルを使用して Telnetにログインします。

2. CLIコマンドを使用して DPEイベントモニタを有効にします。dpeイベントモニタ。

3. さまざまなイベントレベルを有効/無効にするには、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の『Event System Management Commands』章を参照し
てください。

イベントを有効/無効にした後、DPEサービスを再起動する必要はありません。（注）

サンプル DPEイベント

サンプル DPEイベントを使用するには（必要なソフトウェアは kafkaおよび scala）：

1. 次に示すように、デフォルト設定で kafkaおよび zookeeperサーバを起動します。
nohup ./zookeeper-server-start.sh ../config/zookeeper.properties > zoo.out &

nohup ./kafka-server-start.sh ../config/server.properties > kafka.out &

2. サーバのステータスを確認するには：
ps -ef | grep zookeeper

ps -ef | grep kafka

3. Telnetコマンドを使用してDPEイベントプロパティ（モニタ、ファイル、ログ、設定、要
求、tftp）を有効にします。

4. サンプル DPEイベントは、イベントを localhost:2181ポートにトピック dpeeventで送信し
ます。公開済みのイベントを使用するには：

./kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic dpeevent
--from-beginning

5. コンシューマが異なるサーバにある場合、公開されたイベントを使用するには：
./kafka-console-consumer.sh --zookeeper pcp-lnx-xx:2181 --topic dpeevent
--from-beginning

出力の例

統合を完了します。カスタムメッセージングシステムで公開済みのイベントを表示できます。

サンプル出力の例
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{
"dpe_event_id" : 1,
"event_source" : "DPE_REQUEST_EVENT",
"host_name" : "pcp-lnx-90",
"received_time" : "2018-10-15 04:49:55,955 IST",
"mnemonic_tag" : "0112",
"display_message" : "Sending configuration for device [1,6,11:00:00:00:00:10] in

provisioning group [default] to [10.78.109.52:55946]. Time since request received [2
ms]. Rate [0.017/s over 1 min].",
"event_data" : {
"device_id" : "1,6,11:00:00:00:00:10",
"provisioning_group" : "default",
"event_message" : "Protocol Version=13, Type=CONFIGURATION_REQUEST, Transaction

ID=1533394698, Device ID=1,6,11:00:00:00:00:10, Prov Group=default",
"inet_address" : "10.78.109.52:55946"

}
}
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