
トラブルシューティング

Cisco Prime Infrastructureは、エンドユーザのネットワークアクセスをモニタリングしてトラブ
ルシューティングするために以下の高度な機能を備えています。

以下の項では、いくつかの一般的なトラブルシューティングタスクについて説明します。

•シスコサポートコミュニティとテクニカルアシスタンスセンター（TAC）から支援を受
ける（1ページ）

•ユーザの問題に関するトラブルシューティング（3ページ）
•アプリケーションとそのパフォーマンスのモニタ（7ページ）
•ワイヤレスデバイスのパフォーマンスの問題のトラブルシューティング（7ページ）
•物理および仮想データセンターコンポーネントの根本原因およびインパクト分析（8
ページ）

シスコサポートコミュニティとテクニカルアシスタン

スセンター（TAC）から支援を受ける
•シスコサポートケースの登録（1ページ）
•シスコサポートコミュニティへの参加（2ページ）

シスコサポートケースの登録

Web GUIからサポートケースを登録すると、Prime Infrastructureではデバイスから取得できる
情報が、このケースフォームに自動的に読み込まれます。これには、デバイスの技術的な詳

細、デバイスでの設定変更、および過去 24時間以内に発生したすべてのデバイスイベントな
どがあります。また、ケースに各自のファイルを添付することもできます。

始める前に

次の状況では、Web GUIでサポートケースを登録できます。
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•管理者により、ユーザがこの作業を実行できるように Prime Infrastructureが設定されてい
る。『Cisco Prime Infrastructure Administrator Guide』の「Set Up Defaults for Cisco Support
Requests」を参照してください。

• Prime Infrastructureサーバがインターネットに直接接続しているか、またはプロキシサー
バ経由で接続している。

• Cisco.comのユーザ名とパスワードがある。

ステップ 1 次のいずれかを実行します。

• [モニタ（Monitor）]> [モニタリングツール（MonitoringTools）]> [アラームおよびイベント（Alarms
and Events）]の順に選択します。アラームを 1つクリックし、[トラブルシュート（Troubleshoot）] >
[サポートケース（Support Case）]を選択します。[トラブルシュート（Troubleshoot）]ボタンが表示
されない場合は、ブラウザウィンドウを拡大します。

• [デバイス 360（Device 360）]ビューで、次の手順に従います。デバイスの IPアドレスの上にマウスを
移動し、情報アイコンをクリックします。[アクション（Actions）]ドロップダウンメニューから [サ
ポートリクエスト（Support Request）]を選択します。

ステップ 2 Cisco.comユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 3 [作成（Create）]をクリックします。Prime Infrastructureは、デバイスから取得したデータをフォームに読
み込みます。

ステップ 4 （オプション）組織のトラブルチケットシステムに対応したトラッキング番号を入力します。

ステップ 5 [次へ（Next）]をクリックして、問題の説明を入力します。

Prime Infrastructureでは、デバイスから取得したデータがフォーム読み込まれ、必要なサポートドキュメン
トが自動的に生成されます。

必要に応じて、ローカルマシンからファイルをアップロードします。

ステップ 6 [サービスリクエストの作成（Create Service Request）]をクリックします。

シスコサポートコミュニティへの参加

オンラインシスコサポートコミュニティ内のディスカッションフォーラムにアクセスして、

参加できます。Cisco.comのユーザ名とパスワードが必要です。

ステップ 1 次のいずれかを実行します。

• [Monitor] [>] [Monitoring Tools] [>] [Alarms and Events]に移動します。いずれかのアラームをクリッ
クし、Troubleshoot > Support Forumを選択します。[Troubleshoot]ボタンが表示されない場合は、ブ
ラウザウィンドウの幅を広げてください。
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• [デバイス 360（Device 360）]ビューで、次の手順に従います。デバイスの IPアドレスの上にマウスを
移動し、情報アイコンをクリックします。[アクション（Actions）]ドロップダウンメニューから、[サ
ポートコミュニティ（Support Community）]を選択します。

ステップ 2 シスコサポートコミュニティフォーラムのページで、必要な情報を見つけるための検索パラメータを入
力します。

ユーザの問題に関するトラブルシューティング
[ユーザ 360°ビュー（User 360° View）]を使用して、ユーザから報告された問題をトラブル
シューティングできます。

ステップ 1 任意のページの [検索（Search）]フィールドで、エンドユーザの名前を入力します。

ステップ 2 [検索結果（Search Results）]ウィンドウで、[ユーザ名（User Name）]列のエンドユーザ名にマウスカーソ
ルを移動し、[ユーザ 360度ビュー（User 360° View）]アイコンをクリックします。[ユーザ360度ビュー
（User 360° View）]からのユーザ詳細の取得を参照してください。

ステップ 3 表示された [ユーザ 360度ビュー（User 360° View）]で、次のテーブルで説明する情報を使用して問題の発
生個所を特定します。
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その他の情報ユーザ 360°ビューでクリックする
項目

収集するデータ

リンクをクリックすると追加情報

が表示されます。たとえば、ISE
を起動するには [Authorization
Profile]リンクをクリックします。

エンドユーザが適切なポリシーカ

テゴリに関連付けられていない場

合は、（ISE管理者、ヘルプ技術
者などに）問題を引き継ぐか、

Prime Infrastructureの外部でアク
ションを実行して、ユーザが現在

のポリシーカテゴリ（許可プロ

ファイル）に分類されている理由

を調査できます。

認証エラーの兆候を調べます（認

証の失敗は、パスワードの期限切

れなど、さまざまな原因で発生し

ます）。認証エラーは視覚的に表

示されるので、認証エラーに関連

する詳細を確認できます。この時

点で、（ISE管理者、ヘルプテク
ニカルなどに）問題を引き渡すこ

とが必要になる場合があります。

[ユーザ 360°ビュー（User 360°
View）]の上部にあるデバイスア
イコンをクリックします。

ユーザが接続しているデバイスに

関する情報（エンドポイント、場

所、接続、セッション情報な

ど）。

[クライアントのトラブルシュート
（Troubleshoot Client）]アイコン

（ ）をクリックして、クライア

ントのトラブルシューティングに

移動します。

[User 360° View]の上部にあるデバ
イスアイコンをクリックし、

[Alarms]タブをクリックします。

ユーザが接続しているデバイスに

関連するアラーム

トラブルシューティング
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その他の情報ユーザ 360°ビューでクリックする
項目

収集するデータ

特定ユーザのフィルタリングした

エンドユーザデータを表示するに

は、アプリケーションをクリック

します。

アプリケーションの詳細情報を表

示するには、[ダッシュボード
（Dashboard）] > [パフォーマンス
（Performance）]> [アプリケーショ
ン（Application）]を選択します。

エンドユーザが消費しているアプ

リケーションの帯域幅使用率（カ

ンバセーションで消費される帯域

幅）など、アプリケーションに関

する詳細情報を表示するには、

[ダッシュボード（Dashboard）] >
[パフォーマンス（Performance）]
> [アプリケーション
（Application）]を選択します。

この機能を使用するため

の要件：

（注）

• ISEサーバとの統合
（エンドポイント情

報にアクセスするた

め）。

•有線セッションの場
合は、AAAアカウ
ンティング情報が

ISEに送信されるこ
と。

•セッション情報
（NetFlow/NAM
データ、保証ライセ

ンス）が使用可能で

あること。

[User 360° View]の上部にあるデバ
イスアイコンをクリックし、

[Applications]タブをクリックしま
す。

ユーザが接続しているデバイスで

実行中のアプリケーションとサイ

トの帯域幅使用率
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その他の情報ユーザ 360°ビューでクリックする
項目

収集するデータ

次のいずれかを選択して表示でき

ます。

•サイトのアクティブアラーム
のリスト

•すべてのサイトデバイスのリ
スト（アラーム表示付き）

•サイトのトポロジマップ（ア
ラーム表示付き）

サイトの問題が検出済みの場合

は、サイトロケーションの横にア

ラームアイコンが表示されます。

そのサイトに関連するアラームを

すべて表示するには、アイコンを

クリックします。

問題が検出済みで、トラブル

シューティングを続行することが

適切でない場合は、現状を記録し

て、次の段階のサポートに引き渡

すだけで十分です。クライアント

の詳細なトラブルシューティング

を続行する場合は、[ユーザ360度
ビュー（User 360° View）]を終了
し、クライアントとユーザの完全

なトラブルシューティングページ

を起動します（[モニタ
（Monitor）] > [モニタリングツー
ル（Monitoring Tools）] > [クライ
アントおよびユーザ（Clients and
Users）]を選択）。

ユーザ 360°ビューの上部にあるデ
バイスアイコンをクリックし、[ア
ラーム（Alarms）]タブをクリック
します。

サイトのネットワークデバイスに

関する情報

[クライアントの詳細に移動（Go
to Client Details）]アイコンをク
リックします。

ユーザ 360°ビューの上部にあるデ
バイスアイコンをクリックし、[ア
ラーム（Alarms）]タブをクリック
します。

ネットワーク接続デバイスに関す

る情報

トラブルシューティング
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アプリケーションとそのパフォーマンスのモニタ
エンドユーザがネットワーク上で実行している特定のアプリケーションに関連する問題がない

かどうか、その兆候を調べるには次の手順を実行します。

はじめる前に

この機能を使用するための要件：

• ISEサーバとの統合（エンドポイント情報にアクセスするため）。
•セッション情報（NetFlow/NAMデータ、保証ライセンス）が使用可能であること。

ステップ 1 エンドユーザがアクセスしているアプリケーション、およびそのユーザのデバイスに対するアプリケー
ションの応答時間を表示するには、ユーザの [ユーザの 360°ビュー（User 360° View）]を開き、[アプリ
ケーション（Applications）]タブをクリックします。

ステップ 2 このタブには、次の情報が表示されます。

1. エンドポイント（Endpoint）

2. MACアドレス（Mac address）

3. Application

4. 直近 1時間のボリューム（MB単位）

アプリケーションの詳細情報を表示するには、[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス
（Performance）] > [アプリケーション（Application）]を選択します。

ワイヤレスデバイスのパフォーマンスの問題のトラブル

シューティング
エンドユーザからワイヤレスデバイスの問題が報告された場合は、[Site]ダッシュボードを使
用して、問題が発生している APを判別できます。

はじめる前に

この機能を使用するには、セッション情報（Netflow/NAMデータ、保証ライセンス）が使用可
能である必要があります。

ステップ 1 [Dashboard] > [Performance] > [Site]を選択して、問題が発生したクライアントが属するサイトを表示しま
す。

ステップ 2 このサイトの問題が発生している APを表示するには、[設定（Settings）]アイコンをクリックし、[最もビ
ジーなアクセスポイント（Busiest Access Points）]の横にある [追加（Add）]をクリックします。
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ステップ 3 [Busiest Access Points]ダッシュレットまでスクロールダウンします。次の操作が可能です。

1. デバイスの上にマウスを移動すると、デバイス情報が表示されます。[デバイス360度ビュー（Device
360° View）]からのデバイス詳細の取得を参照してください。

2. AP名をクリックして [AP]ダッシュボードに移動すると、APフィルタリングオプションを使ってクラ
イアント数やチャネル使用率などのAPの詳細を表示できます。さらに、保証ライセンスを所有してい
る場合は、上位 N個のクライアントと上位 N個のアプリケーションも表示できます。

• APの SNMPポーリングに基づく使用率。
• Assurance NetFlowデータに基づくボリューム情報（保証ライセンスがある場合）。たとえば、APご
とのトラフィック量を表示できます。

物理および仮想データセンターコンポーネントの根本原

因およびインパクト分析
物理サーバは、Prime Infrastructureによって管理されている UCS Bシリーズおよび Cシリーズ
サーバのリストを表示します。また、これらのサーバで稼動しているホスト/ハイパーバイザ
も表示されます（ただし対応する vCenterが追加されている場合のみ）。

Cisco UCS Server Schematicは、UCSデバイスの完全なアーキテクチャを表示します。[概略図
（Schematic）]タブに拡大可能なグラフが表示され、シャーシやブレードなど、UCSデバイス
のさまざまな要素が示されます。シャーシまたはブレードの横にある動作ステータスアイコン

にマウスを移動すると、要素の概要を表示できます。また、各要素（シャーシまたはブレー

ド）を記号化した動作ステータスアイコンをクリックすると、後続の接続が表示されます。ホ

ストとその VMが Prime Infrastructureによって管理されている場合は、動作ステータスアイコ
ンをクリックすると、それらとの接続を確認できます。[概略図（Schematic）]ビューには、
データセンターコンポーネントの動作ステータスと関連アラームもまた表示されます。これら

を使用してアプリケーション配信エラーの根本原因をトレースし、Cisco UCSデバイスのUCS
ハードウェア問題を特定することができます。

UCSデバイスのハードウェアの問題のトラブルシューティング
アプリケーション配信エラーの根本原因をトレースして、Cisco UCS Bシリーズや Cシリーズ
サーバの UCSハードウェアの問題を特定するには、次の手順を実行します。ファブリックイ
ンターコネクトポート、シャーシまたはブレードのいずれに問題があるかを特定できます。

UCSシャーシ、ブレードサーバ、ファブリックインターコネクトポートにおける問題を特定
するには：

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [コンピューティングデバイス
（Compute Devices）]を選択します。
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ステップ 2 [コンピューティングデバイス（Compute Devices）]ペインで [Cisco UCSサーバ（Cisco UCS Servers）]
を選択します。

ステップ 3 [Cisco UCSサーバ（Cisco UCS Servers）]ペインで、障害がある UCSデバイスをクリックして [概略図
（Schematic）]タブを開き、UCSシャーシとブレードの相互接続、シャーシおよびブレードサーバのアッ
プ/ダウンステータスを表示します。障害があるシャーシまたはブレードサーバ名にマウスを重ねて、
要素の [クイックサマリ（Quick Summary）]を表示します。

障害があるシャーシまたはブレードサーバの詳細情報を表示するには、[360度表示（View 360）]をク
リックします。

ステップ 4 [シャーシ（Chassis）]タブをクリックして、障害があるシャーシの名前の上にマウスカーソルを移動し、
情報アイコンをクリックして [シャーシ 360度ビュー（chassis 360° view）]を起動し、電源装置とファン
モジュールのアップ/ダウンステータスを表示します。

ステップ 5 [サーバ（Servers）]タブをクリックして、障害があるブレードサーバの名前の上にマウスカーソルを移
動し、情報アイコンをクリックして [サーバ 360度ビュー（Server 360° View）]を起動します。

[サーバ 360°ビュー（Server 360° View）]には、プロセッサの数、メモリ容量、アダプタのアップ/ダウン
ステータス、ネットワークインターフェイスカード（NIC）、ホストバスアダプタ（HBA）およびサー
ビスプロファイルなど、ブレードサーバの詳細情報が表示されます。

ステップ 6 [ネットワーク（Network）]タブをクリックし、ポートチャネル、イーサネットインターフェイス、
vEthernet、vFabricチャネルなど、ファブリックインターコネクトのネットワークインターフェイス全体
の詳細を表示します。

ステップ 7 [IOモジュール（IOModules）]タブをクリックし、バックプレーンポートとファブリックポートの動作
ステータスを表示します。

ステップ 8 [サービスプロファイル（Service Profile）]タブをクリックすると、サービスに影響を与えるハードウェ
アの障害が表示されます。

ステップ 9 左側の [サービスプロファイル（Service Profile）]ペインで、展開アイコンをクリックしてサービスプロ
ファイルを表示します。

ステップ 10 サービスプロファイルに対応する情報アイコンをクリックし、そのサービスプロファイルのアラーム重

大度レベルを表示します。

ステップ 11 左側の [サービスプロファイル（Service Profile）]ペインで障害があるサービスプロファイルをクリック
し、[サービスプロファイル（Service Profile）]テーブルを表示します。ここにはプロファイル名、サー
ビスプロファイルテンプレート、サーバ、全体のステータス、関連付けられたステータスおよび関連付

けられたアラームが表示されます。

ステップ 12 [サービスプロファイル（Service Profile）]テーブルでプロファイル名に対応する情報アイコンをクリッ
クすると、サービスプロファイルの基本の概要情報を示す [サービスプロファイル 360°ビュー（Service
Profile 360° view）]が起動します。

ファブリックインターコネクトポートでの帯域幅の問題の特定

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）]を選択します。

トラブルシューティング
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ステップ 2 [All Devices]ペインで障害がある UCSデバイスをクリックします。

ステップ 3 ファブリックインターコネクトスイッチに対応する展開アイコンをクリックします。

ステップ 4 [固定モジュール（FixedModules）]をクリックし、ファブリックインターコネクトポートの動作ステータ
スを表示します。

ステップ 5 [Interfaces]をクリックし、ファブリックインターコネクトポートとインターフェイスの動作ステータスを
表示します。これは、[Compute Devices]ページの [Network]タブで表示されるファブリックインターコネ
クトポートとインターフェイスの動作ステータスと同じです。

UCSデバイスの帯域幅の問題のトラブルシューティング
[Overview]および [Performance]ダッシュボードの [Top-N Interface Utilization]ダッシュレット
を使用すると、ファブリックインターコネクトポートまたはファブリックインターコネクト

ポートグループの詳細を表示できます。ファブリックインターコネクトをUCSシャーシに接
続するポートでの過剰な帯域幅使用が、CiscoUCSの低速化などのアプリケーションパフォー
マンスの問題を引き起こしているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

帯域幅使用率の詳細を表示するには、ファブリックインターコネクトポートグループを作成

し、ダッシュレットでそのポートグループを選択することを推奨します。

ファブリックインターコネクトポートでの過剰な帯域幅使用を確認するには：

ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [インターフェイス（Interface）]を選
択し、[インターフェイス（Interface）]ドロップダウンリストからUCSデバイスインターフェイスを選択
します。

または

[Dashboard] > [Overview] > [Network Interface]を選択します。

ステップ 2 示されているように [設定（Settings）]アイコンをクリックし、[ダッシュレットを追加（Add Dashlets）]
を選択します。

ステップ 3 [トップNのインターフェイス使用率（TopN InterfaceUtilization）]ダッシュレットを選択し、[追加（Add）]
をクリックします。

ステップ 4 ファブリックインターコネクトポートグループが作成済みの場合は、次の手順を実行します。

a) [トップ Nのインターフェイス使用率（Top N Interface Utilization）]ダッシュレットで [ダッシュレット
オプション（Dashlet Options）]アイコンをクリックします。

b) [ポートグループ（Port Group）]でファブリックインターコネクトポートグループを選択し、[保存し
て閉じる（Save and Close）]をクリックします。

[トップ Nのインターフェイス使用率（Top N Interface Utilization）]ダッシュレットに、使用率が最大
のインターフェイスのリストが表示されます。また、このダッシュレットには、ファブリックインター

コネクトポートの平均データ送受信と最大データ送受信の詳細も表示されます。

トラブルシューティング
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