
VMSの問題のトラブルシューティング

問題のトラブルシューティングを行うには、症状を明確にし、症状を引き起こしうる問題すべ

てを洗い出してから、症状が消えるまで、その潜在的な問題を（最も起こりやすいものから最

も起こりにくいものまで）それぞれ体系的に排除します。

次の手順は、問題解決プロセスで使用するガイドラインを示しています。

•問題を分析し、明確に問題を記述したものを作成します。症状と潜在的な原因を定義しま
す。

•潜在的な原因を特定するための事実を収集します。

•収集した事実を元に、潜在的な原因を検証します。

ここでは、問題、考えられる原因、推奨処置、および該当する場合はエラーメッセージについ

て説明します。

•プロビジョニング時に注文が失敗する（1ページ）
•注文に障害が発生したことを知らせるエラーメッセージ（2ページ）
•サービス注文の失敗（2ページ）
•誤ったシリアル番号のためにデバイス登録が失敗する（3ページ）
•誤った CPE Day -1構成のためにデバイス登録が失敗する（3ページ）
• CPEのパスワードを取得する（4ページ）
•物理 CPEまたは仮想 CPEのステータス（5ページ）
•コアデータの表示（5ページ）
•誤った CPE Day -1構成のためにデバイス登録が失敗する（6ページ）

プロビジョニング時に注文が失敗する

問題

注文を行い、注文がプロビジョニングの段階に進みますが、プロビジョニング時に失敗しま

す。VMSサービスインターフェイスには、注文のプロビジョニングが失敗したことが示され
ます。
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ソリューション

1. テナントイベントログの UIをレビューして、エラーが初期の検証ではなく、プロビジョ
ニング時に発生していることを確認します。

2. テナントユーザは、サービスプロバイダのオペレータにこの問題を報告する必要があり
ます。

システムは、接続解除されたデバイスをもう一度接続した場合でも、自己復旧はしません。（注）

3. サービスプロバイダのオペレータは、直接 NSOにログインして、問題を修正する必要が
あります。

•正常に機能しないデバイスがオフラインになっていることを確認します。

•プロビジョニング操作をやり直します。

NSOのプロビジョニング処理が正常に完了した場合には、正しい通知がノースバウンドイン
ターフェイスに送信され、VMSのサービスインターフェイスをプロビジョニング済みの状態
にリセットします。

注文に障害が発生したことを知らせるエラーメッセージ

問題

注文を行い、注文に障害が発生したメッセージをすぐに受け取った場合（NSOの最初のレベル
の呼び出しに失敗したため）、注文に失敗したということです。

ソリューション

1. テナントイベントログを確認し、NSOの最初のレベルの呼び出しに障害が発生したため、
エラーが発生します。

2. VMサービスインターフェイスから、注文を削除します。

3. 新しい注文を行います。

サービス注文の失敗

問題

サービスの注文を試みたのに、サービスの注文が失敗します。
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ソリューション

•マイクロサービスがすべて動作していることを確認します。

•オーケストレーションマイクロサービスが NSOに適切なプロバイダ名を送信することを
確認します。管理者として[Settings]に移動して、[ProviderName]が正しく入力されている
ことを確認します。

• NSO netconf-north.logを確認します。違った場合は、VMSポータルと NSO間の接続を確
認します。

誤ったシリアル番号のためにデバイス登録が失敗する

問題

テナントのユーザが登録時に誤ったシリアル番号を入力すると、デバイスはPnPサーバで登録
されませんが、エラーも返されません。

NSO PnPサーバゼロタッチプロビジョニング次の用の動作します:

•テナントユーザはデバイスに対してデバイスのシリアル番号を入力します。これはデバイ
スをテナント、サイト、およびデバイスに関連付けるので、VMSはどのようなタイプの
設定がデバイスにプッシュされるかを知ることができます。

•接続されたデバイスは PnPサーバに対して Call Homeを実行し、自らを登録し、PnPサー
バが設定をプッシュしてくるのを待機します。

これらのイベントは任意の順序で発生するものであり、テナントユーザが PnPサーバに対し
て Call Homeを行っていないシリアル番号で登録を行うと、サーバはデバイスが PnPサーバを
呼び出すのを待機します。デバイスが (シリアル番号が誤っているために)呼び出しを行わない
と、PnPはずっと待機を続けます。

ソリューション

テナントユーザは、正しいシリアル番号でデバイスを登録する必要があります。詳細について

は、cisco.comのサービスパックガイドを参照してください。

誤った CPE Day -1構成のためにデバイス登録が失敗する

問題

サービスを注文すると、サイト用のデバイスからサービスが構成されます。これらのデバイス

は、VMSサービスインターフェイスに登録する必要があります。詳細については、デバイス
の登録を参照してください。
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デバイスを PnPサーバに登録することが失敗した場合、CPEの Day -1設定で、PnPサーバへ
の Call Homeが許可されているか確認する必要があります。

ソリューション

1. デバイスにログインし、デバイスがどの PNPサーバに接続されているか確認します。

2. show run | s pnpコマンドを実行して、このデバイスが通信している現在の PnPサーバをリ
ストにして表示し、出力を調べます:
Router#show run | s pnp pnp
Router#profile zero-touch transport https ipv4 <IP address> port 443 remotecert ncs

3. PNPサーバの IPアドレスを変更するには、設定モードに切り替えます。
Router#config terminal
Router(config)#

4. 手順 2oでの出力テキストを、IPアドレスを新しいものに置き換えて、入力します。
Router(config)#pnp profile zero-touchtransport https ipv4 <IP address> port 443
remotecert ncs

5. ルータ (config-pnp-init)モードを終了してから、ルータ (config)モードを終了します。

6. 次のコマンドを実行して、設定をフラッシュ設定にコピーします:
Router#copy running-config flash:day--1-config
Destination filename [day--1-config]?
%Warning:There is a file already existing with this name
Do you want to over write? [confirm]
4609 bytes copied in 0.876 secs (5261 bytes/sec)

CPEのパスワードを取得する
CPEが True/True/True状態である場合は、NSOから CPEに SSHで接続することが可能です。
必要な情報 (CPE管理 IPアドレス、ユーザ名、パスワード)は、下の図のように、NSOで show

pnp-state deviceコマンドを実行することによって取得できます。

admin@vms-ncs-sm> show pnp-state device XXX194326WW
pnp-state device XXX194326WW
udi PID:C881-K9,VID:V01,SN:XXX194326WW
device-info 15.5(3)M1
ip-address 11.156.141.167
mgmt-ip 10.254.0.29
port 22
name cpe-XXX194326WW
username admin
password cpe_password
sec-password cpe_password
salt ABCD
remote-node vms-ncs-dm
wan-interface FastEthernet4
lan-interface FastEthernet0
configured true
request backoff
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added true
synced true
is-netsim false
need-clean false
pending-exec ""
last-contact 2015-12-09 01:53:33
last-clean 0
[ok][2015-12-09 01:54:14]

NSOからCPEへ SSHセッションを確立します。

admin@vms-ncs-sm> ssh 10.254.0.29
Password:cpe_password
router line 11
router#

物理 CPEまたは仮想 CPEのステータス
CPEのステータスを確認するには、次のコマンドを実行します。

admin@ncs-sm> show pnp list
SERIAL IP ADDRESS CONFIGURED ADDED SYNCED LAST CONTACT
-------------------------------------------------------------------------------
FJC2012A29P 11.255.255.35 false false false 2016-06-08 16:16:28
FJC2013L1SZ 11.255.255.42 false false false 2016-06-08 16:17:13
FJC2020L11L 11.255.255.25 false false false 2016-06-06 16:27:12

CONFIGURED: Day-0 config. Pushed onto CPE device
ADDED: CPE device is added into NCS
SYNCED: Service configs pushed into device

コアデータの表示
ファイアウォール、ルータや同様のCloudVPNコンポーネントのプロビジョニングが行われた
かどうかをチェックする必要がある場合には、次のようにshow core-dataコマンドを実行でき

ます。次に示すのは、Cloud VPN Advanced Service with Web Securityの場合の例です:

admin@ncs-sm% show core-data eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-1
offering CVPN;
service-type FULL;
provider vms-ottpod1;
tenant eb272672-e0e4-4344-9a52-68cc3c1d1be1;
remote-node ncs-dm;
geo-redundant false;
nfv cpe-FJC2027L1NQ {

isProvisioned true;
}
nfv eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-1-ASA-dev1-esc-device {

type vFirewall;
isProvisioned true;

}
nfv eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-1-CSR-dev1-esc-device {

type vRouter;
isProvisioned true;
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}
nfv eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-1-WSA-dev1-esc-device {

type vWSA;
isProvisioned true;

}
allocations eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-1-CSR-dev1-esc-device
{

pool-name loopback;
}

VCEのコアデータ

admin@ncs-sm% show core-data eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-2
offering VCE;
service-type converged;
provider vms-ottpod1;
tenant eb272672-e0e4-4344-9a52-68cc3c1d1be1;
nfv eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-1-CSR-dev1-esc-device {

type vRouter;
isProvisioned true;

}

誤った CPE Day -1構成のためにデバイス登録が失敗する
問題 サービスを注文すると、サイト用のデバイスからサービスが構成されます。これらのデ

バイスは、VMSサービスインターフェイスに登録する必要があります。

問題 デバイスを PnPサーバに登録することが失敗した場合、CPEの Day -1設定で、PnPサー
バへの Call Homeが許可されているか確認する必要があります。

解決法

1. 解決法 デバイスにログインし、デバイスがどの PNPサーバに接続されているか確認しま
す。

2. 解決法 show run | s pnpコマンドを実行して、このデバイスが通信している現在の PnPサー
バをリストにして表示し、出力を調べます:
Router#show run | s pnp pnp
Router#profile zero-touch transport https ipv4 <IP address> port 443 remotecert ncs

3. 解決法 PNPサーバの IPアドレスを変更するには、設定モードに切り替えます。
Router#config terminal
Router(config)#

4. 解決法 手順 2での出力テキストを、IPアドレスを新しいものに置き換えて、入力します。
Router(config)#pnp profile zero-touchtransport https ipv4 <IP address> port 443
remotecert
ncs

5. 解決法 ルータ (config-pnp-init)モードを終了してから、ルータ (config)モードを終了しま
す。

6. 解決法 次のコマンドを実行して、設定をフラッシュ設定にコピーします:
Router#copy running-config flash:day--1-config
Destination filename [day--1-config]?
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%Warning:There is a file already existing with this name
Do you want to over write? [confirm]
4609 bytes copied in 0.876 secs (5261 bytes/sec)

解決法 「crypto pki certificate chain ncs」に提供されるデジタル証明書は、エッジサーバの PNP
プロキシにインストールされている証明書と一致するように更新する必要があります。

（注）

PnPサーバの CLIコマンド

解決法 PnPサーバから IPデバイスへ
show run | s pnp
Router#show run | s pnp pnp profile zero-touch transport https ipv4 203.35.248.89 port
443
remotecert ncs

解決法 HTTPSと SSLが設定された PnPサーバ
admin@ncs-sm-vbranch> show configuration pnp server
port 443;
use-ssl true;
[ok][2016-05-31 19:33:28]

解決法 PnPサーバと接続しているデバイスと状態のリスト
admin@ncs-sm-vbranch> show pnp list
SERIAL IP ADDRESS CONFIGURED ADDED SYNCED LAST CONTACT
-------------------------------------------------------------------------------
FTX1738AJME 173.36.207.85 true true true 2016-05-23 23:44:44
FTX1738AJMG 173.36.207.81 true true true 2016-05-23 23:43:50
FTX1740ALBX 173.36.207.80 true true true 2016-05-23 23:44:21
SSI184904LG 173.36.207.82 true true true 2016-05-23 23:43:56
SSI185104LT 173.36.207.84 true true true 2016-05-23 23:43:57
[ok][2016-05-23 23:44:49]

解決法 CPEをリセットする PNPコマンド
request pnp reset clean serial xxxxxx
request pnp delete serial xxxxxx

Day -1構成ファイルを CPEで変更する必要がある場合には、コマンドを使用して新しいファ
イルを作成し、既存のものを上書きします:
tclsh
puts [open "flash:day--1-config" w+] {
aaa new-model
aaa authentication login default none
interface GigabitEthernet0
…..
pnp profile zero-touch
transport https ipv4 x.x.x.x port 443 remotecert ncs
}
Tclquit

解決法 PnP状態のデバイス情報の表示
admin@ncs-sm-vbranch> show pnp-state device FTX1738AJME
pnp-state device FTX1738AJME
udi PID:ISR4451-X/K9,VID:V02,SN:FTX1738AJME
device-info 15.5(3)S2

VMSの問題のトラブルシューティング
7

VMSの問題のトラブルシューティング

誤った CPE Day -1構成のためにデバイス登録が失敗する



ip-address 173.36.207.81
mgmt-ip 10.254.0.1
port 22
name FTX1738AJME
username user-site2
password cisco223
sec-password priv-cisco222
snmp-community-ro cisco
salt ABCD
remote-node ""
wan-interface GigabitEthernet0/0/1
lan-interface GigabitEthernet0/0/0
configured true
request config
added false
synced false
is-netsim false
need-clean false
pending-exec ""
last-contact 2016-05-31 19:29:18
last-clean 0
reload-upon-delete false
[ok][2016-05-31 19:29:23]
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