APPENDIX

B

CLI エラー メッセージ
この付録では、CLI エラー メッセージについて説明します。
表 B-1 は、CLI エラー メッセージを示しています。
表 B-1

CLI エラー メッセージ

エラー メッセージ

理由

Invalid command received.

コマンド

.conf ファイルおよびコードが非同期です。 すべてのコマンド
これは実際に発生してはならない事態で
す。

Invalid port number was entered.

範囲外のポート番号が URL に入力されまし copy、upgrade
show tech-support
た。

Invalid scheme was entered.

内部テーブルが非同期です。これは実際に copy、upgrade
show tech-support
発生してはならない事態です。

Unknown scheme was entered.

無効な方式が URL に入力されました。

copy、upgrade
show tech-support

The filename <file> is not a valid

—

upgrade

upgrade file type.
Invalid instance name.“rules0” is
currently the only instance name
allowed.
Invalid instance name.“sig0” is
currently the only instance name

サービス イベント アクションのルールに対 service event-action-rules
して、無効な論理インスタンス名が入力さ
れました。
サービス シグニチャ定義に対して、無効な service signature-definition
論理インスタンス名が入力されました。

allowed.
User does not exist.

管理者が、システムに存在しないユーザ名 password
のパスワードの変更を試みています。

Incorrect password for user account.

ユーザが、パスワードの変更を試みるとき password
に無効なパスワードを入力しました。

Empty user list.

curUserAccountList.xml ファイルにエントリ username
が含まれていません。これは実際に発生し
てはならない事態です。

User already exists.

システムにすでに存在するユーザの作成が username
試行されました。

Cannot communicate with system

1 つ以上の必須アプリケーションが制御ト すべてのコマンド
ランザクションに応答していません。

processes.Please contact your system
administrator.
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CLI エラー メッセージ（続き）

エラー メッセージ

理由

コマンド

Source and Destination are the same.

—

copy

Backup config was missing.

ユーザがバックアップ コンフィギュレー copy
ション ファイルのコピーまたは消去を試み erase
ましたが、バックアップ コンフィギュレー
ション ファイルは生成されていません。

Could not load CLI configuration files,

.conf ファイルが見つかりませんでした。こ copy
れは実際に発生してはならない事態です。

can not complete request.
Error writing to <URL>.

宛先に指定された URL に書き込みできませ copy
んでした。

Error reading from <URL>.

ソースに指定された URL から読み取りでき copy
ませんでした。

Packet-file does not exist.

ユーザがパケット ファイルのコピーまたは copy
消去を試みましたが、パケット ファイルは erase
取り込まれていません。

No downgrade available.

ユーザが、アップグレードされていないシ downgrade
ステムのダウングレードを試みました。

No packet-file available.

ユーザがファイル情報またはパケット ファ packet
イルの表示を試みましたが、パケット ファ
イルは存在しません。

Log file exists but an error occurred
during read.

ユーザが、上書きされた iplog ファイルを表 packet
示またはコピーしました。一部のファイル
内容は表示できます。

Another user is currently capturing

—

packet capture

into the packet-file.Please try again
later.
Another CLI client is currently
displaying packets from the interface.

他の CLI セッションでの表示が終了するま packet display
で、ユーザはこのコマンドを使用できませ
ん。複数のユーザがコマンド制御インター
フェイスを同時に表示することがありま
す。

Log does not exist.

ユーザが、存在しない iplog のコピーまたは copy iplog
packet display iplog
表示を試みました。

The requested IPLOG is not

ユーザが、完了していない iplog のコピーま copy iplog
たは表示を試みました。

complete.Please try again after the
IPLOG status is 'completed.'
Could not create pipe
/usr/cids/idsRoot/tmp/
pipe_cliPacket.<pid>.tmp

The log file was overwritten while the
copy was in progress.The copied log

iplog ファイルを送信するためのパイプを開 copy iplog
けませんでした。これは、スペースまたは
リソースの制限を示します。これは実際に
発生してはならない事態です。
iplog がセンサーからコピーされている間に copy iplog
上書きされました。

file may be viewable but is incomplete.
Could not read license file.

ライセンス ファイルはコピーされました copy license-key
が、開くことができません。
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CLI エラー メッセージ（続き）

エラー メッセージ

理由

Could not write the temporary license

一時保管場所 /usr/cids/idsRoot/tmp/ips.lic を copy license-key
開くことができませんでした。これは、ス
ペースの問題を示し、実際には発生しては
ならない事態です。

file location used to copy the file off
the box.

Can not create an IP log.\"vs0\" is
currently the only virtual sensor

コマンド

ユーザが、無効な 仮想センサーに 対して iplog
iplog の作成を試みました。

allowed.
Can not stop an IP log.\"vs0\" is
currently the only virtual sensor

ユーザが、無効な 仮想センサーに 対して iplog
iplog の停止を試みました。

allowed.
You do not have permission to terminate
the requested CLI session.

Invalid CLI ID specified, use the 'show
users all' command to view the valid CLI

オペーレータまたはビューア ユーザが、別 clear line
のユーザに属する CLI セッションの終了を
試みました。
ユーザが、存在しない CLI セッションの clear line
キャンセルを試みました。

session IDs.
The maximum allowed CLI sessions are

オペレータまたはビューア ユーザがログイ initial login

currently open, please try again later. ンを試みましたが、最大数の CLI セッショ

ンがすでに開いています。
The maximum allowed CLI sessions are
currently open, would you like to
terminate one of the open sessions?
Can not communicate with system
processes.Please contact your system
administrator.

管理者ユーザがログインを試みましたが、 initial login
最大数の CLI セッションがすでに開いてい
ます。
CLI はセンサー上のアプリケーションに接 initial login
続して起動情報を取得できません。これは
発 生 し て は な ら な い 重 大 な エ ラ ー で す。
サービス アカウントにログインして、手動
でセンサーをリブートする必要がありま
す。
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