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トラブルシューティング

概要
この章では、Subscriber Manager（SM）インストールと通常稼動のトラブルシューティング方法につ

いて説明します。

• 「トラブルシューティングの使用」（P.D-1）

• 「SM ユーザ ログ メッセージ」（P.D-2）

• 「一般的なエラー」（P.D-1）

• 「一般的な設定エラー」（P.D-10）

• 「TimesTen データベースの設定エラー」（P.D-11）

• 「ネットワーク管理コマンド ライン ユーティリティ（p3net）のエラー」（P.D-18）

• 「加入者データベース コマンド ライン ユーティリティ（p3subsdb）のエラー」（P.D-20）

• 「ケーブル サポート コマンド ライン ユーティリティ（p3cable）のエラー」（P.D-22）

• 「設定エラー」（P.D-22）

トラブルシューティングの使用
この章の各エントリは、エラー メッセージ、考えられる原因、および解決策から構成されます。同じ

エラー メッセージがこの章の複数の項に記載されることがあることに注意してください。

システムのインストール時または通常稼動中に予期しないエラーが発生した場合は、この章でエラー 
メッセージを検索します（メッセージは複数の場所に記載されることがあります）。エラー メッセージ

を見つけたら、メッセージの下の項を参照し、推奨の解決策を試してください。メッセージが複数回記

載されている場合は、最初に最も疑わしい原因を解決してみてください。

一般的なエラー
• 「SM が実行しない」（P.D-2）

• 「障害モードの SM」（P.D-2）
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      SM が実行しない
SM が実行しない

障害モードの SM

SM ユーザ ログ メッセージ
SM ではログ ファイルが管理され、SM のアクティビティに関する追加情報を参照するために使用でき

ます。このファイルは、p3log CLU（p3log へのリンクの追加）を使用することで抽出できます。SM 
ユーザ ログは、{p-cube home directory/sm/} にあります。

次に、ユーザ ログ内に記録される可能性がある SM ログ メッセージを示します。

一般 
1. EM Agent Started.Version: {Version number} 

2. EM Agent shutdown 

エラー メッセージ：（コマンド p3sm --sm-status に対する応答として）次の出力シーケンスが表示

されます。

>p3sm –-sm-status 
Could not connect to SM.

考えられる原因： SM サーバが起動していません。

解決策： 次のコマンドを使用して SM サーバを起動 /再起動します。

>p3sm –-start

エラー メッセージ：（コマンド p3sm --sm-status に対する応答として）次の出力シーケンスが表示

されます。

>p3sm –-sm-status 
SM is running.
SM operational state is Failure
Command terminated successfully

考えられる原因： 内部エラーのため、SM サーバが 30 分間の間に 3 回再起動されました。

解決策： このエラーはクラスタ設定でだけ発生します。pcube ユーザ ログと Veritas 
Cluster Server ログをチェックし、リブートの原因となる障害の理由を確認しま

す。ログに記録された障害に応じて操作を行います。

実行できる追加の操作は次のとおりです。

• 次のコマンドを使用してサポート ファイルを抽出する。

>p3sm –-extract-support-file –f ../support.zip 

• サポート ファイルをシスコのカスタマー サポートに送信する。

• 次のコマンドを使用して SM サーバを起動 /再起動し、障害を解決する。

>p3sm –-restart 
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3. Running {operational name} operation due to management link failure 

4. Failure in setting up SM database : {exception message and class name} 

5. Creating support file { the name of the support file } 

6. Restarting EM Agent in {number of seconds} seconds.

7. Detected LEG {leg name} connection failure.

8. The database is full 

HTML アダプタ 
9. HTML adaptor server started on port {port} 

10. Unable to start HTML adaptor server on port {port} 

11. HTML adaptor server stopped 

12. HTML adaptor server port changed from{old port} to {new port } 

FTP サーバ 
13. FTP server started on port {port number}.Passive ports are: {first passive port - last passive 

port}.

14. Unable to start FTP server on port {error message exception} 

15. FTP server stopped.

16. FTP server port changed from{old port} to {new port} 

17. FTP server passive ports changed from{old first port - old last port} to {new first port- new last 
port} 

ドメインに関するメッセージ 
18. Domain {domain name} added 

19. Errors occurred while adding network elements{elements logical names} to domain {domain 
name} 

20. Domain {domain name} removed.

21. All of the domains were removed.

22. All of the elements were removed from domain {domain name} 

23. Elements {logical names of elements (one or more)} were removed from domain {domain name} 

24. Domain {domain name} was moved to {target domain} 

25. Domain {old name} was renamed to {new name}.

26. Domains were reset back to defaults.

27. All SM domains reset to defaults 

28. Domain {domain name} was cleared from subscribers.
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SCE に関するメッセージ 
29. Network element {logical name-super user-description} at host {host} added.

30. Connection to {logical name} is ready.

31. Connection to {logical name} is lost, trying to establish connection...

32. Connection to {logical name} lost.

33. Network element {logical name} reset back to defaults.

34. All network elements were reset back to defaults.

35. All network elements were removed.

36. Network element {logical name} was removed.

37. All network elements were removed 

38. Network element {logical name} was removed.

39. SCE {logical name} has been put in quarantine for the next {quarantine time} seconds - 
{quarantine reason} 

40. Quarantine of SCE { logical name} ended 

41. Quarantine of SCE { logical name} was stopped by the user 

42. Post-quarantine timeout has expired for SCE { logical name} 

SM-SCE 同期に関するメッセージ 
43. Started SM synchronization of {SE logical name} in {domain name} domain 

44. Started SM pull-mode synchronization of {SE logical name} in {domain name} domain 

45. Finished SM synchronization of {SE logical} in {domain name} domain ({logins} subscribers 

46. Finished SM pull-mode synchronization of {SE logical} in {domain name} domain.

47. Aborted SM synchronization of {SE logical name} in {domain name} domain 

48. {subscriber/VPN name} - operation failure {description} on {SE logical name} domain{domain} 

49. Started SM VPN synchronization of {logical name} in {domain name} domain.

50. Finished SM VPN synchronization of {logical name} in {domain name} domain ({successful 
logins} VPNs, {failed logins} failures).

51. Aborted SM VPN synchronization of {logical name} in {domain name} domain.

自動ログアウトに関するメッセージ 
52. Starting task of logging out expired subscribers 

53. Finished task of logging out expired subscribers.Task ran for {number of seconds task ran} 
seconds.Logged out { number of subscriber logged out} IP mappings 

54. Finished task of logging out expired subscribers.Task ran for {number of seconds task ran} 
seconds.Sent { number of subscriber sent to external pull } IP mappings to external MBean 
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非アクティブな加入者の削除に関するメッセージ 
55. Removed subscriber {subscriber ID} due to inactivity 

PRPC に関するメッセージ 
56. PRPC connection to {Peer inet address} established, client name is {client name}, session name 

is {session encoding} 

57. PRPC connection to {peer inet address} closed ok: {message} 

58. PRPC connection to {peer inet address} closed BAD: {message} 

59. PRPC server started on port {port} 

60. PRPC server port changed from {old port} to {new port} 

61. PRPC server stopped.

加入者に関するメッセージ 
1. Removing all subscribers from SM 

2. VLAN {removed VLAN} was removed from {logged out subscriber} due to conflict with VLAN 
{removed} of {logged in subscriber} on domain {domain}.

3. IP mapping {removed IP range} was removed from {logged out subscriber} due to conflict with 
{gained IP range} of {logged in subscriber} on domain {domain}.

4. {subscriber name} - Operation failure {description} on {SE logical name} (domain: {domain}).

5. Clearing subscribers mapping in domain {domain name}, due to LEG {leg name} connection 
failure.

6. Failed {import\export operation name}: {error string}

7. Could not find configuration file { import\export file name} 

8. Reloading configuration 

9. Getting all subscriber names to file {file name} 

10. Importing subscribers from file {file name} 

11. Exporting subscribers to file {file name} 

12. Adding subscriber {Subscriber name} 

13. Removing subscriber {Subscriber name} 

14. Showing subscriber by name {Subscriber name} 

15. Showing subscriber by ip-range {Subscriber name} 

16. Showing subscriber by VLAN {Subscriber name} 

17. Setting domain of subscribers{Subscriber name} to {domain name} 

18. Setting mapping of {subscriber name} to {mapping} 

19. Getting mapping of {subscriber name} 

20. Clearing mapping of {subscriber name} 

21. Setting property {property name + value} of {subscriber name} to {property name + value} 
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22. Getting property {property name} of {subscriber name} 

23. Setting properties of {Subscriber name} 

24. Getting properties of {Subscriber name} 

25. Clearing all subscribers.

26. Getting the number of subscribers.

27. Login: {login info} 

28. Introduce: {subscriber info} 

29. Unintroduce: {subscriber name} from domain {domain name} 

30. Logout: {Subscriber info} 

31. Logout by IP: {Subscriber IP} 

32. Logout by VLAN: {Subscriber VLAN} 

33. Remove: {Subscriber name} 

34. Put: {Subscriber info} 

35. Rename: {Subscriber name} to {Subscriber name} 

36. Add IP: added IP {IP address} to {Subscriber name} 

37. Add VLAN: added VLAN {VLAN ID} to {Subscriber name} 

38. Extended the lease of IP {IP address} to {date}} 

39. Pull response for {Subscriber name}: pulled IP: {IP mapping}, returned IP {IP mapping} 

ケーブル関連のメッセージ 
40. Importing cable modems from file {file name} 

41. Exporting cable modems to file {file name} 

42. Cleared all cable modems 

43. Reload configuration called.

ハイ アベイラビリティに関するメッセージ 
44. The agent’s Operational state has changed to failure.

45. The Agent’s Operational state has changed to fatal.{Operation performed : restart or shutdown} 

46. Agent {agent name}: {operation fail message}.details: {error details} 

47. Agent {agent name} timeout expire during operation {operation}.Agent {agent name} failed 
while performing {operation}.details: {error details} 

48. SM operational state switched from {mode} to {mode}

コンフィギュレーション ファイルに関するメッセージ 
49. Loaded p3sm.cfg configuration file 

50. Warning : {Warning name} 
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51. Unknown property {property name} found in section [{section name}] in configuration file 
{configuration file name}.

52. Unknown section [{section name}] found in configuration file {configuration file name}.

53. Error value {property value} for property {property name} in section [{section name}].Optional 
values: [{allowed values}] 

54. Property key {property name} does not match expected type in section [{section name}].

55. Missing mandatory property {property name} in section [{section name}].

56. Error value {property value} for property {property name} in [{section name}] section.Valid 
format: [0..255].[0..255].[0..255].[0..255] 

57. Error empty value for { property name} property in [{section name}] section - must have at least 
one character 

58. Configuration file loading failed due to { num of errors} errors {num of warnings } warnings 

59. Configuration file loaded successfully - {warning message} 

Quota Manager に関するメッセージ 
60. Got quota notification {quota notification name } for subscriber {subscriber ID} 

61. Subscriber {Subscriber ID} has more quota in SCE than expected (bucket ID= {bucket ID}, last 
quota= {last quota}, current quota= {current quota}).Possible causes: Another server provisions 
quota to this subscriber, QM restart 

62. Quota profile ID { quota profile ID } does not exist in configuration - Ignoring quota notification 
{ quota notification name } for subscriber { subscriber ID } 

63. Subscriber {subscriber ID} was moved from SCE {old SCE IP} to SCE {new SCE IP} 

64. Got quota notification { quota notification name } at {provision time} for subscriber {subscriber 
ID} that is too adjacent to last provision time ({last provision time }) 

65. Subscriber { subscriber ID } changed quota profile from { old quota profile ID } to { new quota 
profile ID} - Quota is replenished (with or without reset history) 

66. Subscriber {subscriber ID} changed quota profile from {old quota profile ID} to {new quota 
profile ID}.Number of configured buckets is not equal between profiles.Therefore - replenish 
quota 

67. Subscriber {subscriber ID} changed quota profile from {old quota profile ID} to {new quota 
profile ID}.Slice period are not equal between profiles.Therefore - replenish quota 

68. Quota profile { quota profile ID } configuration was changed - Quota is replenished for subscriber 
{ subscriber ID } 

69. New aggregation period started for subscriber { subscriber ID } - Quota is replenished 

70. Calling quota update for subscriber { subscriber ID }: { quota operation } 

71. Quota Update operation for subscriber {subscriber ID} failed, error message = { error message} 

72. Get Quota Status operation for subscriber { subscriber ID } succeeded 

73. Get Quota Status operation for subscriber { subscriber ID } failed, error message = {error 
message} 

74. Subscriber {subscriber ID} has negative quota in SCE (bucket ID={ bucket ID }, last quota={last 
quota}, current quota={current quota}).
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75. Quota bucket { subscriber ID } has depleted for subscriber {bucket ID} till {end of aggregation 
period} 

76. Quota bucket { bucket ID } has depleted for subscriber { subscriber ID } 

77. Cannot update quota bucket {bucket ID} for subscriber {subscriber ID} due to large update value 
{update value} - setting the dosage value instead 

78. Identified breach of bucket {bucket ID} for subscriber {subscriber ID} - moving the subscriber to 
{penalty profile} profile for {penalty period} minutes period.

79. Subscriber {subscriber ID} usage was lower than {post penalty threshold} - going to move the 
subscriber to quota profile {profile ID} 

80. Identify breach within bucket {bucket ID} for subscriber {subscriber ID} while moving to penalty 
profile {penalty profile}.Remaining quota is {remaining quota}.

Lease Query LEG に関するメッセージ 
81. Lease-Query LEG: Session {session Id}: sending query of IP {queried IP} to the DHCP server 

({DHCP server IP}) 

82. Lease-Query LEG: Session {session Id}: queried IP ({queried IP}) and CIADDR ({CIADDR 
field}) do not match, reply is discarded 

83. Lease-Query LEG: Session {session Id}: the lease is not active for IP {queried IP} 

84. Lease-Query LEG: Session {session Id}: Lease reply received for IP {queried IP}, but there is no 
session in the repository - maybe the session has expired 

85. Lease-Query LEG: Session {session Id}: no modem MAC address (option 82) was provided for IP 
{queried IP}, reply is discarded 

86. Lease-Query LEG: Session {session Id}: successful query, subscriber info: {subscriber Info} 

87. Lease-Query LEG: Session {session Id}: subscriber properties customization failed.DHCP info: 
{DHCP packet info} 

88. Lease-Query LEG: Session {session Id}: query of IP {queried IP} to the DHCP server ({DHCP 
server IP}) has timed-out, releasing session 

89. Lease-Query LEG: Server {DHCP server IP} failure detected, but there is no redundant server to 
switch to 

90. Lease-Query LEG: Server {failed DHCP server IP} failure detected, failing-over to {1} 

91. Lease-Query LEG: LEG initialization failure: {message} 

92. Failed to assign default package to {subscriber ID} (package ID {package ID}).

93. Assigned a default package to {subscriber ID} (package ID {package ID}).

94. No package ID was found for {subscriber ID} under the package-name of { package ID } 

95. Failed to assign a package to {subscriber ID} (package ID {package ID}).

96. Assigned a package to {subscriber ID} (package ID {package ID}).

97. Successfully logged CPE: subscriber name {subscriber ID}, mapping {IP}, lease time 
{lease-time} 

98. Successfully logged CM: subscriber name { subscriber ID } 

99. Successfully logged out CPE: mapping {logged out IP address } 

100. Failed to login CPE: subscriber name { subscriber ID }, mapping {IP} ({exception name }) 
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101. Failed to login CM: subscriber name {subscriber ID} ({exception name}) 

102. Failed to logout CPE: mapping { logged out IP address } ({exception name }) 

103. Dropped RDR due to missing option 51.Assigned IP { Assigned IP } 

104. Dropped RDR due to missing option 82.Assigned IP { Assigned IP } 

105. Dropped RDR due to missing package information for subscriber { subscriber ID } (no default 
package is configured) 

SOAP LEG に関するメッセージ 
106. SOAP-LEG query operation for : { subscriber ID }

107. SOAP-LEG query failed for : { subscriber ID } 

108. SOAP-LEG query success for : { subscriber ID } 

109. SOAP-LEG convert fail for : { subscriber ID } 

110. SOAP-LEG login operation for : { subscriber ID } 

111. SOAP-LEG login operation failed for { subscriber ID } : {error description} 

VLM に関するメッセージ 
VLM に関するメッセージについては、『Cisco Service Control for Managing Remote Cable MSO Links 
Solution Guide』の「Userlog Messages」のセクションを参照してください。

RADIUS Listener LEG に関するメッセージ 
112. Login of subscriber { subscriber name } failed, { error message } 

113. Logout of subscriber { subscriber name } failed, { error message } 

114. Login of subscriber {subscriber name} failed, cannot translate attribute value { attribute value } to 
property { property name }.Check mapping table configuration.

115. Missing data to login {subscriber name} - ignoring.NAS {NAS} 

116. Accounting-Stop received from NAS {NAS} with no subscriber-Id attribute and no Network-Id 

117. Accounting-{ Start/Interim } received from NAS {NAS} with no subscriber-Id attribute and no 
Network-Id 

118. Invalid Framed-IP-Address attribute received - {error description} 

119. Invalid attribute { attribute } received: { attribute data} 

120. Invalid attribute {attribute} received: {attribute data} - {error description} 

121. Invalid Framed-IP-Address attribute received: {attribute data} 

122. Invalid IP Address, IP address {attribute} is reserved by the application.

123. Invalid VPN attribute {attribute} received: {attribute data} 
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BGP LEG に関するメッセージ 
124. Received an Add-Route message from BGP LEG for a known VPN { VPN: PE@RD } with IP range 

{bgpRange} and MPLS tag {label} 

125. Received a Remove-Route message from BGP LEG for an existing route with IP range { bgpRange 
} and MPLS tag {label} for VPN { VPN: PE@RD } 

126. Database format is not compatible with MPLS/VPN mappings, see release notes to fix that

一般的な設定エラー
• 「スクリプトを実行できない：/etc/motd ファイルが存在する」（P.D-10）

• 「install-sm.sh スクリプト：ユーザが root でない」（P.D-10）

• 「install-sm.sh スクリプト：ユーザ pcube が存在する」（P.D-11）

スクリプトを実行できない：/etc/motd ファイルが存在する

install-sm.sh スクリプト：ユーザが root でない

エラー メッセージ： インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトのいずれかを実行す

ると、次の出力シーケンスが表示されます。

>./<script-name>
<script-name>: Cannot run this script - /etc/motd file exists
<script-name>: Please remove the file or move it to another location
<script-name>: and run the script again

このエラーは次のスクリプトに適用されます。

• install-sm.sh

• upgrade-sm.sh

• cluster-upgrade.sh

• install-vcs-agents.sh

考えられる原因： /etc/motd ファイルが存在するか、ファイルのサイズが 0 よりも大きいことが考

えられます。

解決策： ファイルを削除するか、ファイルを別の場所に移動します。

エラー メッセージ：（コマンド ./install-sm.sh に対する応答として）次の出力シーケンスが表示され

ます。

>./install-sm.sh 
install-sm.sh: Starting SM installation sequence
install-sm.sh: Error - this script must be run by root - exiting.

考えられる原因： インストール シーケンスがスーパー ユーザではなくユーザで開始されました。

解決策： スーパー ユーザとして install-sm.sh スクリプトを実行します。
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      install-sm.sh スクリプト：ユーザ pcube が存在する
install-sm.sh スクリプト：ユーザ pcube が存在する

TimesTen データベースの設定エラー
• 「概要」（P.D-11）

• 「TimesTen DSN 設定：要求された DSN が見つからない」（P.D-13）

• 「TimesTen DSN 設定：データ ソース名が見つからない」（P.D-13）

• 「TimesTen データベースの設定：データ ソースに接続できない」（P.D-14）

• 「TimesTen の設定エラー：十分なメモリがない」（P.D-15）

• 「TimesTen の設定エラー：メモリ定義が間違っている」（P.D-15）

• 「TimesTen の設定エラー：セマフォを作成できない」（P.D-16）

• 「TimesTen の設定エラー：データ ストア ファイルを読み取れない」（P.D-17）

• 「TimesTen の設定エラー：データ ストア領域がすべて使用されている」（P.D-17）

概要

TimesTen の設定は、複数のコンフィギュレーション ファイルから構成されます。この項では、これら

のファイルの目的と対象範囲について説明します。TimesTen のトラブルシューティングを行う場合

は、これらのコンフィギュレーション ファイルを編集し、マシンをリブートするか、または SM を再

起動するよう要求されます。ほとんどの場合は、SM インストール手順で適用されるデフォルト値で問

題ありません。

注意 TimesTen コンフィギュレーション ファイルの変更は、慎重に行ってください。変更を行う前にシ

スコ テクニカル サポートにご相談することを推奨します。詳細については、「マニュアルの入手方

法およびテクニカル サポート」を参照してください。

• 「システム（カーネル）コンフィギュレーション ファイル」（P.D-12）

• 「コンフィギュレーション ファイル /var/TimesTen/sys.odbc.ini」（P.D-12）

• 「コンフィギュレーション ファイル ~pcube/.odbc.ini」（P.D-12）

エラー メッセージ：（コマンド ./install-sm.sh に対する応答として）次の出力シーケンスが表示され

ます。

# ./install-sm.sh 
install-sm.sh: Starting SM installation sequence
install-sm.sh: Error - pcube user exists and has home 
/export/home/pcube, not /opt/pcube - remove it or use -o - exiting.
#

考えられる原因： マシンにユーザ pcube がすでに存在します。

解決策： 次のように –o オプション（上書き）を使用してインストールを実行します。

# ./install-sm.sh -o 
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      概要
システム（カーネル）コンフィギュレーション ファイル

カーネル コンフィギュレーション ファイルはシステムのコンフィギュレーション ファイルであり、シ

ステム全体の設定パラメータに影響します。

• Solaris の場合はファイル /etc/system

• RedHat の場合はファイル /etc/sysctl.conf

SM のインストール手順では、セマフォと共有メモリをシステムに追加するようこのファイルが設定さ

れます。このファイルを編集したら、変更が反映されるようマシンをリブートする必要があります。

このファイルのセマフォと共有メモリの値を変更する必要がある他のアプリケーションを実行している

場合は、TimesTen の設定が他のアプリケーションの設定よりも優先されない（または、他のアプリ

ケーションの設定が TimesTen の設定よりも優先されない）ことに注意してください。ファイルの設定

パラメータとして使用する適切な値については、シスコ テクニカル サポートにご相談ください。

コンフィギュレーション ファイル /var/TimesTen/sys.odbc.ini

ファイル /var/TimesTen/sys.odbc.ini は、システムの Data Source Name（DSN; データソース名）を

設定する TimesTen コンフィギュレーション ファイルです。このファイルは、システム DSN が定義さ

れたマシンのすべてのユーザが使用できます。SM DSN は PCube_SM_Repository と 
PCube_SM_Local_Repository という名前のシステム DSN であり、次のシステム DSN 設定パラメー

タを持ちます。

• LogFileSize：TimesTen ログ ファイルのサイズ（メガバイト単位）。

• PermSize：データ ストアの固定メモリ領域のサイズ（メガバイト単位）。PermSize は増加させる

ことはできますが、減少させることはできません。

固定メモリ領域に格納されたデータには、TimesTen データ ストアを構成するテーブルとインデッ

クスが含まれます。固定データのパーティションは定期的にディスクに書き込まれます。

• TempSize：一時領域に割り当てられたメモリのサイズ（メガバイト単位）。

一時データには、ロック、カーソル、コンパイル済みコマンド、およびコマンド実行とクエリ評価

に必要な他の構造が含まれます。一時データのパーティションは、データ ストアがメモリにロー

ドされたときに作成され、データ ストアがアンロードされたときに破棄されます。

（注） 詳細については、「メモリ コンフィギュレーション パラメータと加入者数：Quota Manager なし」また

は「メモリ コンフィギュレーション パラメータと加入者数：Quota Manager あり」を参照してくださ

い。

• SMPOptLevel：マルチプロセッサ マシンでデータベース操作を最適化します。マシンがマルチプ

ロセッサ プラットフォームである場合は、パラメータ SMPOptLevel を 1（デフォルト値は 0）に

設定します。

コンフィギュレーション ファイル ~pcube/.odbc.ini

ファイル ~pcube/.odbc.ini は、ユーザ DSN を設定する TimesTen コンフィギュレーション ファイルで

す。
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      TimesTen DSN 設定：要求された DSN が見つからない
TimesTen DSN 設定：要求された DSN が見つからない

TimesTen DSN 設定：データ ソース名が見つからない

エラー メッセージ：（コマンド p3sm --sm-status に対する応答として）次の出力シーケンスが表示

されます。

>p3sm –-sm-status 
SM is running.
SM operational state is XXX
Error - Times-Ten DB is not setup correctly:
[TimesTen][TimesTen 5.0.35 CLIENT]Cannot find the requested DSN 
(PCube_SM_Repository_CS) in ODBCINI

考えられる原因： TimesTen クライアントの DSN がファイル ~pcube/.odbc.ini で適切に設定され

ていません。

解決策： ファイル ~pcube/.odbc.ini に次の行が含まれるようにします。

[ODBC Data Sources]
PCube_SM_Repository_CS=TimesTen 5.0 Client Driver

エラー メッセージ：（コマンド p3sm --sm-status に対する応答として）次の出力シーケンスが表示

されます。

>p3sm –-sm-status 
SM is running.
SM operational state is XXX
Error - Times-Ten DB is not setup correctly:
[TimesTen][TimesTen 5.0.35 ODBC Driver]Data source name not found and 
no default driver specified

考えられる原因： TimesTen クライアントの DSN がファイル ~pcube/.odbc.ini で適切に設定され

ていません。

解決策： ファイル ~pcube/.odbc.ini に次の行が含まれるようにします。

[PCube_SM_Repository_CS]
TTC_SERVER_DSN=PCube_SM_Repository

ファイル /var/TimesTen/sys.odbc.ini に次の行が含まれるようにしてください。

[ODBC Data Sources]
PCube_SM_Repository=TimesTen 5.0 Driver
[PCube_SM_Repository]
Driver=__TTDIR__/TimesTen/pcubesm22/lib/libtten.so
DataStore=__VARDIR__/pcube_SM_Repository
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      TimesTen データベースの設定：データ ソースに接続できない
TimesTen データベースの設定：データ ソースに接続できない

エラー メッセージ：（コマンド p3sm --sm-status に対する応答として）次の出力シーケンスが表示

されます。

>p3sm –-sm-status 
SM is running.
SM operational state is XXX
Error - Times-Ten DB is not set up correctly:
[TimesTen][TimesTen 5.0.35 CLIENT]Unable to connect to data source
(DSN: pcube_SM_Repository_CS; Network Address: X.X.X.X; Port Number: 
XXX):
This operation has Timed Out. Try increasing your ODBC timeout 
attribute
or check to make sure the target TimesTen Server is running

考えられる原因： 次の原因が考えられます。

• サーバ DS のアドレスが間違っている。

• サーバ DS のポートが間違っている。

• TimesTen がアクティブではない。

解決策： 上記の原因に対する Service Control ソリューションは次のとおりです。

• （サーバ DS のアドレスが間違っている場合）ファイル ~pcube/.odbc.ini に
次の行が含まれるようにします。

TTC_SERVER=127.0.0.1

• （サーバ DS のポートが間違っている場合）デフォルトのインストールで、

ファイル ~pcube/.odbc.ini に「TTC_SERVER_PORT」が含まれないよう

にします。

デフォルト以外のインストールで、ファイル ~pcube/.odbc.ini に
「TTC_SERVER_PORT=Non-default-port」が含まれるようにします。

• （TimesTen がアクティブでない場合）次のコマンドを実行します。

~pcube/lib/tt/TimesTen/pcubesm22/bin/ttStatus

TimesTen が動作していない場合は、TimesTen を再インストールします。

上記のソリューションが有効でない場合は、TimesTen のマニュアルを参照して

ください。
D-14
Cisco Service Control Management Suite Subscriber Manager ユーザ ガイド

OL-21080-02-J



 

付録 D      トラブルシューティング

      TimesTen の設定エラー：十分なメモリがない
TimesTen の設定エラー：十分なメモリがない

TimesTen の設定エラー：メモリ定義が間違っている

エラー メッセージ：（コマンド p3sm --sm-status に対する応答として）次の出力シーケンスが表示

されます。

>p3sm –-sm-status 
SM is running.
SM operational state is XXX
Error - Times-Ten DB is not setup correctly:
[TimesTen][TimesTen 5.0.35 ODBC Driver][TimesTen]TT0836:
Cannot create data store shared-memory segment,
error 1455 -- file “db.c”, lineno 6289, procedure “sbDbConnect()”

考えられる原因： TimesTen のメモリ内データベースを作成するのに十分なメモリが存在しません。

解決策： 次のことをすべて行います。

• UNIX マシンに最低 1024 MB のメモリが搭載されていることを確認します。

• ファイル /var/TimesTen/sys.odbc.ini で指定された設定済みメモリ サイズ 
パラメータ（PermSize と TempSize）の値が、マシンに搭載されたメモリ

の合計サイズよりも小さいことを確認します。

• Solaris の場合は、ファイル /etc/system で指定された最大共有メモリ（パ

ラメータ shmsys:shminfo_shmmax）が、マシンに搭載されたメモリの合

計サイズよりも小さいことを確認します。

• Red Hat の場合は、ファイル /etc/sysctl.conf で指定された最大共有メモリ

（パラメータ kernel.shmmax）が、Linux マシンに搭載されたメモリの合

計サイズよりも小さいことを確認します。

エラー メッセージ：（コマンド p3sm --sm-status に対する応答として）次の出力シーケンスが表示

されます。

>p3sm –-sm-status 
SM is running.
SM operational state is XXX.
Error - Times-Ten DB is not setup correctly:
[TimesTen][TimesTen 5.0.35 ODBC Driver]Overflow in converting data 
store or log file size from megabytes to bytes,
or in converting log buffer size from kilobytes to bytes

考えられる原因： DSN のメモリ定義が間違っています。

解決策： 設定された固定メモリのサイズとログ ファイルのサイズ（パラメータ 
PermSize と LogSize）が、メモリと /var/TimesTen/sys.odbc.ini で指定された

ディスク領域の合計サイズよりも小さいことを確認します。
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      TimesTen の設定エラー：セマフォを作成できない
TimesTen の設定エラー：セマフォを作成できない

エラー メッセージ：（コマンド p3sm --sm-status に対する応答として）次の出力シーケンスが表示

されます。

>p3sm –-sm-status 
SM is running.
SM operational state is XXX
Error - Times-Ten DB is not setup correctly:
[TimesTen][TimesTen 5.0.35 ODBC Driver][TimesTen]TT0925: Cannot 
create data store semaphores (Invalid argument) – 
file “db.c”, lineno 5124, procedure “sbDbCreate()”, sqlState: 08001, 
errorCode: 925

考えられる原因： TimesTen が、カーネル コンフィギュレーション ファイル（Solaris の場合は 
/etc/system 、Red Hat の場合は /etc/sysctl.conf）で定義されたデータ ストア 
セマフォを作成できません。

解決策： 次のことをすべて行います。

• マシンに最低 1024 MB のメモリが搭載されていることを確認します。

• TimesTen が最初にインストールされた後にマシンをリブートします。

• システム（カーネル）コンフィギュレーション ファイルの内容を検証しま

す。

– Solaris の場合は、ファイル /etc/system に次の行が含まれるようにし

ます。

semsys:seminfo_semmni = 20
semsys:seminfo_semmsl = 100
semsys:seminfo_semmns = 2000
semsys:seminfo_semmnu = 2000

– Red Hat の場合は、ファイル /etc/sysctl.conf に次の行が含まれるよう

にします。

*---- Begin settings for TimesTen
kernel.sem = “SEMMSL_250 SEMMNS_32000 SEMOPM_100 SEMMNI_100
*---- End of settings for TimesTen
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      TimesTen の設定エラー：データ ストア ファイルを読み取れない
TimesTen の設定エラー：データ ストア ファイルを読み取れない

TimesTen の設定エラー：データ ストア領域がすべて使用されている

エラー メッセージ：（コマンド p3sm --sm-status に対する応答として）次の出力シーケンスが表示

されます。

>p3sm –-sm-status 
SM is running.
SM operational state is XXX.
Error - Times-Ten DB is not setup correctly:
[TimesTen][TimesTen 5.0.35 ODBC Driver][TimesTen]TT0845: Cannot read 
data store file.
OS-detected error: Error 0 -- file “db.c”, lineno 6320, procedure 
“sbDbConnect()”

考えられる原因： TimesTen がデータ ストア ファイルを読み取れません。インストール中のエ

ラーが原因と考えられます。このエラーは、古い TimesTen データベースを最

初にアンインストールせずに既存の TimesTen 上に TimesTen アプリケーション

をインストールした場合に発生します。

解決策： 次のことを行います。

1. 次のコマンドで SM p3db Command Line Utility（CLU; コマンド ライン 
ユーティリティ）を使用してデータベースを削除します。

>p3db –destroy-rep-db >p3db –destroy-local-db 

2. 次のコマンドで TimesTen をアンインストールします。

>su Password: # ~pcube/lib/tt/TimesTen4.5/32/bin/setup.sh 
-uninstall 

3. SM install-tt.sh スクリプトを実行するか、または TimesTen で提供された

インストール ファイルを使用して TimesTen を再インストールします。

エラー メッセージ：（SM API の使用中に）次の出力シーケンスが SM ログに現れます。

java.io.IOException: Failure in putting subscriber
45977166__00:50:bf:97:c1:b2 : [TimesTen][TimesTen 5.0.35 ODBC
Driver][TimesTen]TT0802: Data store space exhausted -- file “blk.c”, 
lineno
1571, procedure “sbBlkAlloc”
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      ネットワーク管理コマンド ライン ユーティリティ（p3net）のエラー
ネットワーク管理コマンド ライン ユーティリティ（p3net）
のエラー

• 「最初の接続：処理のタイムアウト」（P.D-18）

• 「ステータス エラー：接続がダウン」（P.D-19）

• 「ステータス エラー：Subscriber Management がダウン」（P.D-19）

最初の接続：処理のタイムアウト

考えられる原因： TimesTen データベースの最大キャパシティにすでに達しているため、新しい加

入者をデータベースに追加する操作が失敗しました。

解決策： 通常は、次のいずれかのことを行うだけで十分です。

• SM によって処理される加入者の数を減らします（当然、このソリュー

ションは常に有効とは限りません）。

• さらに多くの加入者をサポートするようシステムを設定します。「概要」で

説明したように、このソリューションでは 1 つまたは複数の TimesTen コン

フィギュレーション ファイルを編集し、マシンをリブートすることが必要

になる場合があります。

• SM を強力なマシン（高速な CPU（またはより多くの CPU）、大きなディ

スク、より多くの RAM などを搭載したマシン）に移行します。

最後の 2 つのソリューションを実行する場合のアドバイスについては、シスコ 
テクニカルサポートにご連絡ください。「マニュアルの入手方法およびテクニカ

ル サポート」（P.-xiv）を参照してください。

エラー メッセージ：（コマンド p3net --connect に対する応答として）次の出力シーケンスが表示さ

れます。

>p3net --connect --ne-name=YYYY Error - failed to connect to element 
'YYYY'
Operation timed out: connect

考えられる原因： 次の原因が考えられます。

• IP アドレスが間違っています。

• 要素 YYYY がダウンしています。

解決策： 上記の原因に対する Service Control ソリューションは次のとおりです。

• IP アドレスが正しいことを確認します。

• 要素 YYYY がオンラインであり、管理ポートを使用して接続されているこ

とを確認します。
D-18
Cisco Service Control Management Suite Subscriber Manager ユーザ ガイド

OL-21080-02-J



 

付録 D      トラブルシューティング

      ステータス エラー：接続がダウン
ステータス エラー：接続がダウン

ステータス エラー：Subscriber Management がダウン

エラー メッセージ：（コマンド p3net --show-ne に対する応答として）次の出力シーケンスが表示さ

れます。

>p3net --show --ne-name=se0

Network Element Information:
============================
Name:        YYY
Description: testing element
Host:        X.X.X.X
Ip:          X.X.X.X
Port:        14374
Status:      Connection down (Failure in connecting to agent on host, 
Connection refused: connect)
Type:        SCE1000
Domain:        smartNET.policy.unitTestSubscribers
Subscriber Management: Not Active

考えられる原因： 次の原因が考えられます。

• IP アドレスが間違っています。

• 要素 YYYY がダウンしています。

解決策： 上記の原因に対する Service Control ソリューションは次のとおりです。

• IP アドレスが正しいことを確認します。

• 要素 YYYY がオンラインであり、管理ポートを使用して接続されているこ

とを確認します。

• PRPC アダプタが、ステータスが示すポートでオンラインであることを確

認します。

エラー メッセージ：（コマンド p3net--show-ne に対する応答として）次の出力シーケンスが表示さ

れます。

>p3net --show --ne-name=se0 

Network Element Information:
============================
Name:        YYY
Description: testing element
Host:        X.X.X.X
Ip:          X.X.X.X
Port:        14374
Status:      Connection ready
Type:        SCE1000
Domain:        smartNET.policy.unitTestSubscribers
Subscriber Management: Not Active
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      加入者データベース コマンド ライン ユーティリティ（p3subsdb）のエラー

（

加入者データベース コマンド ライン ユーティリティ
p3subsdb）のエラー

CSV ファイル評価エラー

考えられる原因： Subscriber Management フィールドが、SM が SM と Service Control Engine
（SCE; サービス コントロール エンジン）間の加入者の同期を正常に実行したか

どうかを示しています。フィールドの値が Not Active である場合は、SM が 
SCE の同期に失敗したことが考えられます。

解決策： 1 つの考えられるソリューションは、CLU コマンド p3sm --resync を使用して 
SM と SCE 間の再同期を強制することです。

エラー メッセージ：（コマンド p3subsdb --import に対する応答として）次の出力シーケンスが表示

されます。

>p3subsdb --import --file=/export/home/pcube/XXX.csv Error - Failed 
to validate the file XXX.csv
See import-results.txt for detailed errors description.
>cat import-results.txt 
x.csv:1: expected 2 items but got 4 items.
1 subscribers, 1 errors.
NO APPLICATION INSTALLED, MAKE SURE TO INSTALL PQI BEFORE IMPORTING 
CM WITH TUNEABLES.

考えられる原因： 4 つのフィールドから構成される CSV ファイルを SM にインポートしようとし

たが、アプリケーション（SCA BB）がインストールされていませんでした。

たとえば、SCA BB アプリケーション用の次の CSV ファイルには 4 つのフィー

ルドが含まれます。

# CSV line format: subscriber-id, domain, mappings, package-id
JerryS,subscribers,80.179.152.159,0
ElainB,subscribers,194.90.12.2,3

ただし、CSV ファイルの解析ルールを定義するデフォルトの定義ファイルに

は、name と ip mapping の 2 つのフィールドだけが含まれます。

解決策： 次のいずれかを実行します。

• SM でアプリケーション（SCA BB）をインストールします（詳細について

は、『Cisco Service Control Application for Broadband User Guide』を参照

してください）。

• フィールドが 2 つだけの CSV ファイルをインポートします。
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付録 D      トラブルシューティング

      クラスタ モードでの clear-all エラー
クラスタ モードでの clear-all エラー

エラー メッセージ：（コマンド p3db -rep-status に対する応答として）次の出力がスタンバイ マシ

ンで表示されます。

-bash-3.00$ p3db --rep-status (of standby machine)
Peer name Host name Port State Proto
---------------- ------------------------ ------ ------- -----
PCUBE_SM_REPOSITORY SM_REP1 15111 Start 20

Last Msg Sent Last Msg Recv Latency TPS RecordsPS Logs
------------- ------------- ------- ------- --------- ----
15:16:10 00:00:20 -1.00 -1 -1 2

Warning 8025: Replication Log Threshold limit reached at master. The 
Replication state for this subscriber data store is now set to 
FAILED. This store is not in sync with the master the subscriber DB 
is in failed state.

考えられる原因： このエラーは、必要なデータベース変更に対して十分に大きいレプリケーショ

ン NIC の帯域幅が設定されていないことを示します。スタンバイ マシンへのレ

プリケーション メッセージの送信に対して使用されるデータベース レプリケー

ション ログ ファイルへの負荷が大きすぎます。これは、大量のデータベースの

変更が存在する場合に起こります（通常は、大量の加入者が存在する場合に 
p3subsdb --clear-all コマンドによって発生します）。

解決策： このエラーを解決するには、オペレータがレプリケーション ログ ファイルのサ

イズを 20MB からさらに大きい値に増やす必要があります。

スタンバイ マシンでレプリケーション ログ ファイルのサイズを増やすには、次

の手順に従います。

1. /etc/TimesTen/odbc.ini ファイルを開きます。

2. [Pcube_SM_Repository] セクションで、LogFileSize アトリビュートの値

を 20MB からさらに大きい値に増やします。

3. 更新された /etc/TimesTen/odbc.ini ファイルを保存します。

4. TimesTen プロセスを再起動します。

~pcube/lib/tt/TimesTen/pcubesm22/bin/ttDaemonAdmin -restart

5. SM マシンのスイッチオーバーを実行します。

6. 2 つ目の SM マシンに対して手順 1 ～ 4 を実行します。
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（

ケーブル サポート コマンド ライン ユーティリティ
p3cable）のエラー

CSV ファイル インポート エラー

設定エラー
• 「ネットワーク管理エラー」（P.D-23）

• 「ドメイン エラー」（P.D-23）

• 「PRPC エラー」（P.D-25）

• 「RADIUS Listener のエラー」（P.D-25）

• 「一般的な評価エラー」（P.D-25）

エラー メッセージ：（コマンド p3cable --import-cm に対する応答として）次のシーケンスが表示さ

れます。

>p3cable –-import-cm --file=/export/home/pcube/XXX.csv 

Importing cable modems ... 0%
Importing cable modems ... 100%
Error - Errors during import from 
'H:¥work¥Mng¥dev¥install¥ems¥bin¥win32¥x.csv':
Imported 1 CM(s).  1 Error(s).
See cm-import-results.txt for detailed errors description.
>cat cm-import-results.txt
x.csv:1: expected 2 items but got 4 items.
1 cable modem(s); 1 error(s).
NO APPLICATION INSTALLED, MAKE SURE TO INSTALL PQI BEFORE IMPORTING 
CM WITH TUNEABLES.

考えられる原因： 4 つのフィールドから構成される CSV ファイルを SM にインポートしようとし

たが、アプリケーション（SCA BB）がインストールされていませんでした。

たとえば、SCA BB アプリケーション用の次の CSV ファイルには 4 つのフィー

ルドが含まれます。

# CSV line format: subscriber-id, domain, mappings, package-id
JerryS,subscribers,80.179.152.159,0
ElainB,subscribers,194.90.12.2,3

ただし、CSV ファイルの解析ルールを定義するデフォルトの定義ファイルに

は、name と ip mapping の 2 つのフィールドだけが含まれます。

解決策： 次のいずれかを実行します。

• SM でアプリケーション（SCA BB）をインストールします（詳細について

は、『Cisco Service Control Application for Broadband User Guide』を参照

してください）。

• フィールドが 2 つだけの CSV ファイルをインポートします。
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ネットワーク管理エラー

ドメイン エラー

エラー メッセージ

（1）：

Error section <section name>: cannot contain white spaces.

考えられる原因： [SCE.XXX] セクションには、空白スペースを含めることができません（SCE 
名には空白スペースを使用できません）。

解決策： 空白スペースを削除します。

エラー メッセージ

（2）：

Error in section <section name>: host <ip address> already exists in 
section <section name>

考えられる原因： 設定には、同じ IP アドレスを持つ 2 つの SCE を含めることができません。

解決策： いずれかの SCE の IP アドレスを変更します。

エラー メッセージ

（3）：

Unknown NE <name> found in domain <domain name> section: it does not 
have [SCE.<name>] section

考えられる原因： セクション <domain name> に、[SCE.XXX] セクションで定義されていない 
SCE が含まれます（elements プロパティの下）。

解決策： 不明な [SCE.XXX] セクションをファイルに追加します。

エラー メッセージ

（4）：

Duplicate NE <name> found in domain <domain name> section: it already 
appears in <domain name > domain section.

考えられる原因： 同じ SCE は複数のドメインに属することができません。

解決策： 1 つを除きすべてのドメインから SCE を削除します。

エラー メッセージ

（1）：

Error in section <section name>: cannot contain white spaces.

考えられる原因： [Domain.XXX] セクションには、空白スペースを含めることができません（ド

メイン名には空白スペースを使用できません）。

解決策： 空白スペースを削除します。

エラー メッセージ

（2）：

Error <alias name> value - alias name should not start with ‘CM_’.
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考えられる原因： CM_ は CM を使用する場合に SM によって生成される非表示ドメインのプレ

フィクスであるため、エイリアス名を CM_ で始めることはできません（「ケー

ブル環境における加入者としての CPE」（P.C-1）を参照）。

解決策： エイリアスに異なるプレフィクスを使用します。

エラー メッセージ

（3）：

Alias <alias name> already exists in [<domain name>] section

考えられる原因： 各エイリアスは、1 つの [Domain.XXX] セクションにだけ使用できます。

解決策： エラー メッセージで示されたエイリアスを 1 つを除きすべての [Domain.XXX] 
セクションから削除します。

エラー メッセージ

（4）：

Unknown domain <domain name> found in [LEG-Domains Association]. 
It does not appear as a section.

考えられる原因： 該当するセクションで示されたドメインに [Domain.XXX] セクションが存

在しません。

解決策： エラー メッセージで示されたドメインに [Domain.XXX] セクションを割り

当てます。

エラー メッセージ

（5）：

Invalid non-integer value: <value> for property '<property name>' in 
section [section name].

考えられる原因： [Domain.XXX] セクションのプロパティに整数値が存在しません。

解決策： エラー メッセージで示されたプロパティに整数値を割り当てます。

エラー メッセージ

（6）：

Error in section <domain name>: Property - <name> not found: <list of 
application properties>

考えられる原因： [Domain.XXX] セクションで定義されたプロパティが、インストールされたア

プリケーションによって定義されたプロパティ リストに存在しません。

解決策： エラー メッセージに示されたプロパティを削除します（または、インストール

されたアプリケーションでプロパティを定義します）。

エラー メッセージ

（7）：

New configuration was not applied due to the following warnings:
Warning - Cannot remove domain <domain name> with <num of SCEs>SCEs. 
Note that all subscribers will be removed from domain db.
Please use '--ignore-warnings' option to complete the operation.

考えられる原因： これは実際には警告であり、その目的はユーザが SCE を含むドメイン（加入者

なども含む可能性がある）を p3sm.cfg ファイルから削除し、ユーザがそのドメ

インに関連するすべての加入者データを失うことを警告することです。この警

告は CLU コマンド p3sm --load-config がアクティブになった場合だけ表示さ

れます。

解決策： この警告を回避するには、--ignore-warnings オプションを使用します。
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PRPC エラー

RADIUS Listener のエラー

一般的な評価エラー

次の設定エラーは、p3sm.cfg ファイルのすべてのセクションとパラメータに関係します。

エラー メッセージ： New configuration was not applied due to the following warnings:
Warning - PRPC configuration was changed. Note: Reloading may take up 
to 5 seconds.
Please use '--ignore-warnings' option to complete the operation.

考えられる原因： これは実際には警告であり、p3sm.cfg ファイルの PRPC 設定が変更された場合

に CLU コマンド p3sm –load-config がアクティブになった後に表示されます。

解決策： --ignore-warnings オプションを使用して処理を完了します。

エラー メッセージ： Duplicate NAS identifier <nasID> found in section [NAS name]: already 
exists in <other NAS name>

考えられる原因： <nasID> が一意ではありません。

解決策： 一意になるよう <nasID> のいずれかを変更します。

エラー メッセージ

（1）：

Unknown property <property name> found in section [<section name>] in 
configuration file <file name>.

考えられる原因： p3sm.cfg ファイルに記述されたプロパティを SM が認識できません。名前のス

ペルが間違っているか、プロパティが異なるセクションに属します。

解決策： 名前のスペルが正しく、プロパティが正しいセクションに存在することを確認

します。

エラー メッセージ

（2）：

Unknown section [<section name>] found in configuration file {2}.

考えられる原因： p3sm.cfg ファイルに記述されたセクションを SM が認識できません。名前のス

ペルが間違っています。

解決策： セクション名のスペルが正しいことを確認します。

エラー メッセージ

（3）：

Error value <value> for property <property name> in section [<section 
name>]. Optional values: [<values range>]

考えられる原因： プロパティの値が無効です。<values range> フィールドに無効な値が含まれま

す。

解決策： プロパティに有効な値を指定します。
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エラー メッセージ

（4）：

Missing mandatory property <property name> in section [<section 
name>].

考えられる原因： プロパティ <property name> は必須であり、セクション <section name> に含

まれる必要があります。

解決策： 指定されたセクションの要求されたプロパティに値を設定します。

エラー メッセージ

（5）：

Error value <property value> for property <property name> in 
[<section name>] section. Valid format: 
[0..255].[0..255].[0..255].[0..255]

考えられる原因： 値が無効な IP アドレスです。

解決策： 有効な IP アドレスを指定します。

エラー メッセージ

（6）：

Error empty value for <property name> property in [<section name>] 
section - must have at least one character

考えられる原因： <property name> の値が空白です（たとえば、prop= ）。

解決策： プロパティに空白以外の値を指定します。

エラー メッセージ

（7）：

Section <section name> added when already exists

考えられる原因： <section name> のセクションが複数含まれます。このエラーが発生する可能性

が最も高いのは、[SCE.XXX] セクションと [Domain.XXX] セクションです。

解決策： 指定されたセクション名を 1 度だけ使用します。
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