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Operations Manager の障害

fltMgmtImportItemImportXMLError 

障害コード：F10000033 

メッセージ 
Import from ’[localFile]’ failed, Error message: [statusReport] 

説明 

この障害は通常、インポート操作が失敗したときに発生します。 

推奨処置 

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。 

ステップ 1 このインポート操作の [Properties] をクリックし、[Status] をチェックしてエラーの説明を確認し
ます。 

ステップ 2 エラーの説明に従って、インポート設定を変更し再度インポートを試行してください。 

ステップ 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、
Cisco TAC にお問い合わせください。 

障害の詳細 
Severity: major 
Cause: import-from-xml-failed 
mibFaultCode: 10000033 
mibFaultName: fltMgmtImportItemImportXMLError 
moClass: mgmt:ImportItem 
Type: configuration 
Auto Cleared: true 
Affected MO: sys/importer-[hostname]/imp-provider-[sysid]

fltFirmwareSourceRemote-download-failure 

障害コード：F10000241 

メッセージ 
[type] Auto Download Failed.Error: [downloadError] 
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説明 

この障害は通常、ダウンロードの設定が正しくない場合に発生します。 

推奨処置 

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。 

ステップ 1 [Faults] タブで障害とエラー メッセージを確認します。 

ステップ 2 [Username]、[Password] および [Download State] を確認します。 

ステップ 3 存在する場合は、プロキシ設定を確認します。 

ステップ 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、
Cisco TAC にお問い合わせください。 

障害の詳細 
Severity: minor 
Cause: download-error 
mibFaultCode: 10000241 
mibFaultName: fltFirmwareSourceRemoteDownloadFailure 
moClass: firmware:Source 
Type: management 
Auto Cleared: true 
Affected MO: sys/fw-catalogue/source-[type]

fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed 

障害コード：F10000339 

メッセージ 
Communication Service configuration can’t be deployed.Error: [configStatusMessage] 

説明 

この障害は通常、Cisco UCS Manager が無効な通信ポリシー構成を検出したために発生します。 

推奨処置 

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。 

ステップ 1 すべての通信サービスで設定されているポートが一意であることを確認します。 

障害の詳細 
Severity: major 
Cause: comm-svc-config-error 
mibFaultCode: 10000339 
mibFaultName: fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed 
moClass: comm:SvcEp 
Type: comm-svc-not-deployed 
Auto Cleared: true 
Affected MO: sys/svc-ext
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fltPkiTPStatus 

障害コード：F10000591 

メッセージ 
[name] Trustpoint’s cert-chain is invalid, reason: [certStatus]. 

説明 

この障害は、トラストポイントの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。 

推奨処置 

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解
決してください。問題を解決できない場合は、show tech-support ファイルを作成してシスコ テ
クニカル サポートに問い合わせてください。 

障害の詳細 
Severity: major 
Cause: invalid-trustpoint-cert-chain 
mibFaultCode: 10000591 
mibFaultName: fltPkiTPStatus 
moClass: pki:TP 
Type: security 
Auto Cleared: true 
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]

fltPkiKeyRingStatus 

障害コード：F10000592 

メッセージ 
[name] Keyring’s certificate is invalid, reason: [certStatus]. 

説明 

この障害は、キーリングの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。 

推奨処置 

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解
決してください。問題を解決できない場合は、show tech-support ファイルを作成してシスコ テ
クニカル サポートに問い合わせてください。 

障害の詳細 
Severity: major 
Cause: invalid-keyring-certificate 
mibFaultCode: 10000592 
mibFaultName: fltPkiKeyRingStatus 
moClass: pki:KeyRing 
Type: security 
Auto Cleared: true 
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
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fltConfigBackupUngrouped-domain 

障害コード：F10000616 

メッセージ 
Unable to backup remotely.[faultDescr] 

説明 

リモート スケジュール バックアップが失敗しました。この障害は通常、管理者がリモート マシ
ンに誤ったパスワード、ホスト、ユーザ名またはパスを提供した場合に発生します。 

推奨処置 

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。 

ステップ 1 リモート スケジュール バックアップ ポリシーのパラメータが有効であることを確認します。 

障害の詳細 
Severity: major 
Cause: remote-failed 
mibFaultCode: 10000616 
mibFaultName: fltConfigBackupUngroupedDomain 
moClass: config:Backup 
Type: server 
Auto Cleared: true 
Affected MO: 
sys/config-catalogue/consumer-catalogue-[internalName]/type-[backupType]-ts-[creationTS] 
Affected MO: 
universe/inst-[connectorId]/consumer-catalogue-[internalName]/type-[backupType]-ts-[cr
eationTS]

fltMgmtExportPolicyNo-scheduler-exists 

障害コード：F10000645 

メッセージ 
scheduler [schedName] not found 

説明 

未設定。 

推奨処置 

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解
決してください。問題を解決できない場合は、show tech-support ファイルを作成してシスコ テ
クニカル サポートに問い合わせてください。 
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障害の詳細 
Severity: major 
Cause: not-found 
mibFaultCode: 10000645 
mibFaultName: fltMgmtExportPolicyNoSchedulerExists 
moClass: mgmt:ExportPolicy 
Type: management 
Auto Cleared: true 
Affected MO: domaingroup-[name]/ 
Affected MO: org-[name]/ 
Affected MO: org-[name]/deviceprofile-[name]/
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