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はじめに
ここでは、『Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド』の対象読者、構成、および表記法に
ついて説明します。 また、関連マニュアルの入手方法についても説明します。
この章では、次の内容について説明します。
• 対象読者, v ページ
• 表記法, v ページ
• 関連資料, vii ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, vii ページ

対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任と専門知識を持つデータセンター管理者を主な対象にしてい
ます。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ

表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。
表記法

説明

太字

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび
キーワードです。
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表記法

表記法

説明

イタリック体

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。

[x]

角カッコで囲まれているものは、省略可能な要素（キーワードま
たは引数）です。

[x | y]

いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードや引
数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x {y | z}]

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また
は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま
す。 角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択
すべき必須の要素を示しています。

Variable（変数）

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体
が使用できない場合に使用されます。

string

引用符を付けない一組の文字。 string の前後には引用符を使用し
ません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみな
されます。

例では、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

screen フォント

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォン
トで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォン
トで示しています。

イタリック体の screen フォン ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォント
ト
で示しています。
<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲
んで示しています。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで
囲んで示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。
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関連資料

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注）

注意

「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。

関連資料
オンラインでマニュアルを検索するには、次の URL で Cisco DCNM Documentation Locator を使用
してください。http://www.cisco.com/en/US/docs/storage/san_switches/mds9000/roadmaps/doclocater.htm

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。http://www.cisco.com/en/US/docs/general/
whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポー
トしています。
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章

一般的なトラブルシューティングのガイド
ライン
この章の内容は、次のとおりです。
• トラブルシューティングのガイドライン, 1 ページ
• テクニカル サポート ファイル, 2 ページ
• ログ ファイルの収集, 2 ページ

トラブルシューティングのガイドライン
Cisco DCNM または Cisco DCNM が管理するデバイスで発生した問題をトラブルシューティング
する場合、次の表に示すガイドラインに従う必要があります。
表 1：トラブルシューティングのガイドライン

ガイドライン

説明

リリース ノートをチェックして、この問題が既 リリース ノートは、『Cisco DCNM
知の問題かどうかを確認する。
Documentation Roadmap』から入手できます。
障害またはエラーのメッセージ ダイアログボッ これらのスクリーンショットは、問題が発生し
クスおよびその他の関連エリアのスクリーン
たときの Cisco DCNM の状態に関する手掛かり
ショットを撮る。
になります。 コンピュータにスクリーンショッ
トを撮るソフトウェアがない場合は、オペレー
ティング システムのマニュアルをチェックして
ください。このような機能が含まれている場合
があります。
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一般的なトラブルシューティングのガイドライン
テクニカル サポート ファイル

ガイドライン

説明

問題が発生する前に自分が直接実行した手順を 画面またはキー入力を記録するソフトウェアに
記録する。
アクセスできる場合は、実行した手順を繰り返
して、Cisco DCNM で発生した内容を記録しま
す。
このようなソフトウェアを持っていない場合
は、実行した手順を繰り返して、その手順およ
びそれぞれの手順の後に Cisco DCNM で発生し
た内容を詳しくメモします。
テクニカル サポート ファイルを作成する。

Cisco DCNM インスタンスの現在の状態に関す
る情報は、シスコ サポートにとって非常に有用
であり、しばしば、問題の原因を識別するため
に必要な情報を提供します。

テクニカル サポート ファイル
Cisco Technical Assistance Center（TAC）によるトラブルシューティングやサポートが必要な問題
が発生した場合は、影響を受ける Cisco DCNM インスタンスに関して、できるだけ多くの情報を
収集します。
サーバ側のログ ファイルを収集するには、次を実行します。
• Windows では、$INSTALLDIR/dcm/fm/bin/techsupport.bat を実行します。
• Linux では、$INSTALLDIR/dcm/fm/bin/techsupport.sh を実行します。
クライアント側のログ ファイルを収集するには、次を実行します。
• Windows では %USERPROFILE%/.cisco_mds9000/logs のファイルを zip ファイルに圧縮しま
す。
• Linux では、tar cvf clientlog.tar $HOME/.cisco_mds9000/logs のファイルを tar ファイルに圧縮し
ます。

ログ ファイルの収集
Cisco DCNM-LAN と DCNM-SAN のデフォルトのインストール ディレクトリは次の場所です。
• Microsoft Windows：C:\Program Files\Cisco Systems
• Linux：/usr/local/cisco
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（注）

（注）

Microsoft Windows では、32 ビット インストーラが 64 ビット環境にインストー
ルするために使用されると、デフォルトのインストール ディレクトリは
C:\Program Files <x86>\Cisco Systems になります。

<DCNM_HOME> は Cisco DCNM のインストール場所です。
表 2：インストーラ ログと場所

ログ名

インストール場所

インストーラ ログ

インストールが完了すると、インストーラ ログ
は次の場所で利用できます。
• Microsoft Windows：
<USER_HOME>\dcnm_installer.log
• Linux：/root/dcnm_installer.log
（注）

PostgreSQL ログ

同じシステムに複数の Cisco DCNM を
インストールした場合、ログはタイム
スタンプとともに保存されます。 デ
バッグ モードを使用して Cisco DCNM
をインストールした場合、
dcnm_installer.log は作成されず、今後
の参照用にテキスト ファイルにコン
ソール ログをコピーする必要があり
ます。

インストールが完了すると、postgreSQL ログは
次の場所で利用できます。
• Microsoft Windows：
<USER_TEMP_DIR>\install-postgresql.log
• Linux：/tmp/install-postgresql.log

DCNM-LAN と DCNM-SAN サーバのログ

インストール後にサーバの起動が完了すると、
DCNM-LAN および DCNM_SAN のサーバ ログ
は次の場所で利用できます。
• Microsoft Windows：
<DCNM_HOME>\dcm\jboss\server\dcnm\logs
• Linux：
<DCNM_HOME>/dcm/jboss/server/dcnm/logs
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章

Cisco DCNM インストールで発生する問題の
トラブルシューティング
この章では、Cisco Data Center Network Manager のインストール中に発生する問題をトラブルシュー
ティングする方法について、解決策付きで説明します。
• Cisco DCNM インストーラのデバッグ モードでの起動, 5 ページ
• インストールの問題のトラブルシューティング, 6 ページ
• サポートされていないプラットフォームへの Cisco DCNM のインストール, 14 ページ
• Postgres データベースのインストール エラーに関する問題, 14 ページ
• VSB のインストールにおける問題のトラブルシューティング, 16 ページ
• Perl バイナリ ディレクトリのパスが見つからない, 17 ページ
• Cisco DCNM-SAN および DCNM-LAN クライアントの起動, 17 ページ
• 復元スクリプトの失敗, 18 ページ
• Cisco DCNM のアップグレードの前提条件, 18 ページ
• Cisco DCNM のアンインストール, 19 ページ
• イベント ブラウザに関する問題のトラブルシューティング, 21 ページ

Cisco DCNM インストーラのデバッグ モードでの起動
Cisco DCNM インストーラをデバッグ モードで起動するには、次の手順を行います。
• Microsoft Windows では、インストーラの抽出時に Ctrl キーを押します。
• Linux では、ターミナルの変数を設定して、LAX_DEBUG=true をエクスポートします。 変数
の設定後にインストーラを実行します。
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インストールの問題のトラブルシューティング

（注）

Cisco DCNM をデバッグ モードでインストールすると、dcnm_installer.log は作成されず、後で
参照するためにログ ファイルにコンソール ログをコピー アンド ペーストする必要がありま
す。

インストールの問題のトラブルシューティング
次の表は、インストールに関する問題と、その解決に役立つ推奨される解決策のリストを示しま
す。 Cisco DCNM をインストールしようとして失敗した場合は、次の解決方法を実施する必要が
あります。
表 3：インストーラおよびインストールに関する問題

問題

推奨される解決策

インストーラの起動の問題。

Cisco DCNM インストールを続行する前に、イ
ンストール要件が満たされていることを確認し
ます。

「Choose another location to extract the files to…」 インストーラが破損している可能性がありま
のエラーが発生する。
す。 シスコの Web サイトからインストーラを
ダウンロードして、インストールを再開してく
ださい。
Windows 216 エラーと、Linux のバイナリ ファ 32 ビット プラットフォームに 64 ビット インス
イルを実行できないエラーが発生する。
トーラを使ってインストールしている可能性が
あります。
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問題
インストール後に、DCNM-SAN サーバの起動
に失敗する。

推奨される解決策
• <DNCM_HOME>\fm\bin に移動し、
#service.bat FMServer サーバを手動で起動
します。
または
• fmserver.conf ファイルを参照します。
◦ Microsoft Windows の場所：
<DCNM_HOME>\dcm\fm\conf\fmserver.conf
◦ Linux の場所：
<DCNM_HOME>/dcm/fm/conf/fmserver.conf
次のように変更します。
wrapper.java.additional.12=-XX:MaxPermSize=512m

から
wrapper.java.additional.12=-XX:MaxPermSize=256m

• サーバを再起動します。
インストール後に DCNM-SAN クライアントを
開始できない。

• この問題の原因としては、Cisco DCNM イ
ンストールの推奨されるメモリ設定が満た
されていないことが考えられます。
• 推奨される設定で Cisco DCNM をインス
トールして、Cisco DCNM-SAN クライアン
トを起動します。

JBOSS サーバの起動に失敗する。 Cisco DCNM
のインストール後、次の例外とともに JBOSS
サーバの起動に失敗する。
java.lang.RuntimeException: Exception
creating identity: <HOST_NAME> at
org.jboss.remoting.
ident.Identity.get(Identity.java:211)org.jboss.
deployment.DeploymentException: - nested
throwable:
(java.lang.reflect.InvocationTargetException)

• \etc\hosts ファイルに正しいエントリが含ま
れていません。
• ループバック アドレスをホスト名と対応
付けるために etc/hosts ファイルを編集しま
す。
• etc/hosts ファイルにはホスト名が含まれて
いる必要があります（ファイルにすでに存
在するものに加えて）。
たとえば、host-ip <space> host-name のようにし
ます。
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問題
セカンダリ ノードの JBOSS サーバのスタート
アップ エラー：セカンダリ ノードに Cisco
DCNM をインストールした後、DCNM が起動
に失敗する。
（注）
この問題は、Release 5.2(2a) で発生
し、Release 5.2(2c) で解決されていま
す。 最新のインストーラをシスコの
Web サイトからダウンロードし、最
新リリースにアップグレードしてく
ださい。
PostgreSQL のインストールの問題：ファイル
システムが原因で「init db」エラーが発生する。
PostgreSQL インストール中に Cisco DCNM イン
ストールが失敗し、「init db」エラーが表示さ
れ、インストールが中断します。

PostgreSQL のインストールの問題：「init db」
の権限拒否エラーが表示される。
Cisco DCNM インストールが PostgreSQL インス
トール中に失敗し、権限拒否エラーが表示され
ます。
PostgreSQL のインストールの問題：Linux への
PostgreSQL インストール中に、Cisco DCNM の
インストールに失敗する。
次のエラーがデータベースのオプション画面に
表示されます。
Shared memory settings are low for
PostgreSQL installation.

推奨される解決策
• マスター ノードからコピーされた
「installer.properties」ファイルに、
FM_SERVER_INSTALLED=FALSE のプロ
パティを追加します。
• セカンダリ ノード上でコマンドを使用し
てサイレント インストール モードをトリ
ガーします。

• ファイル システムがあることを確認しま
す。 これは FAT/FAT32 である可能性があ
ります。
• PostgreSQL インストールは NTFS ファイル
システムを必要とし、FAT/FAT32 ファイ
ル システムで失敗します。 NTFS ファイ
ル システムは FAT/FAT32 ファイル システ
ムよりも信頼性が高くなります。 DCNM
インストールを開始する前にファイル シ
ステムを確認します。

• ローカル ユーザに管理者権限があること
を確認します。 管理者のみがこの操作を
実行できます。
• PostgreSQL を手動でインストールします。

• PostgreSQL インストールには、少なくとも
256 MB の共有メモリが必要です。 これ
は、/proc/sys/kernel/shmmax で参照できま
す。
• 共有メモリの設定は sysctl -w
kernel.shmmax=268435456 コマンドを使用
して増やすことができます。

Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド
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インストールの問題のトラブルシューティング

問題
Oracle または Oracle RAC の問題：「No
appropriate service handler found」の例外が発生
する。

推奨される解決策
• この例外は「同時 db プロセス」がデータ
ベースによって制限される場合に発生しま
す。 同時接続数が要件に従って設定され
ていることを確認します。

Cisco DCNM インストールが、Oracle をデータ
ベースとして使用して SAN フェデレーション
ノードを追加できませんでした。

• Cisco DCNM は、少なくとも 150 のセッ

この例外は、SAN サーバ ログで次のように表
示されます。

• 接続は sqlplus.exe のプロンプトで次のコマ

"java.sql.SQLException: Listener refused the
connection with the following
error:ORA-12519,
TNS:no appropriate service handler found"

Oracle または Oracle RAC の問題：「Table or
view does not exist」の例外が発生する。

Oracle または Oracle RAC の問題：「Network
Adapter could not establish connection」の例外が
発生する。

ションを推奨します。
ンドを使用して増やすことができます。
alter system set processes=150 scope=spfile

データベース ユーザに、スキーマまたはテーブ
ルを作成する権限がない可能性があります。
Oracle または Oracle RAC データベース ユーザ
が必要な権限を持っていることを確認して、
Cisco DCNM のインストールを続行します。
• このエラーは、Oracle RAC の設定のエン
トリがこれらのホスト ファイルに入力さ
れていない場合に表示されます。
◦ Linux：/etc/hosts
◦ Microsoft Windows：
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
• hosts ファイルに Oracle RAC VIP（仮想 IP
アドレス）およびホスト IP を入力してく
ださい。

不正なポート スキャナ：Linux 環境に Cisco
オペレーティング システムにウイルス攻撃が発
DCNM をインストールした後、pnsscan マルチ 生している可能性があります。
スレッド ポート スキャナがネットワーク全体
のスキャンを試みる。
DCNM-LAN のログインの問題：Cisco DCNM
のインストール後と、DCNM LAN と
DCNM-SAN の起動時に、次のエラーが表示さ
れる。
「Authentication Failure: Invalid
username/password」

<DCNM_HOME>\dcm\dcnm\bin の pwreset ツー
ルを使用して、ログイン パスワードをリセット
します。
（注）
Linux では、X Window を設定して
pwreset GUI を表示します。 詳細につ
いては、
http://www.hungry.com/~jamie/xexport.html
を参照してください。

Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド
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問題
CiscoDCNMのインストール中のポートの競合。

推奨される解決策
• インストールを続行する前に、ファイア
ウォール、セキュリティ エージェント、
アンチウイルスなどを停止するようにしま
す。 これにより、ポートのセキュリティ
の制約がブロックされます。
• Windows ファイアウォールを停止するに
は、次のコマンドを使用します。
◦ オフ：netsh adfirewall set allprofiles
state off
◦ オン：netsh adfirewall set allprofiles
state on
• パフォーマンスを高め、ポートの競合問題
を回避するために、サーバには Cisco
DCNM サーバのみをインストールするこ
とを推奨します。
• インストール中にネーミングサービスポー
トを変更する場合は、DCNM-SAN クライ
アントに次のようにポートを入力します。
<HOST_IP_ADDRESS> : < NAMING
_SERVICE _ PORT >
• インストール中にネーミングサービスポー
トに変更する場合は、[More] （<< More）
をクリックして DCNM-LAN クライアント
のポートを表示します。

PostgreSQL の最近のインストールで、[Install
Directory] フィールドを選択すると、[DB User
credentials] フィールドがグレー表示されてい
る。

• 前の DCNM および PostgreSQL のアンイン
ストールが完了していませんでした。
• postgreSQL サービスを削除します。
• 次のファイルを削除してから Cisco DCNM
をインストールします。
• Windows：C:\Program Files\Zero G
Registry\.com.zerog.registry.xml
<USER_HOME>\.cisco_mds9000
• Linux：/var/.com.zerog.registry.xml
/root/.cisco_mds9000

Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド
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問題

推奨される解決策

Cisco DCNM 認証がクラスタまたはフェデレー
ション モードで失敗する。 Cisco DCNM をクラ
スタまたはフェデレーション モードでインス
トールした後、Cisco DCNM WEB GUI および
DCNM SAN クライアントにはログインできま
すが、DCNM LAN クライアントにはログイン
できません。 次のエラー メッセージが表示さ
れます。
「Authentication Fails」

Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド
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インストールの問題のトラブルシューティング

問題

推奨される解決策
• クラスタ ノードのインストール時に使用
されるマルチキャスト アドレスが正しく
ありません。
• この手順に従って、使用されるマルチキャ
スト アドレスが正しいことを確認してく
ださい。
1 次のロケーションに移動します。
Windows：
<DCNM_HOME>\jboss-4.2.2.GA\server\dcnm\lib
Linux：
<DCNM_HOME>/jboss-4.2.2.GA/server/dcnm/lib
2 4 つすべての DCNM クラスタ ノードで
次のコマンドを実行します。
java -cp jgroups.jar
org.jgroups.tests.McastReceiverTest
-mcast_addr multicast_addrress1 -port
port1 -bind_addr dcnm-server-ip-address
（注）

（注）

Multicast_address1 および port1
は対になる値で、すべてのマ
シンで共通して使用されま
す。
マルチキャスト アドレスが
誤っている場合、コマンドを
実行した後の出力は表示され
ません。

3 この手順に従って、マルチキャスト ア
ドレスを解決します。
< DCNM_HOME > \ dcm \ jboss-4.2.2.GA
\ server \ dcnm\ deploy \
jboss-web-cluster.sar \META-INF \
jboss-service.xml に移動し、マルチキャ
スト IP アドレスを変更します。
<config>
<UDP
mcast_addr="${jboss.partition.udpGroup:239.
28.71.119}"
mcast_port="${jboss.webpartition.mcast_port:
45503}"
tos="8"
ucast_recv_buf_size="20000000"
ucast_send_buf_size="640000"

< DCNM_HOME > \ dcm \ jboss 4.2.2. GA
\ server\ dcnm \ deploy \ cluster-service.xml

Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド
12

OL-27511-01-J

Cisco DCNM インストールで発生する問題のトラブルシューティング
インストールの問題のトラブルシューティング

問題

推奨される解決策
に移動し、マルチキャスト IP アドレス
を変更します。
<Config>
<UDP
mcast_addr="${jboss.partition.udpGroup
:239.28.71.118}"
mcast_port="${jboss.hapartition.mcast_port:45502
}"
tos="8"
ucast_recv_buf_size="20000000"
ucast_send_buf_size="640000"
mcast_recv_buf_size="25000000"

< DCNM_HOME > \ dcm \ jboss-4.2.2.GA
\ server\ dcnm \ deploy \
dcnm-cache-service.xml に移動し、マル
チキャスト アドレスを変更します。
<attribute name="ClusterConfig">
<config>
<UDP
mcast_addr="${jboss.partition.udpGroup:
239.28.71.120}"

[Admin] > [Federation] の Cisco DCNM Web GUI マスターおよびスレーブ ノードが同時に動作し
で、フェデレーション ノードが非アクティブ状 ていることを確認し、Cisco DCNM サーバを再
態になっている。
起動してください。
Web クライアントまたは他のクライアントの起 Cisco DCNM が新しい Windows 2008 サーバにイ
動（DCNM-LAN と DCNM-SAN の Java Web Start ンストールされている場合に発生します。 デ
クライアントが失敗する）。
フォルトでは、ファイアウォール設定が有効に
なり、その他のサーバ マシン（Cisco DCNM
サーバがインストールされているマシン以外）
から Web クライアントを起動できません。
デフォルトのファイアウォールをオフにする
か、または Cisco DCNM のインストール中に指
定されるポートを許可する適切なルールを作成
します。
Oracle 11g で Oracle のバックアップ スクリプト
が失敗し、次のエラー メッセージが表示され
る。
「ORACLE error 12546 encountered. TNS
permission denied. EXP-00000. Export terminated
unsuccessfully.」

このエラー メッセージが表示された場合は、
Cisco DCNM ログのパッケージャ ツールが
Oracle データベースのバック アップを停止しま
す。 次の手順を試してみてください。
• 「root」ユーザとして Linux システムにロ
グインしていないことを確認します。
• Oracle 11G のインストール時に使用された
DB ユーザとしてログインし、バックアッ
プ スクリプトを実行します。

Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド
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サポートされていないプラットフォームへの Cisco DCNM のインストール

問題

推奨される解決策

Microsoft Windows 2008 の IPv6

デフォルトでは、IPv6 は Windows 2008 システ
ムでイネーブルです。 Cisco DCNM のインス
トールを開始する前に IPv6 をディセーブルに
する必要があります。 IPv6 をディセーブルに
するには、http://support.microsoft.com/kb/929852
を参照してください。

サポートされていないプラットフォームへの Cisco DCNM
のインストール
サポートされていないプラットフォームに Cisco DCNM をインストールするには、コマンドライ
ン インターフェイス（CLI）で次のコマンドを入力します。
<DCNM_INSTALLER_NAME> -Dforce=true

（注）

サポートされていないプラットフォームはテストされていないため、サポートされるプラット
フォームに Cisco DCNM をインストールすることを推奨します。

Postgres データベースのインストール エラーに関する問
題
次の表に、Postgres データベースのインストールの問題と解決策のいくつかを示します。
表 4：Postgres データベースのインストールの問題

問題

推奨される解決策

Postgres データベースのインストールが失敗す 解決策 A：Postgres サービスを実行するために
る。
指定されたユーザ名がサーバ上にすでに存在し
ます。 別のユーザ名を指定するか、既存のユー
ザ名をサーバから削除します。
解決策 B：アンチウイルス ソフトウェアまたは
侵入検知ソフトウェア（Cisco Security Agent な
ど）によって、インストールがブロックされま
した。 アンチウイルス ソフトウェアおよび侵
入検知ソフトウェアを一時的にディセーブルに
してから、Cisco DCNM を再インストールしま
す。

Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド
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Postgres データベースのインストール エラーに関する問題

問題

推奨される解決策

PostgreSQL インストーラに次のメッセージが表 解決策 A：（Microsoft Windows のみ）リモート
示される。
デスクトップ接続クライアントがコンソール
モードで実行されていません。 Cisco DCNM を
Failed to run initdb: 128
サポート対象の Microsoft Windows オペレーティ
ング システムにインストールし、Remote
Desktop Connection（RDC; リモート デスクトッ
プ接続）を使用して Cisco DCNM サーバ システ
ムにアクセスする場合は、次のように、コマン
ド プロンプトから RDC を開始し、/console オ
プションを使用します。
C:\>mstsc /console /v:server

server は、Cisco DCNM サーバ システムの DNS
名または IP アドレスです。
実行している Microsoft Windows のバージョン
で /console オプションがサポートされない場合
は、次のように /admin オプションを使用しま
す。
C:\>mstsc /admin /v:server

解決策 B：（Macintosh のみ）Cisco DCNM サー
バ システムへのアクセスに Macintosh コン
ピュータのリモート デスクトップ接続を使用し
ている場合は、次の手順に従います。
1 Cisco DCNM がインストールされている
Windows サーバの IP アドレスを入力しま
す。
2 Command キーを押したまま、[Connect] をク
リックします。 このアクションにより、コ
ンソール モードの使用が RDC に強制されま
す。
3 認証ウィンドウが表示されたらコマンドキー
を放します。

Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド
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VSB のインストールにおける問題のトラブルシューティング

問題

推奨される解決策

PostgreSQL インストーラに次のメッセージが表 （Microsoft Windows のみ）Secondary Logon サー
示される。
ビスが実行されていません。 Secondary Logon
サービスが実行されているかどうかを確認する
Failed to create process for initdb. The
service cannot be started, either because it には、次の手順に従います。
is disabled or because it has no enabled
devices associated with it.

1 Cisco DCNM サーバ システムで、コントロー
ル パネルを開き、[Administrative Tools] を見
つけ、[Services] をクリックします。
2 サービスのリストで、[Secondary Logon] サー
ビスを見つけます。
3 [Secondary Logon] サービスのステータスが
[Started] でない場合、サービスを右クリック
し、[Start] を選択します。
4 [Services] ウィンドウを閉じます。
5 Cisco DCNM サーバのインストールを再開し
ます。

VSB のインストールにおける問題のトラブルシューティ
ング
Nexus 1010 への Cisco DCNM の導入時に、次のコマンドを入力すると、VSB が存在しないという
エラーが表示されます。
N1010(config-vsb-config)#show virtual-service-blade summary

この問題を解決するには、次の点を考慮します。
• Cisco DCNM インストーラ（.iso）が、Windows 環境を使用して Nexus 1010 にコピーされた
可能性があります。
• インストーラを Nexus 1010 にコピーする際は、常にこのコマンドを使用することを推奨しま
す。copy scp: bootflash:

Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド
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Perl バイナリ ディレクトリのパスが見つからない
表 5：Perl バイナリ ディレクトリのパスが見つからない

問題

推奨される解決策

エラー メッセージが、Perl の bin ディレクトリ Perl がサーバ システムにインストールされてい
へのパスがシステムの PATH 環境変数に含まれ ないか、Perl 実行可能ファイルを格納している
ていないことを示している。
ディレクトリへのパスがサーバ システムの
PATH 環境変数に含まれていません。
• サポート対象のバージョンの ActivePerl が
サーバ システムにインストールされてい
ることを確認します。 インストールされ
ていない場合は、サポート対象のバージョ
ンの ActivePerl をインストールします。 サ
ポートされているバージョンの詳細につい
ては、『Cisco DCNM Installation and
Licensing Guide』を参照してください。
• システムの PATH 環境変数に、Perl 実行可
能ファイルを格納しているディレクトリへ
のパスが含まれていることを確認します。
Microsoft Windows では、ActivePerl bin ディ
レクトリのデフォルト パスは C:\Perl\bin で
す。
• DCNM サーバのインストールを再開しま
す。

Cisco DCNM-SAN および DCNM-LAN クライアントの起動
Cisco DCNM をインストールし、Cisco DCNM-LAN と Cisco DCNM-SAN サーバを起動した後で、
Cisco DCNM-LAN と DCNM-SAN クライアントを起動できます。
Cisco DCNM-LAN および DCNM-SAN クライアントを、任意のクライアント マシンで起動するに
は、次の手順を行います。

ステップ 1

HTTP オプションで Cisco DCNM をインストールした場合は、次のリンクを使用してください。
http://<DCNM_HOST_IP_ADDRESS>:<LAN_WEB_PORT>/dcnm-client

ステップ 2

HTTPS オプションで Cisco DCNM をインストールした場合は、次のリンクを使用してください。

Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド
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復元スクリプトの失敗

https://<DCNM_HOST_IP_ADDRESS>:<LAN_WEB_PORT>/dcnm-client

ステップ 3

[download] ボタンをクリックして、jnlp ファイルをダウンロードしてシステムで DCNM- LAN クライアン
トを起動します。
（注）
SAN の Web ポートを変更した場合は（デフォルトの 80 以外）、次を使用しま
す。
http://<DCNM_HOST_IP_ADDRESS>:<SAN_WEB_PORT>
https://<DCNM_HOST_IP_ADDRESS>:<SAN_WEB_PORT>

復元スクリプトの失敗
DCNM 復元スクリプトを使用した Cisco DCNM データベースの復元は次のエラーで失敗します。
'dbuser' cannot be dropped as it is connected

DCNM サーバを停止し、復元スクリプトを再実行します。

Cisco DCNM のアップグレードの前提条件
アップグレード前に、Cisco DCNM-LAN と Cisco DCNM-SAN サーバが停止されていることを確認
します。
Cisco DCNM-LAN サーバを停止するには、次の手順に従います。

（注）

次のショートカットは、リリース 6.x よりも前の Cisco DCNM リリースでのみ使用できます。
• Microsoft Windows では、[Start] > [Programs] > [Cisco DCNM Server] > [Stop DCNM LAN Server]
を選択するか、または Windows サービス（services.msc）から Cisco DCNM-LAN サーバを停
止します。
• Linux では、リンクが作成されるディレクトリ（デフォルトのパスは /root）から次のコマン
ドを実行します。
./Stop_DCNM_LAN_Server

Cisco DCNM-SAN サーバを停止するには、次の手順に従います。
• Microsoft Windows では、Windows サービス（services.msc）から DCNM-SAN サーバを停止し
ます。
• Linux では、<DCNM_HOME>/dcm/fm/bin/ を参照し、./FMServer.sh stop を実行します。

Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド
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Cisco DCNM のアンインストール
次の表に、アンインストールの問題と解決策のいくつかを示します。
表 6：Cisco DCNM のアンインストール

問題

推奨される解決策

InstallAnywhere ツールを使用すると、アプリ
ケーションがインストールされない。

1 次の場所から XML ファイルを削除します。
• Microsoft Windows：C:\Program Files\Zero
G Registry\.com.zerog.registry.xml
• Linux：/var/.com.zerog.registry.xml
2 （Windows のみ）Cisco DCNM サービスの
sc delete FMServer および sc delete
DCNMServer が動作している場合は、これら
を削除します。
3 .cisco_mds9000 フォルダを削除します。
• Microsoft Windows：
<USER_HOME>\.cisco_mds9000
• Linux：/root/.com.zerog.registry.xml

Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド
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Cisco DCNM のアンインストール

問題
InstallAnywhere ツールを使用すると、アプリ
ケーションがインストールされる。

推奨される解決策
1 .com.zerog.registry.xml ファイルをバックアッ
プします。
• Microsoft Windows：C:\Program Files\Zero
G
• Linux：/var/.com.zerog.registry.xml
2 テキスト エディタで XML ファイルを開き
ます。
3 <products> 要素で、<product> 要素とそのす
べての派生要素を削除します。
<product name="Cisco DCNM" id="9e4584471ee6-11b2-85ed-d4ed684e9c05"
version="x.x.x.x"
copyright="2007". . .

4 <components> 要素で、<components> 要素の
すべてのインスタンスを削除します。
<component id="9e458484-1ee6-11b2-860cd4ed684e9c05" version="x.x.x.x" name=
"InstallAnywhere VM Component"
location="C:\Program
Files\Cisco Systems\Cisco DCNM\jre"
vendor="Cisco
Systems Inc."/>

5 ファイルを保存して、閉じます。
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イベントブラウザに関する問題のトラブルシューティン
グ
表 7：イベント ブラウザに関する問題のトラブルシューティング

問題

推奨される解決策

Perl のプロセッサの開始に関する問題
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問題

推奨される解決策
Cisco DCNM は、DCNM サーバが Perl に依存す
るため、Strawberry Perl（オープン ソース ソフ
トウェア）とともにパッケージされています。
Strawberry Perl は次の場所にインストールされ
ます。
• Microsoft Windows：
<DCNM_HOME>\dcm\dcnm\strawberry
• Linux：
<DCNM_HOME>/dcm/dcnm/strawberry
次の点をチェックします。
• Perl のパスが、システム/ユーザの PATH
変数で適切にマッピングされている。
• Perl サービスが開始され、実行されてい
る。 syslog_filter ログ ファイルで、次の情
報を参照してください。
[PerlProcessor] Using strawberry perl
[PerlProcessor] Perl Processor started
[PerlProcessor] Using port 5445 trying
to
Connect with DCNM Server
[PerlProcessor] Server timestaamp
1349935192236
[PerlProcessor] Connecting with DCNM
Server <dcnm server ip>:5445

• perl - v コマンドを使用して Perl のバージョ
ンを確認する。
• ローカルまたは現在のユーザに管理者権限
があることを確認する。 現在のユーザに
管理者権限がない場合、サーバを起動する
前に、Windows のサービス パネルで次の
手順を実行します。
1 Cisco DCNM-LAN サーバ サービスを右
クリックし、[Properties] を選択します。
2 [Log On] をクリックします。
3 [This account] ボタンを選択し、管理者
権限を持つユーザの詳細を提供します。
Microsoft Windows：[Administrative Tool] >
[Advanced] タブ > [System/User Setting] の下で、
PATH 変数に
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問題

推奨される解決策
<DCNM_HOME>\dcm\dcnm\strawberry エントリ
含めて、PATH 変数を変更します
（<DCNM_HOME> は Cisco DCNM がインストー
ルされているディレクトリに置き換える）。
Linux：Perl パスを
PATH=<DCNM_HOME>/dcm/dcnm/strawberry:$PATH
export PATH に修正します（<DCNM_HOME>
は Cisco DCNM がインストールされているディ
レクトリに置き換える）。

イベントがイベント ブラウザから削除される

スイッチ、Cisco DCNM サーバ、および Cisco
DCNM クライアントのクロックが同期している
ことを確認します。 クロックが同期されている
かどうかを確認するには、Cisco DCNM イベン
ト ブラウザで、現地時間とスイッチ時間を確認
します。
デバイス クロックまたは Cisco DCNM サーバの
タイムスタンプを変更するには、clock set およ
び clock timezone コマンドを使用します。

24 時間より古いイベント メッセージの表示方
法

デフォルトでは、Cisco DCNM-LAN クライアン
トは、24 時間経過していないサーバ メッセー
ジからイベントを取得します。 24 時間より古
いイベントを表示するには、[Event Filter] オプ
ションで、表示するイベントの開始日、終了
日、および認識される重大度を入力します。

Cisco DCNM-LAN クライアントに、Cisco DCNM Cisco DCNM-LAN クライアントのイベント ブ
でサポートされるイベントだけが表示される
ラウザでは、DCNM によってサポートされるイ
ベントと、重大度が緊急、アラート、およびク
リティカルのイベントだけが表示されます。
イベント データベースの管理設定

デフォルトでは、イベント データベースのパー
ジは午後 11 時 30 分に自動的に実行され、最新
の 1,00,000 エントリを保持し、古いイベントを
データベースから削除します。
[DCNM Server Administration] > [Auto
Synchronization] をクリックします。 [Events
Database Administration] ページのデフォルト設
定が表示されます。
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問題

推奨される解決策

[Event Browser] 画面に 2000 イベントだけが表
示される

[Event Browser] 画面には、最新のイベントを表
の先頭に、2000 イベントが表示されます。 2000
行に達すると、古いイベントは [Event Browser]
画面から削除され、最新のイベントがリストの
先頭に追加されます。
2000 以上のイベントや、イベント ブラウザか
ら削除された古いイベントを表示するには、開
始時刻、終了時刻、および重大度を指定して
[Event Filter] オプションを使用します。
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章

Cisco DCNM 検出で発生する問題のトラブル
シューティング
この章の内容は、次のとおりです。
• Cisco DCNM に必要なデフォルトのログ レベル, 25 ページ
• デフォルト キーワード, 32 ページ
• DCNM 検出に必要なコマンド, 34 ページ
• DCNM 検出中の問題に対する推奨される解決策, 38 ページ

Cisco DCNM に必要なデフォルトのログ レベル
ここでは、Cisco Nexus シリーズ スイッチに必要なさまざまなログ レベルについて説明します。

（注）

デフォルトの Cisco DCNM 動作を無効にするには、Cisco DCNM のカスタム ログ レベルの設
定を参照してください。

表 8：Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのデフォルト ログ レベル

機能

Cisco DCNM でのサポート

デフォルト ログ レベ
ル

Cisco DCNM に必要な
ログ レベル

Ethpm

Yes

5

5

インターフェイ
ス VLAN

Yes

2

5

Udld

Yes

5

5

Port-channel

Yes

5

6
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機能

Cisco DCNM でのサポート

デフォルト ログ レベ
ル

Cisco DCNM に必要な
ログ レベル

モニタ

Yes

3

6

CDP

Yes

2

6

VpC

Yes

2

6

STP

Yes

3

6

ポート セキュリ Yes
ティ

2

5

DHCP

Yes

2

6

GLDB

Yes

3

6

HSRP

Yes

3

6

AAA

Yes

3

5

RADIUS

Yes

3

5

追跡

Yes

3

6

TACACS+

Yes

3

5

プラットフォー
ム

Yes

5

5

Sysmgr

Yes

3

3

モジュール

Yes

5

5

FEX

No

-

-

DOT1X

Yes

2

5

VDCmgr

Yes

6

6

LstSVC

No

-

-

リンク ステータ Yes
スが有効

T

T

リンク ステータ Yes
スがデフォルト

F

T

VIM

No

-

-

VMS

No

-

-

LLDP

Yes

2

5
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表 9：Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのデフォルト ログ レベル

機能

Cisco DCNM でのサポート

デフォルト ログ レベ
ル

DCNM に必要なログ
レベル

Ethpm

Yes

5

5

インターフェイ
ス VLAN

Yes

2

5

Udld

Yes

5

5

Port-channel

Yes

5

6

モニタ

Yes

3

6

CDP

Yes

2

6

VpC

Yes

2

6

STP

Yes

3

6

ポート セキュリ No
ティ

-

-

DHCP

No

-

-

GLDB

No

-

-

HSRP

No

-

-

AAA

Yes

3

5

RADIUS

Yes

3

5

追跡

No

-

-

TACACS+

Yes

3

5

プラットフォー
ム

Yes

5

5

Sysmgr

Yes

3

3

モジュール

No

-

-

FEX

Yes

2

5

DOT1X

No

-

-

VDCmgr

No

-

-

LstSVC

No

-

-

リンク ステータ Yes
スが有効

T

T

リンク ステータ Yes
スがデフォルト

F

T
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機能

Cisco DCNM でのサポート

デフォルト ログ レベ
ル

DCNM に必要なログ
レベル

VIM

No

-

-

VMS

No

-

-

LLDP

No

-

-

表 10：Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチのデフォルト ログ レベル

機能

Cisco DCNM でのサポート

デフォルト ログ レベ
ル

DCNM に必要なログ
レベル

Ethpm

Yes

5

5

インターフェイ
ス VLAN

Yes

2

5

Udld

Yes

5

5

Port-channel

Yes

5

6

モニタ

Yes

3

6

CDP

Yes

2

6

VpC

No

-

-

STP

Yes

3

6

ポート セキュリ No
ティ

-

-

DHCP

Yes

2

6

GLDB

No

-

-

HSRP

No

-

-

AAA

Yes

3

5

RADIUS

Yes

3

5

追跡

No

-

-

TACACS+

Yes

3

5

プラットフォー
ム

Yes

5

5

Sysmgr

Yes

3

3

モジュール

No

-

-

FEX

No

-

-
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機能

Cisco DCNM でのサポート

デフォルト ログ レベ
ル

DCNM に必要なログ
レベル

DOT1X

No

-

-

VDCmgr

No

-

-

LstSVC

No

-

-

リンク ステータ No
スが有効

-

-

リンク ステータ No
スがデフォルト

-

-

VIM

No

-

-

VMS

No

-

-

LLDP

Yes

2

5

L2ISIS

No

-

-

FP トポロジ

No

-

-

FP リソース

No

-

-

Nohms

Yes

1

2

ポート プロファ No
イル

-

-

MSP

No

-

-

Switchprofile

Yes

2

6

FLOGI

No

-

-

表 11：Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのデフォルト ログ レベル

機能

Cisco DCNM でのサポート

デフォルト ログ レベ
ル

Cisco DCNM に必要な
ログ レベル

Ethpm

Yes

5

5

インターフェイ
ス VLAN

Yes

2

5

Udld

Yes

5

5

ポート チャネル Yes

5

6

モニタ

Yes

3

6

CDP

Yes

2

6
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機能

Cisco DCNM でのサポート

デフォルト ログ レベ
ル

Cisco DCNM に必要な
ログ レベル

VpC

No

-

-

STP

Yes

3

6

ポート セキュリ No
ティ

-

-

DHCP

No

-

-

GLDB

No

-

-

HSRP

No

-

-

AAA

Yes

3

5

RADIUS

Yes

3

5

追跡

No

-

-

TACACS+

Yes

3

5

プラットフォー
ム

No

-

-

Sysmgr

Yes

3

3

モジュール

No

-

-

FEX

No

-

-

DOT1X

No

-

-

VDCmgr

Yes

6

6

LstSVC

Yes

2

4

リンク ステータ Yes
スが有効

T

T

リンク ステータ Yes
スがデフォルト

F

T

VIM

No

-

-

VMS

No

-

-

LLDP

No

-

-

表 12：Cisco Nexus 1000 シリーズ スイッチのデフォルト ログ レベル

機能

Cisco DCNM でのサポート

デフォルト ログ レベ
ル

Cisco DCNM に必要な
ログ レベル

Ethpm

Yes

5

5
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機能

Cisco DCNM でのサポート

デフォルト ログ レベ
ル

Cisco DCNM に必要な
ログ レベル

インターフェイ
ス VLAN

No

-

-

Udld

No

-

-

Port-channel

Yes

5

6

モニタ

Yes

3

6

CDP

Yes

2

6

VpC

No

-

-

STP

No

-

-

ポート セキュリ No
ティ

-

-

DHCP

No

-

-

GLDB

No

-

-

HSRP

No

-

-

AAA

Yes

3

5

RADIUS

Yes

3

5

追跡

No

-

-

TACACS+

Yes

3

5

プラットフォー
ム

Yes

5

5

Sysmgr

Yes

3

3

モジュール

Yes

5

5

FEX

No

-

-

DOT1X

No

-

-

VDCmgr

No

-

-

LstSVC

No

-

-

リンク ステータ No
スが有効

T

T

リンク ステータ Yes
スがデフォルト

F

T

VIM

Yes

5

5

VMS

Yes

5

5
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機能

Cisco DCNM でのサポート

デフォルト ログ レベ
ル

Cisco DCNM に必要な
ログ レベル

LLDP

No

-

-

デフォルト キーワード
表 13：プラットフォーム タイプごとのデフォルト キーワード

キーワード

プラットフォーム

dc3

Nexus 7000

n5k

Nexus 5000、Nexus 5010、および Nexus 5020

n5500

Nexus 5500、Nexus 5548、および Nexus 5596

n4ki

Nexus 4000 IBM ブレード サーバ

n1kv

Nexus 1000

n1010

Nexus 1010

m9500

MDS 9500

m9200

MDS 9200

m9100

MDS 9100

表 14：機能名のデフォルト キーワード

キーワード

機能

module

モジュール

interface-vlan

インターフェイス VLAN

tacacs

TACACS+

monitor

モニタ

stp

スパニングツリー

eth_port_channel

ポート チャネル

udld

UDLD

ethpm

ETHPM

sysmgr

システム マネージャ

platform

プラットフォーム
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キーワード

機能

cdp

CDP

radius

Radius

aaa

AAA

dhcp

DHCP

vdc_mgr

VDC

gldp

GLDP

port-security

ポート セキュリティ

dot1x

DOT1x

track

オブジェクト トラッキング

vpc

VPC

hsrp_engine

HSRP

tunnel

トンネル

fprsrc

Fabricpath リソース

fptopo

Fabricpath トポロジ

l2isis

Fabricpath ISIS

fex

ファブリック エクステンダ

nohms

NOHMS

lldp

LLDP

flogi

FLOGI

fip-snooping

FIP スヌーピング

lstsvc

LSTSVC

port-profile

ポート プロファイル

vim

VIM

vms

VMS

msp

MSP
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DCNM 検出に必要なコマンド
コマンド

Nexus Nexus Nexus Nexus Nexus
7000 5000 4000
3000
1000v

Nexus
1010

Catalyst
6500

FWSM

UCS

show clock

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

show version

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

show inventory

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

show cdp
neighbors detail

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

show lldp
Yes
neighbors detail

Yes

show
spanning-tree
internal info
global | i mac

Yes

show feature-set
| include
fabricpath

Yes

Yes

show context
show
running-config
show logging
level platform

Yes

Yes

Yes

show logging
level module

Yes

Yes

Yes

show logging
level sysmgr

Yes

Yes

Yes

logging level
platform 5

Yes

Yes

Yes

logging level
module 5

Yes

Yes

Yes

logging level
sysmgr 3

Yes

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

show log level |
egrep
'platform|sysmgr'
sh run | include
admin-vdc

Yes
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コマンド

Nexus Nexus Nexus Nexus Nexus
7000 5000 4000
3000
1000v

Nexus
1010

Catalyst
6500

FWSM

UCS

Yes

show
virtual-service-blade
sh run | include Yes
combined-hostname
show logging
Yes
logfile last-index
show accounting Yes
log last-index
show wwn
switch

Yes

show npv
flogi-table

Yes

show topology

Yes

show fcs
database

Yes

show fcns
database local
detail

Yes

sh feature |
include \fcoe\

Yes

show interface
portname | grep
ignore-case
bound command

Yes

logging enable

Yes

logging size 1000

Yes

record rc

Yes

show archive log
config all

Yes
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コマンド

Nexus Nexus Nexus Nexus Nexus
7000 5000 4000
3000
1000v

Nexus
1010

Catalyst
6500

show
running-config |
include record
rc|service
sequence-numbers|service
timestamps log
datetime
localtime
year|service
timestamps log
datetime
localtime
show-timezone
year

Yes

show logging |
include buffer
logging:

Yes

service
timestamps log
datetime
localtime year

Yes

service
sequence-numbers

Yes

logging buffered

Yes

show archive log
config *

Yes

show logging

Yes

Yes

Yes

show
Yes
running-config
expand-port-profile
logging level
show
running-config

UCS

Yes

show context
show hostname

FWSM

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

show mode

Yes

show interface

Yes

show failover

Yes

Yes

Cisco DCNM トラブルシューティング ガイド
36

OL-27511-01-J

Cisco DCNM 検出で発生する問題のトラブルシューティング
DCNM 検出に必要なコマンド

コマンド

Nexus Nexus Nexus Nexus Nexus
7000 5000 4000
3000
1000v

Nexus
1010

Catalyst
6500

show ip
interface brief

Yes

show interfaces
| include line |
Hardware

Yes

show interfaces
capabilities

Yes

show interfaces
status

Yes

show interfaces
flowcontrol

Yes

show udld

Yes

show interfaces
status
err-disabled

Yes

show vtp status

Yes

show vlan

Yes

show
spanning-tree

Yes

show
spanning-tree
mst
configuration
digest

Yes

show
etherchannel
summary

Yes

show resource

Yes

show vsan

Yes

Yes

show interface
brief

Yes

Yes

show
port-security
address | begin
Vlan
show
san-port-channel
database

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

FWSM

UCS

Yes
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コマンド

Nexus Nexus Nexus Nexus Nexus
7000 5000 4000
3000
1000v

show clock utc

Yes

Nexus
1010

Catalyst
6500

FWSM

UCS

show vdc
Yes
fcoe-vlan-range

DCNM 検出中の問題に対する推奨される解決策
次の表は、検出に関する問題と、その解決に役立つ推奨される解決策のリストを示します。 デバ
イスを検出するのに失敗した場合は、次の解決方法を実施する必要があります。

（注）

Cisco DCNM は、Nexus スイッチの検出に SSH を使用し、非 Nexus スイッチの検出に Telnet を
使用します。
問題

推奨される解決策

認証の失敗

デバイスにログイン中に有効なユーザ クレデンシャルが入力され
ていません。
次の方法が推奨されます。
1 外部 SSH または Telnet クライアントを介してデバイスにログ
インします。
2 検出時に提供されたユーザ名とパスワードを入力し、ログイン
が成功したかどうかを確認します。

データベース例外

検出は、データベースを照会する間のエラーまたは例外が原因で
失敗しました。 デバイスをもう一度検出します。

デバイスの同期化失敗

デバイスは、自動同期エラーが原因で管理されていません。 デバ
イスをもう一度検出します。

デバイス同期化の手動による 自動同期化を手動でディセーブルにしたため、デバイスは管理さ
停止
れていません。 デバイスを管理するには、デバイスの自動同期化
をイネーブルにします。
サーバの内部エラー

サーバ内の検出中に発生した例外があります。 デバイスをもう一
度検出します。
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接続の失敗

アプリケーション プロトコルの接続（Telnet、SSH、または HTTP）
が使用可能でないか、または接続がタイム アウトしました。
Nexus プラットフォームでは、サードパーティ製の SSH クライア
ントを介してデバイスの SSH サーバを接続します。 接続が確立し
ているかどうかを確認します。
Telnet を介してデバイスにログインし、次のコマンドを入力しま
す。
Conf t;
Feature ssh;

非 Nexus プラットフォームでは、Windows、Linux、または Solaris
で使用可能な Telnet クライアントを使用してデバイスを接続しま
す。 接続が確立されていることを確認します。
到達不能

デバイスは検出時に到達不能です。 サードパーティの SSH クライ
アントを介して、デバイスの SSH サーバに接続します。 正常に接
続されると、ユーザ クレデンシャルが要求されます。

検出されない

これは、サーバが適切なエラーを報告しない場合のデフォルト エ
ラーです。 デバイスをもう一度検出します。

ノードがダウンした

デバイス ディスカバリの進行中に、サーバがシャット ダウンされ
ました。 デバイスをもう一度検出します。

サポートされていないバー
ジョン

デバイス プラットフォームが DCNM でサポートされていません。
サポートされてるバージョンについては、『Cisco DCNM
Compatibility Matrix』を参照してください。

アーカイブ ロギングがディ
セーブルになっている

デバイスのアーカイブ ロギングがディセーブルです。 次の方法が
推奨されます。
1 SSH または Telnet クライアントを使用してデバイスにログイン
し、ユーザ クレデンシャルを入力します。
2 特権モードで、enable コマンドとパスワードを入力します。
3 コンフィギュレーション モードで、config t コマンドを入力し
ます。
4 アーカイブ モードで、archive コマンドを入力します。
5 ログ コンフィギュレーション モードで、log config コマンドを
入力します。
6 logging enable コマンドを入力して、ロギングをイネーブルに
します。
7 デバイスをもう一度検出します。
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セカンダリ ノードのファブ
リック インターコネクトの
検出

UCS Manager はセカンダリ ファブリック インターコネクトでは使
用できません。 プライマリ ファブリック インター コネクトから
UCS を検出します。

VTP バージョン 3 がサポー
トされない

Cisco DCNM は、Catalyst 6500 スイッチ上で VTP バージョン 3 を
サポートしていません。 次の方法が推奨されます。
1 SSH または Telnet クライアントを使用してデバイスにログイン
し、ユーザ クレデンシャルを入力します。
2 次の 1 または 2 のいずれかに、VTP のバージョンを設定しま
す。
cat6k(config)# vtp version 1
または
cat6k(config)# vtp version 2
3 デバイスをもう一度検出します。

認可の失敗

許可は、検出中に show コマンドのために拒否されました。 検出
中にサポートされるコマンドの詳細については、検出によって送
信されるコマンドの一覧を参照してください。

システム ログの不一致

システム ログの時間順に不一致が見つかりました。 次の方法が推
奨されます。
1 SSH または Telnet クライアントを使用してデバイスにログイン
し、ユーザ クレデンシャルを入力します。
2 コンフィギュレーション モードで、configuration t clear logging
log を入力します。
3 logging enable コマンドを入力して、ロギングをイネーブルに
します。
4 デバイスをもう一度検出します。

アカウンティング ログの不
一致

アカウンティング ログの時間順で不一致が見つかりました。 次の
方法が推奨されます。
1 SSH または Telnet クライアントを使用してデバイスにログイン
し、ユーザ クレデンシャルを入力します。
2 コンフィギュレーション モードで、configuration t clear
accounting log を入力します。
3 デバイスをもう一度検出します。
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ログ レベルの同期の失敗

必要な Cisco DCNM ログ レベルがデバイスで設定されていませ
ん。 次の方法が推奨されます。
1 SSH または Telnet クライアントを使用してデバイスにログイン
し、ユーザ クレデンシャルを入力します。
2 コンフィギュレーション モードで、conf t; logging level feature
level を入力します。
3 デバイスをもう一度検出します。

接続制限の超過

デバイスの接続数制限を超過したため、新しい接続を受け入れら
れません。 次の方法が推奨されます。
1 SSH または Telnet クライアントを使用してデバイスにログイン
し、ユーザ クレデンシャルを入力します。
2 既存のアクティブな接続を表示します。 たとえば、Cisco Nexus
7000 シリーズ スイッチでは、show users と show xml server
status コマンドを入力して、アクティブなユーザのリストを表
示します。 CLI および XML モードの両方の最大同時アクティ
ブ接続については、デバイスの製品ページを参照してくださ
い。
3 CLI または XML モードから不要な接続を削除します。 たとえ
ば、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチでは、show users、config
t、および clear unwanted-line-number-seen-in-show-users-o/p を入
力して、CLI 接続と、show xml server status および xml server
terminate session session-number-to-terminate をクリアします。
4 デバイスをもう一度検出します。

非 admin の FWSM コンテキ admin がサポートされるコンテキスト デバイスを検出します。
ストの検出がサポートされて
いない
SSH 例外

デバイスで SSH を使用できません。 次の方法が推奨されます。
1 Telnet クライアントを使用してデバイスにログインし、ユーザ
クレデンシャルを入力します。
2 config t を入力して、コンフィギュレーション モードを開始し
ます。
3 feature SSH を入力して、イネーブルにします。
4 デバイスをもう一度検出します。
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不十分なユーザ権限

一部のコマンドは検出時に拒否されます。 次の方法が推奨されま
す。
1 SSH または Telnet クライアントを使用してデバイスにログイン
し、ユーザ クレデンシャルを入力します。
2 config t を入力して、コンフィギュレーション モードを開始し
ます。
3 conf t; logging level feature level を入力して、イネーブルにしま
す。
4 詳細については、デフォルトのロギング レベルを参照してくだ
さい。
5 デバイスをもう一度検出します。

NTP が設定されていない

デバイスで NTP を設定し、そのデバイスを再検出します。

デバイスの時間が Cisco
DCNM サーバ時刻よりも進
んでいる

NTP は Cisco DCNM サーバ マシンまたはデバイスでは設定されま
せん。 NTP を両方のマシンで設定し、そのデバイスを再検出しま
す。

デバイスの時間が設定されて デバイスのクロックを設定し、デバイスをもう一度検出してみて
いない
ください。
Cisco DCNM が UCS サーバ
1 仮想サーバが接続されている Nexus デバイスを検出する前に、
ブレードの検出をサポートし
VMware を使用して仮想サーバを検出します。
ていない
2 Web クライアントを使用してサーバとデバイスを検出するに
は、次の手順に従います。
1 サーバの [Admin] メニュー > [Data Sources] > [VMware] に移
動します。
2 Nexus デバイスの [Admin] メニュー > [Data Sources] > [LAN]
に移動します。
3 Nexus デバイス ポート サーバが起動したら、Cisco DCNM は自
動的に検出し、サーバ検出をトリガーします。
4 Cisco DCNM で show mac address-table コマンドを使用して、
スイッチに接続されているホストを追跡します。
（注）

トラフィック フローがない、またはサーバに接続さ
れたポートが動作していない場合、スイッチの MAC
アドレス テーブルにホストの MAC アドレスはあり
ません。
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章

DCNM-SAN
で発生する問題のトラブルシュー
ティング
この章では、Cisco Data Center Network Manager SAN のインストール中に発生する問題をトラブ
ルシューティングする方法について、解決策付きで説明します。
• Cisco DCNM-SAN のトラブルシューティング ガイドライン, 43 ページ

Cisco DCNM-SAN のトラブルシューティング ガイドライ
ン
表 15：Cisco DCNM-SAN のトラブルシューティング ガイドライン

問題

推奨される解決策

クライアントまたはサーバのロックに関して収 クライアント マシンに JDK 1.6.x をインストー
集するファイルの問題。
ルした場合は、情報を収集するために次のコマ
ンドを実行します。$JDK_HOME/bin/jstack
process-id
クライアントまたはサーバのパフォーマンスに OS レベルのプロセスの CPU やメモリ使用率を
関して収集するファイルの問題。
収集します。
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問題

推奨される解決策

新しいスイッチまたはデバイスが正しく表示さ Cisco DCNM は、WWN からの未知の OUI に基
れない。
づいた新しい Cisco スイッチまたはエンド デバ
イスを認識できません。 Cisco スイッチ用の新
しい OUI を追加したり、新しいデバイス タイ
プを追加するには、
$Installation\dcm\fm\conf\server.properties を編集
します。
# Add new OUIs for discovering switch, end
device with format:
# 0xhhhhhh vendor_name devicetypes
h(host)|d(disk)|t(tape)|s(switch)|g(gateway)|m(cisco
mds)
# for example: newOUIs=0x00E069 JNI h|d;
0x000ded Cisco m;\
# 0x006069 Brocade s;
newOUIs = 0x000ded Cisco m -- is to add
switch new OUI
newOUIs = 0x00E069 JNI h|d -- is to add host
or disk device new OUI

編集が終了したら、Cisco DCNM-SAN サーバを
再起動します。
すべてのスイッチのステータスがタイムアウト SNMP 通信レイヤがスタックして、SNMP パ
する。
ケットが円滑に処理できない可能性がありま
す。
スイッチで show snmp を入力して、ユーザ ク
レデンシャルが存在することと、それが SNMP
設定と一致することを確認します。
show snmp internal tcp 接続を入力して、スイッ
チの詳細情報を得ます。
または Installation\dcm\fm\conf\server.properties
からサーバ SNMP をリセットできます。
# Snmp session reset execute time at the hour
of day (0-23), default value is 0
snmp.resetTime = 0
# Snmp session reset period: Never=0, Once=1,
Daily=2; Weekly=3, default value is 2
snmp.resetPeriod = 2

DCNM-SAN サーバを再起動します。
postgres または Cisco DCNM インストール中に Windows のコンソール モードでのみ Postgresql
「dbinit」が失敗した。
をインストールできます。 リモート デスクトッ
プを使用している場合は、mstsc /console を実行
します。
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問題

推奨される解決策

ウィンドウ サービス依存関係の変更。

ウィンドウ サービス依存関係を追加するには、
次のコマンドを入力します。C:\Users\xxxxx>sc
config fmserver depend= "OracleServiceXE" [SC]
ChangeServiceConfig SUCCESS
コントロール パネルから Oracle サービスの名
前を検索することができます。

最初の検出に時間がかかる。

DCNM-SAN に NPV デバイスおよび UCS を含
むすべてのスイッチへの SNMP アクセス権があ
ることを確認します。

DCNM-SAN サーバの Postgres での実行が遅い。 データベース サイズ
（$INSTALLDIR/dcm/db/data）を確認し、デー
タベース サイズが 3 GB 未満であることを確認
します。 Windows では、データ フォルダを右
クリックして [Properties] を選択します。 フォ
ルダ サイズが示されたダイアログボックスが表
示されます。 Linux では、du –k
$INSTALLDIR/dcm/db/data を実行します。
データベース サイズを小さくするには、次のコ
マンドを実行します。
.Stop FMServer.
cd $POSTGRES_DIR/bin
run ./psql.exe –U db_username dcmdb
(where dcmdb is the database name)
.run this command at psql prompt.
#vacuum full analyze verbose;
#\q
You should see database size is reduced.
(The above might take a while)
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問題

推奨される解決策

Oracle XE 接続プール サイズが増加する。

接続プールおよびカーソル サイズを調整するた
めに、Oracle XE に対してフェデレーションを
実行するときに、次のコマンドを実行する必要
があります。
C:\Documents and
Settings\Administrator>sqlplus /nolog
SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on
Wed Jan 6 17:19:32 2010
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights
reserved.
SQL> connect / as sysdba;
Connected.
SQL> alter system set processes=150
scope=spfile;
System altered.
SQL> alter system set open_cursors=500
scope=spfile;
System altered.
SQL> shutdown immediately;
SP2-0717: illegal SHUTDOWN option
SQL> shutdown immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup;

PM の履歴データを移行する方法。

PM の履歴データを移行するには、次の手順に
従います。
1 新しいサーバに Cisco DCNM-SAN をインス
トールします。
2 Cisco DCNM-SAN サーバを停止します。
3 古いサーバ（$INSTALLDIR/fm/pm/db）から
新しいサーバ（$INSTALLDIR/fm/pm/db）に
すべての RRD ファイルをコピーします。
4 次のコマンドを入力します。
$INSTALLDIR/bin/pm.bat s
5 新しいサーバの Cisco DCNM-SAN サーバを
再起動します。
6 ファブリックを検出します。
7 ファブリックをコレクションに追加します。
8 新しいサーバで fmserver を再起動します。
9 1 時間後、履歴統計が新しいサーバにあるこ
とを確認します。
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問題

推奨される解決策

ウィンドウ サービス依存関係を変更する方法

サービス依存関係を追加するには、次のコマン
ドを入力します。 コントロール パネルを使用
して、Oracle サービスの名前を検索します。 コ
マンドを入力した後、コントロール パネルの
FMServer を更新し、正しい依存関係を表示しま
す。
C:\Users\xxxxx>sc config fmserver depend=
"OracleServiceXE" [SC] ChangeServiceConfig
SUCCESS

Fabric Manager Server（fmserver）を手動で削除 Fabric Manager Server を手動でアンインストー
またはアンインストールする方法
ルするには、次の手順に従います。
1 Fabric Manager Server を停止します。
2 コマンド プロンプトで、sc delete fmserver
を入力してサービスを削除します。
3 [Add and Remove Programs] から、postgres を
アンインストールします。
4 $INSTALLDIR/dcm ディレクトリを削除しま
す。
DCNM 5.2.x Windows サーバを手動で削除また
はアンインストールする方法

DCNM 5.2.x を手動でアンインストールするに
は、次の手順に従います。
1 Fabric Manager Server を停止します。
2 コマンド プロンプトで、sc delete fmserver
を入力してサービスを削除します。
3 [Add and Remove Programs] から、postgres を
アンインストールします。
4 $ProgramFiles/Zero G
Registry/.com.zerog.registry.xml を削除しま
す。
5 $INSTALLDIR/dcm ディレクトリを削除しま
す。
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問題

推奨される解決策

DCNM 5.2.x Linux サーバを手動で削除またはア DCNM 5.2.x を手動でアンインストールするに
ンインストールする方法
は、次の手順に従います。
1 fmserver を停止します。
2 $INSTALLDIR/dcm/db/bin/DB を実行して、
postgres DB サーバを停止します。
3 /var/.com.zerog.registry.xml を削除します。
4 $INSTALLDIR/dcm ディレクトリを削除しま
す。
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