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本書の目的

本書は、Systemwalker Software Configuration Managerの以下のバージョンで発生したトラブルの対処方法について説明しています。

・ Systemwalker Software Configuration Manager V14.1.0

 
本書の読者

本書は、Systemwalker Software Configuration Managerの基本的な操作、機能を理解し、Systemwalker Software Configuration Manager
を使用して運用する方を対象にしています。

 
本書の構成

本書の構成は、以下のとおりです。

第1章 トラブル対処の流れ

Systemwalker Software Configuration Managerのトラブル対処の流れを説明しています。

第2章 導入に関するトラブルシューティング

Systemwalker Software Configuration Managerのインストールおよびセットアップに関するトラブルシューティングを説明しています。

第3章 運用に関するトラブルシューティング

Systemwalker Software Configuration Managerの運用に関するトラブルシューティングを説明しています。

第4章 配備に関するトラブルシューティング

Systemwalker Software Configuration Managerの配備に関するトラブルシューティングを説明しています。

 
本書の表記

本書では、使用している名称、略称、および記号については、『マニュアル体系と読み方』の「マニュアルの表記について」を参照して

ください。

オペレーティングシステム表記

本書では、オペレーティングシステムを以下のように略記しています。

 
正式名称 略称

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V

Windows Server 2008

Windows
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

Windows Server 2003 R2

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) (for x86) RHEL (x86)
RHEL

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) (for Intel64) RHEL (Intel64)
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輸出管理規制について

本書を輸出または提供する場合は、外国為替、外国貿易法、および米国輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続

きをおとりください。

 
商標

・ Adobe、Adobe Reader、およびFlashは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標ま

たは登録商標です。

・ Interstage、ServerView、Symfoware、およびSystemwalkerは、富士通株式会社の登録商標です。

・ Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・ Microsoft、Internet Explorer、Hyper-V、Windows、およびWindows Serverは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の

国における登録商標です。

・ Red Hat、RPM、およびRed Hatをベースとしたすべての商標とロゴは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標ま

たは商標です。

・ VMware、VMwareロゴ、Virtual SMP、およびVMotionは、VMware,Incの米国およびその他の国における登録商標または商標で

す。

・ Xen、XenSource は、米国およびその他の国で XenSource, Inc. の登録商標または商標です。

・ その他の会社名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

なお、本書では、システム名または製品名に付記される登録表示((TM)または(R))は、省略しています。

 
発行年月および版数

 
版数 マニュアルコード

2011年3月 初版 J2X1-7566-01Z0(00)/J2X1-7566-01Z2(00)

2011年6月 第1.1版 J2X1-7566-01Z0(01)/J2X1-7566-01Z2(01)

 
お願い

本書を無断で他に転載しないようお願いします。

本書は予告なしに変更されることがあります。

 
著作権

Copyright 2011 FUJITSU LIMITED

 

変更履歴
 

追加・変更内容 変更箇所 版数

配備に関するトラブルシューティングの記事を追

加しました。

4.1 配備に成功したが仮想サーバのIPアドレスで接続

できない

4.2 仮想システムの配備後、管理者ビューのイベントロ

グに「VSYS30002」エラーが出力される

第1.1版
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第1章 トラブル対処の流れ

Systemwalker Software Configuration Managerでは、トラブルに対して原因を追求するために、調査資料を採取することを推奨してい

ます。トラブル直後の調査資料を採取することにより、本章の対処方法で対処できなかった場合のトラブルに対して、調査および原因

追及ができます。

トラブルが発生してからの手順は、以下のようになります。

1. トラブルが発生したと思ったら、まず調査資料を採取します。

2. 発生している現象に対して、それぞれの対処、確認作業を行います。

3. 対処できた場合は、そのまま運用を継続してください。

手順1.で採取した調査資料は、次のトラブル時に利用するために保管しておいてください。

4. 対処できなかった場合は、手順1.で採取した調査資料を技術員に送付し、調査を依頼してください。

1.1 調査資料の採取について

トラブルが発生した場合、まずは本製品が出力するエラーメッセージの内容を確認し、対処してください。対処方法は『メッセージ集』

に記載しています。

対処できなかった場合には、トラブルが発生している管理サーバまたは管理対象サーバで、以下に示す資料を採取してください。

 
管理サーバ

・ Systemwalker Runbook Automationの調査資料

swrba_collectinfoコマンドで、Systemwalker Runbook Automationの調査資料を採取します。swrba_collectinfoコマンドの使用方法

については、『Systemwalker Runbook Automation リファレンスガイド』の「swrba_collectinfo(トラブル調査資料採取コマンド)」を参

照してください。

・ Systemwalker Software Configuration Managerの調査資料

以下のファイルを採取します。

【Windows】

%SystemDrive%\ProgramData\Fujitsu\SystemwalkerCF-MG\pgsql\data\postgresql.conf

%SystemDrive%\ProgramData\Fujitsu\SystemwalkerCF-MG\pgsql\data\pg_hba.conf

%SystemDrive%\ProgramData\Fujitsu\SystemwalkerCF-MG\pgsql\data\pg_ident.conf

%SystemDrive%\ProgramData\Fujitsu\SystemwalkerCF-MG\logs\*

<本製品のインストール先>\bin\cfmgcommand.properties

<本製品のインストール先>\config\*

Windowsのアプリケーションログ

【Linux】

/var/opt/FJSVcfmg/pgsql/data/postgresql.conf

/var/opt/FJSVcfmg/pgsql/data/pg_hba.conf

/var/opt/FJSVcfmg/pgsql/data/pg_ident.conf

/var/opt/FJSVcfmg/logs/*

/etc/opt/FJSVcfmg/bin/*

/etc/opt/FJSVcfmg/config/*

/var/log/messages*

 
管理対象サーバ

・ Systemwalker Runbook Automationの調査資料

swrba_collectinfo_agentコマンドで、Systemwalker Runbook Automationの調査資料を採取します。swrba_collectinfo_agentコマン

ドの使用方法については、『Systemwalker Runbook Automation リファレンスガイド』の「swrba_collectinfo_agent(エージェントトラブ

ル調査資料採取コマンド)」を参照してください。
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・ Systemwalker Software Configuration Managerの調査資料

以下のファイルを採取します。

【Windows】

%SystemDrive%\ProgramData\Fujitsu\FJSVswrbac\cfmg\log\*

Windows Server 2003の場合は、以下の出力先になります。

%SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\ApplicationData\Fujitsu\FJSVswrbac\cfmg\log\*

【Linux】

/var/opt/FJSVswrbac/cfmg/log/*

 

 ポイント

ここで説明しているログの出力先はデフォルトの場合です。ログの出力先は変更することもできるので、実際の出力先を確認してくださ

い。ログ出力の詳細については、『運用ガイド』の「ログ出力」を参照してください。
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第2章 導入に関するトラブルシューティング

2.1 インストールに関するトラブルシューティング

2.1.1 インストーラでのインストールに失敗する【Linux】
 

エラーメッセージ

インストール中に問題が発生しました。

復元処理中です。

インストールに失敗しました。

 
対象バージョンレベル

・ Linux版：V14.1.0

2.1.1.1 対処
 

確認ポイント

syslog(/var/log/messages)に、以下のメッセージが出力されていませんか。

 

 例

Feb 24 13:39:20 localhost postgres-cfmg[PID]: [1-1] LOG:  could not bind IPv4 socket: アドレスは既に使用中です

Feb 24 13:39:20 localhost postgres-cfmg[PID]: [1-2] HINT:  Is another postmaster already running on port 5438? If not, 

wait a few seconds and retry.

Feb 24 13:39:20 localhost postgres-cfmg[PID]: [2-1] WARNING:  could not create listen socket for "localhost"

Feb 24 13:39:20 localhost postgres-cfmg[PID]: [3-1] FATAL:  could not create any TCP/IP sockets

注)ポート番号はインストール時に指定したものになります。(デフォルトは5438)

 
原因

インストール時のポート番号の指定が適切ではありません。（他のサービスとポート番号が重なっています。）

 
対処方法

製品をインストールしなおしてください。

ポート番号を確認して、適切なポート番号を指定してください。

・ Systemwalker Runbook Automationのインストールされていない環境に本製品をインストールした場合

1. 『導入ガイド』の「Linux版のアンインストール」に従って「Systemwalker Runbook Automation V14g(管理サーバ)」をアンイン

ストールします。

2. 『導入ガイド』の「Linuxへのインストール」に従って製品をインストールしなおします。

・ Systemwalker Runbook Automationのインストールされている環境に本製品をインストールした場合

1. 『導入ガイド』の「Linuxへのインストール」に従って製品をインストールしなおします。
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2.2 セットアップに関するトラブルシューティング

2.2.1 SSOのセットアップについて、ssoclsetupコマンドを実行すると異常終了する
 

エラーメッセージ

IREP: ERROR: irep30003: Enabler Repository creation failed. pid=xxxx, server=localhost, datastore=リポジトリ名, 

reason=Could not create datastore: Cannot create/update/reinitialize datastore files. [リポジトリ名]

 
対象バージョンレベル

・ Windows版：V14.1.0

・ Linux版：V14.1.0

2.2.1.1 対処1【Linux】
 

確認ポイント

syslog(/var/log/messages)に、以下のメッセージが出力されていませんか。

omsadmd[pid]: UX:ENABLER: ERROR: ENABLER9222: Interstage_Application_Server: Datastore: リポジトリ名 : Could not create 

shared memory!

 
原因

システムパラメーターのチューニングに誤りがあります。

 
対処方法

システムパラメーター(kernel.shmallまたはkernel.shmmni)のチューニングの誤りです。『導入ガイド』の「システムパラメーターのチュー

ニング【Linux】」を参照して、正しくチューニングを行ってください。

2.2.1.2 対処2
 

確認ポイント

[対処1]でのログ出力に該当しない場合

 
対処方法

『Interstage Application Server/Interstage Web Server メッセージ集』の「irep30003」を参照して対処してください。
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第3章 運用に関するトラブルシューティング

3.1 管理者ビューまたはテンプレート管理コマンドで「VSYS10098」エラーに
なる

 
エラーメッセージ

[管理者ビュー操作時]

ERROR VSYS10098 SQL error.[Connection refused. Check that the hostname and port are correct and that the postmaster is 

accepting TCP/IP connections.]

[テンプレート管理コマンド操作時]

TPLCnnnnn:<メッセージ>(VSYS10098) (注)

注)nnnnnはメッセージ番号になります。詳細は『メッセージ集』の「テンプレート管理コマンドが出力するメッセージ」を参照してください。

 
対象バージョンレベル

・ Windows版：V14.1.0

・ Linux版：V14.1.0

3.1.1 対処1
 

確認ポイント

管理機能のトレースログ(vsys_trace_log)に、以下のメッセージが出力されていませんか。

1)「VSYS10098」および「VSYS00000」が交互に出力されている。かつ、

2) 1)の後に「VSYS00001」が出力されている。かつ、

3) 2)の後に「VSYS00003」が出力されている。

 

 例

[2011-02-24 11:00:31,265] ERROR VSYS10098 SQL error.[Connection refused. Check that the hostname and port are correct and 

that the postmaster is accepting TCP/IP connections.]

[2011-02-24 11:00:31,265] WARN VSYS00000 Failed to connect to the database. Retrying...

…

（VSYS10098 と VSYS00000 が交互に繰り返し出力）

…

[2011-02-24 11:02:55,171] ERROR VSYS10098 SQL error.[Connection refused. Check that the hostname and port are correct and 

that the postmaster is accepting TCP/IP connections.]

[2011-02-24 11:02:55,171] ERROR VSYS00001 Failed retry. The database may not be ready.

[2011-02-24 11:02:55,171] ERROR VSYS00003 VSYS API Startup is terminated.

 
原因

データベースが起動していません。

データベースを停止したまま、管理機能 APIのワークユニット(CFMG_VSYS)を起動したと考えられます。
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対処方法

『メッセージ集』の「VSYS00001」の対処に従って、データベースを起動してください。

3.1.2 対処2
 

確認ポイント

管理機能のトレースログ(vsys_trace_log)に、以下のメッセージが出力されていませんか。

1) 「VSYS10098」が出力されている。かつ、

2) 1)の詳細エラーメッセージとして「Connection refused. Check that the hostname and port are correct and that the postmaster 

is accepting TCP/IP connections.」が出力されている。かつ、

3) 1)の後にJavaの例外表示（スタックトレース）が出力されている。

 

 例

[2011-02-24 13:16:28,531] ERROR VSYS10098 SQL error.[Connection refused. Check that the hostname and port are correct and 

that the postmaster is accepting TCP/IP connections.]

org.postgresql.util.PSQLException: Connection refused. Check that the hostname and port are correct and that the 

postmaster is accepting TCP/IP connections.

 at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.openConnectionImpl(ConnectionFactoryImpl.java:123)

…

（Javaスタックトレースが出力される）

…

 
原因

データベースが起動していません。

ワークユニットが起動している状態で、データベースのみ停止したと考えられます。

 
対処方法

『メッセージ集』の「VSYS00001」の対処に従って、データベースを起動してください。

3.1.3 対処3【Windows】
 

確認ポイント

管理機能のトレースログ(vsys_trace_log)に対処1と同じログが出力されている。かつ、Windowsのイベントログ(システム)に、以下のメッ

セージが出力されていませんか。

Systemwalker Software Configuration Manager DB Service サービスは、次のエラーのため現在構成されているパスワードを使って .

\cfmgdb として ログオンできませんでした:

ログオン失敗: ユーザー名を認識できないか、またはパスワードが間違っています。

サービスが正常に構成されていることを確認するには、 Microsoft 管理コンソール (MMC) のサービス スナップインを使用してください。

詳細な情報は、http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp の[ヘルプとサポート センター]を参照してください。

Systemwalker Software Configuration Manager DB Service サービスは次のエラーのため開始できませんでした:

ログオンに失敗したため、サービスを開始できませんでした。

詳細な情報は、http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp の[ヘルプとサポート センター]を参照してください。
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原因

データベースが起動していません。

データベース起動ユーザーのパスワード変更時、パスワード設定が間違ったため、管理サーバを再起動したとき、データベースが起

動しないままワークユニットのみが起動していると考えられます。

 
対処方法

『導入ガイド』の「パスワード変更【Windows】」に従って、再度パスワード設定を行ってください。

3.2 net startコマンドによるデータベースの起動に失敗する【Windows】
 

エラーメッセージ

[net startコマンド使用時]

システム エラー 1069 が発生しました。

ログオンに失敗したため、サービスを開始できませんでした。

 
対象バージョンレベル

・ Windows版：V14.1.0

3.2.1 対処
 

確認ポイント

Windowsのイベントログ(システム)に、以下のメッセージが出力されていませんか。

Systemwalker Software Configuration Manager DB Service サービスは、次のエラーのため現在構成されているパスワードを使って .

\cfmgdb として ログオンできませんでした:

ログオン失敗: ユーザー名を認識できないか、またはパスワードが間違っています。

サービスが正常に構成されていることを確認するには、 Microsoft 管理コンソール (MMC) のサービス スナップインを使用してください。

詳細な情報は、http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp の [ヘルプとサポート センター] を参照してください。

Systemwalker Software Configuration Manager DB Service サービスは次のエラーのため開始できませんでした:

ログオンに失敗したため、サービスを開始できませんでした。

詳細な情報は、http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp の [ヘルプとサポート センター] を参照してください。

 
原因

データベース起動ユーザー(cfmgdb)のパスワード設定に誤りがあります。

 
対処方法

『導入ガイド』の「パスワード変更【Windows】」に従って、再度パスワード設定を行ってください。

3.3 管理者ビューのURLにアクセス後、認証画面のURLにリダイレクトされず、
切断される
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対象バージョンレベル

・ Windows版：V14.1.0

・ Linux版：V14.1.0

3.3.1 対処
 

原因

Webサーバ(FJapache)が停止しています。または、

Interstage シングル・サインオンシステム構築コマンド(ssoclsetup)で指定したFQDNが、クライアント上でアドレス解決できていません。

(FQDNが誤っているか、hosts定義、またはDNSの問題)

 
対処方法

Interstage管理コンソールまたはihsstartコマンドで、Webサーバ(FJapache)を起動します。ihsstartコマンドの詳細については、『Interstage
Application Server/Interstage Web Server リファレンスマニュアル(コマンド編)』の「ihsstart」を参照してください。

Interstage管理コンソールでシングル・サインオンの認証基盤のURLを確認し誤っていたら、『導入ガイド』の「Interstage シングル・サイ

ンオンのアンセットアップ」を参照してアンセットアップし、再度正しいFQDNでセットアップしてください。

host定義またはDNSに問題があった場合は、認証基盤のFQDNがクライアント上でアドレス解決できるように対処します。

3.4 管理者ビューのURLにアクセス後、認証画面のURLにリダイレクトされず、
500エラーになる

 
エラーメッセージ

[ブラウザのタイトルバー]

500 Internal Server Error

[ブラウザ画面]

500 Internal Server Error

-------------------------------------

 内部エラーが発生しました。

 
対象バージョンレベル

・ Windows版：V14.1.0

・ Linux版：V14.1.0

3.4.1 対処1【Linux】
 

確認ポイント

/var/log/messagesに、以下のメッセージが出力されていませんか。

httpd: UX:SSO: ERROR: sso00002: Interstage certificate environment access denied. ServerKind=(Business server)」

 
原因

Interstage証明書環境へのアクセス権の設定に誤りがあります。

- 8 -



 
対処方法

『導入ガイド』の「Interstage証明書環境へのアクセス権限の設定【Linux】」を参照して正しく設定を行い、Interstage管理コンソールまた

はihsstartコマンドで、Webサーバ(FJapacheとSSOauth)を再起動してください。ihsstartコマンドの詳細については、『Interstage Application
Server/Interstage Web Server リファレンスマニュアル(コマンド編)』の「ihsstart」を参照してください。

3.4.2 対処2
 

確認ポイント

管理サーバのInterstage管理コンソールで、[システム]－「セキュリティ」－「シングル・サインオン」－「業務システム」－「Business001」を
選択し、[更新]ボタンをクリックすると、認証サーバのアドレス解決に失敗した旨のエラーが表示されていませんか。

 
原因

Interstage シングル・サインオンシステム構築コマンド(ssoclsetup)で指定したFQDNが、管理サーバ上でアドレス解決できていません。

(FQDNが誤っているか、hosts定義、またはDNSの問題)

 
対処方法

Interstage管理コンソールでシングル・サインオンの認証基盤のURLを確認し誤っていたら、『導入ガイド』の「Interstage シングル・サイ

ンオンのアンセットアップ」を参照してアンセットアップし、再度正しいFQDNでセットアップします。

hosts定義またはDNSに問題があった場合は、認証基盤のFQDNが管理サーバ上でアドレス解決できるように対処します。

3.5 管理者ビューのURLにアクセス後、認証画面のURLにリダイレクトされ
るが、切断される

 
対象バージョンレベル

・ Windows版：V14.1.0

・ Linux版：V14.1.0

3.5.1 対処
 

原因

認証用Webサーバが停止しています。

 
対処方法

Interstage管理コンソールまたはihsstartコマンドで、認証用Webサーバを起動してください。ihsstartコマンドの詳細については、『Interstage
Application Server/Interstage Web Server リファレンスマニュアル(コマンド編)』の「ihsstart」を参照してください。
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3.6 管理者ビューの認証画面でユーザーIDとパスワードを入力した後、403
エラーになる

 
エラーメッセージ

[ブラウザのタイトルバー]

403 Forbidden

[ブラウザ画面]

403 Forbidden

-------------------------------------

アクセスは許可されていません。

 
対象バージョンレベル

・ Windows版：V14.1.0

・ Linux版：V14.1.0

3.6.1 対処
 

確認ポイント

登録内容に誤りがありませんか。

 
原因

ユーザー登録のロール名に誤りがあります。

 
対処方法

ldapsearchコマンドで登録内容を確認してください。ldapsearchコマンドの詳細については、『Interstage Application Serverリファレンスマ

ニュアル(コマンド編)』の「ldapsearch」を参照してください。

『運用ガイド』の「ユーザーの作成」および『Interstage Application Serverリファレンスマニュアル(コマンド編)』の「ldapmodify」を参照して、

正しいロール名でユーザーを登録しなおしてください。

3.7 管理者ビューの認証画面でユーザーIDとパスワードを入力した後、500
エラーになる

 
エラーメッセージ

[ブラウザのタイトルバー]

500 Internal Server Error

[ブラウザ画面]

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred,
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and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

 
対象バージョンレベル

・ Windows版：V14.1.0

・ Linux版：V14.1.0

3.7.1 対処
 

原因

ワークユニット(CFMG_ManagerView)が停止しています。

 
対処方法

Interstage管理コンソールまたはisstartwuコマンドで、ワークユニット(CFMG_ManagerView)を起動してください。isstartwuコマンドの詳

細については、『Interstage Application Server/Interstage Web Server リファレンスマニュアル(コマンド編)』の「isstartwu」を参照してくだ

さい。

3.8 ワークユニットの起動または停止時にis20147のエラーになる【Linux】
 

エラーメッセージ

UX:IS: ERROR: is20147:The linkage with SystemWalker failed Error information(vopfmt:-1)

 
対象バージョンレベル

・ Linux版：V14.1.0

3.8.1 対処
 

原因

Systemwalker Centric Managerのプロセス(opasyslog)が起動されていません。

 
対処方法

本製品は、Interstage Application Serverのワークユニット上で動作しています。Interstage Application ServerではSystemwalker Centric
Managerと連携する機能を提供しており、Systemwalker Centric Managerのプロセス(opasyslog)と連携できなかった場合に、Interstage
Application Serverが本メッセージを出力します。

Systemwalker Centric Managerのプロセス(opasyslog)を、故意に停止させている環境の場合は、本メッセージは無視してください。故

意に停止させているのではない場合は、Systemwalker Centric Managerが正常に動作しているかを確認し、opasyslogが起動しない原

因を取り除いてください。

上記が原因でない場合は、『Interstage Application Serverのマニュアル』に従って対処を実施してください。
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第4章 配備に関するトラブルシューティング

4.1 配備に成功したが仮想サーバのIPアドレスで接続できない
 

対象バージョンレベル

・ Windows版：V14.1.0

・ Linux版：V14.1.0

4.1.1 対処1
 

確認ポイント

配備に成功したが、管理者ビューに表示される仮想サーバ(Windows)のIPアドレスで接続できない現象ではありませんか。かつ、

VMwareなどの仮想化ソフトの機能に、IPアドレスではなくコンソールで仮想サーバに接続できる機能があります。この機能でWindows
にログインしてください。このときに、以下の現象が発生しませんか。

・ パスワードの再設定を要求される、かつ、

パスワードの再設定に失敗してログインできない。

・ パスワードの再設定を要求される、かつ、

ログインは成功するが、正しいIPアドレスが設定されていない。

 
原因

Windowsの仮想サーバを配備してから、クローニングマスタを作成することを繰り返し実施すると現象が発生します。

本製品は、WindowsのクローニングにSysprepを使用しています。この使用回数には制限があるため、クローニングマスタの作成を繰り

返し実施できません。

 
対処方法

Windowsを再インストールして、クローニングマスタを再作成してください。

4.1.2 対処2
 

確認ポイント

「Windowsはシステム構成を完了できません」と表示されていませんか。

 
原因

クローニングマスタを採取したL-Serverにインストールされているソフトウェアが原因でSysprepに失敗している可能性があります。

 
対処方法

原因となっているソフトウェアを特定して、そのソフトウェアをインストールしないようにしてください。特定するには、OS、ソフトウェアを１

つずつインストールし、どの時点で問題が発生するかを確認してください。なお、原因となっているソフトウェアをアンインストールしても

問題が発生する可能性があります。必ずOSのインストールから実施してください。
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 注意

『運用ガイド』の「オペレーティングシステム・ミドルウェア個別処理(L-Server作成時編)」および『ミドルウェア パラメーター設定ガイド』に

記載されているミドルウェア・ソフトウェアにおいては、Sysprepに問題がないことを確認済みです。

4.2 仮想システムの配備後、管理者ビューのイベントログに「VSYS30002」
エラーが出力される

 
エラーメッセージ

Warning :VSYS30002:Failed to set up middleware. [System ID:div3-6MPBCQH6L][Server Name:サーバ][Detail:VSYS(00000)]

 
対象バージョンレベル

・ Windows版：V14.1.0

・ Linux版：V14.1.0

4.2.1 対処1
 

確認ポイント

管理機能のトレースログ(vsys_trace_log)に、「VSYS40476」エラーが出力されていませんか。かつ、

このログのDetailMessageに、「VSYS40738」エラーが出力されていませんか。

 

 例

[2011-01-20 13:58:17,730] ERROR Error :

java.lang.Exception: VSYS40476:run job error. detail=[IpAddress:10.124.70.214,CategoryCode:0,ErrorCode:0,DetailCode:

0,DetailMessage:VSYS40738:it_failed_in_the_execution_of_the_command.Command=[C:\Windows\TEMP\cfmg\SW00000142\scriptpkg

\startup.cmd]_ReturnCode=[1]] server_id=[div3-6MPBCQH6L-S-0001] software_id=[SW00000142] jobname=[cfmg_setupmw]

 at com.fujitsu.sop.vsys.vsys.mw.MwSetup.run(MwSetup.java:1176)

管理対象サーバのSystemwalker Runbook Automationのエージェントのログ(cfmg-agent_setupmw_log)に、「VSYS40738」エラーが出

力されていませんか。

 

 例

VSYS40738:it_failed_in_the_execution_of_the_command.Command=[C:\Windows\TEMP\cfmg\SW00000142\scriptpkg

\startup.cmd]_ReturnCode=[1]

 
原因

ソフトウェアのパラメーターを設定するスクリプトでエラーが発生しました。

エラー発生の原因は、次のどちらかです。

a. ソフトウェア固有のエラー
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b. ソフトウェアがインストールされていない

 
対処方法

a. ソフトウェア固有のエラーの場合

管理対象サーバのSystemwalker Runbook Automationのエージェントのログ(cfmg-agent_setupmw_log)に、「VSYS40738」エラー

が出力されます。このログの前に詳細なメッセージが表示されるので、内容を確認してください。以下に例を示します。

 

 例

[INFO  ] ------------------------------------------------------------

[INFO  ] ERROR0001 setup failed

[INFO  ] ------------------------------------------------------------

[ERROR ]VSYS40738:it_failed_in_the_execution_of_the_command.Command=[C:\Windows\TEMP\cfmg\SW00000142\scriptpkg

\startup.cmd]_ReturnCode=[1]

本製品が提供しているソフトウェア設定情報を使われている場合は、『リファレンスガイド』の「ミドルウェアパラメーター設定情報」

に出力メッセージと対処方法が書かれていますので、参照してください。

b. ソフトウェアがインストールされていない場合

対象のソフトウェアがインストールされているか確認してください。一部のソフトウェアは、インストール手順が説明されています。

詳細は、『運用ガイド』の「オペレーティングシステム・ミドルウェア個別処理(L-Server作成時編)」を参照してください。

4.2.2 対処2
 

確認ポイント

管理機能のトレースログ(vsys_trace_log)に、「VSYS40478」エラーが出力されていませんか。

 

 例

[2011-01-19 13:20:13,481] ERROR Error :

java.lang.Exception: VSYS40478:start waiting job error. detail=[IpAddress:10.128.159.46,CategoryCode:50,ErrorCode:

80,DetailCode:10] server_id=[div01-JZ2M561UR-S-0001] jobname=[cfmg_startwait]

 at com.fujitsu.sop.vsys.vsys.mw.MwSetup.run(MwSetup.java:937)

 
原因

管理サーバと配備した仮想サーバ(管理対象サーバ)が通信できないため、ソフトウェアのパラメーター設定に失敗しています。通信で

きない原因は複数存在するため、考えられる原因を以下に示します。

a. 管理対象サーバに、本製品のエージェントをインストールしていない。

b. 管理対象サーバがLinuxの場合に、OSのシステムパラメーターをチューニングしていない。

c. 管理対象サーバでファイル転送基盤が使用するポート(デフォルト9664)を受信できるように設定していない。

d. 管理サーバと管理対象サーバがネットワークで繋がっていない。

e. 管理対象サーバが複数のNICを搭載している場合に、制御NICを誤って設定している。

f. 管理サーバや管理対象サーバが複数のルータに接続している場合に、ルーティングの設定をしていない。

g. 仮想サーバのIPアドレスで接続できない。
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h. 管理対象サーバがWindowsの場合、クローニングマスタを採取したL-Serverにインストールされているソフトウェアが原因でSysprep
に失敗している可能性があります。

 
対処方法

a. 管理対象サーバに、本製品のエージェントをインストールしていない場合

管理対象サーバに本製品のエージェントをインストールしてください。詳細は、『導入ガイド』の「管理対象サーバへのインストー

ル」を参照してください。

b. 管理対象サーバがLinuxの場合に、OSのシステムパラメーターをチューニングしていない場合

管理対象サーバでOSのシステムパラメーターをチューニングしてください。詳細は、『導入ガイド』の「システムパラメーターの

チューニング【Linux】」を参照してください。

c. 管理対象サーバでファイル転送基盤が使用するポート(デフォルト9664)を受信できるように設定していない場合

管理対象サーバでファイル転送基盤が使用するポート(デフォルト9664)を受信できるように設定してください。OSのファイアー

ウォールを設定することになります。詳細は、『導入ガイド』の「ポート番号の確認」を参照してください。

d. 管理サーバと管理対象サーバがネットワークで繋がっていない場合

管理サーバと管理対象サーバをネットワークで繋げてください。例えば、以下の確認や対処をしてください。

－ 管理サーバから管理対象サーバにpingコマンドで繋がるか確認してください。(pingコマンドはファイアーウォールにより使用

できない場合があります。)

－ 管理対象サーバが繋がっているネットワークセグメントが、管理サーバに接続できるかを確認してください。接続できない場

合は、接続できるネットワークセグメントを選択してください。

e. 管理対象サーバが複数のNICを搭載している場合に、制御NICを誤って設定している場合

管理対象サーバが複数のNICを搭載している場合は、管理サーバと通信できるNICを制御NICとして指定する必要があります。

指定方法の詳細は、『リファレンスガイド』の「テンプレート情報の詳細」を参照してください。

f. 管理サーバや管理対象サーバが複数のルータに接続している場合に、ルーティングの設定をしていない場合

管理サーバや管理対象サーバが複数のルータに接続している場合は、ルーティングの設定をしてください。詳細は、『運用ガイ

ド』の「オペレーティングシステム」を参照してください。

g. 管理者ビューに表示される仮想サーバ(Windows)のIPアドレスで接続できない場合

トラブルシューティングの以下の現象を確認してください。

「4.1 配備に成功したが仮想サーバのIPアドレスで接続できない」

h. 管理者ビューに表示される仮想サーバ(Windows)のIPアドレスで接続できない場合

トラブルシューティングの以下の現象を確認してください。

「4.1 配備に成功したが仮想サーバのIPアドレスで接続できない」

4.3 配備している仮想サーバの電源をOFFにした際、管理者ビューのイベ
ントログに「VSYS30004」エラーが出力される

 
エラーメッセージ

VSYS30004:Failed to stop server. [System ID:div02-S8A0WEKWN][Server Name:MW96 Webサーバ Linux][Detail:ROR(69122)]

 
対象バージョンレベル

・ Windows版：V14.1.0
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・ Linux版：V14.1.0

4.3.1 対処
 

確認ポイント

現象に加えて、ServerView Resource Orchestratorのイベントに、「69122」エラーが出力されていませんか。

 

 例

Error 2010-12-28 11:13:26 S8A0WEKWN 69122 FJSVrcx:ERROR:69122:timeout occurred while executing power control modules

Error 2010-12-28 11:13:26 div02-S8A0WEKWN-S-0001 61143 FJSVrcx:ERROR:61143:stop server:failed

 
原因

ServerView Resource Orchestratorは、OSのシャットダウン(OFF)に5分以上かかるとタイムアウトでエラーが発生します。

 
対処方法

現象が多発する場合は、ServerView Resource Orchestratorのタイムアウトを長くしてください。詳細は、『ServerView Resource Orchestrator
リファレンスガイド』の「トラブルシューティング」を参照してください。
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