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概要
このドキュメントでは、Cisco® ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータのクラッ
シュをトラブルシューティングする方法について説明します。

前提条件
要件
このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント
このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。
1002、1004、1006 を含むすべての Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ル
ータ。
Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータをサポートするすべての Cisco
IOS XE ソフトウェア バージョン。
このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 こ
のドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく
必要があります。
●

●

表記法
ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータの
クラッシュ
クラッシュのタイプ
Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータには、ソフトウェア アーキテクチ
ャとして Cisco IOS XE ソフトウェアが導入されています。 Cisco IOS XE ソフトウェアは、
Cisco IOS ソフトウェアに基づいて、ルート プロセッサ（RP）、Embedded Services
Processor（ESP）、または SPA インターフェイス プロセッサ（SIP）の Linux カーネル上に構
築されたモジュラ オペレーティング システムです。 IOS デーモン（IOSD）および他の IOS XE
プロセスは Linux カーネルで実行されるため、Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サー
ビス ルータには表 1 に示すさまざまなタイプのクラッシュがあります。
表 1 か。 クラッシュのタイプ
モジ
ュー
ル

説明

RP

Cisco IOS ソフト
ウェアは、RP 上
の Linux カーネル
で IOSD として動
作します。

SIP

限られた Cisco
IOS ソフトウェア
が、SIP 上で
SPA を制御する
ために稼働します
。

RP
ESP
SIP

いくつかの Cisco
IOS XE プロセス
は Linux カーネル
で動作します。
たとえば、シャー
シ マネージャ、
フォワーディング
マネージャ、イン
ターフェイス マ
ネージャなどが
RP で実行されま
す。

Cisco Quantum Flow
Processor（QFP）のマイク
ロコードのクラッシュ

ESP

マイクロコードは
QFP で実行され
ます。 QFP は
ESP 上のパケッ
ト転送 ASIC です
。

Linux カーネルのクラッシュ

RP
ESP

Linux カーネルは
、RP、ESP、SIP

クラッシュのタイプ

IOSD のクラッシュ

SPA ドライバのクラッシュ

Cisco IOS XE プロセスのク
ラッシュ

SIP

で動作します。

クラッシュに関する情報の入手
モジュールの予期しないリロードが発生した場合、コンソール出力、crashinfo ファイルのディレ
クトリ、およびコア ダンプ ファイルディレクトリをトラブルシューティングに使用できることを
確認する必要があります。 原因を特定するための最初のステップは、その問題について可能な限
り多くの情報を収集することです。 問題の原因を特定するには、次のような情報が必要です。
●

●

●

●

●

●

●

●

コンソール ログか。 詳細については、コンソール接続のための正しい端末エミュレータ設定
値の適用を参照して下さい。
Syslog 情報か。 設定 したら送信までのルータは syslog サーバに得られます何が起こったか
についての、情報を記録 します。 詳細は、「Syslog に関するシスコ デバイスの設定方法」
を参照してください。
プラットフォームを示して下さいか。 show platform コマンドは RP、ESP、SPA および電
源のためのステータスを表示する。
show tech-support か。 show tech-support コマンドは show version および show runningconfig を含む多くの異なったコマンドのコンパイルです。 通常、ルータで問題が発生したと
きには、ハードウェアの問題をトラブルシューティングするために、Cisco Technical
Assistance Center（TAC）のエンジニアにこの情報を提供するように求められます。 リロー
ドまたは電源のオン/オフを行うと、問題に関する情報が失われることがあるため、事前に
show tech-support の情報を収集する必要があります。注 コマンドには show platform コマン
ドおよび show logging コマンドは含まれません。
ブートシーケンス 情報か。 完全なブート シーケンス（ルータでブート エラーが発生してい
る場合）
Crashinfo ファイル（もし可能であれば）か。 Crashinfo ファイル セクションを参照して下さ
い。
コアダンプ ファイル（もし可能であれば）か。 コアダンプ ファイルセクションを参照して
下さい。
Tracelog ファイル（もし可能であれば）か。 Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サ
ービス ルータで、Cisco IOS XE プロセスのトレース ログはハードディスクの下で生成され
ます: tracelogs（ASR 1006 または ASR 1004）または bootflash: tracelogs（ASR 1002）に
生成されます。 Cisco IOS XE がクラッシュを処理すると、Cisco TAC エンジニアは通常は
問題をトラブルシュートするために、この情報を収集するように要求します。

crashinfo ファイル
IOSD または SPA ドライバがクラッシュすると、表 2 に示されている場所に crashinfo ファイル
が生成されます。
表 2 か。 crashinfo ファイルの場所
モデル

クラッシュのタイ
プ

crashinfo フ
ァイルの場所

ASR 1002

IOSD のクラッシュ
bootflash: RP
、SPA ドライバの
上
クラッシュ

ASR 1004、ASR

IOSD のクラッシュ bootflash: RP

上
1006

SPA ドライバのク
ラッシュ

harddisk: RP
上

表 3 に、crashinfo ファイルの名前を示します。
表 3 か。 crashinfo ファイル名
クラッシ
ュのタイ
プ

crashinfo ファイル名

例

IOSD の
クラッシ
ュ

crashinfo_RP_SlotNu
mber_00_Date-TimeZone

crashinfo_RP_00_00
_20080807-063430UTC

SPA ドラ crashinfo_SIP_SlotNu
イバのク mber_00_Date-Timeラッシュ Zone

crashinfo_SIP_00_00
_20080828-084907UTC

コア ダンプ ファイル
プロセスがクラッシュした場合は、表 4 に示されている場所でコア ダンプ ファイルを見つける
ことができます。 コア ダンプは、プロセスのメモリ イメージの完全なコピーです。 トラブルシ
ューティングが完了するまでコア ダンプ ファイルを保存しておくことをお勧めします。 これは
、コア ダンプにはクラッシュの問題に関する情報が crashinfo ファイルよりも多く含まれており
、詳しく調査するために必要であるためです。 Cisco ASR 1002 ルータの場合は、harddisk: デバ
イスがないため、 コア ダンプ ファイルは bootflash:core/に生成されます。
表 4 か。 コア ダンプ ファイルの場所
モデル

コア ダンプ ファイルの場所

ASR 1002

bootflash: core/（RP 上）

ASR 1004、ASR 1006

harddisk: core/（RP 上）

RP のコア ダンプだけでなく ESP または SIP プロセスのコア ダンプも同じ場所で生成されます
。 Cisco ASR 1006 ルータの場合は、問題が発生したときに動作中 であった RP であるため、ス
タンバイ RP の同じ場所を確認する必要があります。
表 5 か。 コア ダンプのファイル名
クラッ
シュの
タイプ

コア ダンプのファイル
名

IOSD
のクラ
ッシュ

hostname_RP_SlotNum Router_RP_0_ppc_lin
ber_ppc_linux_iosdux_iosd_ProcessID.core.gz
_17407.core.gz

SPA ド
hostname_SIP_SlotNu
ライバ
mber_mcpcc-lcのクラ
ms_ProcessID.core.gz
ッシュ

例

Router_SIP_1_mcpcc
-lc-ms_6098.core.gz

IOS XE
プロセ hostname_FRU_SlotNu
スのク mber_ProcessName_Pr
ラッシ ocessID.core.gz
ュ

Router_RP_0_fman_r
p_28778.core.gz
Router_ESP_1_cpp_
cp_svr_4497.core.gz

Cisco
hostname_ESP_SlotNu
QFP の
mber_cpp-mcploクラッ
ucode_ID.core.gz
シュ

Router_ESP_0_cppmcploucode_04230808210
2.core.gz

Linux
カーネ
ルのク
ラッシ
ュ

Router_ESP_0_kerne
l.core

hostname_FRU_SlotNu
mber_kernel.core

IOSD のクラッシュ
IOS デーモン（IOSD）は、RP 上の独自の Linux プロセス（ppc_linux_iosd-）として機能します
。 デュアル IOS モード（Cisco ASR 1002 ルータおよび Cisco ASR 1004 ルータ）では、2 台の
IOSD は RP で実行されます。
IOSD のクラッシュを識別するには、コンソールで以下の例外の出力を見つけます。 デュアル
IOS モードではない、Cisco ASR 1002 ルータまたは Cisco ASR 1004 ルータのクラッシュの場合
は、ボックスがリロードされます。 デュアル IOS モードの Cisco ASR 1002 ルータまたは Cisco
ASR 1004 ルータのクラッシュの場合は、RP で IOSD がスイッチ オーバーされます。 Cisco
ASR 1006 ルータのクラッシュの場合は、RP がスイッチ オーバーされ、新しいスタンバイ RP
がリロードされます。
IOSD がクラッシュした場合、crashinfo ファイルおよびコア ダンプ ファイルは RP に生成されま
す。
Router#dir bootflash:Directory of bootflash:bootflash:crashinfo_RP_00_00_20080904-092940-UTCRouter#dir
harddisk:coreDirectory of harddisk:core/3620877 -rw10632280
Sep 4 2008 09:31:00 +00:00
Router_RP_0_ppc_linux_iosd-_17407.core.gz

SPA ドライバのクラッシュ
SPA ドライバは SPA を制御するため IOS 機能が限られており、mcpcc-lc-ms プロセスおよびい
ずれかの Cisco IOS XE プロセスのために SIP で実行されます。 mcpcc-lc-ms プロセスがダウン
していることで SPA ドライバのクラッシュを判別できます。 SPA ドライバがクラッシュした後
、SPA がリロードされます。
Router#dir bootflash:Directory of bootflash:bootflash:crashinfo_RP_00_00_20080904-092940-UTCRouter#dir
harddisk:coreDirectory of harddisk:core/3620877 -rw10632280
Sep 4 2008 09:31:00 +00:00
Router_RP_0_ppc_linux_iosd-_17407.core.gz

SPA ドライバがクラッシュした場合、crashinfo ファイルおよびコア ダンプ ファイルは RP に生
成されます。
Router#dir harddisk:Directory of harddisk:/
14 -rw224579 Aug 28 2008 08:52:06 +00:00
crashinfo_SIP_00_00_20080828-085206-UTCRouter#dir harddisk:coreDirectory of harddisk:/core/4653060
1389762 Aug 28 2008 08:52:12 +00:00
Router_SIP_0_mcpcc-lc-ms_6985.core.gz

-rw-

Cisco IOS XE プロセスのクラッシュ
Cisco IOS XE プロセスは、RP、ESP、SIP の Linux カーネルで動作します。 表 6 に、主なプロ
セスを示します。 クラッシュが発生すると、モジュールがリロードされます。
表 6 か。 主要な Cisco IOS XE プロセス
タイトル
Chassis Manager

プロセス名

モジュール

cmand

RP

cman_fp

ESP

cmcc

SIP

環境モニタリング emd

RP、ESP、
SIP

Forwarding
Manager

fman_rp

RP

fman_fp_image

ESP

Host Manager

hman

RP、ESP、
SIP

インターフェイス imand
マネージャ
imccd
Logging Manager

plogd

RP
SIP
RP、ESP、
SIP

Pluggable Service psd

RP

QFP Client
Control Process

cpp_cr_svr

ESP

QFP Driver
Process

cpp_driver

ESP

QFP HA Server

cpp_ha_top_level_ser
ESP
ver

QFP Client
Service Process

cpp_sp_server

ESP

Shell Manager

smand

RP

cpp_cp_svr プロセスが Cisco ASR 1006 ルータの ESP 上でクラッシュした場合、以下のメッセ
ージがコンソール上に表示されます。
Router#dir harddisk:Directory of harddisk:/
14 -rw224579 Aug 28 2008 08:52:06 +00:00
crashinfo_SIP_00_00_20080828-085206-UTCRouter#dir harddisk:coreDirectory of harddisk:/core/4653060
1389762 Aug 28 2008 08:52:12 +00:00
Router_SIP_0_mcpcc-lc-ms_6985.core.gz

-rw-

コア ダンプ ファイルは harddisk: core/にあります。
Router#dir harddisk:coreDirectory of harddisk:/core/1032194
+09:00
Router_ESP_0_cpp_cp_svr_4714.core.gz

-rw-

38255956

Jan 24 2009 23:37:06

プロセスの tracelog に有用な出力が含まれていることがあります。
Router#dir harddisk:tracelogs/cpp_cp*Directory of harddisk:tracelogs/4456753
2009 23:37:15 +09:00
cpp_cp_F0-0.log.4714.20090124233714

-rwx

24868

Jan 24

Cisco Quantum Flow Processor のマイクロコードのクラッシュ
Cisco Quantum Flow Processor は、ハードウェアとソフトウェアの両方を包括するアーキテクチ
ャとして設計されました。 第一世代は、2 個のシリコン チップに分かれています。 今後の世代
は、ここで説明する同じソフトウェア アーキテクチャに基づく、シングル チップ ソリューショ
ンになる可能性があります。 「Cisco Quantum Flow Processor」という呼称自体が、ネットワー
ク プロセッサのハードウェアおよびソフトウェアを包括するアーキテクチャを表しています。
QFP の ucode がクラッシュすると、ESP がリロードされます。 QFP の ucode のクラッシュを
識別するには、コンソールまたは cpp-mcplo-ucode のコア ダンプ ファイルで次の出力を見つけ
ます。
Router#dir harddisk:tracelogs/cpp_cp*Directory of harddisk:tracelogs/4456753
2009 23:37:15 +09:00
cpp_cp_F0-0.log.4714.20090124233714

-rwx

24868

Jan 24

コア ダンプ ファイルは次の操作で見つけることができます。
Router#dir harddisk:coreDirectory of harddisk:core/3719171
Router_ESP_0_cpp-mcplo-ucode_121708055026.core.gz

-rw-

1572864

Dec 17 2008 05:50:31 +09:00

Linux カーネルのクラッシュ
Cisco ASR 1000 シリーズでは、Linux カーネルは、RP、ESP、および SIP で動作します。 Linux
カーネルがクラッシュすると、モジュールはクラッシュ出力なしでリロードされます。 再起動の
後で、Linux カーネルのコア ダンプ ファイルが見つかることによって Linux カーネルのクラッシ
ュを識別できます。 カーネル コア ファイルのサイズは 100MByte を超える場合があります。
Router#dir harddisk:coreDirectory of harddisk:/core/393230
Router_RP_0_kernel_20081218161940.core

----

137389415

Dec 19 2008 01:19:40 +09:00

TAC のサービスリクエストをオープンする場合に収集すべき情
報
上記の手順を実行した後も、依然としてサポートが必要
で、Cisco TAC でサービス リクエストをオープンする必
要がある場合は、ルータのクラッシュをトラブルシュー
トするために必ず次の情報を添付してください。
サービス リクエストをオープンする前に実施したト
ラブルシューティング
show platform の出力（可能な場合にイネーブル モ
ードで）
show logging の出力、またはコンソールのキャプチ
ャ（可能であれば）
show tech-support の出力（可能な場合にイネーブル
モードで）
crashinfo ファイル（存在する場合）
コア ダンプ ファイル（存在する場合）
収集したデータは、圧縮しないプレーン テキスト形式
（.txt）でサービス リクエストに添付してください。
TAC Service Request Tool（登録ユーザ専用）を使用し
てアップロードすることにより、情報をサービス要求に
添付できます。 Service Request Tool にアクセスできな
●

●

●

●

●

●

い場合は、メッセージの件名の行にお客様のケース番号
を記入し、attach@cisco.com にメッセージを送信する
ことにより、お客様のサービス要求に関連情報を添付で
きます。
注ルータ クラッシュのトラブルシューティングに必要で
ない限り、上記の情報を収集する前にルータを手作業で
リロードしたり、電源を再投入したりしないようにして
ください。これを行うと、問題の根本原因の判別に必要
な、重要な情報が失われる可能性があります。

関連情報
●

●

●

●

●
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