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トラブルシューティングはなぜ必要なのか？ 

ネットワークA 

ネットワークB 

ネットワークC 

ルータ 

ルータ 
ルータ 

スイッチ 

スイッチ 

サーバA 

 仕事中に取引先にメールが送信できない･･･ 
 スマートホンでLINEができない･･･ 
 IPフォンを使って電話ができない･･･ etc 

ネットワークに障害が起きたらどのようにして
解決すればよいのでしょう 

ネットワークに障害が起きたらどのような問題が発生するのか 
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トラブルシューティングの種類と対応 

ネットワークの障害には様々なものがありますが、例として以下のようなものがあります。 

 

• 回線障害      ：回線提供業者の設定ミス、回線利用者の機器トラブル等 

• ネットワーク機器障害：ハブ、ルータの故障、ケーブルの損傷等 

• ルーティング障害  ：ルータの設定ミス、外部からの不正アクセス等 

• サーバ機器障害   ：サーバのカーネルの不具合、ディスク容量あふれ等 

• アプリケーション障害：アプリケーションのバグ、アプリケーションの停止等 

問題 診断 ソリューション 



Cisco Public 4 © 2013-2014  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

Pingによって経路を知ろう 

ルータA ルータB ルータC 

Pingの動作 

• Pingはサーバに対して「エコー要求」を実施する 

• 要求がサーバに届けば、サーバが「エコー応答」を返す 

• 転送先に届けられなかったルータCがエラーを返す 

転送先に届けられなかったルー
タCがエラーを通知 

サーバまで届けばエコー応答 

サーバ 



Cisco Public 5 © 2013-2014  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

Pingの見方を知ろう 
C:¥>ping 172.16.34.10 

Pinging 172.16.34.10(1) with 32 bytes of data: 

Reply from 172.16.34.10(2): bytes=32 time=19ms TTL=243 

Reply from 172.16.34.10: bytes=32 time=12ms TTL=243 

Reply from 172.16.34.10: bytes=32 time=17ms TTL=243 

Reply from 172.16.34.10: bytes=32 time=14ms TTL=243 

Ping statistics for 172.16.34.10: 

Packets: Sent = 4(3)Received = 4(4), Lost = 0 (0% loss)(5), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 12ms, Maximum = 19ms, Average = 15ms 

 

Windowsの場合、32bytesのパケットを4回、1秒おきに送信します。 

 

(1)宛先IPアドレス   

(2)相手から正常に応答があった場合に表示されるメッセージ 

(3)送信したPingパケットの数  

(4)受信したPingパケットの数  

(5)Pingのロスした率 
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Pingを使ってトラブルを解決しよう 

スイッチ 

スイッチ 

スイッチ ルータ マルチレイヤ
スイッチ 

サーバ群 

技術部 

営業部 

企画部 インターネット 

• ネットワーク管理者であるAさんは、企画部のS課長から企画部のすべてのPCが社
内ネットワークにつながったりつながらなかったりしていると報告を受けました 

• サーバ管理者に問い合わせたところ、負荷も処理も問題ないと報告を受けました 

• ネットワークの問題であることが濃厚なので、Aさんは調査をすることにしました 
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Pingを使ってトラブルを解決しよう 

.10 

スイッチA 
マルチレイヤ
スイッチ 

サーバ群 

企画部 

172.16.24.0/24 

.100 
.254 

172.16.34.0/24 

.253 

.100 

• AさんはまずスイッチAにPingを使って疎通性を確認してみました。 

スイッチB 

C:¥>ping 172.16.24.100 

Pinging 172.16.24.100 with 32 bytes of data: 

Reply from 172.16.24.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 

Reply from 172.16.24.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 

Reply from 172.16.24.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 

Reply from 172.16.24.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 

Ping statistics for 172.16.24.100: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 
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Pingを使ってトラブルを解決しよう 
• Aさんは次にマルチレイヤスイッチにPingを使って疎通性を確認してみました。 

C:¥>ping 172.16.24.254 

Pinging 172.16.24.254 with 32 bytes of data: 

Reply from 172.16.24.254: bytes=32 time=1ms TTL=255 

Reply from 172.16.24.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 

Reply from 172.16.24.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 

Reply from 172.16.24.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 

Ping statistics for 172.16.24.254: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms 

.10 

スイッチA 
マルチレイヤ
スイッチ 

サーバ群 

企画部 

172.16.24.0/24 

.100 
.254 

172.16.34.0/24 

.253 

.100 

スイッチB 
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C:¥>172.16.34.10 

Pinging 172.16.34.10 with 32 bytes of data: 

Reply from 172.16.34.10: bytes=32 time=1045ms TTL=254 

Request timed out. 

Request timed out. 

Reply from 172.16.34.10: bytes=32 time=618ms TTL=254 

Ping statistics for 172.16.34.10: 

Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 618ms, Maximum = 1045ms, Average = 832ms 

Pingを使ってトラブルを解決しよう 
• Aさんは次にサーバにPingを使って疎通性を確認してみました。 

.10 

スイッチA 
マルチレイヤ
スイッチ 

サーバ群 

企画部 

172.16.24.0/24 

.100 
.254 

172.16.34.0/24 

.253 

.100 

スイッチB 
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Switch#show interfaces fa0/10 

FastEthernet0/10 is up, line protocol is up (connected) 

      ---- 中略 --- 

 1117058 packets input, 78283238 bytes, 0 no buffer 

      Received 1117035 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 

      0 input errors, 1841 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 

      0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input 

      0 input packets with dribble condition detected 

      285811 packets output, 27449284 bytes, 0 underruns 

      0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 

      0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 

      0 lost carrier, 0 no carrier 

Pingを使ってトラブルを解決しよう 

何とCRCエラーが大量に検出さ
れているではありませんか！！ 

• Aさんはマルチレイヤスイッチにアクセスしてインターフェイスの状態を確認しました。 

.10 

スイッチA 
マルチレイヤ
スイッチ 

サーバ群 

企画部 

172.16.24.0/24 

.100 
.254 

172.16.34.0/24 

.253 

.100 

スイッチB 
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• サーバ側のケーブル配線を確認すると、ケーブル
の上に段ボールが乗っているのを見つけました。 

• 段ボールが乗ることでケーブルの品質が劣化し、
通信が非常に不安定な状態になっていたようです。 

• ケーブルを新しく引き直し、スイッチに接続した
ところ見事に復旧しました。 

Pingを使ってトラブルを解決しよう 
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Ping以外の様々なツール 

トラブルシューティングで使用できるツールにはPing以外にも様々あり
ます。 

 

• システムメッセージのSyslogへのロギング 

• SNMPを使用したイベント通知 

• Cisco IOS Embedded Event Manager(EEM)を使用したイベント通知 

• トラフィックのキャプチャに対応したSPANとRSPAN 

• NetFlowによるトラフィックのアカウンティング 

                             etc･･･ 

CCNPのTSHOOT研修で学べます！ 
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研修会場のご案内 
・地図 

  〒141-0022  

    東京都品川区東五反田2-8-3 

    五反田ASビル2F 
 

シスコ教育パートナー１０社 

日本シスコ 

NGN-SF ファースト 

レーン社 
ネットワン 

システムズ社 

グローバル 

ナレッジ社 

CCNA~CCIEまでのトレーニングを提供してい

ます。 

資格取得まで弊社インストラクタがきめ細かく

指導し、合格するまでサポートします！ 

N G N - S F 

NGN-SF 五反田会場 

（五反田駅東口から徒歩2分） 



Thank you. 


