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ログはどのようにクライアントに渡されるか。

概要

この資料はさまざまなデータ ストリーム ツールのための Q&As を記述し、トラブルシューティ
ング支援機能について述べていたものです。

バージョン 18.2 は、新しい vManage 設定を利用する導入された新しいトラブルシューティング
ツール データ ストリームを呼出しました。 新しいトラブルシューティング ツールは速度テスト
、パケットキャプチャおよびデバッグ ログです。 これらのツールは vManage GUI で監視するた
めに > ネットワーク > （デバイス） > トラブルシューティングのページ ナビゲート するとき参
照されます。

データ ストリーム

これらの新しいトラブルシューティング ツールについてはリンクを参照しない理
由

これらの新しいトラブルシューティング ツールはデータ ストリーム 機能が有効に なるときだけ
表示する。 モニタ > ネットワークに > （デバイス） > vManage GUI のトラブルシューティング
のページ ナビゲート し、これらのツールを参照しない場合、読むページの上でおそらく黄色いボ
ックスを、「「データ ストリーム」無効に なります見ます。 ナビゲート して下さいデータ スト
リームがパケットキャプチャ、速度テストおよびデバッグ ログを使用することを可能にするため
に Settings ページに」。 データ ストリームはこれらのリンクがトラブルシューティングのペー
ジに書かれている前に有効に なり、設定する必要があります。 その黄色いボックスを見ないし、
これらのツールについてはそれでもリンクを参照しない場合、vManage がバージョン 18.2 また
は それ 以降を実行していることを確認して下さい。

データ ストリームを有効に する方法

データ ストリームを有効に するために、Administration に > vManage GUI で Settings ページ ナ
ビゲート し、データ ストリームのためのラインを見つけて下さい。 、それを有効に する必要「
無効に なった」ことをそれが示せば。 または、それがそれを再構成し単にたいと思いますこの同
じプロシージャに従うことができます「示せば有効に なり」。
データ Stram 行の端に編集リンクをクリックして下さい。 Disabled ボタンが選択される場合、
『Enabled』 を選択 して下さい。 2 つの New フィールドおよび 2 つの New ボタンは表示する。
Hostname Field では、vManage に達するのに使用 vEdge ができるホスト名か IP アドレスを入力
して下さい。 VPN フィールドでは、その IP アドレスと関連付けられる VPN を入力して下さい
。 [Save] をクリックします。

データ ストリームを有効に するとき何をホスト名および VPN のために入力します
か。



どのインターフェイスを vManage にテスト結果を送り返すために vEdge デバイスのために使用
するか決定する必要があります。 通常、それはそれが vEdge デバイスからアクセス可能である
場合使用 VPN 512 マネージメントインターフェイス推奨されます。 そうでなかったら、それか
ら VPN 0 インターフェイスを使用する必要があります。 ただし、VPN 0 インターフェイスを使
用すれば、vEdge デバイスが https をのでその vManage VPN 0 インターフェイスに接続する
VPN 0 トンネルインターフェイスの許可されたサービス備えていることを確認して下さい。
vEdge デバイスが使用したいと思う VPN に使用したいと思う vManage インターフェイスを ping
できることテストしたいと思います。 このデータ ストリームが使用することができる前に接続上
の問題を解決して下さい。

どんなサービスが開始しますまたはデータ ストリームを有効に するときポートは
オープンになりますか。

データ ストリームを有効に することはサービスを開始しませんし、ポートを最初にオープンにし
ません。 IP アドレス vEdge デバイスが使用する VPN 単に定義しています。 動作するときトラ
ブルシューティング ツールの 1 つはデータ ストリームが使用されるときあります。 vManage は
それをトラブルシューティング コマンドを実行するように告げるように vEdge への netconf 接続
を開きます。 vEdge はホスト名/IP アドレスを使用して vManage に戻って HTTPS 接続を、開き
、データ ストリームを有効に した場合の規定 した VPN。 これらの接続はすべてトラブルシュー
ティング ツールがオペレーションを完了するとき切断されます。 または、何かがうまくいき、
15 分以内に完了するには余りに失敗すればバックグラウンド タイマーはそれらを閉じます。

示すレッド ボックスがなぜ表示されるか「Device エラー: トラブルシューティング
ツールを実行することを試みます時到達不能 サーバ」か。

vEdge デバイスが Administration のデータ ストリームのために > Settings ページ設定した VPN
上のホスト名-/IP アドレス ping できることを確認して下さい。 VPN 0 インターフェイスを規定
した場合、https サービスを許可するために vEdge インターフェイス トンネルを設定して下さい
。

トラブルシューティング ツールははたらくようですが表示する データがない理由 

vManage は vEdge に netconf を開けますが vEdge はデータ ストリームのために設定した VPN
のホスト名/IP アドレスに戻って https 接続を開くことができません。 データ ストリーム 設定が
設定される有効なホストネーム/IP アドレスおよび VPN が含まれていること、そして vEdge がそ
れを ping できることを確認して下さい。 何も vEdge から vManage に HTTPS をブロックして
いないことを確認して下さい。

データ ストリーム設定と関連付けられる vManage がクラスタに失敗することだっ
た場合データ ストリームは別の vManage に自動的に移動しますか。

いいえ、データ ストリーム設定正常に動作している vManage のホスト名 /IP を使用するために
手動で編集される必要があります。

速度テスト

どんなホストを速度テストとに対してテストできますか。



2 つの vEdges または vEdge とインターネット サーバの間でテストできます。

どんなインターネットサービスを速度テスト用の利用できますか。

vManage がインターネットにアクセスでき、vEdge が選択する VPN 上のインターネットにアク
セスできれば、速度テストと使用するためにインターネットホストを規定できます。 速度テスト
は最短パスを選択し、インターネットのこれらの iperf テスト ホストの 1 つを使用します:

ping.online.net●

iperf.biznetnetworks.com●

speedtest.serverius.net●

bouygues.iperf.fr●

iperf.he.net●

iperf.scottlinux.com●

インターネット サーバによって速度テストを使用できない理由

インターネット サーバは選択した回線上の vEdge からアクセス可能である必要があります。
NAT デバイスとして toconfigure に vEdge インターネットアクセスを提供してほしいです。
vEdge にこれらの接続を通常拒否する暗示 ACL があるのでまたポート 5201 を許可するためにト
ランスポート インターフェイスの ACL を作成し、適用して下さい。

これは例作成する必要がある、そしてどのようにの VPN 0 インターフェイスに適用される ACL
です。 この例では、VPN 0 の下の ge0/2 はテスト用に使用され、インターネット iperf3 サーバは
ping.online.net です。

vpn 0
 interface ge0/2
  access-list ACL in
!
!
policy
 access-list ACL
  sequence 10
   match
    source-ip   62.210.18.40/32
    source-port 5201
   !
   action accept
   !
  !
  default-action accept
 !
!

NAT/DIA がサーバ側で使用される場合 2 つの vEdges の間で速度テストを実行でき
ない理由

 NAT  NAT      ACL  :

vpn 0
 interface ge0/2

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_16.3/07Policy_Applications/04Using_a_vEdge_Router_as_a_NAT_Device


  ip address 198.51.100.2 255.255.255.0

  nat

   port-forward port-start 5201 port-end 5201 proto tcp

    private-vpn        0

    private-ip-address 198.51.100.2

   !

  !
  access-list ACL_IN in
!
!
policy
 access-list ACL_IN
  sequence 10
   match
    destination-port 5201
   !
   action accept
   !
  !
  default-action accept
 !
!

テストが動作している間速度テスト ダイヤルが速度を示さない理由

2 つの個々のテストは速度テストオペレーションの一部として動作します: ダウンロード テスト
およびアップロード テスト。 ダイヤルは各個々のテストの端に vEdge が vManage に結果をア
ップロードする場合、結果を示します。 このように、針がテストの間に二度移動するのを見ます
。 それから、および端、結果はまた下部のの表で読み込まれます。

設定済みの帯域幅がダウンストリームおよび/またはアップストリーム 0 Mbps を示
す理由

これらは vEdge VPN インターフェイスの configuredbandwidth-downstreamandbandwidth-
upstreamsettings を反映し、情報です。 これらの設定は実際に帯域幅を制限しません。

速度テストが完全な回線 帯域幅を示さない理由

速度テストが測定する最大帯域幅は 250 Mbps へ約 215 です。 速度テストデータはデータと同じ
回線に送信されます。 それは形づけ、設定をポリシングを行ない QoS （DSCP 0）に応じてあり
ましたり飛行中にそうかもしれない他のデータと回線を共有します。

速度テストが 250 Mbps に以上 215 示さない理由

これは CPU 処理の制限です。 速度テストは aniperf3test です。 それは vEdge の制御コアに単一
スレッド化およびピンで止められて。 これはツールがインターフェイスに関係なく実現するか、
または帯域幅を巡回できる最大のパフォーマンスを制限します。 速度テストツールが vEdge デ
バイスまたはインターネットデバイス間の 200Mbps より小さい回線をテストするのに使用する
必要があります。

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/bandwidth-upstream
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/bandwidth-upstream
https://software.es.net/iperf/


速度テストは IPSecヘッダーのようなトンネル オーバーヘッドを、考慮に入れます
か。

いいえ。 それはちょうど iperf テストを実行して、データ転送の測定単位を奪取 して います。

速度テスト用の異なる iperf3 オプションを使用できますか。

vManage GUI からの速度テストツールは defind にだけテストの送信元および宛先を与えます。
その他のオプションは設定することができません。 ただし、特定のオプションとテストを実行す
るのに両方のテスト コンピューターからの「ツール iperf」CLI を使用できます。

速度テスト結果はエクスポートすることができますか。

現在、速度テスト結果をエクスポートするためのファシリティがありません。 ただし複数の行を
選択し、クリップボードにコピーし、ファイルに貼り付けるために、結果に引張ることができま
す。

複数の速度テストは同時に実行することができますか。

1 つのデータ ストリーム アクティビティだけ vEdge で一度に動作できます。 別の速度テスト、
パケットキャプチャ、またはデバッグ ログが既に動作している同じ vEdge の速度テストを実行
できません。 のは実行速度テストに既に関連している vEdge ではない限り、できますが、2 つの
異なる vEdge デバイスの速度テストを同時に実行して下さい。

「Server エラーを示すレッド ボックスがなぜ表示されるか: 速度テストはデスティ
ネーションデバイスとして <ip_addr> でアクティブですか。

別の vEdge の速度テスト ランのために宛先として既に使用している vEdge の速度テストを開始
することを試みました。 完了するために他のテストを待って下さい。

速度テストを実行するとき vManage の影響および vEdge とは何か。

vManage の影響は他の vManage オペレーションより多くマイナー、ではないです。 vEdge への
netconf 接続を開くこと、テストを実行するように指示することおよび vEdge からデータを受け
取ることに関連する少しだけ処理があります。 vEdge に、これが iperf プロセスが実行するとこ
ろであるように制御するために専用されているコアにより多くの処理力があります。 また、
vEdge で、iperf によって実行された データ転送はデータがトランスポート インターフェイスに
送信されるように処理する帯域幅およびパケットを消費します。

パケット キャプチャ

どんなパケットがキャプチャ されますか。

選択したインターフェイスのすべてのパケットは制御およびデータパケットを含んで、キャプチ
ャ されます。

パケットが暗号化されるようですキャプチャ された理由



トランスポート インターフェイスでキャプチャ するとき、パケットは ipsec オペレーションの後
でキャプチャ されます、従ってすべてのトラフィックは暗号化されます。 非暗号化トラフィック
を見るために、サービス インターフェイスでキャプチャ する必要があります。

パケットキャプチャの制限とは何か。

パケットキャプチャはいつでも停止することができます。 パケットキャプチャは 5 分後に自動的
に最初に発生するものはどれでも、キャプチャ ファイル サイズが 5 MB に達すれば、または停止
します。

どんなパケットがキャプチャ されるかフィルタリングできますか。

出典 IP、送信元ポート、宛先IP、宛先ポート、および/またはプロトコル 番号でフィルタリング
できます。

ローリング パケットキャプチャを集めることができますか。

いいえ。 5 MB の最大サイズである単一 キャプチャ ファイルだけ作成されます。 そのファイル
サイズが達すれば、または 5 分以内に達しなければ、パケットキャプチャは自動的に停止します
。

マルチプルインターフェイスを同時にキャプチャ することができますか。

いいえ。 パケットをキャプチャ するため単一 のインターフェイスしか規定なできます。 そして
、1 つのデータ ストリーム オペレーションだけ vEdge で一度に動作できるので別のインターフ
ェイスのキャプチャを同時に開始するために別のブラウザウィンドウを開くことができません。
できますが、2 つの異なる vEdge デバイスのパケットキャプチャを同時に実行して下さい。

キャプチャ ファイルはどのようにクライアントに提供されるか。

パケットキャプチャが停止する場合、それは vManage に転送され、コンピュータにキャプチャ
をダウンロードするためのダウンロード リンクを示されます。 キャプチャ ファイルを開くコン
ピュータのツールがある必要があります。 ダウンロードされたファイルは tcpdump pcap 形式に
あります。

デバッグ ログ

どんなデバッグが集まることができます記録 しますか。

これらのデバッグ ログはデバッグ ログ トラブルシューティング ツールを通してダウンロードす
ることができます: vconfd、vsyslog および vdebug。

vconfd デバッグ ログとは何か。

vconfd デバッグ ログは主に デバイスの netconf および設定に関する confd ログメッセージを、
表示します。

vsyslog デバッグ ログとは何か。



vsyslog はデバイスの一般の規則的なオペレーションに関されて Log エントリがシステムログ、
です。

vdebug デバッグ ログとは何か。

vdebug ログはデバイスの内部オペレーションに関されてエントリがより冗長なシステムログ、で
す。

デバイスでアップデートされている間ログは表示する リアルタイムですか。

遅延があります。 しかし、はい、Webページで表示するログは New エントリと vEdge でログフ
ァイルに書かれていると同時にアップデートされます。

ログはどのようにクライアントに渡されるか。

ログはブラウザのフレームで表示する。 ダウンロード リンクはコンピュータにファイルをダウン
ロードするためにまた利用できます直接。
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