
1
Cisco Application Control Engine モジュール システム メッセージ ガイド

OL-11872-01-J

I N D E X

A

ACE

サブシステム レベル　　1-4

重大度　　1-4

初期化の失敗　　2-41

ネットワーク プロセッサのエラー　　2-48

ロード バランシング用の物理メモリ　　2-47

ロギングの概要　　1-2

ロギング、新しい接続の拒否　　1-21

ロギング、イネーブル　　1-21

ログ メッセージの形式　　1-3

ログレベル　　1-4

ACE でのロギング、イネーブル化　　1-21
ACL

コンパイル処理でのメモリ不足　　2-3

ACL リソース

限度を超過した使用　　2-12

保証されない最小　　2-12
ARP

インスペクション チェックでの不合格　　2-18, 
2-19

衝突　　2-20

ポイズニング　　2-20

D

DNS

パケット メッセージ　　2-21

E

EMBLEM 形式のロギング　　1-11

Encap テーブルがフル　　2-19

F

FT インターフェイス、到達不能のピア　　2-33

FT グループ

2 つのアクティブ デバイスの検出　　2-34

コンテキスト名のミスマッチ　　2-33

ピアの状態変化　　2-50

FTP トラフィック

厳密なインスペクション ポリシー使用時の要求
メッセージ内の認識されないコマンド　
　2-16

厳密なインスペクション ポリシーによる request 
コマンドの拒否　　2-15

FTP ポート コマンド

接続で使用されているアドレス以外のアドレス　
　2-20

低いポート番号　　2-20

H

HA

2 つのアクティブ デバイスの検出　　2-34

代わりの PING　　2-40

コンテキストの状態変化　　2-37

コンテキスト名のミスマッチ　　2-33

受信エラー　　2-45

状態遷移　　2-37

状態変化の FT 追跡　　2-39

冗長ハートビートの停止　　2-41

初期化の失敗　　2-35

設定の複製の失敗　　2-36

単方向のハートビート　　2-38

通信の失敗　　2-36

到達可能なピア　　2-38, 2-40

到達不能なピア　　2-33, 2-46

ドロップされたデータ　　2-50

内部エラー　　2-35

ハートビート間隔のミスマッチ　　2-38

ピアの互換性　　2-40

ピアの状態変化　　2-50

ピアの非互換性　　2-35

複製の失敗　　2-34, 2-36

複製の処理中　　2-39



Index

2
Cisco Application Control Engine モジュール システム メッセージ ガイド

OL-11872-01-J

マッピングの失敗　　2-49

モジュール　　2-35
HTTP

URI が正規表現と一致　　2-22

設定範囲内の URI の長さ　　2-24

設定範囲内のヘッダーの長さ　　2-24

設定範囲内の本文の長さ　　2-24

転送 / コンテンツ エンコーディングが正規表現と
一致　　2-23

パーサーが有効なメッセージを検出できない　　
2-23

本文が正規表現と一致　　2-22

戻りコード、しきい値への到達　　2-51

要求方式が正規表現と一致　　2-23

HTTP コンテンツ

検出されたインスタント メッセンジャー プロト
コル　　2-25

検出されたトンネリング プロトコル　　2-25

検出されたピアツーピア プロトコル　　2-25

HTTP ヘッダー

正規表現と一致　　2-23, 2-24

I

ICMP

初期化の失敗　　2-17

セッションの確立　　2-14

セッションの削除　　2-14

パケットの拒否　　2-17

プローブ エラー　　2-7, 2-8

ヘルス プローブ エラー　　2-7, 2-8

メモリの障害　　2-17

予期しないサーバ応答　　2-9

IP ヘッダー オプションのエラー　　2-20

M

MAC アドレス

マッピングの変更　　2-22

R

regex リソース

限度を超過した使用　　2-52

保証されない最小　　2-52

RTSP

接続、ASA によって指定の IP アドレスおよびポー
ト対してオープンされた　　2-18

S

SCCP

インスペクション ポリシーにより拒否されたコマ
ンド　　2-31

セッションがネゴシエーションしたメディア スト
リーム用に事前割り当てされた接続　　
2-30

設定されたサイズを超えるメッセージのドロップ
　　2-31

小さすぎるメッセージのドロップ　　2-30

未完了の登録　　2-31

show コマンド

失敗　　2-44
SNMP

シャドウ テーブルのエラー　　2-25, 2-26

デーモンの初期化の失敗　　2-5

ネットワーク管理ステーション　　1-12

メモリ割り当ての失敗　　2-5
SSH

セッション、syslog メッセージの送信　　1-9
SSL

CRL、取得の失敗　　2-12

SSL 証明書

CA による取り消し　　2-11

期限満了　　2-10, 2-11

現在無効　　2-10

不明な認証局　　2-10

無効なシグニチャ　　2-11

無効または存在しない　　2-11

syslog サーバ

EMBLEM 形式のロギング　　1-11

syslog メッセージの送信　　1-11

送信されたメッセージの識別　　1-15

デバイス ID、指定　　1-16

syslog の出力位置

SNMP NMS　　1-12

SSH セッション　　1-9

syslog サーバ　　1-11

Telnet セッション　　1-9

コンソール　　1-10

指定　　1-8

スーパーバイザ エンジン　　1-13



Index

3
Cisco Application Control Engine モジュール システム メッセージ ガイド

OL-11872-01-J

バッファ　　1-8

フラッシュ メモリ　　1-14

syslog の比率の制限　　1-20

syslog の比率、制限　　1-20

T

TCP

終了の理由　　2-13, 2-15

接続スロットの作成　　2-13, 2-14

接続スロットの終了　　2-13, 2-15

接続の失敗　　2-36
Telnet

セッション、syslog メッセージの送信　　1-9

U

UDP

DNS パケット　　2-21

接続スロットの削除　　2-14, 2-15

接続スロットの作成　　2-14, 2-15
URL

ホスト アクセスの記録　　2-16

V

VLAN

番号の可用性　　2-31, 2-32

あ

アドレス変換スロット

削除　　2-16

作成　　2-16

アラート メッセージ　　3-2

い

インターフェイス

VLAN の可用性　　2-31, 2-32

回線プロトコルの状態の変化　　2-21

設定ステータスの変化　　2-21

え

エラー メッセージ　　3-4

か

回線プロトコル、ステータスの変化　　2-21

き

キャッシュ アライメント エラー　　2-44

く

クイック スタート

ロギング　　1-6

クリティカル メッセージ　　3-3

け

警告メッセージ　　3-5

こ

攻撃

ARP ポイズニング　　2-20

スプーフィング　　2-2, 2-18, 2-19, 2-22

コマンド メッセージにより変更された設定　　2-2,
2-3

コンソール

ロギング　　1-10

コンテキスト

関連付けられているスティッキ グループ　　2-44

状態の変化　　2-37

スティッキ エントリ要求　　2-43

スティッキ グループに関連付けられているコンテ
キストの削除　　2-44

スティッキ グループに関連付けられているコンテ
キストの追加　　2-44

設定の同期の失敗　　2-36

表示コマンドの失敗　　2-44

コンテンツ タイプの確認

失敗、メッセージ本文の予期せぬ番号　　2-22

コントロール プロセッサ、認識できないメッセージ
　　2-49



Index

4
Cisco Application Control Engine モジュール システム メッセージ ガイド

OL-11872-01-J

さ

サーバ ファーム

HTTP 戻りコードのしきい値　　2-51

バックアップへのフェールオーバー通知　　2-26

フェールオーバーのサービス再開通知　　2-26

サーバ接続

再バランス　　2-46

消失　　2-42

サイト セキュリティ ポリシー、回避　　2-20

サブシステム　　1-4

し

システム メッセージ

重大度コードの順　　3-1

数値コード　　2-1

タイムスタンプ、イネーブル　　1-15

システム メッセージ ロギング

EMBLEM 形式のロギング　　1-11

SNMP NMS　　1-12

SSH セッション　　1-9

syslog サーバ　　1-11

syslog の出力位置、指定　　1-8

syslog の比率、制限　　1-20

Telnet セッション　　1-9

新しい接続の拒否　　1-21

イネーブル化　　1-7, 1-21

概要　　1-2, 1-3

キュー、変更　　1-18

クイック スタート　　1-6

形式　　1-3

コンソール　　1-10

重大度　　1-4

重大度、変更　　1-19

スーパーバイザ エンジン　　1-13

接続

接続セットアップとティアダウン syslog メッ
セージ、イネーブル　　1-22

バッファ　　1-8

ファシリティ、変更　　1-17

フラッシュ メモリ　　1-14

変数　　1-4

メッセージのディセーブル化　　1-19

ログ メッセージ情報の表示　　1-23

ログ メッセージ、消去　　1-22

システム メッセージの重大度のコード　　3-1

システム メッセージの数値コード　　2-1

実サーバ

HTTP 戻りコードのしきい値　　2-51

指定のサーバファーム内の状態がアップに変化　
　2-26

指定のサーバファーム内の状態がダウンに変化　
　2-27

状態がアップに変化　　2-27

状態がダウンに変化　　2-27

状態の変化　　2-27

重大度

アラート　　3-2

エラー　　3-4

概要　　1-4

クリティカル　　3-3

警告　　3-5

情報　　3-9

通知　　3-7

デバッグ　　3-10

変更　　1-19

メッセージ　　3-1

重大度メッセージ

概要　　1-4

重大度 1 のメッセージ　　3-2

重大度 2 のメッセージ　　3-3

重大度 3 のメッセージ　　3-4

重大度 4 のメッセージ　　3-5

重大度 5 のメッセージ　　3-7

重大度 6 のメッセージ　　3-9

重大度 7 のメッセージ　　3-10

出力位置

SNMP　　1-12

SNMP NMS　　1-12

SSH セッション　　1-9

syslog サーバ　　1-11

Telnet　　1-9

Telnet セッション　　1-9

コンソール　　1-10

指定　　1-8

スーパーバイザ モジュール　　1-13

バッファ　　1-8

フラッシュ メモリ　　1-14

状態変化の FT 追跡　　2-39

情報メッセージ　　3-9

初期化の失敗　　2-35, 2-41

処理



Index

5
Cisco Application Control Engine モジュール システム メッセージ ガイド

OL-11872-01-J

ACL のコンパイル処理でのメモリ不足　　2-3

無効なルックアップ キー　　2-49

す

スーパーバイザ

ロギング　　1-13

スクリプト

空　　2-6

サイズ確認のエラー　　2-10

消失したファイル　　2-6

メモリ割り当てエラー　　2-6

読み取りエラー　　2-9

ロード時の内部エラー　　2-6

スティッキ

エントリの追加または削除　　2-48

エントリの不一致　　2-47

関連付けられているグループ　　2-44

キー、無効　　2-49

初期化の失敗　　2-41

スティッキ グループの予期されなかったルック
アップ結果　　2-46

データベースのエラー　　2-43

ドロップされたエントリ　　2-49

ネットワーク プロセッサのエラー　　2-48

プロセッサのエラー　　2-43, 2-48

要求に対する応答なし　　2-46

リソースの超過　　2-43

スプーフィング攻撃　　2-2, 2-18, 2-19, 2-22

せ

正規表現テーブルのコンパイル処理、メモリ不足　　
2-51

セキュリティ コンテキスト

システムからの削除　　2-29

システムへの追加　　2-29

設定ファイル

複製の失敗　　2-34

設定、コマンドによる変更、システム メッセージ　
　2-3

た

耐障害性

HA を参照

つ

通知メッセージ　　3-7

て

デバッグ メッセージ　　3-10

デバッグ ロギングの失敗　　2-51

ね

ネットワーク プロセッサのエラー、スティッキ　　
2-48

は

ハートビート

開始された　　2-40

間隔のミスマッチ　　2-38

単方向　　2-38

停止　　2-33, 2-40, 2-41

ハイ アベイラビリティ

HA を参照

ハッシュ テーブル、無効なインデックス　　2-47

バッファ、ロギング　　1-8

ひ

ピア

代わりの PING　　2-40

受信エラー　　2-45

状態の変化　　2-50

単方向のハートビート　　2-38

通信の失敗　　2-36

到達可能　　2-38, 2-40

到達不能　　2-33, 2-46

ハートビート間隔のミスマッチ　　2-38

非互換性　　2-35

複製の失敗　　2-34, 2-36

複製の処理中　　2-39

マッピングの失敗　　2-49

ふ

ファシリティ、変更　　1-17



Index

6
Cisco Application Control Engine モジュール システム メッセージ ガイド

OL-11872-01-J

フラッシュ メモリ

ロギング　　1-14

プローブ

ICMP プローブの接続エラー　　2-8

ICMP プローブの内部エラー　　2-7, 2-8

空のヘルス プローブ スクリプト　　2-6

消失したスクリプト ファイル　　2-6

スクリプトのロードが不可能　　2-6

スクリプトのロード時の内部エラー　　2-6

接続エラー　　2-8

内部エラーにより失敗　　2-7

メモリ割り当ての失敗　　2-5

予期しない ICMP サーバ応答　　2-9

予期しないサーバ応答　　2-8

プロキシ接続の再バランス　　2-46

へ

変数

フィールド　　1-4

メッセージ内　　1-4

ま

マッピングの失敗　　2-49

む

無効なルックアップ キー　　2-49

め

メッセージ

概要　　1-3

形式　　1-3

重大度　　1-4, 3-1

タイムスタンプ、イネーブル　　1-15

変数　　1-4

メッセージ キューのサイズ、変更　　1-18

メモリ マッピングの失敗　　2-51

ら

ライセンス

16G はリブート後に有効　　2-29

アンインストールの完了　　2-28

インストール完了　　2-28

失敗したチェックアウト　　2-28

評価期間の警告　　2-28

評価期間の満了　　2-28

マネージャの終了　　2-29

り

リロード

原因　　2-4

レコード　　2-4

れ

レベル

概要　　1-4

重大度のリスト　　1-4

変更　　1-19

ろ

ロード バランシング

HA データのドロップ　　2-50

一般エラー　　2-42

キャッシュ アライメント エラー　　2-44

スティッキ エラー　　2-43

スティッキ エントリの不一致　　2-47

スティッキ データベースのエラー　　2-43, 2-47

伝送の失敗　　2-42

内部エラー　　2-42

内部チャネル エラー　　2-45

認識できないメッセージ　　2-49

プロセッサの通信エラー　　2-45

マッピングされたメモリ　　2-47

ロギング

EMBLEM 形式のロギング　　1-11

SNMP NMS　　1-12

SSH セッション　　1-9

syslog サーバ　　1-11

syslog の出力位置、指定　　1-8

syslog の比率、制限　　1-20

Telnet セッション　　1-9

新しい接続の拒否　　1-21

イネーブル化　　1-7, 1-21



Index

7
Cisco Application Control Engine モジュール システム メッセージ ガイド

OL-11872-01-J

概要　　1-2

クイック スタート　　1-6

コンソール　　1-10

システム メッセージのタイムスタンプ、イネーブ
ル　　1-15

重大度　　1-4

スーパーバイザ エンジン　　1-13

接続セットアップとティアダウン syslog メッセー
ジ、イネーブル　　1-22

バッファ　　1-8

ファシリティ、変更　　1-17

フラッシュ メモリ　　1-14

変数　　1-4

メッセージ キューのサイズ、変更　　1-18

メッセージの形式　　1-3

メッセージの重大度の変更　　1-7, 1-19

メッセージの重大度、変更　　1-19

メッセージのディセーブル化　　1-19

レベル　　1-4

ログ メッセージ情報の表示　　1-23

ログ メッセージ、消去　　1-22

ログ メッセージ情報の表示　　1-23

ログ メッセージの消去　　1-22

ログファイル、ログレベル　　1-4


