ATM SPA のトラブルシューティング
この章では、ATM SPA の動作のトラブルシューティングに使用できるテクニックについて説
明します。
• 一般的なトラブルシューティング情報 （1 ページ）
• 基本的なインターフェイス トラブルシューティングの実行 （3 ページ）
• その他の ATM SPA データの表示 （5 ページ）
• Cisco IOS Event Tracer を使用した問題のトラブルシューティング （11 ページ）
• 情報アラームの変更 （11 ページ）
• SPA の活性挿抜の準備 （12 ページ）

一般的なトラブルシューティング情報
ここでは、ATM SPA カードおよび SPA Interface Processor（SIP）キャリア カードのトラブル
シューティングに関する次の一般情報を示します。

コンソール エラーおよびシステム メッセージの意味
『Cisco IOS XE System Messages』のマニュアルを参照してください。
マニュアルでは、一連のシステム エラー メッセージが、生成元のシステム ファシリティ別に
記載されています。SIP および SPA のエラー メッセージには、次のファシリティ名が使用さ
れます。
• Cisco ASR 1000 シリーズ SIP：
• ASR1000_SIP
• ASR1000_SIP_SPA
• Cisco WebEx ノード SPA：
• SPA_SE1
• SPA_WMA
• シスコ WebEx ノード SPA サービス エンジン：
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• SPA_SRVCS_ENGINE
• SPA_SRVCS_IF
• SPA の活性挿抜：SPA_OIR

debug コマンドの使用
ここでは、ATM SPA に使用されるデバッグ コマンドに関する詳細情報を示します。

一般的なデバッグ コマンド
Cisco ASR 1000 シリーズ ルータでサポートされているほかのデバッグ コマンドと同様に、
debug hw-module subslot 特権 EXEC コマンドを使用して、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの
SPA に固有のデバッグ情報を取得することができます。

注意

デバッグ出力は CPU プロセスで高プライオリティが割り当てられているため、デバッグ出力
を行うとシステムが使用できなくなることがあります。したがって、debug コマンドを使用す
るのは、特定の問題のトラブルシューティング時、またはシスコのテクニカル サポート担当者
とともにトラブルシューティングを行う場合に限定してください。さらに、debug コマンド
は、ネットワーク トラフィックが少なく、ユーザも少ないときに使用することを推奨します。
こうした時間帯のデバッグの実行は、debug コマンドの処理によるオーバーヘッドの増加がシ
ステム利用へ影響を与える可能性を減らすことができます。
debug hw-module subslot コマンドは、シスコのテクニカル サポート担当者が使用するための
ものです。Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで使用できる debug hw-module subslot コマンドや他
のデバッグ コマンドの詳細については、それぞれのソフトウェアの『Cisco IOS Debug Command
Reference』を参照してください。

ATM デバッグ コマンド
ATM インターフェイスまたはサブインターフェイスに関する特定の ATM の問題についてトラ
ブルシューティングを行う場合は、次の debug コマンドが役立つことがあります。
• debug atm errors：カプセル化やフレーミングのエラー、ATM インターフェイスの設定中
に発生した可能性のあるエラーなど、ATM インターフェイスで発生するエラーを表示し
ます。
• debug atm events：ATM SPA および ATM インターフェイスの設定変更、カードおよびイン
ターフェイスのリセット、PVC 作成など、ATM インターフェイスで発生するイベントに
関する情報を表示します。

（注）

debug atm events の出力は大量になることがあるため、多数の ATM VC が設定されている環境
では問題が生じることがあります。このコマンドは、設定されている VC が少ない場合だけ使
用してください。
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• debug atm oam：ATM ネットワークから着信した ATM Operation And Maintenance（OAM）
セルの内容を表示します。

ヒント

すべてのデバッグの表示をオフにするには、no debug all コマンドを使用します。
これらのコマンドの詳細については、それぞれのソフトウェアの『Cisco IOS Debug Command
Reference』を参照してください。

show コマンドの使用
show コマンドには、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの SIP および SPA カードのモニタやトラ
ブルシューティングに使用できるものがいくつかあります。これらのコマンドの詳細について
は、「基本的なインターフェイス トラブルシューティングの実行」と、「ATM SPA の設定」
の章の「インターフェイス コンフィギュレーションの確認」を参照してください。

基本的なインターフェイストラブルシューティングの実
行
基本的なインターフェイス トラブルシューティングを実行するには、通常、show interface atm,
show atm interface atm, and show ip interface コマンドを使用し、出力内の各部分を調べて、イ
ンターフェイスの動作方法を判別します。
次の例では、show atm interface atm and show ip interface コマンドの出力結果を示しています。
Router# show atm interface atm 0/2/2
Interface ATM0/2/2:
AAL enabled: AAL5, Maximum VCs: 4095, Current VCCs: 1
Max. Datagram Size: 4528
PLIM Type: SONET - 155000Kbps, TX clocking: LINE
Cell-payload scrambling: ON
sts-stream scrambling: ON
5 input, 5 output, 0 IN fast, 0 OUT fast, 0 out drop
Avail bw = 149760
Config. is ACTIVE
Router# show ip interface atm 0/2/2.1
ATM0/2/2.1 is up, line protocol is up
Internet address is 2.4.0.2/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 4470 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
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Split horizon is disabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachables are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP Flow switching is disabled
IP CEF switching is enabled
IP Distributed switching is disabled
IP CEF switching turbo vector
IP Null turbo vector
Associated unicast routing topologies:
Topology "base", operation state is UP
IP multicast fast switching is enabled
IP multicast distributed fast switching is disabled
IP route-cache flags are Fast, CEF
Router Discovery is disabled
IP output packet accounting is disabled
IP access violation accounting is disabled
TCP/IP header compression is disabled
RTP/IP header compression is disabled
Probe proxy name replies are disabled
Policy routing is disabled
Network address translation is disabled
BGP Policy Mapping is disabled
Input features: MCI Check
WCCP Redirect outbound is disabled
WCCP Redirect inbound is disabled
WCCP Redirect exclude is disabled

インターフェイスが適切に動作しているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。
手順の概要
1.

グローバル コンフィギュレーション モードで、show interface atm、show atm interface
atm、または show ip interface コマンドを入力します。

2. インターフェイスが起動していることを確認します。
3. パケットの送受信を行って、インターフェイスの動作をテストします。
手順の詳細

ステップ 1 グローバル コンフィギュレーション モードで、show interface atm、show atm interface atm、または show
ip interface コマンドを入力します。
例：
Router# show interfaces atm 0/2/2
Router# show atm interface atm 0/2/2
Router# show ip interface
0/2/2

ステップ 2 インターフェイスが起動していることを確認します。
例：
Router# show interfaces atm 0/2/2
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ATM0/2/2 is up, line protocol is up
Router# show atm interface atm 0/2/2
Interface ATM0/2/2:
AAL enabled: AAL5, Maximum VCs: 1023, Current VCCs: 1
Router# show ip interface brief
0/2/2
ATM0/2/2 unassigned YES manual up up

ステップ 3 パケットの送受信を行って、インターフェイスの動作をテストします。
例：
Router# ping

ping コマンドによるネットワーク接続の確認
ping コマンドを使用すると、ネットワークを介してパケットを送受信するインターフェイスの
機能を簡単にテストできます。
ping コマンドは ICMP エコー要求パケットを指定の宛先アドレスに送信します。宛先アドレス
は、同数の ICMP エコー返信パケットを送信して応答する必要があります。正常に戻されたパ
ケット数、各パケットが戻るまでの所要時間を測定することにより、2 つのインターフェイス
間のレイヤ 3 /レイヤ 3 接続の概要をすばやく取得できます。
IP ping コマンドの構文は、次のとおりです。 ping
または ping ip-address [repeat count ] [data hex ] [size datagram-size ]
単にping を入力した場合、その他のすべてのパラメータを求めるプロンプトが対話形式で表示
されます。それ以外の場合は、ping の宛先として具体的な IP アドレスを少なくとも 1 つ指定
する必要があります。次のパラメータを指定することもできます。
• repeat count：送信する ICMP エコー要求パケットの数。デフォルトのパケット数は 5 で
す。
• data hex：ICMP エコー要求パケットで送信されるデータ パターン（16 進数）
• size datagram-size：送信される ICMP エコー要求パケットのサイズ（バイト単位）を指定
します。有効範囲は 40 ～ 18,024 バイト、デフォルトは 100 バイトです。

その他の ATM SPA データの表示
次のセクションでは、表示可能な追加の ATM SPA データについて説明します。

ATM SPA ハードウェア情報の表示
さまざまなタイプのハードウェアおよびシステム情報を表示するには、次のコマンドを使用し
ます。
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• show version
ルータ、ルータのシステム ハードウェアとソフトウェア、搭載されたインターフェイスのタイ
プ別の数に関する情報を表示します。
• show hw-module subslot fpd
SPA のハードウェア リビジョン情報、および SPA に搭載された Field-Programmable Device
（FPD）のバージョンに関する情報を表示します。シスコのテクニカル サポート担当者によっ
て、SPA のインストレーションに関する問題をデバッグまたはトラブルシューティングする際
に、この情報が必要になる場合があります。
• show idprom module
シリアル番号と ATM SPA のボードのリビジョンを表示します。
• show controllers atm
ATM インターフェイスのコントローラ ハードウェアについての情報を表示します。フレーミ
ングおよびアラームの設定、ポート、パケット、チャネル パフォーマンスに関する統計情報な
どが含まれます。構文は、show controllers atm slot /sublot /port になります。
• show diag
ルータにインストールされているポート アダプタのタイプに関する情報を表示します。構文
は、show diag slot で、slot は、ポート アダプタのあるスロットの番号になります。

PVC 情報の表示
マッピング、トラフィック、VLAN（仮想 LAN）設定情報など、PVC に関する情報を表示す
るには、次のコマンドを使用します。
• show atm vp
ルータの ATM インターフェイスに設定されている仮想パス（VP）に関する情報を表示しま
す。
• show atm vc
オプションを指定せずに使用すると、現在 ATM インターフェイスに設定されているすべての
仮想チャネルに関する情報が表示されます。特定の仮想接続に関する詳細を表示するには、こ
のコマンドで VC Descriptor（VCD）を指定します。
特定の ATM インターフェイスおよびサブインターフェイスの VC に関する情報を表示するこ
ともできます。たとえば、次のようになります。
Router# show atm vc interface atm 0/2/2

• show atm pvc
ルータの ATM インターフェイスとサブインターフェイスに現在設定されているすべての PVC
に関する情報が表示されます。特定の PVC に関する詳細を表示するには、VPI および VCI（仮
想チャネル識別子）値を指定します。特定の ATM インターフェイスまたはサブインターフェ
イスのすべての PVC を表示するには、show atm pvc interface atm コマンドを使用します。次
に例を示します。
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Router# show atm pvc 1/100

• show atm ilmi-status
レイヤ 2 およびレイヤ 3 マッピングに関する情報が表示されます。
• show atm map
仮想回路とレイヤ 3 IP アドレス間のマッピングを表示します。
• show atm traffic
ATM インターフェイス上のトラフィックに関する一般的な情報が表示されます。特定のスロッ
トの ATM インターフェイスにおけるトラフィック シェーピングについての情報を表示するに
は、show atm traffic shaping slot コマンドを使用します。show atm vc traffic コマンドを使用し
て、特定の VC のトラフィック情報を表示することもできます。

loopback コマンドの使用
loopback コマンドはインターフェイスをループバック モードにします。これにより、ping コ
マンドを使用して、ローカル インターフェイスおよび回線を介してパケットを送信し、接続を
テストできます。これらのコマンドが特に役立つのは、インターフェイスに大量の巡回冗長検
査（CRC）エラーが発生し、エラーの発生場所を特定できる場合です。
他のループバック テストについては、次に示します。

loopback diagnostic コマンドによるローカル ループバックの作成
送信データが PHY（物理）レイヤで受信データにループバックされるローカル ループバック
テストを実行するには、ATM インターフェイスに loopback diagnostic コマンドを使用します。
このループバックはローカル ATM インターフェイスの接続をテストし、インターフェイスの
フレーミング回線および Segmentation And Reassembly（SAR）回線が正常に動作しているかを
確認します。ただし、このループバックでは、インターフェイスの光回線および光ポートはテ
ストされません。

ヒント

ATM インターフェイスが現在別の ATM インターフェイスに接続されていて、トラフィックを
送受信している場合は、リモート ATM インターフェイスをシャットダウンしてから、ローカ
ル ATM インターフェイスに loopback diagnostic コマンドを実行します。そうしないと、リモー
ト インターフェイスはローカル インターフェイスにトラフィックを送信し続け、リモート ネッ
トワークからインターフェイス エラーおよびネットワーク エラーが報告されることもありま
す。

手順の概要
1.
2.
3.
4.

Router# configure terminal
Router(config)# interface atm slot /subslot/port
Router(config-if)# loopback diagnostic
Router(config-if)# atm clock internal
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Router(config-if)# end
Router# show interface atm slot /subslot/port
Router(config-if)# ping ip-address [repeat count ] [data hex ] [size datagram-size ]
Router# show interface atm slot /subslot/port
Router(config)# interface atm slot /subslot/port
Router(config-if)# no loopback diagnostic

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2

Router(config)# interface atm slot /subslot/port

指定した ATM SPA カードの指定ポートで、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 3

Router(config-if)# loopback diagnostic

ATM インターフェイスをローカル ループバック
モードにして、インターフェイスから送信された
データが受信データ回線に内部でループバックされ
るようにします。

ステップ 4

Router(config-if)# atm clock internal

ATMインターフェイスがローカル発振器からクロッ
キングを取得するように指定します。ループバック
コマンドを実行すると、インターフェイスがネット
ワークから隔離され、ネットワーク回線から取得さ
れたクロッキング信号からも隔離されるため、この
手順は必須です。

ステップ 5

Router(config-if)# end

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6

Router# show interface atm slot /subslot/port

（任意）インターフェイスにループバック モード
が設定されたことを確認します。インターフェイス
がループバック モードで動作している場合、出力
には「loopback set」という言葉が表示されます。

ステップ 7

Router(config-if)# ping ip-address [repeat count ] [data 指定された IP アドレスに ICMP エコー要求パケッ
hex ] [size datagram-size ]
トを送信します。
• ip-address：ICMP エコー要求パケットの宛先
IP アドレス。インターフェイスがループバッ
ク モードになっているため、正確な IP アドレ
スは必要ありません。有効な任意の IP アドレ
スを指定できます。
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コマンドまたはアクション

目的
• repeat count：（任意）送信する ICMP エコー
要求パケットの数を指定します。デフォルトは
5 です。
• data hex：（任意）ICMP エコー要求パケット
で送信されるデータ パターン（16 進数）。
• size datagram-size：（任意）送信される ICMP
エコー要求パケットのサイズ（バイト単位）を
指定します。有効範囲は 40 ～ 18,024 バイト、
デフォルトは 100 バイトです。
（注）

ステップ 8

Router# show interface atm slot /subslot/port

インターフェイスがループバック モード
であるため、pingコマンドは失敗します。
この点を想定しておいてください。

ping テスト中に CRC などのエラーが発生したかど
うかを含めて、インターフェイス統計情報を表示し
ます。次に例を示します。
Router#

show interface atm 5/0/1

...
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0
throttles

5 input errors, 5 CRC, 0 frame, 0
overrun, 0 ignored, 0 abort
...
Router#

ステップ 9

Router(config)# interface atm slot /subslot/port

指定した ATM SPA カードの指定ポートで、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 10

Router(config-if)# no loopback diagnostic

ローカル ループバックを解除して、ATM インター
フェイスを通常動作に戻します。
（注）

ローカル ATM インターフェイスに適切
なクロッキングを復元し、リモートATM
インターフェイスを再イネーブルにして
ください。
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例
次に、loopback diagnostic コマンドを使用して設定されたローカル ループバックの出力例を示
します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface atm 0/2/2
Router(config-if)# loopback diagnostic
Router(config-if)# atm clock internal
Router(config-if)# end
Router# show interface atm 0/2/2
ATM0/2/2 is up, line protocol is up
Hardware is ATM SPA, address is 000a.f330.2a80 (bia 000a.f330.2a80)
MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 149760 Kbit, DLY 80 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ATM, loopback set
Encapsulation(s): AAL5
4095 maximum active VCs, 21 current VCCs
VC idle disconnect time: 300 seconds
Signalling vc = 1, vpi = 0, vci = 5
UNI Version = 4.0, Link Side = user
6 carrier transitions
Last input 01:47:05, output 00:00:01, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 01:03:35
Input queue: 0/75/33439/80 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 963306
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
9502306 packets input, 6654982829 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
27827569 packets output, 21072150159 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

ループバック ライン コマンドの使用
ATM インターフェイスがローカル ループバックを正常に実行でき、エラーが報告されなかっ
た場合は、次にライン ループバック（loopback line コマンド）を使用したときに、ローカル
ルータとリモート ルータ間の ATM ネットワークでパケット エラーが生成されているかどうか
を判別できます。ラインループバックの場合、リモートルータのインターフェイスにはloopback
line コマンドが設定されているため、そこで受信されたすべてのパケットは送信元ルータに反
映されます。その後、ローカル ルータは ping コマンドを使用してトラフィックを生成し、ネッ
トワーク内の回線でパケット エラーが生成されているかどうかを判別します。
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Cisco IOS Event Tracer を使用した問題のトラブルシュー
ティング
（注）

Cisco IOS Event Tracer 機能はソフトウェア診断ツールとして使用することを目的としており、
Cisco Technical Assistance Center（TAC）担当者の指示がある場合以外は設定しないでくださ
い。
Event Tracer 機能は、Cisco IOS ソフトウェアのトラブルシューティングを行うためのバイナリ
トレース ファシリティを提供します。シスコのサービス代理店はこの機能を使用して、Cisco
IOS ソフトウェアの動作を詳しく調べることができます。また、オペレーティング システムが
まれに誤作動した場合や、冗長システムでルート プロセッサがスイッチオーバーした場合に
も、この機能を利用して問題を診断できます。
イベント トレースの機能は、イベント トレースと連携するようにプログラムされた特定の
Cisco IOS ソフトウェア サブシステム コンポーネントから情報メッセージを読み取り、これら
のコンポーネントからシステム メモリにメッセージを記録することです。メモリに格納された
トレース メッセージは、画面に表示するか、ファイルに保存してあとで分析することができま
す。
SPA は現在、SPA の OIR 関連イベントをトレースするために「spa」コンポーネントをサポー
トしています。
Event Tracer 機能の使用方法については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0s/feature/guide/evnttrcr.html

情報アラームの変更
ここでは、POS や ATM インターフェイスに情報アラームが表示される際の出力内容の変更に
ついて説明します。情報アラームは、Cisco IOS リリース 12.2(33) XNE から変更されます。情
報アラームを表示させるには、下の logging alarm informational コマンドを有効にすることが前
提条件となります。
Router(config)# logging alarm informational

以前の動作
今回の変更が導入されるまでは、下のように、ATM SPA の SONET 情報ログのアラームの文
字列に、「POS」が付け加えられた状態で表示されていました。
*May 7 05:37:37.838: %ASR1000_RP_SONET_ALARM-6-POS: ASSERT CRITICAL ATM1/3/0 Section
Loss of Signal Failure
*May 7 05:37:37.838: %ASR1000_RP_SONET_ALARM-6-POS: ASSERT CRITICAL ATM1/3/0 Threshold
Cross Alarm - B2
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*May 7 05:37:37.838: %ASR1000_RP_SONET_ALARM-6-POS: ASSERT CRITICAL ATM1/3/0 Threshold
Cross Alarm - B3

新しい動作
Cisco IOS リリース 12.2 (33)XNE で、POS や ATM SPA 用に変更が行われてからは、インター
フェイスでアラームが発生すると、下のように、インターフェイス特有の情報（POS）ではな
く、「SONET」という文字列を付けた状態で表示されます。
*Jun 8 08:07:28.168: %ASR1000_RP_SONET_ALARM-6-SONET: ASSERT CRITICAL ATM0/3/0 Section
Loss of Signal Failure
*Jun 8 08:07:56.164: %ASR1000_RP_SONET_ALARM-6-SONET: ASSERT CRITICAL ATM0/3/0 Threshold
Cross Alarm - B1
*Jun 8 08:07:56.164: %ASR1000_RP_SONET_ALARM-6-SONET: ASSERT CRITICAL ATM0/3/0 Threshold
Cross Alarm - B2
*Jun 8 08:07:56.164: %ASR1000_RP_SONET_ALARM-6-SONET: ASSERT CRITICAL ATM0/3/0 Signal
Degrade Alarm
*Jun 8 08:07:56.164: %ASR1000_RP_SONET_ALARM-6-SONET: ASSERT CRITICAL ATM0/3/0 Threshold
Cross Alarm - B3

SPA の活性挿抜の準備
Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータでは、SIP に加え各 SPA の活性挿
抜（OIR）をサポートしています。したがって、SPA を装着したまま SIP を取り外したり、ルー
タに SIP を搭載したまま SPA を個別に取り外したりすることができます。
つまり、SIP をルータに搭載したままで、この SIP のいずれかのサブスロットから SPA を取り
外し、別の SPA はアクティブの状態を維持できます。すぐに代わりの SPA を SIP に取り付け
る予定がない場合は、該当するサブスロットにブランク フィラー プレートを必ず取り付けて
ください。SIP のすべてのサブスロットには、動作中の SPA またはブランク フィラー プレー
トのどちらかを常に取り付けておく必要があります。
OIR を利用できるように、SPA をアクティブ化/非アクティブ化する場合の詳細については、
「SIP のトラブルシューティング」の章を参照してください。
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