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はじめに
ここでは、『AppNav-XE コンフィギュレーション ガイド（Cisco CSR 1000V/ASR 1000 シリーズ）』の
対象読者および表記法について説明します。また、使用可能な製品資料についても説明し、マニュアル
の入手方法およびテクニカル サポートに関する情報も提供します。

• 「対象読者」（P.vii）
• 「表記法」（P.vii）
• 「関連資料」（P.viii）
• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.viii）

対象読者
このマニュアルは、主にネットワーク管理者、システム管理者、およびシステム インテグレータを対
象としています。

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法

項目

太字

コマンドおよびキーワード。

イタリック体

ユーザが値を指定する変数。

[ 角カッコ内の要素 ]

省略可能なコマンド キーワード。必ずしもオプション
を選択する必要はありません。

{|（縦棒）で区切られた波カッコ内のオプ
ション }

オプションからいずれかを選択する必要のあるコマン
ド キーワード。1 つのオプションを選択する必要があ
ります。

screen フォント

セッション情報およびシステム情報の表示出力。

太字の screen フォント

ユーザが入力する情報。

イタリック体の screen フォント

ユーザが入力する変数。

[Option] > [Network Preferences]

メニュー項目の選択。
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（注） 「注釈」です。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま
す。

関連資料
次の関連資料は、Cisco.com で入手できます。

• 『Cisco Wide Area Application Services コンフィギュレーション ガイド』
• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズのマニュアルは、
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12559/tsd_products_support_series_home.html で入手で
きます。

• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータのマニュアルは、
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps9343/tsd_products_support_series_home.html で
入手できます。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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C H A P T E R

1

AppNav-XE ソリューションの概要
このマニュアルでは、Cisco IOS-XE Release 3.9 の Cisco Cloud Services Router（CSR）1000V シ
リーズでの AppNav-XE コンポーネントの概要と、機能の設定を容易にするクイック スタート プロセ
スについて説明します。また、コマンドライン インターフェイス（CLI）のコマンドの詳細、例、およ
びトラブルシューティングのヒントについてもあわせて説明します。

• 「Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズの AppNav-XE ソリューションの概要」（P.1-1）
• 「Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータの AppNav-XE ソリューションの概
要」（P.1-2）
• 「AppNav サービス ノード自動検出機能について（Cisco CSR 1000V シリーズのみ）」（P.1-4）
• 「Cisco CSR 1000V シリーズのライセンス要件」（P.1-5）
• 「Cisco ASR 1000 シリーズのライセンス要件」（P.1-5）

Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズの
AppNav-XE ソリューションの概要
Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ用の AppNav-XE ソリューションには、次の項目が含ま
れます。

• AppNav コントローラ：ルータからサービスにトラフィックをインテリジェントに配信するコン
ポーネント。

• AppNav サービス ノード自動検出機能：自動的にサービス ノードを検出し、AppNav クラスタに
追加する機能。「AppNav サービス ノード自動検出機能について（Cisco CSR 1000V シリーズの
み）」（P.1-4）を参照してください。

（注）

WAAS サービス ノードは Cisco CSR 外のノードのため、詳細についてはこのマニュアルの対
象外です。

• WAAS Central Manager（WCM）：AppNav-XE コンポーネントのモニタリングおよび設定に使用
されます。

（注）

WCM はまた、WAAS サービス ノードの設定およびモニタリングにも使用できます。ただし、
これらの詳細についてはこのマニュアルの対象外です。
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AppNav-XE ソリューションの概要

Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータの AppNav-XE ソリューションの概要

Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルー
タの AppNav-XE ソリューションの概要
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 シリーズと呼ばれま
す）の AppNav-XE ソリューションには、次の項目が含まれます。
• AppNav コントローラ：ルータからサービスにトラフィックをインテリジェントに配信するコン
ポーネント。

（注）

WAAS サービス ノードは Cisco ASR 1000 シリーズ外のノードのため、詳細についてはこのマ
ニュアルの対象外です。

• WAAS Central Manager（WCM）：AppNav-XE コンポーネントのモニタリングおよび設定に使用
されます。

（注）

WCM はまた、WAAS サービス ノードの設定およびモニタリングにも使用できます。ただし、
これらの詳細についてはこのマニュアルの対象外です。

AppNav-XE コンポーネントの概要
AppNav-XE コンポーネントは、AppNav コントローラと呼ばれる配信ユニットとサービス ノードで構
成されます。AppNav コントローラはフローを配信し、サービス ノードはフローを処理します。また、
AppNav コントローラは最大 4 つまでグループ化が可能で、AppNav コントローラ グループを形成し
て非対称フローとハイ アベイラビリティをサポートできます。AppNav コントローラ グループ内のす
べてのルータは、同じプラットフォームあり、さらに同じメモリ容量を持つ必要があることに注意して
ください。

• 「AppNav-XE コンポーネントを使用する利点」（P.1-2）
• 「AppNav-XE コンポーネントの相互運用性」（P.1-3）
• 「AppNav-XE コンポーネントの設定について」（P.1-3）

AppNav-XE コンポーネントを使用する利点
AppNav-XE コンポーネントを使用する利点は、次のとおりです。
• 各サービス ノードの負荷に基づいて新しいフローをインテリジェントにリダイレクトできます。
これには、個々の L7 アプリケーション アクセラレータの負荷が含まれます。
• 最適化を必要としないフローの場合、サービス ノードは AppNav コントローラに対してパケット
を直接パススルーするように通知できるため、遅延やリソース利用率を最小化できます。

• サービス ノードを追加または削除しても、トラフィックへの影響は最小限で済みます。
• AppNav-XE コンポーネントは、トラフィックがサービス ノードから戻るときに VRF 情報が維持
されるように VRF をサポートします。
• MAPI（Exchange）および VDI（Citrix）などの特殊なアプリケーションの場合、AppNav-XE コ
ンポーネントは、同じクライアントから同じサーバおよびサーバ ポートに送信されるフローが、
同じサービス ノードにリダイレクトされることを確認します。
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AppNav-XE ソリューションの概要
AppNav-XE コンポーネントの概要

• AppNav コントローラ グループを使用して、非対称フローを最適化できます。非対称フローとは、
1 方向のトラフィックが AppNav コントローラを通過して、リターン トラフィックが別の AppNav
コントローラを通過することです。ただし、両方の AppNav コントローラはトラフィックを同じ
サービス ノードにリダイレクトします。

• ルータ間ハイ アベイラビリティにより、1 台のルータがダウンした場合にトラフィックが AppNav
コントローラ グループ内の異なるルータに再ルーティングされるため、トラフィック フローの中
断が発生しません。

• デュアル RP とデュアル FP を持つ Cisco ASR 1000 シリーズ プラットフォームの AppNav コント
ローラのルータ内ハイ アベイラビリティ。これは、フローの中断を回避するために、アクティブ
RP に障害が発生した場合にスタンバイ RP が引き継ぎ、アクティブ FP に障害が発生した場合にス
タンバイ FP が引き継ぐことを意味します。
ルータ内ハイ アベイラビリティ機能は、Cisco ASR 1000 シリーズ プラットフォームのみで使用で
きます。

AppNav-XE コンポーネントの相互運用性
AppNav-XE コンポーネントは、ルータの次の機能と相互運用できます。
• QoS
• NAT（ビデオ アプリケーション アクセラレータがディセーブルで、AppNav-XE コンポーネント
および NAT の両方で処理される非対称ルーティングおよびルータ間ハイ アベイラビリティはサ
ポートされていないことに注意してください）。

• AVC 2.0（FNF、NBAR）（AVC 2.0 が非対称ルーティングとルータ間ハイ アベイラビリティをサ
ポートしていないことに注意してください）。

• IPSec
• GET-VPN（ASR 1000 シリーズのみ）
• EzVPN
• DMVPN
• ACL
• VRF
• MPLS（サポートされているトポロジは WAN 側の MPLS ネットワークと LAN 側の IP ネットワー
クです）。

• WCCP-AppNav-XE 共存（WCCP および AppNav-XE は、異なるフローで動作する場合にのみ同
じインターフェイスに設定できます。これには ACL を使用します。WCCP および AppNav XE
は、WAN に AppNav-XE 、LAN に WCCP など、異なるインターフェイスに設定できます）。

AppNav-XE コンポーネントには、ユーザが圧縮または圧縮解除したトラフィック固有の機能を設定で
きる仮想インターフェイスの概念が導入されています。たとえば、サービス ノードにリダイレクトさ
れるトラフィックやサービス ノードから戻ってくるトラフィックをモニタするために、
AppNav-UnCompress および AppNav-Compress 仮想インターフェイスの FNF 機能を設定できます。
他のインターフェイスと同様に、これらの AppNav-XE 仮想インターフェイスがユーザに対して表示さ
れることに注意してください。ただし、上記のリストのうち、AppNav-XE 仮想インターフェイスで動
作する機能は FNF、ACL、および QoS（キューイングを除く）だけです。

AppNav-XE コンポーネントの設定について
AppNav-XE コンポーネントの設定については、次の点に注意してください。
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AppNav サービス ノード自動検出機能について（Cisco CSR 1000V シリーズのみ）

• AppNav コントローラを実行しているルータの WAN インターフェイスを識別する必要がありま
す。AppNav コントローラは、WAN インターフェイスの入力および出力の両方のパケットを代行
受信します。WAN インターフェイスには AppNav コントローラだけを設定します（ロード バラン
シングされるすべての WAN インターフェイスを含む）。
• AppNav コントローラからサービス ノードへのアクセスに VRF を使用しないでください。
AppNav コントローラでは、サービス ノードと AppNav コントローラ IP アドレスのいずれも VRF
を持つことはできません。

• AppNav コントローラとサービス ノード間では、AppNav コントローラ サービス ノードの帯域幅
を増やすためにポート チャネルを使用しないでください。トラフィックが GRE トンネルに送信さ
れ、すべてのトラフィックが 1 つのリンクに切替えられてしまいます。
• AppNav-XE の設定では、config replace コマンドは使用できません。
• 複数の AppNav コントローラの AppNav コントローラ グループを使用する場合、すべての
AppNav コントローラの AppNav-XE の設定は同じである必要があります。これは、AppNav コン
トローラの AppNav ポリシー マップとクラス マップの名前が一致する必要があることを意味しま
す。また、AppNav-XE コンポーネントによって認識されるトラフィックの VRF 名は、すべての
AppNav コントローラで同じである必要があります。

AppNav-XE コンポーネントの設定に関する追加情報および警告については、第 3 章「詳細設定」を参
照してください。

AppNav サービス ノード自動検出機能について（Cisco
CSR 1000V シリーズのみ）
AppNav サービス ノード自動検出機能は、小規模なブランチが対象です。この機能により、システム
は自動的に AppNav-XE ルータの同じ L2 接続内のサービス ノードを検出し、サービス ノード クラス
タに追加します。
制約事項

AppNav サービス ノード自動検出機能は、サービス ノードの 1 つのインターフェイス上だけでイネー
ブルにできます。

AppNav サービス ノード自動検出機能をイネーブルにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ルータの AppNav-XE コンポーネントで検出要求を開始するには、次の手順を実行します。

a. 自動検出をイネーブルにするサービス ノード グループを決定します。
b. 次のコマンドを発行します。
router(config)# service-insertion service-node-group sng
router(config-service-insertion-sng)# node-discovery enable

ステップ 2

サービス ノードでサービス応答を開始するには、次の手順を実行します。

a. WAAS アプライアンスで、ノード検出をイネーブルにするインターフェイスを決定します。この
インターフェイスは AppNav コントローラと同じサブネット上にある必要があります。
b. 次のコマンドを発行して、ノード検出をイネーブルにします。
auto-sn(config)# service-insertion service-node
auto-sn(config-sn)# node-discovery enable GigabitEthernet 0/1
auto-sn(config-sn)# enable
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Cisco CSR 1000V シリーズのライセンス要件
AppNav 機能はプレミアム パッケージで利用可能ですが、Cisco IOS-XE リリース 3.9 には適用されま
せん。

Cisco ASR 1000 シリーズのライセンス要件
AppNav 機能は Advanced IP Services（AIS）および Adventerprise（AES）パッケージで利用可能で
すが、Cisco IOS-XE リリース 3.9 には適用されません。
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Cisco ASR 1000 シリーズのライセンス要件
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データセンターおよびクラウド ユーザ向けク
イック スタート
次に、AppNav コントローラおよびクラスタの設定に必要な手順の概要を示します。次の手順を順番に
実行します。

1. 「AppNav クラスタの設定の準備」（P.2-1）
2. 「AppNav コントローラの登録」（P.2-1）
3. 「AppNav クラスタの作成」（P.2-3）
4. 「AppNav コントローラの設定」（P.2-4）
また、AppNav クラスタはいつでもモニタできます。「AppNav クラスタのモニタリング」（P.2-4）を
参照してください。使用できるレポートについては、「AppNav-XE レポート」（P.2-5）を参照してくだ
さい。

AppNav クラスタの設定の準備
開始する前に、基本的なネットワーク設定に個々の AppNav コントローラおよびサービス ノードをイ
ンストールし、設定します。各 AppNav コントローラの VRF とネットワーク インターフェイスをプロ
ビジョニングします。次の情報を参照してください。

• Cisco CSR 1000V シリーズのインストールおよび設定については、
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12559/tsd_products_support_series_home.html を参照し
てください。

• Cisco ASR 1000 シリーズのインストールおよび設定については、
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps9343/prod_installation_guides_list.html を参照し
てください。

• サービス ノードのインストールおよび設定については、
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps6870/prod_installation_guides_list.html を参照し
てください。

AppNav コントローラの登録
WCM を使用して AppNav コントローラの AppNav-XE 機能とサービス ノードを管理する前に、WCM
に AppNav コントローラを登録する必要があります。
• 「WCM GUI を使用した AppNav コントローラの登録」（P.2-2）
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AppNav コントローラの登録

• 「AppNav コントローラの登録の表示」（P.2-2）

WCM GUI を使用した AppNav コントローラの登録
AppNav コントローラの登録に WCM GUI を使用する場合、WCM は AppNav コントローラのアカウ
ント レコードを作成し、ユーザが入力した情報に追加します。

はじめる前に

• AppNav コントローラ上で SSH をイネーブルにします。
手順
ステップ 1

WCM GUI で、[Home] > [Admin] > [Registration] > [Cisco IOS Routers] ページに移動します。

ステップ 2

必要な情報を入力します。

（注）

ステップ 3

ユーザ名とパスワードは、AppNav コントローラのクレデンシャルを入力します。システムは
このクレデンシャルを 1 回だけ使用して、設定データ、統計情報、およびステータス情報を取
得します。

[Register] をクリックします。

AppNav コントローラの登録の表示
AppNav コントローラが WCM に正常に登録されると、WCM GUI のデバイス リストの下に
AppNav-XE コントローラが「AppNav-XE Controller」として表示されます。[Devices] > [Device
List] に移動します。次の図を参照してください。
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AppNav クラスタの作成

図 2-1

WCM GUI ページのデバイスの表示

AppNav クラスタの作成
AppNav クラスタを作成および設定するには、WCM AppNav クラスタ作成ウィザードを使用します。
設定を設定し、クラスタ デバイスを選択し、VRF を選択し、WAN 側インターフェイスのサービス挿
入を設定し、クラスタのトラフィック インターフェイスを設定します。ウィザードでは、エンドツー
エンド設定のフローが順を追って提供されます。
手順
ステップ 1

WCM GUI の [AppNav Cluster Wizard] をクリックして WCM AppNav クラスタ作成ウィザードを起動
します。

ステップ 2

（任意）デフォルト クラス マップの設定をカスタマイズするには、AppNav クラス マップを設定しま
す。システムにより、ほとんどのアプリケーション アクセラレータに対応するトラフィックと一致す
るいくつかのデフォルト クラス マップ、およびすべてのトラフィックと一致する class-default クラス
マップが追加されます。「AppNav クラス マップの設定」（P.3-2）を参照してください。

ステップ 3

（任意）デフォルト ポリシーをカスタマイズするには、AppNav ポリシーを設定します。システムによ
り、デフォルトですべてのサービス ノードがグループ化されるノード グループである
WNG-Default-nn WNG に、すべてのトラフィックを配信するデフォルト ポリシーが追加されます。
「AppNav ポリシー マップの設定」（P.3-3）を参照してください。

ステップ 4

（任意）サービス ノード最適化クラス マップおよびポリシー ルールを設定します。この手順は、
「Predefined Optimization Policy」に記載されているデフォルトの最適化ポリシーをカスタマイズする
場合にだけ必要です。詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide』
を参照してください。

ステップ 5

すべての設定されたクラスタを表示するには、[AppNav Clusters] をクリックします。AppNav コント
ローラ レベルで AppNav クラスタの設定を表示するには、デバイスレベルの AppNav クラスタのペー
ジに移動します。

（注）

このページは読み取り専用であるため、デバイス レベルで AppNav クラスタを設定することは
できません。ユーザがこのページで実行できる操作は、デバイス固有のクラスタ設定がある場
合にその設定を削除することだけです。このページが WAAS ノード デバイス レベルで表示さ
れていて、WAAS ノードが CLI を使用して作成されたクラスタに参加している場合にのみ、
このページを編集することができます。
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AppNav コントローラの設定

AppNav コントローラの設定
AppNav クラスタの設定を変更するには、WCM GUI で [AppNav Cluster Home] ページに移動します。
このページでは AppNav コントローラおよびサービス ノードから収集された最新情報が自動的に表示
されます。

[AppNav Cluster Home] ページからは次の作業を実行できます。
• WAAS デバイス インターフェイスの設定。
• AppNav コンテキスト ウィザードを使用した新しい AppNav コンテキスト（WAAS クラスタ ID）
の作成。

• AppNav ポリシー割り当ての変更と VRF の関連付けの変更に似た、AppNav コンテキストの設定
の設定。

• 新しい AppNav コントローラの追加。
• WAN インターフェイス上のサービス挿入の変更とクラスタ トラフィック インターフェイスの変更
を含む、AppNav コントローラの設定。
• 認証キーなどの AppNav クラスタの設定の設定。
• サービス ノードの追加。
• サービス ノード グループの変更を含む、サービス ノードの設定の設定。
• AppNav サービス ノード自動検出（Cisco CSR 1000V シリーズのみ）を含む、サービス ノード グ
ループの設定の設定。

• AppNav クラスタからのデバイスまたは AppNav コンテキストの追加および削除。

AppNav クラスタのモニタリング
• 「AppNav クラスタのモニタリングについて」（P.2-4）
• 「クラスタの状態の表示」（P.2-4）
• 「AppNav コントローラの 360 度ビューの表示」（P.2-5）
• 「サービス ノードの 360 度ビューの表示」（P.2-5）

AppNav クラスタのモニタリングについて
AppNav クラスタの作成後、システムはクラスタのホーム ページのクラスタからの最新情報とともに
トポロジを表示します。デフォルトでは、システムは 300 秒ごとに各 AppNav コントローラからデー
タを収集し、GUI に最新情報およびステータスを表示します。システムは、クラスタが変更されるた
びに、クラスタのホーム ページを更新します。トポロジ ページを表示すると、データ収集が 30 秒ごと
に行われます。

クラスタの状態の表示
システムは、AppNav コントローラとサービス ノード間のリンクの可用性に応じて、異なる色で表示
します。

• Operational：AppNav クラスタが完全に動作している場合は、緑色で表示されます。
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• Degraded：AppNav クラスタのパフォーマンスが低下した場合は、黄色で表示されます。たとえ
ば、アクセラレータの一部がまったく使用できない（ディセーブルの可能性がある）場合、
AppNav クラスタのパフォーマンスが低下します。問題を正確に特定するには、360 度ビューと
サービス ノード ステータス情報を使用します。

• Down：AppNav クラスタがダウンした場合は、赤色で表示されます。たとえば、クラスタで使用
できる唯一のサービス コンテキストがディセーブルになっていると、クラスタのステータスが
Down に変更されます。

AppNav コントローラの 360 度ビューの表示
AppNav クラスタの各 AppNav コントローラには、AppNav コントローラに関する追加情報が含まれる
360 度ビューがあります。360 度ビューを表示するには、マウス カーソルを AppNav コントローラの
上に置くか、AppNav コントローラをクリックします。
AppNav コントローラの 360 度ビューでは次の情報が表示されます。
• Cluster Control：すべての AppNav コントローラおよびサービス ノードの現在のステータス。デ
バイス名とその IP アドレスが含まれます。
• Interception：サービス挿入が設定されているインターフェイスとそのステータス。
• Interfaces：すべての使用可能なインターフェイスとその全体のステータス。
• Overloaded Policies：過負荷がかかっているモニタリング対象のアクセラレータと、対応するポリ
シー。これは過負荷がかかっている場合にだけ表示されます。

• Alarms：AppNav コントローラからのアラーム情報。

サービス ノードの 360 度ビューの表示
AppNav クラスタの各サービス ノードには、サービス ノードに関する追加情報が含まれる 360 度
ビューがあります。360 度ビューを表示するには、マウス カーソルをサービス ノードの上に置くか、
サービス ノードをクリックします。
サービス ノードの 360 度ビューでは次の情報が表示されます。

• Optimization：サービス ノードのすべてのアプリケーション アクセラレータの名前、ステータス、
および説明が表示されます。

• Alarms：サービス ノードからのアラーム情報。
• Interfaces：すべての使用可能なインターフェイスとその全体のステータス。

AppNav-XE レポート
WCM は、AppNav コントローラおよびクラスタ レベルでレポートを提供します。これらのレポート
は、すべてのサービス コンテキストを含むサービス コンテキスト レベルまたは組み合わせレベルで確
認できます。次に、レポートの種類を示します。
• Total AppNav Traffic：このグラフには、クラスタに設定されたすべてのクラス マップからレポー
トされる配信 / パススルー トラフィックが表示されます。
• Top 10 AppNav Policies：このグラフには、クラスタの上位 10 位のクラス マップの代行受信 / 配信
/ パススルー トラフィックが表示されます。
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• AppNav Policies：このグラフには、クラス マップの代行受信 / 配信 / パススルー トラフィックが時
系列で表示されます。

• Top 10 WAAS Node-Group Distribution：このグラフには、上位 10 位のサービス ノード グループ
間のトラフィックの配信が表示されます。

• Was Node-Group Distribution：このグラフには、サービス ノード グループ間のトラフィックの配
信が時系列で表示されます。

• Top 10 Pass-Through Reasons：このグラフには、トラフィックがパススルーされた理由の上位 10
位が表示されます。

• Pass-Through Reasons：このグラフには、パススルーの理由が時系列で表示されます。
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詳細設定
この章では、AppNav-XE の詳細設定について説明します。内容は次のとおりです。

• 「AppNav コントローラの設定」（P.3-1）
• 「AppNav サービス ノード自動検出機能の設定（Cisco CSR 1000V シリーズのみ）」（P.3-6）
• 「AppNav-XE 設定の削除」（P.3-7）

AppNav コントローラの設定
AppNav コントローラを設定するには、次の手順を実行します。
• 「AppNav コントローラ グループの設定」（P.3-1）
• 「サービス ノード グループの設定」（P.3-2）
• 「AppNav クラス マップの設定」（P.3-2）
• 「AppNav ポリシー マップの設定」（P.3-3）
• 「サービス コンテキストの設定」（P.3-4）
• 「AppNav 代行受信のイネーブル化」（P.3-5）

AppNav コントローラ グループの設定
AppNav コントローラ グループで、AppNav コントローラを設定します。AppNav コントローラ グ
ループを設定するには、AppNav コントローラで使用する IP アドレスを入力します。
制約事項

• AppNav コントローラ グループには常に、正確に 1 つのローカル IP アドレスが含まれる必要があ
ります。これはローカルの AppNav コントローラ（ローカル ルータ）の IP アドレスです。この
ローカル IP アドレスはインターフェイスに属している必要があり、AppNav コントローラ グルー
プ内の他のすべての AppNav コントローラ、およびすべてのサービス ノードは、このインター
フェイスから到達可能である必要があることに注意してください。

• AppNav コントローラ グループには、AppNav コントローラを 4 つまで含めることができます。こ
の場合、正確に 1 つのローカル IP アドレスと、任意に最大 3 つの非ローカル IP アドレスを含める
必要があります。

• GigE、VLAN インターフェイス、ループバック インターフェイスなどから IP アドレスを使用で
きますが、インターフェイスに VRF が設定されていないことが必要です。
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（注）

デュアル RP Cisco ASR 1000 プラットフォーム上では、サブインターフェイスで
service-insertion コマンドを使用しないでください。

• システムでは、1 つの AppNav コントローラ グループの設定だけがサポートされます。
次のコマンドを使用します。
(config)# [no] service-insertion appnav-controller-group group-name

サブモード コマンド
(config-service-insertion-acg)# [no] appnav-controller IP_address

オプションのコマンド
(config-service-insertion-acg)# [no] description group_description

サービス ノード グループの設定
サービス ノード グループでは、サービス ノードを設定する必要があります。AppNav-XE コンポーネ
ントは、サービス ノード グループ内のサービス ノードにフローをインテリジェントに配信します。

制約事項
AppNav コントローラまたはサービス ノード IP アドレスには、VRF を使用できません。IP アドレス
は、VRF なしで明示的にアクセスできる必要があります。たとえば、管理インターフェイスの IP アド
レス（vrf Mgmt-intf あり）は、AppNav コントローラの IP アドレスとして使用できません。
次のコマンドを使用します。
(config)# [no] service-insertion service-node-group group_name

サブモード コマンド
(config-service-insertion-sng)# [no] description group_description
(config-service-insertion-sng)# [no] service-node IP_address

AppNav クラス マップの設定
AppNav-XE コンポーネントによって処理されるトラフィックを決定するには、AppNav クラスを使用
します。次のパラメータのセットに基づいてトラフィックを分類するには、appnav タイプのクラス
マップを使用します。

• アクセス リスト
• サービス ノード ピア デバイス ID
• サービス ノードでサポートされる特殊なプロトコル
指定したクラスへの接続の照合に使用するクラス マップを作成または変更するには、グローバル コン
フィギュレーション モードで class-map コマンドを使用します。既存のクラス マップを削除するには、
このコマンドの no 形式を使用します。class-map コマンドは、クラスマップ コンフィギュレーション
モードを開始します。このモードでは、オプションの description コマンドと 1 つまたは複数の match
コマンドを入力して、このクラスの一致基準を設定できます。
クラス マップを定義する構文は次のようになります。
(config)# [no] class-map type appnav [match-all | match-any] appnav_class_name
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一致を指定しない場合、デフォルトは match-all です。
サブモード コマンド
(config-cmap)#
(config-cmap)#
(config-cmap)#
(config-cmap)#

[no]
[no]
[no]
[no]

description description_text
match access-group {ACL_number | name ACL_name}
match peer device_ID
match protocol app_def

match access-group コマンド
match access-group コマンドは、番号付きアクセスリストまたは名前付きアクセス リストを指定しま
す。これらの内容は、パケットがこのクラスに属するかどうかを判断する際の一致基準として使用され
ます。アクセス リスト（ACL）番号は 1 ～ 2699 の範囲で指定できます。

match peer コマンド
match peer コマンドは、接続のクライアント側で最適化を実行するピア サービス ノードを識別しま
す。01:23:45:67:89:ab 形式で指定する必要があります。match peer コマンドは、AppNav-XE コン
ポーネントがコアとして動作する、つまり、すでにピア WAAS デバイスを介した接続を受信している
場合にのみ役立ちます。

match protocol コマンド
match protocol コマンドは、次のプロトコルのいずれかを取得します。
• CITRIX
• MAPI
• MS-AD-REP
• MS-EXCH-NSPI
• MS-FRS
• MS-FRSAPI
• MS-RFR
• MS-SQL
• MSN-MESSENGER
• NETLOGON
プロトコルは、サービス ノードによって提供される追加情報とともにのみ使用され、パケットを特定
のアプリケーションと関連付けます。match protocol フィルタを、次に示す AppNav ポリシーの
monitor-load キーワードと混同しないでください。

AppNav ポリシー マップの設定
AppNav クラス マップを設定したら、AppNav ポリシー マップを使用してアクションを割り当てるこ
とができます。候補最適化トラフィックのサービス ポリシーを定義するポリシー マップを作成または
変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで policy-map コマンドを使用します。
(config)# [no] policy-map type appnav appnav_policy_name

サブモード コマンド
(config-pmap)# [no] description description_text
(config-pmap)# [no] class appnav_class_name

上記の class コマンドは、ポリシーマップクラス コンフィギュレーション サブモードを開始します。
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(config-pmap-c)# [no] distribute service-node-group SNG_name
(config-pmap-c)# [no] monitor-load application_accelerator_name
(config-pmap-c)# [no] pass-through

distribute コマンド
distribute コマンドは、このクラスの最も一般的なアクションです。システムは、指定した
SNG_name パラメータで識別したサービス ノード グループに、クラス マップに一致するトラフィック
を送信します。サービス ノード グループが使用できない場合、または、distribute が指定されていない
場合、デフォルトのアクションはトラフィックのパススルーです。

monitor-load コマンド
monitor-load コマンドは、モニタする負荷値を決定します。アプリケーション アクセラレータをモニ
タする場合は、AppNav コントローラがそのアプリケーション アクセラレータの過負荷をチェックし、
過負荷がかかっているサービス ノードに新しいフローを送信しないようにします。フローはサービス
ノード グループの別のサービス ノードに送信されます。
このコマンドは任意です。これを使用すると、システムは application_accelerator_name パラメータ
で示されるアプリケーション アクセラレータをモニタします。このコマンドを使用しない場合、シス
テムは TFO アクセラレータのステータスをモニタします。アプリケーション アクセラレータを指定す
ると、既存の monitor-load（存在する場合）が置き換えられます。
次のアプリケーション アクセラレータがサポートされます。

• MS-port-mapper（Microsoft Endpoint Port Mapper の負荷のモニタリング）
• cifs（SMB または CIFS アクセラレータの負荷のモニタリング）
• http（HTTP アクセラレータの負荷のモニタリング）
• ica（ICA アクセラレータの負荷のモニタリング）
• mapi（MAPI アクセラレータの負荷のモニタリング）
• nfs（NFS アクセラレータの負荷のモニタリング）
• ssl（SSL アクセラレータの負荷のモニタリング）
• video（ビデオ アクセラレータの負荷のモニタリング）

pass-through コマンド
pass-through コマンドは、リダイレクトが発生しないことを明示的に示すために使用します。
pass-through コマンドは、distribute または monitor-load コマンドとともに使用することはできませ
ん。pass-through コマンドを使用すると、システムは distribute または monitor-load コマンドのアク
ションをブロックし、エラー メッセージを表示します。distribute または monitor-load コマンドのい
ずれかを使用する場合、システムは pass-through コマンドのアクションをブロックします。

サービス コンテキストの設定
サービス コンテキストは、AppNav コントローラ グループ、サービス ノード グループ、および
AppNav ポリシー マップをまとめて関連付けるために使用されます。
サービス コンテキストを作成するには、次のコマンドを使用します。
(config)# service-insertion service-context waas/interface_ID

interface_ID は、すべてのサービス コンテキストで一意の番号です。これは、
AppNav-Compressinterface_ID および AppNav-UnCompressinterface_ID と呼ばれる自動作成される
仮想インターフェイスの名前を決定します。
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サブモード コマンド
(config-service-insertion-context)#
(config-service-insertion-context)#
(config-service-insertion-context)#
(config-service-insertion-context)#
(config-service-insertion-context)#
(config-service-insertion-context)#

[no]
[no]
[no]
[no]
[no]
[no]

appnav-controller-group ACG_name
authentication sha1 key authentication_key
service-node-group SNG_name
service-policy appnav_policy_name
vrf { name VRF_name | default | global}
enable

appnav-controller-group コマンド
ACG_name は、このサービス コンテキストが属する AppNav コントローラ グループの名前です。各
サービス コンテキストに対して 1 つの AppNav コントローラ グループだけを設定できます。
authentication sha1 key コマンド
authentication-key は、AppNav コントローラからサービス ノードへの登録時に使用される共有認証
キーです。同じサービス コンテキスト内のサービス ノードには、同一のキーを設定する必要がありま
す。現在、AppNav コントローラ グループは、1 つの認証キーだけをサポートしています。すべての
サービス コンテキストが認証を使用する必要があります。そうでない場合、サービス コンテキストは
認証を使用できません。

service-node-group コマンド
SNG_name は、サービス コンテキストの一部である 1 つまたは複数のサービス ノード グループの名前
です。AppNav ポリシーで使用されているものをクロス チェックするために、リストが使用されます。
2 つのサービス コンテキスト間で同じサービス ノード グループを共有できないことに注意してくださ
い。

service-policy コマンド
appnav_policy_name は、サービス コンテキストの AppNav ポリシーの名前です。
vrf name コマンド
VRF_name は、AppNav-XE コンポーネントによって認識されるトラフィックのための LAN インター
フェイス上の VRF の名前です。複数の VRF 名を入力できます。最大 64 の VRF 名を定義できますが、
サポートされる VRF の数に制限はありません。VRF グローバルは、VRF なしのトラフィックを識別
することを除けば、他の VRF 定義と同じです。VRF 名は、次のような順番に一覧表示されます。
vrf
vrf
vrf
vrf

name v1
name v2
name v3
global

サービス コンテキストに VRF を設定しなかった場合、システムは自動的に vrf default のデフォルト
設定を適用します。vrf default の目的は、設定された VRF 名または vrf global に一致しないトラ
フィックを一致させることです。
パケットに対する適切なサービス コンテキストの選択には、次のロジックが使用されます。システム
は、サービス コンテキストに設定されている VRF 名（または vrf global）と、パケットが通過する
LAN インターフェイス上の VRF を比較します。一致が検出されると、システムは対応するサービス
コンテキストを選択します。一致が存在しない場合、システムは vrf default のサービス コンテキスト
（使用可能な場合）を選択します。このようなサービス コンテキストがない場合、システムはパケット
をパススルーします。

AppNav 代行受信のイネーブル化
現在、AppNav-XE コンポーネントによってサポートされているサービスは WAAS のみです。
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AppNav-XE コンポーネントをイネーブルにするには、WAN インターフェイスを識別し、
service-insertion コマンドを使用します。
（注）

デュアル RP Cisco ASR 1000 プラットフォーム上では、サブインターフェイスで service-insertion コ
マンドを使用しないでください。
(config)# interface if_name
(config-if)# [no] service-insertion waas

（注）

インターフェイスの、着信と発信の両方の TCP トラフィックは、その VRF と、VRF で識別される
サービス コンテキストに関連付けられたサービス ポリシーに基づき、AppNav 処理に従います。

AppNav サービス ノード自動検出機能の設定（Cisco CSR
1000V シリーズのみ）
ここでは、次の内容について説明します。

• 「AppNav サービス ノード自動検出機能のイネーブル化（Cisco CSR 1000V シリーズのみ）」
（P.3-6）
• 「AppNav サービス ノード自動検出機能のディセーブル化（Cisco CSR 1000V シリーズのみ）」
（P.3-7）

AppNav サービス ノード自動検出機能のイネーブル化（Cisco CSR
1000V シリーズのみ）
AppNav サービス ノード自動検出機能を設定するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

Cisco IOS-XE では、次のコマンドを入力します。SNG_name パラメータには、AppNav サービス ノー
ド自動検出機能をイネーブルにするサービス ノード グループの名前を入力します。WAAS デバイスが
AppNav-XE コンポーネントと同じサブネット内にあることを確認します。
router(config)# service-insertion service-node-group SNG_name

ステップ 2

次のコマンドを入力して、機能をイネーブルにします。
router(config-service-insertion-sng)# node-discovery enable

ステップ 3

WAAS デバイス上では、次のコマンドを入力します。
WAAS(config)# service-insertion service-node

ステップ 4

使用するインターフェイスを選択し、それが AppNav-XE サービスの要求元と同じサブネット内にある
ことを確認します。インターフェイスが指定されていない場合、デフォルトは GigabitEthernet0/0 で
す。
WAAS(config)# node-discovery enable GigabitEthernet 0/1

ステップ 5

次のコマンドを入力して、AppNav サービス ノード自動検出機能を設定およびイネーブル化します。
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WAAS(config)# enable

AppNav サービス ノード自動検出機能のディセーブル化（Cisco CSR
1000V シリーズのみ）
次のいずれかを実行して、AppNav サービス ノード自動検出機能をディセーブルにします。

• Cisco IOS-XE に移動し、次のコマンドを入力して、システム全体のサービス ノード自動検出機能
をディセーブルにします。
router(config)# service-insertion service-node-group sng
router(config-service-insertion-sng)# no node-discovery enable

• 次のように、WAAS ノードのサービス応答機能をディセーブルにします。
router(config)# service-insertion service-node
router(config)# no enable

AppNav-XE 設定の削除
AppNav-XE 設定を削除するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

コンフィギュレーション モードで、WAN インターフェイスから代行受信を削除します。次の CLI コ
マンドを使用します。
router(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
router(config-if)# no service-insertion waas
router(config-if)# exit

ステップ 2

AppNav サービス コンテキストをディセーブルにします。次の CLI コマンドを使用します。
router(config)# service-insertion service-context waas/1
router(config-service-insertion-context)# no enable
router(config-service-insertion-context)# exit

ステップ 3

AppNav サービス コンテキスト、サービス ノード グループ、および AppNav コントローラ グループを
削除します。次の CLI コマンドを使用します。
router(config)# no service-insertion service-context waas/1
router(config)# no service-insertion service-node-group ISR-WAAS-SNG
router(config)# no service-insertion appnav-controller-group ISR-WAAS-SCG

ステップ 4

AppNav ポリシー マップ、クラス マップ、およびアクセス リストを削除します。次の CLI コマンドを
使用します。
router(config)#
router(config)#
router(config)#
router(config)#

no policy-map type appnav ISR-WAAS
no class-map type appnav match-any ISR-WAAS
no ip access-list extended ISR-WAAS
end
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AppNav-XE コンポーネントのモニタリング
この章の内容は、次のとおりです。

• 「AppNav コントローラ表示コマンド」（P.4-1）
• 「AppNav サービス ノード自動検出表示コマンド（Cisco CSR 1000V シリーズのみ）」（P.4-12）

AppNav コントローラ表示コマンド
• 「AppNav コントローラのステータスの確認」（P.4-1）
• 「AppNav コントローラ グループのメンバーシップの確認」（P.4-2）
• 「サービス ノード グループおよびサービス ノードの詳細情報の表示」（P.4-3）
• 「クラス マップおよびポリシーマップの表示」（P.4-4）
• 「サービス コンテキスト情報の表示」（P.4-5）
• 「データ パスの統計情報の表示」（P.4-5）
• 「アラームの表示」（P.4-12）

AppNav コントローラのステータスの確認
Cisco CSR 1000V シリーズ用
AppNav コントローラの総合的なステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。このコマン
ドでは、「service-insertion waas」が設定されたすべてのインターフェイスも一覧表示されます。
router# show service-insertion status
Hostname: AppNav-1-06
Device ID:0050.568b.2591
Platform Type: cisco (CSR1000V) VXE
IOS Version: 15.3(20130317:092813)
AppNav Controller Version: 1.0.0
AppNav Enabled Interfaces:
GigabitEthernet0/0/1

Cisco ASR 1000 シリーズ用
AppNav コントローラの総合的なステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。このコマン
ドでは、「service-insertion waas」が設定されたすべてのインターフェイスも一覧表示されます。
router#show service-insertion status
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Hostname: ASR1RU-3-36
Device ID: 7051.04b9.b480
Platform Type: cisco (ASR1001) 1RU
IOS Version: 15.3(20130317:122629)
AppNav Controller Version: 1.0.0
AppNav Enabled Interfaces:
GigabitEthernet0/0/1

AppNav コントローラ グループのメンバーシップの確認
AppNav コントローラ グループのメンバーシップを確認するには、次のコマンドを使用します。
AppNav コントローラに設定され、登録されているすべてのサービス ノードも一覧表示されます。
router# show service-insertion appnav-controller-group
All AppNav Controller Groups in service context
Appnav Controller Group
: acg
Member Appnav Controller Count
: 2
Members:
IP Address
21.0.0.36
21.0.0.160
AppNav Controller
Local AppNav Controller: Yes
Current status of AppNav Controller
Time current status was reached
Cluster protocol ICIMP version
Cluster protocol Incarnation Number
Cluster protocol Last Sent Sequence Number
Cluster protocol Last Received Sequence Number
Current AC View of AppNav Controller
IP Address
21.0.0.36
21.0.0.160

: 21.0.0.36
:
:
:
:
:
:

Alive
Wed Sep
1.1
1
0
0

5 15:50:06 2012

Current SN View of AppNav Controller
IP Address
21.0.0.149
AppNav Controller : 21.0.0.160
Local AppNav Controller : No
Current status of AppNav Controller : Alive
Time current status was reached : Thu Dec 6 20:17:53 2012
Cluster protocol ICIMP version : 1.1
Cluster protocol Incarnation Number : 1
Cluster protocol Last Sent Sequence Number : 1355098374
Cluster protocol Last Received Sequence Number : 1355089899
Current AC View of AppNav Controller
IP Address
21.0.0.36
21.0.0.160
Current SN View of AppNav Controller
IP Address
21.0.0.149
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サービス ノード グループおよびサービス ノードの詳細情報の表示
サービス ノード グループおよび個々のサービス ノードに関する詳細情報を表示するには、show
service-insertion service-node-group [SNG_name | all] コマンドを使用します。また、このコマンド
使用して、個々のアプリケーション アクセラレータのステータスを確認することもできます。
このコマンドの出力は次のようになります。

• クラスタのプロトコル情報。最後に送信したシーケンスの番号および最後に受信したシーケンスの
番号の値は増え続けます。
• サービス ノードおよび関連するサービス コンテキストの数。
• 各サービス ノードのステータス（Alive または Dead のいずれか）。
• 負荷状態（アプリケーション アクセラレータの状態を表示）。負荷状態は次のいずれかになりま
す。

– 緑色：アプリケーション アクセラレータが機能しており、新しいフローが受け入れられます。
– 黄色：アプリケーション アクセラレータは機能していますが、新しいフローは受け入れられ
ません。

– 赤色：アプリケーション アクセラレータは機能していません。
• 各アプリケーション アクセラレータのサービス ノード グループ全体の可用性
router# show service-insertion service-node-group
Service Node Group name :sng1
Service Context :waas/1
Member Service Node count :1
Service Node (SN) :21.0.0.149
Auto discovered :No
SN belongs to SNG :sng1
Current status of SN :Alive
Time current status was reached :Thu Dec 6 20:17:11 2012
Cluster
Cluster
Cluster
Cluster

protocol
protocol
protocol
protocol

DMP version :1.1
incarnation number :2
last sent sequence number :1355101043
last received sequence number:1348909100

Health Markers:
AO Load State Since
tcp GREEN0d 5h 39m 38s
epm GREEN0d 5h 39m 38s
cifsGREEN0d 5h 39m 38s
mapiGREEN0d 5h 39m 38s
httpGREEN0d 5h 39m 38s
videoGREEN0d 5h 39m 38s
nfs GREEN0d 5h 39m 38s
ssl YELLOW0d 5h 39m 38s
ica RED 0d 0h 0m 0s
SNG Availability per Accelerator
AO AvailableSince
tcp Yes 0d 5h 39m 38s
epm Yes 0d 5h 39m 38s
cifsYes 0d 5h 39m 38s
mapiYes 0d 5h 39m 38s
httpYes 0d 5h 39m 38s
videoYes0d 5h 39m 38s
nfs Yes 0d 5h 39m 38s
ssl No 0d 0h 0m 0s
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ica No

0d 0h 0m 0s

クラス マップおよびポリシーマップの表示
次のコマンドは実行コンフィギュレーションを反映するため、実行コンフィギュレーション全体をス
キャンせずに分類を確認するのに役立ちます。
すべてのタイプの AppNav クラス マップとその一致基準、または特定の AppNav クラス マップとその
一致基準を表示するには、次のコマンドを使用します。
router# show class-map type appnav [AppNav_class_name]

すべてのタイプの AppNav ポリシー マップとそのクラスおよびアクション マッピング、または特定の
ポリシー マップとそのクラスまたはアクション マッピングを表示するには、次のコマンドを使用しま
す。
router# show policy-map type appnav [AppNav_policy_name]

show policy-map target service-context [service_context_name] コマンドは、サービス コンテキスト
のポリシー マップ情報を表示します。サービス コンテキストに設定されているすべてのクラス マップ
とポリシー マップのフロー レベルの統計を表示するには、このコマンドを使用します。サービス コン
テキスト名を指定しない場合、このコマンドはすべての設定済みのクラス マップおよびポリシー マッ
プを表示します。
次に 2 つの例を示します。
router# show policy-map target service-context waas/1
Service-policy appnav input: p1
Class-map: c1 (match-all)
Match: access-group 101
distribute service-node-group sng1
Distributed: 0 packets, 0 bytes
Passed through: 0 packets, 0 bytes
Aggregate: 0 packets, 0 bytes
monitor-load http
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
router# show policy-map target service-context
Service-policy appnav input: p1
Class-map: c1 (match-all)
Match: access-group 101
distribute service-node-group sng1
Distributed: 0 packets, 0 bytes
Passed through: 0 packets, 0 bytes
Aggregate: 0 packets, 0 bytes
monitor-load http
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
Service-policy appnav input: p3
Class-map: c3 (match-all)
Match: access-group 101
distribute service-node-group sng3
Distributed: 0 packets, 0 bytes
Passed through: 0 packets, 0 bytes
Aggregate: 0 packets, 0 bytes
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Class-map: class-default (match-any)
Match: any

サービス コンテキスト情報の表示
サービス コンテキストに関する情報を表示するには、show service-insertion service-context
[service_context_name] コマンドを使用します。このコマンドの出力は、指定されたサービス コンテキ
ストのステータスを次のように表示します。

• Cluster Membership Manager（CMM）と FSM の現在および最新の状態
• クラスタの状態
• 安定している現在の AppNav コントローラおよびサービス ノードの表示
次に例を示します。
router# show service-insertion service-context waas/1
Service Context
Cluster protocol ICIMP version
Cluster protocol DMP version
Time service context was enabled
Current FSM state
Time FSM entered current state
Last FSM state
Time FSM entered last state
Cluster operational state

:
:
:
:
:
:
:
:
:

waas/1
1.1
1.1
Thu Sep 8 08:38:41 2011
Operational
Thu Sep 8 08:48:26 2011
Converging
Thu Sep 8 08:48:16 2011
Operational

Stable AppNav Controller View:
2.58.2.40
Stable SN View:
2.43.139.170
2.58.2.40
Current AppNav Controller View:
2.58.2.40
Current SN View:
2.43.139.170
2.58.2.40

データ パスの統計情報の表示
• 「AppNav コントローラ グループの統計情報の表示」（P.4-5）
• 「サービス ノードごと、サービス ノード グループごとの統計情報の表示」（P.4-6）
• 「サービス コンテキストの統計情報の表示」（P.4-7）
• 「フローの統計情報の表示」（P.4-8）
• 「アプリケーションおよびセッションの統計情報の表示」（P.4-9）
• 「分類の統計情報の表示」（P.4-10）
• 「パススルーの理由の統計情報の表示」（P.4-11）

AppNav コントローラ グループの統計情報の表示
他の AppNav コントローラに対して送受信される「keepalives」の数や、AppNav コントローラ グルー
プに関連する他の統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。
router# show service-insertion statistics appnav-controller-group
Appnav Controller Group : acg
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Number of AppNav Controllers : 2
Members:
IP Address
21.0.0.36
21.0.0.160
Aggregate Appnav Controller statistics
-------------------------------------Time since statistics were last reset/cleared: 0d 5h 47m 14s
Aggregate number of keepalives sent to ACs: 168484
Aggregate number of keepalives received from ACs : 166372
Aggregate number of invalid keepalives received :
Total
: 0
Incompatible ICIMP version : 0
Authentication Failed : 0
Stale keepalive : 0
Malformed keepalive : 0
Unknown keepalive : 0
Inactive keepalive : 0
Aggregate number of times liveliness lost with ACs : 1
Aggregate number of times liveliness gained with ACs: 2

サービス ノードごと、サービス ノード グループごとの統計情報の表示
各サービス ノードに送信される接続、パケット、およびバイト数を表示するには、次のコマンドを使
用します。
router# show service-insertion statistics service-node [IP_address]

各サービス ノード グループに送信される集約された接続、パケット、およびバイト数を表示するには、
次のコマンドを使用します。
router# show service-insertion statistics service-node-group [NAME]

次に例を示します。
router# show service-insertion statistics service-node
Statistics for Service Node 21.0.0.149
------------------------------------------------------Time since statistics were last reset/cleared: 0d 18h 7m 54s
Number of probe requests sent to SN: 326024
Number of probe responses received from SN: 326014
Number of invalid probe responses received:
Total
: 0
Incompatible DMP version: 0
Authentication failed: 0
Stale response: 0
Malformed response: 0
Unknown response: 0
Number of times liveliness lost with SN: 0
Number of times liveliness regained with SN:1
Cluster IPC statistics
---------------------Time since statistics were last reset/cleared: 0d 18h 8m 24s
Number of load updates received from CMM: 4
Number of erroneous load updates: 0
Time since last load update was received: 0d 14h 32m 43s
Load stats for Service Node 21.0.0.149
---------------------------------------------
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Accelerator state transition statistics
--------------------------------------Time since Accl load stats were last cleared: 0d 18h 8m 24s
Accl
Current
Previous
Red
Yellow
Green
tcp
GREEN
RED
0
0
1
epm
GREEN
RED
0
0
1
cifs
GREEN
RED
0
0
1
mapi
GREEN
RED
0
0
1
http
GREEN
RED
0
0
1
video
GREEN
RED
0
0
1
nfs
GREEN
RED
0
0
1
ssl
YELLOW
RED
0
1
0
ica
RED
RED
0
0
0
Traffic distribution statistics for service node 21.0.0.149
---------------------------------------------------------Time since distribution stats were last cleared: 0d 18h 8m 24s
Packet and byte counts
---------------------Redirected Bytes: 2338
Redirected Packets: 50
Received Bytes: 3350
Received Packets: 50
Occurences
----------Initial Redirects: 2
Initial Redirects Accepted: 2
Initial Redirect -> Passthrough: 0
Redirect -> Passthrough: 0

重要な統計情報は次のとおりです。

• Probe Requests：サービス ノードに送信されたハートビートの数。
• Probe Responses ：サービス ノードから受信したハートビートの数。
• Redirected Bytes：サービス ノードにリダイレクトされたバイト数。
• Redirected Packets：サービス ノードにリダイレクトされたデータ パケットの数。
• Received Bytes：サービス ノードから受信したバイト数。
• Received Packets：サービス ノードから受信したデータ パケットの数。
• Initial Redirects：SYN パケット（TCP フローでの接続を要求するための最初のパケット）がサー
ビス ノードにリダイレクトされた回数。

• Initial Redirects Accepted：サービス ノードが SYN パケットで最適化することを決定した回数。
• Initial Redirects -> Passthrough：サービス ノードが SYN パケットでのパススルーを決定した回
数。

• Redirect -> Passthrough：最初に最適化用のフローが受け入れられた後、（ピアの欠落などが原因
で）サービスノードがフローのパススルーを決定した回数。

サービス コンテキストの統計情報の表示
サービス コンテキストに関する統計情報を表示するには、show service-insertion statistics
service-context [name] コマンドを使用します。このコマンドの出力には、CMM によって各 FSM 状
態にあった時間や、各サービス コンテキストが各 FSM 状態にあった時間が表示されます。
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次に例を示します。
Router# show service-insertion statistics service-context
Time spent in various FSM states
Converging
Initializing
Operational
Degraded
Internal Error
Admin Disabled
Number
Number
Number
Number
Number
Number

of
of
of
of
of
of

:
:
:
:
:
:

entries
entries
entries
entries
entries
entries

0d
0d
1d
0d
0d
0d
into
into
into
into
into
into

0h 0m 31s
0h 0m 0s
19h 27m 53s
0h 0m 0s
0h 0m 0s
0h 0m 0s

Converging State:
Initializing State:
Operational State:
Degraded State:
Internal Error State:
Admin Disabled State:

3
1
3
0
0
0

フローの統計情報の表示
フロー テーブルのフローをクエリしたり、特定の基準を使用して出力を任意にフィルタリングしたり
するには、次のコマンドを使用します。
router# show service-insertion statistics connection [[summary] | [vrf-name name]
[client-ip IP_address] [client-port port_number] [server-ip IP_address] [server-port
port_number] [detail]]

フロー クエリーの一部として、各フローに関する次の情報が使用できます。

• クライアント IP アドレス、クライアント TCP ポートおよびサーバ IP アドレス、サーバ TCP ポー
ト番号

• サービス ノード IP アドレス、パススルー
• VRF 名
次に例を示します。
router# show service-insertion statistics connection
Collecting Records. Please wait...
Client
Server
SN-IP VRF-Name
51.0.222.4:64234
11.0.0.3:80
21.0.0.104br_vrf
51.0.222.4:22415
11.0.0.3:80
21.0.0.104
51.0.222.4:15264
11.0.0.3:80
21.0.0.104
51.0.222.4:37759
11.0.0.3:80
21.0.0.104
51.0.222.4:55408
11.0.11.2:23
Passthrou

detail キーワードを指定すると、レポートにはフローごとに次の情報が表示されます。
• セッション（3T）または App（2T）アソシエーションの存在
• アプリケーション ID
• ピア ID
次に、例を示します。
router# show service-insertion statistics connection detail
Collecting Records. Please wait...
Client: 192.168.80.4:60973
Server: 192.168.180.4:135
Service Node IP: 172.16.0.2
Flow association: 2T:No,3T:No
VRF-Name:
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Application ID: 0
Peer-ID: 00:21:5e:76:65:08
Client: 192.168.80.4:60959
Server: 192.168.180.4:1092
Service Node IP: 172.16.0.2
Flow association: 2T:Yes,3T:Yes
VRF-Name:
Application ID: 78
Peer-ID: 00:21:5e:76:65:08

summary キーワードを指定すると、レポートには、2T および 3T エントリの数、最適化されたフロー
の数、および AppNav コントローラでの VRF 設定の不一致によるパススルー フローおよびフローの同
期の失敗の数だけが表示されます。
次に、例を示します。
router# show service-insertion statistics connection summary
Number of 2T optimized flows
= 0
Number of 3T optimized flows
= 0
Number of optimized flows
= 3
Number of pass-through flows
= 1
Flow sync failures due to vrf-mismatch = 0

show platform software コマンドを使用することもできます。これは show service-insertion statistic
コマンドとまったく同様に動作しますが、スタンバイ FP のフローをクエリするためにも使用できま
す。
router# show platform software appnav-controller <f0 | f1 | fp active | fp standby>
connections …

アプリケーションおよびセッションの統計情報の表示
アプリケーションおよびセッション エントリをクエリしたり、特定の基準を使用して出力を任意に
フィルタリングしたりするには、次のコマンドを使用します。
router# show service-insertion statistics sessions [[vrf-name name] [client-ip
IP_address][server-ip IP_address] [server-port port_number] [detail]]

アプリケーション エントリには、クライアントまたはサービス ノード IP アドレスはありません。
次に例を示します。
router# show service-insertion statistics sessions
Collecting Records. Please wait...
Client
Server
N/A
192.168.180.4:1092
192.168.80.4:0
192.168.180.4:1092

SN-IP
N/A
172.16.0.2

VRF-Name

detail キーワードを指定すると、レポートにはアプリケーション ID と最新のアクティビティからの時
間も表示されます。
次に例を示します。
Router# show service-insertion statistics sessions detail
Collecting Records. Please wait...
Client: 192.168.80.4:0
Server: 192.168.180.4:1098
Service Node IP: 172.16.0.2
VRF-Name:
Application ID: 78
Time since last activity : 0hr 36min 30sec
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Client: N/A
Server: 192.168.180.4:1098
Service Node IP: N/A
VRF-Name:
Application ID: 78
Time since last activity : 0hr 36min 30sec

show platform software コマンドを使用することもできます。これは show service-insertion
statistics コマンドとまったく同様に動作しますが、スタンバイ FP のアプリケーションとセッション
エントリをクエリするためにも使用できます。
router# show platform software appnav-controller <f0 | f1 | fp active | fp standby>
sessions …

分類の統計情報の表示
サービス コンテキストに設定されているすべてのクラス マップとポリシー マップのフロー レベルの統
計情報を表示するには、show policy-map target service-context [service_context_name] コマンドを
使用します。サービス コンテキスト名を入力しない場合、システムはすべての設定済みのクラス マッ
プとポリシー マップの出力を表示します。
次に例を示します。
router# show policy-map target service-context waas/1
Service-policy appnav input: p1
Class-map: c1 (match-all)
Match: access-group 101
distribute service-node-group sng
Distributed: 313450 packets, 135820480 bytes
Passed through: 0 packets, 0 bytes
Aggregate: 313450 packets, 135820480 bytes
monitor-load http
Class-map: c2 (match-all)
Match: access-group 102
Pass-through
Distributed: 0 packets, 0 bytes
Passed through: 40 packets, 30000 bytes
Aggregate: 40 packets, 30000 bytes
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
router# show policy-map target service-context
Service-policy appnav input: p1
Class-map: c1 (match-all)
Match: access-group 101
distribute service-node-group sng1
Distributed: 0 packets, 0 bytes
Passed through: 0 packets, 0 bytes
Aggregate: 0 packets, 0 bytes
monitor-load http
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
Service-policy appnav input: p3
Class-map: c3 (match-all)
Match: access-group 101
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distribute service-node-group sng3
Distributed: 0 packets, 0 bytes
Passed through: 0 packets, 0 bytes
Aggregate: 0 packets, 0 bytes
Class-map: class-default (match-any)
Match: any

パススルーの理由の統計情報の表示
特定のサービス コンテキストに関連付けられたポリシーのすべてのクラスについて集約されたパスス
ルーの理由の統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。
router# show policy-map target service-context context_name passthru-reason

特定のサービス コンテキストに関連付けられたポリシーの特定のクラスのパススルーの理由の統計情
報を表示するには、次のコマンドを使用します。
router# show policy-map target service-context context_name class class_name
passthru-reason

次に例を示します。
router# show policy-map target service-context waas/1 class c4 passthru-reason
Service-policy appnav input: p4
Class-map: c4 (match-all)
Match: access-group 101
distribute service-node-group sng4
Distributed: 11 packets, 222 bytes
Passed through: 100 packets, 22000 bytes
Aggregate: 111 packets, 22222 bytes
Collected by SC:
Passthrough ReasonsPacketsBytes
------------------------------- ------PT Flow Learn Failure00
PT SNG Overload00
PT Appnav Policy00
PT Cluster Degrade00
PT ZBFW 0
0
PT NAT ALG0 0
PT Unknown0 0
Indicated by SN:
Passthrough ReasonsPacket Bytes
-------------------------------------PT No Peer10022000
PT Rjct Capabilities00
PT Rjct Resources00
PT Rjct No License00
PT App Config00
PT Global Config00
PT Asymmetric00
PT In Progress00
PT Intermediate00
PT Overload00
PT Internal Error00
PT App Override00
PT Server Black List00
PT AD Version Mismatch00
PT AD AO Incompatible00
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PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

AD AOIM Progress00
DM Version Mismatch00
Peer Override00
Bad AD Options00
Non-optimizing Peer00
SN Interception ACL 00
IP Fragment Unsupported00
-----------------PT Overall10022000

アラームの表示
AppNav コントローラにアラームを表示するには、次のコマンドを使用します。detail オプションで
は、各アラームの簡単な説明が提供されます。support オプションでは、推奨されるアクションととも
に詳細な説明が提供されます。
router# show service-insertion alarms [critical | major | minor] [detail [support]]

次に、例を示します。
router# show service-insertion alarms detail
Critical Alarms:
---------------Alarm InstanceAlm IDModule AC/SN IP AddrAOSNG
1 degraded_cluster29002cmmN/AN/AN/A
Cluster protocol detected inconsistency in AC view of peer ACs. Device will
pass-through all new connections.
Major Alarms:
------------Alarm InstanceAlm IDModuleAC/SN IP AddrAOSNG
1 ac_unreachable29006cmm192.168.1.11N/AN/A
Cluster protocol on device cannot communicate with peer AC ("192.168.1.11").
2 sn_unreachable29007cmm192.168.2.31N/AN/A
Cluster protocol on device cannot communicate with peer SN ("192.168.2.31").
3 sng_unavailable30001fdmN/AN/Asng1
Service Node Group ("sng1") has become unavailable.
4 sng_ao_unavailable30000fdmN/Asslsng
Service Node Group ("sng") has become unavailable for accelerator - ("ssl").
Minor Alarms:
------------None

AppNav サービス ノード自動検出表示コマンド
（Cisco CSR 1000V シリーズのみ）
AppNav サービス ノード自動検出機能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。
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AppNav サービス ノード自動検出表示コマンド（Cisco CSR 1000V シリーズのみ）

（注）

自動検出機能は、Cisco CSR 1000V シリーズのみで使用できます。

show service-insertion service-node-group SNG_name
router# show service-insertion service-node-group sng
Service Node Group name : sng
Service Context : waas/1
Member Service Node count : 2
Service Node (SN) : 20.20.20.20
Auto discovered : Yes
SN belongs to SNG : sng
Current status of SN : Alive
Time current status was reached : Thu Dec 6 00:51:48 2012
Cluster
Cluster
Cluster
Cluster

protocol
protocol
protocol
protocol

DMP version : 1.1
incarnation number : 13
last sent sequence number : 1355026900
last received sequence number: 131214317

Health Markers:
AO Load StateSince
tcp YELLOW0d 14h 3m 53s
epm RED 0d 0h 0m 0s
cifsRED 0d 0h 0m 0s
mapiRED 0d 0h 0m 0s
httpRED 0d 0h 0m 0s
videoRED0d 0h 0m 0s
nfs RED 0d 0h 0m 0s
ssl RED 0d 0h 0m 0s
ica RED 0d 0h 0m 0s
Service Node (SN) : 1.2.3.4
Auto discovered : No
SN belongs to SNG : sng
Current status of SN : Dead
Time current status was reached : Thu Dec 6 14:19:52 2012
Cluster
Cluster
Cluster
Cluster

protocol
protocol
protocol
protocol

DMP version : 0.0
incarnation number : 0
last sent sequence number : 1355026901
last received sequence number: 0

Health Markers:
AO Load StateSince
tcp RED 0d 0h 0m 0s
epm RED 0d 0h 0m 0s
cifsRED 0d 0h 0m 0s
mapiRED 0d 0h 0m 0s
httpRED 0d 0h 0m 0s
videoRED0d 0h 0m 0s
nfs RED 0d 0h 0m 0s
ssl RED 0d 0h 0m 0s
ica RED 0d 0h 0m 0s
SNG Availability per Accelerator
AO AvailableSince
tcp No 0d 0h 0m 0s
epm No 0d 0h 0m 0s
cifsNo 0d 0h 0m 0s
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AppNav サービス ノード自動検出表示コマンド（Cisco CSR 1000V シリーズのみ）

mapiNo
httpNo
videoNo
nfs No
ssl No
ica No

0d
0d
0d
0d
0d
0d

0h
0h
0h
0h
0h
0h

0m
0m
0m
0m
0m
0m

0s
0s
0s
0s
0s
0s

show service-insertion service-node-group SNG_name auto-discovered
router# show service-insertion service-node-group sng auto-discovered
MAC AddressResp Elapsed MinutesIP Address
50:57:a8:e1:af:1020.20.20.20

show mdns request
router# show mdns request
MDNS Outstanding Requests
======================================================
Request name : _appnav_waas_node._udp.local
Request type : PTR
Request class : IN

show mdns stat
router# show mdns stat
mDNS
mDNS
mDNS
mDNS

Statistics
packets sent : 852
packets received : 510
packets dropped : 0
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5

トラブルシューティング
この章では、一般的な問題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。内容は次のとおり
です。

• 「debug コマンドの使用」（P.5-1）
• 「一般的な問題」（P.5-5）

debug コマンドの使用
• 「AppNav-XE デバッグ コマンド」（P.5-1）
（P.5-4）
• 「AppNav サービス ノード自動検出デバッグ コマンド（Cisco CSR 1000V シリーズのみ）」

AppNav-XE デバッグ コマンド
• 「AppNav-XE の統計情報のクリア」（P.5-1）
• 「Cisco IOS XE コントロール プレーンのデバッグ」（P.5-1）
• 「Cisco IOS XE インフラストラクチャのデバッグ」（P.5-2）
• 「データ プレーンのデバッグ」（P.5-4）

AppNav-XE の統計情報のクリア
AppNav-XE のすべての統計情報、または特定の統計情報をクリアするには、次のコマンドを使用しま
す。
router# clear service-insertion statistics ?
all Clear all service-insertion statistics
appnav-controllerClear appnav-controller statistics
appnav-controller-groupClear appnav-controller-group statistics
service-contextClear service-context statistics
service-nodeClear service-node statistics
service-node-group Clear service-node-group statistics

Cisco IOS XE コントロール プレーンのデバッグ
コントロール プレーンのアクティビティをトレースするには、次のデバッグ コマンドを使用します。
router# debug appnav-controller ?
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cm-reg
cmm
fdm
ha
vi

Debugging AppNav Controller CM registration with the WCM server
Debugging AppNav Controller Cluster Management (CMM)
Debugging AppNav Controller Flow Distribution Module (FDM)
Enable AppNav Controller high availability (HA) redundancy checkpoint and ISSU
infrastructure debugs
Debugging AppNav Controller Virtual Interface (VI), including the status at the
time of creation and links to the compress and uncompress interface

router# debug appnav-controller cmm ?
all
Enable all CMM debugs
cli
Enable CMM CLI debugs
events
Enable CMM state machine event debugs
misc
Enable CMM misc debugs
packets Reception and transmission of packets (can be filtered based on IP address)
shell
Enable CMM misc debugs
timers
Enable CMM misc debugs
router# debug appnav-controller fdm ?
all
Enable all FDM debugs
events Enable debugging for important events being handled by FDM
infra
Enable debugging for FDM infrastructure events

次のデバッグ コマンドが最も便利です。

• debug appnav-controller cmm events
• debug appnav-controller fdm events
• debug appnav-controller ha

Cisco IOS XE インフラストラクチャのデバッグ
• 「パケット ドロップの統計情報の表示」（P.5-2）
• 「データ パス CPU の使用率の表示」（P.5-3）
• 「データ パス メモリの使用率の表示」（P.5-3）
パケット ドロップの統計情報の表示
予定外のパケット ドロップを表示するには、次のコマンドを使用します。
router# show platform hardware qfp active statistics drop
------------------------------------------------------------------------Global Drop Stats
Packets
Octets
------------------------------------------------------------------------AppNavBadRoute
38
2888
Ipv4AclLookupMiss
42
3034
Ipv4NoRoute
4408
1293334
UnconfiguredIpv4Fia
19
1710

次に、パケットがドロップされる場合がある理由を示します。

• AppNavInvSNpkt：サービス ノードからの変形したまたはサポートされていないパケット。
• AppNavInternalErr：AppNav-XE コンポーネント内の論理エラー。まれに発生します。
• AppNavBadRoute：AppNav-XE の仮想またはトンネル インターフェイスに表示される非
AppNav-XE パケット。ルーティング プロトコルがイネーブルの場合、頻繁に発生します。
• AppNavNoTunnel ：サービス ノード宛てのパケットに使用可能なトンネル機能がありません。
• AppNavNoSvcCtx：サービス ノードからのフローに一致するサービス コンテキストがありませ
ん。
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• AppNavInvFOState：フロー状態が有効ではありません。これは通常、設定の変更により発生しま
す。

• AppNavUnexpctdpkt：AppNav-XE コンポーネントがシャットダウンされたため、より多くのパ
ケットの処理が予測されませんでした。

データ パス CPU の使用率の表示
データ パス CPU の使用率を表示するには、次のコマンドを使用します。
router# show platform hardware qfp active datapath utilization
CPP 0: Subdev 05 secs1 min5 min60 min
Input: Priority (pps)0000
(bps)0 7288 48
Non-Priority (pps)22645522596819878572441
(bps)187932530418754081681648044616599951168
Total (pps)22645522596819878572441
(bps)187932530418754082401648044704599951216
Output: Priority (pps)22902322847424526790057
(bps)161909352016417102562389617496949076160
Non-Priority (pps)209522208053293300104501
(bps)18009008017816163231246803441191566064
Total (pps)438545436527538567194558
(bps)1799183600 181987188855142978402140642224
Processing: Load (pct)2626198

データ パス メモリの使用率の表示
データ パス メモリの使用状況に関する統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

（注）

使用中の DRAM メモリの値は DRAM メモリの総容量の値の 90 パーセント未満である必要がありま
す。そうでない場合、AppNav-XE コンポーネントによって新しいフローの最適化が停止されます。
router# show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics
QFP exmem statistics
Type: Name: DRAM, QFP: 0
Total: 268435456
InUse: 99933184
Free: 168502272
Lowest free water mark: 168502272
Type: Name: IRAM, QFP: 0
Total: 134217728
InUse: 8087552
Free: 126130176
Lowest free water mark: 126130176
Type: Name: SRAM, QFP: 0
Total: 32768
InUse: 15088
Free: 17680
Lowest free water mark: 17680
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データ プレーンのデバッグ
次のデバッグ コマンドの出力は、アクティブな FP モジュールに応じて Fx が F0 または F1 のいずれか
である FP シェルの下で、/tmp/fp/trace/cpp_cp_Fx-0.log という名前のログ ファイルとして表示されま
す。FP シェルにアクセスするにはシェル ライセンスが必要です。
シェルへのアクセス権がない場合、test platform software trace slot fp act cpp-control-process
rotate コマンドを使用して、ログを強制的に bootflash:tracelogs にフラッシュできます。
router# debug platform hardware qfp active feature appnav-controller datapath ?
classify
Debug QFP flow classification such as traces, policy, peer ID, and
classification action (which service node group)
drop
Enable drop debugging and shows traces of packet drop due to errors
fdl
Debug QFP flow distribution such as selecting a service node within a service
node group
ha
Debug QFP high availability (HA) and AppNav Controller issues. Shows traces
related to syncing flows between AppNav Controllers and between active and
standby FPs
interop
Debug QFP feature interoperations such as FNF, NBAR, and NAT
pkt-path
Debug QFP packet processing and packet interception
proxy
Debug QFP proxy issues related to interface with the control place, such as
statistics reporting and configuration

上記の各カテゴリ（レベルのないドロップを除く）には、次の 4 つのレベルがあります。

• Error：エラー レベル デバッグを表示し、潜在的な問題を検出します。
• Warn：警告およびエラーを表示します。
• Info：情報、警告、およびエラーを表示します。
• All：デバッグの最低レベル。すべてのデバッグを表示します。
デバッグ メッセージの数を制限するには、最初にエラー デバッグ レベルだけをイネーブルにし、その
後徐々にデバッグ レベルを下げることを推奨します。
また、ルータがドロップしたパケットを確認するには、次のコマンドを使用できます。このコマンド
は、理由があってドロップされたすべてのパケットを一覧表示します。AppNav のドロップの理由を表
示するには、debug drop コマンドをイネーブルにして、トレース ログ内の実際のパケットのドロップ
を確認できます。
router# show platform hardware qfp active statistics drop
Global Drop StatsPacketsOctets
-----------------------------------------------------The Global drop stats were all zero

AppNav サービス ノード自動検出デバッグ コマンド（Cisco CSR 1000V
シリーズのみ）
Cisco CSR 1000V シリーズの AppNav サービス ノード自動検出機能をトレースするには、次のデバッ
グ コマンドを使用します。
• debug appnav auto-discovery
• debug mdns all
• debug mdns packet

（注）

自動検出デバッグ コマンドは、Cisco CSR 1000V シリーズにのみ適用されます。
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一般的な問題
• 「トラフィックがリダイレクトされない」（P.5-5）
• 「トラフィックがリダイレクトされる代わりにパススルーされる」（P.5-5）
• 「クラスタのパフォーマンスが低下する」（P.5-6）
• 「サービス ノードが除外される」（P.5-7）
• 「AppNav コントローラ間でフローが同期しない」（P.5-7）
• 「接続がハングする」（P.5-7）
• 「接続のリセット」（P.5-8）
• 「負荷なしにもかかわらずアプリケーション アクセラレータのステータスが赤色を示している」
（P.5-8）
• 「AppNav-XE コンポーネントの初期化が失敗する」（P.5-8）
• 「フローの上限に到達した」（P.5-9）
• 「AppNav-XE の他の既知の問題」（P.5-9）

トラフィックがリダイレクトされない
トラフィックが正しくリダイレクトされない場合、トラフィックが代行受信されることが想定されるイ
ンターフェイス上に「service-insertion waas」が存在することを確認します。これを確認するには、
show service-insertion status コマンドを発行します。

トラフィックがリダイレクトされる代わりにパススルーされる
show service-insertion statistics connection コマンドは、トラフィックがパススルーされたのかリダ
イレクトされたのかを示します。トラフィックがリダイレクトされる代わりにパススルーされた場合
は、show policy-map target service-context context_name passthru-reason コマンドを使用して理由
を特定します。詳細については、「パススルーの理由の統計情報の表示」（P.4-11）を参照してくださ
い。
また、サービス ノード カウンタをモニタできます。「サービス ノードごと、サービス ノード グループ
ごとの統計情報の表示」（P.4-6）を参照してください。
「Initial Redirect」という用語は、フローがサービス ノードにリダイレクトされていることを示します。
フローがサービス ノードにリダイレクトされない場合は、ポリシーがトラフィック タイプに対応して
いない可能性があります。
「Initial Redirect -> Passthrough」カウンタは、サービス ノードがフローをパススルーすることを決定
したことを示します。これは、サービス ノードのポリシーが原因の可能性があります。
「Redirect -> Passthrough」カウンタは、サービス ノードが後でフローをパススルーすることを決定し
たことを示します。これは、ピア WAAS デバイスの欠落が原因の可能性があります。フローを最適化
するには、パスに沿って 2 つの WAAS デバイスが必要です。
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クラスタのパフォーマンスが低下する
接続がパススルーされたときに、複数の AppNav コントローラがある AppNav コントローラ グループ
を使用している場合は、クラスタのパフォーマンスが低下する可能性があります。これは、各 AppNav
コントローラで AppNav コントローラ ビューが異なることを意味します。
クラスタの状態を確認し、各 AppNav コントローラの安定した AppNav コントローラ ビューを確認す
るには、次のコマンドを使用します。
router# show service-insertion service-context
Service Context: waas/1
Cluster protocol ICIMP version: 1.1
Cluster protocol DMP version: 1.1
Time service context was enabled: Fri Dec 7 19:28:11 2012
Current FSM state: Degraded
Time FSM entered current stat: Fri Dec 7 21:58:29 2012
Last FSM state: Converging
Time FSM entered last state : Fri Dec 7 21:58:19 2012
Cluster operational state : Degraded
Stable AppNav controller View:
21.0.0.145
21.0.0.160
Stable SN View:
21.0.0.149

各 AppNav コントローラで AppNav コントローラ ビューが異なる理由は、AppNav コントローラの
AppNav コントローラ グループ設定の不一致、または AppNav コントローラ間の接続の問題が原因で
ある可能性があります。
次のコマンドを使用して、各 AppNav コントローラでアラームを確認することも有効です。このとき、
実行すべき是正措置も示されます。
router# show service-insertion alarms detail support
Critical Alarms:
---------------Alarm InstanceAlm IDModule AC/SN IP AddrAOSNG
1 degraded_cluster29002cmmN/AN/AN/A
Cluster protocol detected inconsistency in AC view of peer ACs. Device will
pass-through all new connections.
Cluster view is degraded.
Explanation:
Cluster membership manager has detected a discrepancy in the AC view of peer ACs.
Optimization will be turned off on this device for cluster consistency.
Action:
Check the network for partial connectivity issues.
Major Alarms:
------------Alarm InstanceAlm IDModuleAC/SN IP AddrAOSNG
1 ac_unreachable29006cmm192.168.1.11N/AN/A
Cluster protocol on device cannot communicate with peer AC ("192.168.1.11").
AppNav controller is unreachable.
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Explanation:
Cluster protocol detected failure of the peer AC. This could happen due to several reasons
- configuration mismatch or network issues preventing communication between the ACs or the
AC actually being down.
Action:
Other alarms will indicate if this is a configuration issue. If so, correcting the
configuration mismatch will cause this alarm to go away. Otherwise, check the network to
see if the devices are able to communicate with each other.
Minor Alarms:
------------None

サービス ノードが除外される
トラフィックが特定のサービス ノードにリダイレクトされなかったときに、複数の AppNav コント
ローラがある AppNav コントローラ グループを使用している場合は、サービス ノードが除外される可
能性があります。これは、各 AppNav コントローラでサービス ノード ビューが異なる場合に発生しま
す。
各 AppNav コントローラで安定したサービス ノード ビューを確認するには、show service-insertion
service-context コマンドを使用します。
サービス ノード ビューが異なる理由は、AppNav コントローラのサービス ノード グループ設定の不一
致、または 1 つ以上の AppNav コントローラと除外されたサービス ノード間の接続の問題が原因であ
る可能性があります。
どのサービス ノードが除外されたか、または到達不能かを確認するには、各 AppNav コントローラで
show service-insertion alarms detail support コマンドを使用して、SN_excluded および
SN_unreachable アラームを検索します。

AppNav コントローラ間でフローが同期しない
これは、ACG の AppNav コントローラによって認識されたトラフィックの VRF 名の不一致が原因で
ある可能性があります。

VRF の不一致によるフロー同期失敗のカウンタに対して、show service-insertion statistics
connection summary コマンドの出力を確認します。
router# show service-insertion statistics connection summary
Number of 2T entries=0
Number of 3T entries=0
Number of optimized flows=0
Number of pass-through flows=0
Flow sync failures due to vrf-mismatch=3

接続がハングする
接続はさまざまな理由で「ハング」することが考えられます。多くの場合、サーバへの接続をシミュ
レートするために Telnet を使用できます。たとえば、telnet HTTP_server 80 を入力します。

TCP スリーウェイ ハンドシェイク中に接続がハングした場合は、サービス ノードへの接続およびルー
トの両方が正しく設定されていることを確認します。
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接続の確立後に接続がハングした場合は、パスに沿って接続を確認します。パスの MTU が正しいこと
を確認します。

AppNav コントローラとサービス ノード間の接続をクロスチェックするには、AppNav コントローラ
上で show service-insertion statistics connection コマンド、サービス ノード上で show statistics
connection コマンドを使用します。
パケット ドロップを確認するには、show platform hardware qfp active statistics drop コマンドを使
用します。

接続のリセット
通常は、サービス ノード上で show statistics connection closed コマンドおよび show statistics
connection closed conn-id connection_ID コマンドを発行して、接続のリセットの理由を調べることが
できます。接続のリセットの理由の分析には、パケットのキャプチャも有効です。
ドロップされたパケットを確認するには、show platform hardware qfp active statistics drop コマン
ドを使用します。

負荷なしにもかかわらずアプリケーション アクセラレータのステータスが
赤色を示している
一部の古いサービス ノードは、すべてのアプリケーション アクセラレータをサポートしていない場合
があります。
ビデオ アプリケーション アクセラレータのように、アプリケーション アクセラレータには個別にライ
センスが必要です。

AppNav-XE コンポーネントの初期化が失敗する
インターフェイスで service-insertion waas コマンドがイネーブルのときにシステムが
「ERROR_NOTIFY」syslog メッセージを表示する場合は、メモリ容量の不足が原因で AppNav-XE コ
ンポーネントの初期化が失敗した可能性があります。次のコマンドを使用して、メモリ容量を確認して
ください。
router# show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics
QFP exmem statistics
Type: Name: DRAM, QFP: 0
Total: 268435456
InUse: 102283264
Free: 166152192
Lowest free water mark: 166152192
Type: Name: IRAM, QFP: 0
Total: 134217728
InUse: 8186880
Free: 126030848
Lowest free water mark: 126030848
Type: Name: SRAM, QFP: 0
Total: 32768
InUse: 15088
Free: 17680
Lowest free water mark: 17680
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使用可能なメモリ容量が総メモリ容量の 10 パーセントに満たない場合、AppNav-XE コンポーネント
が初期化されず、フローがリダイレクトされなくなる可能性があります。

show policy-map target service-context waas/1 コマンドの出力が、使用される AppNav ポリシーの一
覧表示ではなく空白であった場合、初期化に失敗した可能性があります。

フローの上限に到達した
AppNav コントローラとサービス ノードの両方とも、サポート可能なフロー数には制限があります。
AppNav コントローラでは、上限は 200 万フローです。これを超えると、すべてのフローがパススルー
されます。制限を超えると、システムは次のエラー メッセージを表示します。
03/10 00:53:51.720 [errmsg]: (warn): %CFT_CLIENT-4-MAX_FCS_TOUCH_WARN: CFT number of
flow-context threshold is reached, can't allocate more memory for flow-context.

使用可能なメモリ容量により、フローの上限にすぐに到達してしまう場合があります。この場合、シス
テムは次の syslog メッセージを表示します。
*Aug 24 00:29:17.205: %CFT_CLIENT-4-CFT_MEMORY_BOUNDARY_TOUCH_WARN: F0: cpp_cp:
reached maximum configured memory utilization. Can't allocate more memory for
flow-context.

CFT

いずれの場合も、既存のフローが完了し、しきい値未満のフローのいくつかが欠落したときは、フロー
が再び最適化されます。

AppNav-XE の他の既知の問題
AppNav コントローラが WAAS TCP トレースに応答しない場合、システムは TCP トレースをサービ
ス ノードに転送し、サービス ノードはパスに沿ったサービス ノードのリストとともに応答を生成しま
す。
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