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トラブルシューティング
この章では、ASA のトラブルシューティングの方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「デバッグ メッセージの表示」（P.42-1）
• 「パケットの取得」（P.42-1）
• 「クラッシュ ダンプの表示」（P.42-5）
• 「コア ダンプの表示」（P.42-5）

デバッグ メッセージの表示
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。このため、特定の問題のトラブルシューティングを行う
場合や、Cisco TAC とのトラブルシューティング セッションの間に限り debug コマンドを使用してく
ださい。さらに、debug コマンドはネットワーク トラフィックとユーザが少ないときに使用すること
をお勧めします。このような時間帯を選んでデバッグを実行すると、debug コマンドの処理の負担に
よってシステム利用が影響を受ける可能性が少なくなります。デバッグ メッセージをイネーブルにす
る方法は、コマンド リファレンスの debug コマンドを参照してください。

パケットの取得
パケットのキャプチャは、接続の問題のトラブルシューティングや不審なアクティビティのモニタを行
うときに役立つ可能性があります。パケット キャプチャ機能を使用する場合は、Cisco TAC に連絡す
ることをお勧めします。
パケットをキャプチャするには、次のコマンドを入力します。
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コマンド

目的

[cluster exec] capture capture_name [type
{asp-drop drop-code | raw-data |
isakmp [ikev1 | ikev2] | tls-proxy | lacp |
webvpn user user_name [form-only]}]
[access-list acl_name] [buffer buf-size]
[ethernet-type type]
{interface {if-name | asa_dataplane |
cluster}} [packet-length bytes]
[circular-buffer] [headers-only]
[match protocol
{host source_ip | source_ip mask | any}
[operator port]
{host dest_ip | dest_ip mask | any}
[operator port]]
[real-time [dump] [detail] [trace]]
[reinject-hide]
[trace [detail] [trace-count number]]

パケット スニッフィングおよびネットワーク障害の切り分けのためにパ
ケット キャプチャ機能をイネーブルにします。完全な構文の説明につい
ては、コマンド リファレンスまたは CLI ヘルプ（help capture）を参照
してください。すべてのオプションが 1 つのコマンドで指定できるわけ
ではありません。可能な組み合わせについては、CLI ヘルプを参照して
ください。

例：
hostname# capture captest interface inside

複数のタイプのトラフィックをキャプチャするには、複数の capture ス
テートメントで同じ capture_name を使用します。

type asp-drop キーワードは、高速セキュリティ パスでドロップされる
パケットをキャプチャします。クラスタでは、ドロップされた、ユニッ
ト間の転送データ パケットもキャプチャされます。マルチ コンテキス
ト モードでは、このオプションがシステムで発行されると、コンテキス
トがドロップされたすべてのデータ パケットがキャプチャされます。
buffer キーワードは、パケットを保存するために使用するバッファ サ
イズを定義します。このバイト バッファがいっぱいになると、パケット
キャプチャは停止します。クラスタ内で使用されるときは、これはユ
ニットあたりのサイズです（全ユニットの合計ではありません）。

circular-buffer キーワードを指定すると、バッファがいっぱいになった
ときに、バッファが先頭から順に上書きされます。
interface キーワードは、パケット キャプチャを使用するインターフェ
イスの名前を設定します。キャプチャするすべてのパケットのインター
フェイスを設定する必要があります。データプレーン上のパケットを
キャプチャするには、asa_dataplane キーワードを使用します。クラス
タ制御リンクのトラフィックをキャプチャするには、cluster キーワー
ドを使用します。type lacp を設定する場合は、nameif name の代わりに
物理インターフェイス ID を指定します。

match キーワードは、一致するプロトコルおよび送信元と宛先 IP アド
レス、およびオプションのポートをキャプチャします。このキーワード
は、1 つのコマンドで 3 回まで使用できます。演算子は次のようになり
ます。
• lt：より小さい
• gt：より大きい
• eq：等しい
type raw-data キーワードは、着信および発信パケットをキャプチャし
ます。この設定は、デフォルトです。

real-time キーワードを指定すると、キャプチャしたパケットがリアル
タイムで連続して表示されます。リアルタイムのパケット キャプチャを
終了するには、Ctrl+C を押します。キャプチャを完全に削除するには、
このコマンドの no 形式を使用します。このオプションは、raw-data
キャプチャおよび asp-drop キャプチャにだけ適用されます。このオプ
ションは、cluster exec capture コマンドを使用するときはサポートさ
れません。

reinject hide キーワードを指定すると、再注入されたパケットはキャプ
チャされません。これは、クラスタリング環境だけで適用されます。
（注）

ACL の最適化が設定されている場合、キャプチャで access-list
コマンドを使用することはできません。access-group コマンド
のみ使用できます。この場合、access-list コマンドを使用しよ
うとするとエラーが表示されます。

Cisco ASA シリーズ CLI コンフィギュレーション ガイド（一般的な操作）

42-2

第 42 章

トラブルシューティング
パケットの取得

クラスタリング環境でのパケット キャプチャ
クラスタ全体のトラブルシューティングをサポートするには、cluster exec capture コマンドを使用し
てマスター ユニット上でのクラスタ固有トラフィックのキャプチャをイネーブルにします。これで、
クラスタ内のすべてのスレーブ ユニットでも自動的にイネーブルになります。cluster exec キーワード
は新しいキーワードであり、capture コマンドの前に置くとクラスタ全体のキャプチャがイネーブルに
なります。
「cluster」というインターフェイス名はクラスタ制御リンクのデフォルト名であり、変更できません。
インターフェイス名として「cluster」を指定すると、クラスタ制御リンク インターフェイス上のトラ
フィックがキャプチャされます。クラスタ制御リンク上のパケットには、コントロール プレーン パ
ケットとデータ プレーン パケットの 2 種類があり、どちらも、転送されたデータ トラフィックとクラ
スタ LU メッセージが含まれています。IP アドレス ヘッダーの TTL フィールドは、この 2 種類のパ
ケットを区別できるように符号化されます。転送されたデータ パケットがキャプチャされるときは、
デバッグのためにクラスタリング トレーラもキャプチャ ファイルに出力されます。
マルチ コンテキスト モードでは、クラスタ インターフェイスはシステム コンテキストに属しています
が、ユーザはそのインターフェイスを認識できるので、クラスタ リンクでのキャプチャをユーザ コン
テキストで設定できます。システム コンテキストでは、コントロール プレーンとデータ プレーンの両
方のパケットが使用できます。データ プレーンでは LU パケットがキャプチャされ、データ パケット
のうち、システム コンテキストだけに属するものが転送されます。ユーザ コンテキストでは、コント
ロール プレーン パケットは認識されません。指定のユーザ コンテキストに属する転送されたデータ パ
ケットと、LU パケットだけがキャプチャされます。セキュリティのために、各コンテキストが認識す
るのは、そのコンテキストに属するパケットだけとなっています。

注意事項と制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。
制限の大部分は、ASA のアーキテクチャが本質的に分散型であることと、ASA で使用されるハード
ウェア アクセラレータによるものです。

• IP トラフィックだけをキャプチャできます。ARP などの非 IP パケットはキャプチャできません。
• マルチ コンテキスト モードでのクラスタ制御リンク キャプチャの場合は、クラスタ制御リンクで
送信されるコンテキストに関連付けられたパケットだけがキャプチャされます。

• マルチ コンテキスト モードでは、copy capture コマンドはシステム スペースでのみ使用できま
す。構文は次のようになります。

copy /pcap capture:Context-name/in-cap tftp
in-cap は、コンテキスト context-name で設定されたキャプチャです。
• cluster exec capture realtime コマンドはサポートされません。次のエラー メッセージが表示され
ます。
Error: Real-time capture can not be run in cluster exec mode.

• 共有 VLAN には、次のガイドラインが適用されます。
– VLAN ごとに設定できるキャプチャは 1 つだけです。共有 VLAN の複数のコンテキストで
キャプチャを設定した場合は、最後に設定したキャプチャだけが使用されます。

– 最後に設定した（アクティブ）キャプチャを削除した場合は、別のコンテキストで事前に設定
したキャプチャがあっても、アクティブになるキャプチャはありません。キャプチャをアク
ティブにするには、キャプチャを削除して追加し直す必要があります。

– キャプチャを指定したインターフェイスに着信するすべてのトラフィックがキャプチャされま
す。これには、共有 VLAN 上の他のコンテキストへのトラフィックも含まれます。
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– したがって、ある VLAN のコンテキスト A でのキャプチャをイネーブルにしたときに、その
VLAN がコンテキスト B でも使用される場合は、コンテキスト A とコンテキスト B の両方の
入力トラフィックがキャプチャされます。

• 出力トラフィックの場合は、アクティブ キャプチャのあるコンテキストのトラフィックだけが
キャプチャされます。唯一の例外は、ICMP 検査をイネーブルにしない（したがって、ICMP トラ
フィックのセッションが高速パスにない）場合です。この場合は、共有 VLAN のすべてのコンテ
キストで入力と出力の ICMP トラフィックがキャプチャされます。
• キャプチャを設定する場合、通常は、キャプチャする必要のあるトラフィックを照合する ACL を
設定します。トラフィック パターンを照合する ACL の設定後に、キャプチャを定義し、キャプ
チャを設定する必要があるインターフェイスとともに、この ACL をキャプチャに関連付ける必要
があります。
クラスタ全体のキャプチャを実行した後で、同じクラスタ全体のキャプチャ ファイルを TFTP サーバ
にコピーするには、マスター ユニットで次のコマンドを入力します。
hostname (cfg-cluster)# cluster exec copy /pcap capture: cap_name
tftp://location/path/filename.pcap

複数の PCAP ファイル（各ユニットから 1 つずつ）が TFTP サーバにコピーされます。宛先のキャプ
チャ ファイル名には自動的にユニット名が付加され、filename_A.pcap、filename_B.pcap などとなり
ます。この例では、A と B がクラスタ ユニット名です。ファイル名の末尾にユニット名を追加すると、
別の宛先名が生成されます。
指定したインターフェイスでのクラスタ全体のキャプチャをイネーブルにするには、例に示したコマン
ドそれぞれの前に cluster exec キーワードを追加します。これらの capture コマンドは、マスター ユ
ニットからスレーブ ユニットへの複製だけが可能です。ただし、指定したインターフェイスでのロー
カル ユニットのキャプチャを、これらの capture コマンドを使用して設定することは可能です。

例
次の例では、クラスタ全体の LACP キャプチャを作成する方法を示します。
hostname (config)# cluster exec capture lacp type lacp interface gigabitEthernet0/0

次の例では、クラスタリング リンクでの制御パス パケットのキャプチャを作成する方法を示します。
hostname (config)# capture cp interface cluster match udp any eq 49495 any
hostname (config)# capture cp interface cluster match udp any any eq 49495

次の例では、クラスタリング リンクでのデータ パス パケットのキャプチャを作成する方法を示しま
す。
hostname (config)# access-list cc1 extended permit udp any any eq 4193
hostname (config)# access-list cc1 extended permit udp any eq 4193 any
hostname (config)# capture dp interface cluster access-list ccl

次の例では、クラスタを通過するデータ パス トラフィックをキャプチャする方法を示します。
hostname (config)# capture abc interface inside match tcp host 1.1.1.1 host 2.2.2.2 eq www
hostname (config)# capture abc interface inside match udp host 1.1.1.1 any
hostname (config)# capture abc interface inside access-list xxx

次の例では、指定した実際の発信元から実際の宛先へのフローに対する論理更新メッセージをキャプ
チャし、指定した実際の発信元から実際の宛先へ CCL を介して転送されるパケットをキャプチャする
方法を示します。
hostname (config)# access-list dp permit ip real_src real_dst
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次の例では、特定タイプのデータ プレーン メッセージ（たとえば ICMP エコー要求 / 応答）のうち、
ある ASA から別の ASA に転送されたものを、メッセージ タイプに応じた match キーワードまたは
ACL を使用してキャプチャする方法を示します。
hostname (config)# capture capture_name interface cluster access-list match icmp any any

次の例では、クラスタ制御リンク上で ACL 103 を使用してキャプチャを作成する方法を示します。
hostname (config)# access-list 103 permit ip A B
hostname (config)# capture example1 interface cluster access-list 103

前の例で、A と B が CCL インターフェイスの IP アドレスである場合は、この 2 つのユニット間で送
信されるパケットだけがキャプチャされます。

A および B が、デバイスを通過するトラフィックの IP アドレスである場合は、次のことが当てはまり
ます。

• 転送されたパケットは通常どおりにキャプチャされます。ただし、送信元および宛先の IP アドレ
スが ACL に一致することが条件です。
• データ パス ロジック更新メッセージがキャプチャされるのは、そのメッセージが A と B の間のフ
ローに対するものであるか、特定の ACL（たとえば、access-list 103）に対するものである場合で
す。埋め込まれたフローの 5 タプルが一致するものがキャプチャされます。
• UDP パケットの送信元と宛先のアドレスは CCL のアドレスですが、このパケットがフローを更新
するためのものであり、そのフローにアドレス A および B が関連付けられている場合は、このパ
ケットもキャプチャされます。つまり、パケットに埋め込まれているアドレス A および B が一致
している限り、そのパケットもキャプチャされます。
クラスタリングの詳細については、第 6 章「ASA のクラスタの設定」を参照してください。

クラッシュ ダンプの表示
ASA がクラッシュした場合に、クラッシュ ダンプ情報を表示できます。クラッシュ ダンプの内容を調
べる必要がある場合は、Cisco TAC に連絡することを推奨します。コマンド リファレンスの show
crashdump コマンドを参照してください。

コア ダンプの表示
コア ダンプは、プログラムが異常終了（クラッシュ）した場合の実行中のプログラムのスナップ
ショットです。コア ダンプは、エラーを診断またはデバッグするため、および障害を後からオフサイ
トで分析できるよう、クラッシュを保存するために使用されます。Cisco TAC では、ユーザがコア ダ
ンプ機能をイネーブルにして、ASA でのアプリケーションまたはシステムのクラッシュをトラブル
シューティングする必要がある場合があります。コマンド リファレンスの coredump コマンドを参照
してください。
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