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概要

この資料 descibes はルータの IPSec 機能と共にアプリケーション表示およびコントロール
（AVC）の ASR1002 プラットフォームのスループットにおける問題設定しました。

背景説明

CCO ドキュメントによって、ASR10002 は有効に なる IPSec 機能を正常なデータトラフィック
に 10 gbps スループットに、4 Gbps 与えます。 しかし ASR1002 プラットフォームのスループ
ットに接続される警告があります。 クォンタム フロー プロセッサ（QFP）からの多くのリソー
スを消費し、より多くのトラフィックおよびこうして総合 システム スループットを下げることを
処理するためにこうして Encapsulating Security Payload （ESP） カードの cabability を減らす
Netflow および NBAR は 2 つの機能です。 IPSec と共に AVC 設定を使うと、全面的なプラット
フォーム スループットは大幅に低下させ、巨大なトラフィック損失に直面できます。

問題： IPSec の ASR1002 プラットフォーム 制限、Netflow、
NBAR

問題は帯域幅がプロバイダとアップグレードされ、帯域幅がテスト実行するあっていたときに注
意された頭文字でした。 最初に罰金完全に行った 1000 バイト パケットは送信 されました、そ
してテストは 512 のバイトパケットによって実行されたそのあとでほぼ 80% トラフィック損失
に注意しました。 この研究室試験トポロジーを参照して下さい:

これらの機能を実行して下さい: 



 IPSec 上の DMVPN●

 NetFlow●

 NBAR （QoS ポリシー マッチ ステートメントの一部として）●

設定

crypto isakmp policy 1

encr 3des

group 2

crypto isakmp policy 2

encr 3des

authentication pre-share

group 2

crypto isakmp key cisco123 address 0.0.0.0

crypto ipsec security-association replay disable

crypto ipsec transform-set remoteoffice-vpn esp-3des esp-sha-hmac

mode tunnel

crypto ipsec transform-set IPTerm-TransSet esp-3des esp-sha-hmac

mode tunnel

crypto ipsec profile IPTerminals-VPN

set transform-set IPTerm-TransSet

crypto ipsec profile vpn-dmvpn

set transform-set remoteoffice-vpn

!

<snip>

class-map match-any Test

match ip precedence 2

match ip dscp af21

match ip dscp af22

match ip dscp af23

match access-group name test1

 match protocol ftp

 match protocol secure-ftp

!

policy-map test

<snip>

!

interface Tunnel0

bandwidth 512000

ip vrf forwarding CorpnetVPN

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip redirects

ip mtu 1350

 ip flow ingress

ip nhrp authentication 1dcBb

ip nhrp map multicast dynamic

ip nhrp network-id 1000

ip nhrp holdtime 600

ip nhrp shortcut

ip nhrp redirect

ip virtual-reassembly max-reassemblies 256

ip tcp adjust-mss 1310

ip ospf network point-to-multipoint

ip ospf hello-interval 3

ip ospf prefix-suppression

load-interval 30

qos pre-classify

tunnel source Loopback0

tunnel mode gre multipoint



tunnel key 1234

tunnel protection ipsec profile vpn-dmvpn

!

int gi 0/1/0

bandwidth 400000

ip address 12.12.12.1 255.255.255.252

load-interval 30

negotiation auto

ip flow ingress

service-policy output PM-1DC-AGGREGATE

!

Dynamic Multipoint VPN （DMVPN）は 2 人の ASR1k ルータの間にあります。 トラフィックは
IXIA から 512 バイトのパケットサイズの DMVPN クラウドを渡る IXIA への 50000 pps @生成さ
れました。 別のストリームは IXIA からの IXIA への Expedited Forwarding （EF） トラフィック
のために設定されます

上のストリームによって、ほぼ 30000 pps までのための両方のストリームのトラフィック損失に
注意しました。 

観察

増分する多くの output drops がなかったし、サービス ポリシーのデフォルト クラスからを除く
多くが EF 他のクラスで見られて廃棄しません。

QFP の見つけられたドロップはを使用してプラットフォーム ハードウェア qfp にアクティブな統
計情報ドロップを示し、それらのドロップが急速に増分していたことを注意しました。

RTR-1#show platform hardware qfp active statistics drop

-------------------------------------------------------------------------

Global Drop Stats Packets Octets

-------------------------------------------------------------------------

IpsecInput 300010 175636790

IpsecOutput 45739945 23690171340

TailDrop 552830109 326169749399

RTR-1#

RTR-1#show platform hardware qfp active statistics drop

-------------------------------------------------------------------------

Global Drop Stats Packets Octets

-------------------------------------------------------------------------

IpsecInput 307182 179835230

IpsecOutput 46883064 24282257670

TailDrop 552830109 326169749399

RTR-1#

IPSec それ以上のドロップはコマンドを使用して QFP があるように示しますプラットフォーム
ハードウェア qfp にアクティブな機能 ipsec データ ドロップを確認されました

RTR-1#show platform hardware qfp active feature ipsec data drops

------------------------------------------------------------------------

Drop Type Name Packets

------------------------------------------------------------------------

28 IN_PSTATE_CHUNK_ALLOC_FAIL 357317



54 OUT_PSTATE_CHUNK_ALLOC_FAIL 51497757

66 N2_GEN_NOTIFY_SOFT_EXPIRY 4023610

RTR-1#

IN_PSTATE_CHUNK_ALLOC_FAIL カウンターのためのドロップ カウンタが
OUT_PSTATE_CHUNK_ALLOC_FAIL カウンターによって一致する IpsecOutput に QFP ドロッ
プの値 IpsecInput カウンターおよび同じをマッチさせていたことが注意されました。

この問題はソフトウェア defect# CSCuf25027 が見られた原因です。

解決策

 この問題への回避策はルータの Netflow および Network-Based Application
Recognition（NBAR） 機能をディセーブルにすることです。 すべての機能を実行し、よりよい
スループットを持ちたいと思う場合よりよくオプションは ESP-100 の ASR1002-X か ASR1006
へアップグレードすることです。

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuf25027
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