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概要

この資料は少し/ワード エラー問題が起こるときサポートされるように確認する必要があるスイッ
チ/module/SFP およびケーブルの種類を記述したものです。

Afroj Ahmad および ED Mazurek によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

Cisco マルチレイヤ データ スイッチ（MDS） 9000 のファミリ
ー プラグイン可能 な トランシーバ データシート

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9000-series-multilayer-
switches/product_data_sheet09186a00801bc698.html?dtid=osscdc000283

主に、ケーブル接続の正確な数量、長さおよび型（OM2,OM3、等）をかかわるそれにパッチ パ
ネルの数と共に、判別して下さい。 

SFP は実際に機能を表示する:

短波 SFP に関しては

F241-15-09-MDS9710# show interface fc1/4 transceiver details

fc1/4 sfp is present

    Name is CISCO-AVAGO

    Manufacturer's part number is AFBR-57F5PZ-CS1

    Revision is B2

    Serial number is AVA1551J9KF

    Cisco part number is 10-2666-01

    Cisco pid is DS-SFP-FC16G-SW

    FC Transmitter type is short wave laser w/o OFC (SN)

    FC Transmitter supports short distance link length

    Transmission medium is multimode laser with 62.5 um aperture (M6)

    Supported speeds are - Min speed: 4000 Mb/s, Max speed: 16000 Mb/s

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/storage-networking/mds-9000-series-multilayer-switches/product_data_sheet09186a00801bc698.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/storage-networking/mds-9000-series-multilayer-switches/product_data_sheet09186a00801bc698.html?dtid=osscdc000283


    Nominal bit rate is 14000 Mb/s

    Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 35 m

    Link length supported for 62.5/125um fiber is 15 m

    Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 100 m

    Cisco extended id is unknown (0x0)

    No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

    SFP Diagnostics Information:

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

                                     Alarms                  Warnings

                                High        Low         High          Low

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

  Temperature   33.48 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

  Voltage        3.29 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

  Current        7.46 mA        10.50 mA     2.50 mA    10.50 mA       2.50 mA

  Tx Power      -2.54 dBm        1.70 dBm  -13.00 dBm   -1.30 dBm     -9.00 dBm

  Rx Power      -2.32 dBm        3.00 dBm  -15.90 dBm    0.00 dBm    -11.90 dBm

  Transmit Fault Count = 0

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

  Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

F241-15-09-MDS9710#

上は SFP の種類が DS-SFP-FC16G-SW であり、最大長が 50/125um （ミクロン） OM3 ケーブ
ル接続の 100 人の meeters であることを示します。

長波 SFP に関しては

F241-15-09-MDS9710# show interface fc9/1 transceiver details

fc9/1 sfp is present

    Name is CISCO-FINISAR

    Manufacturer's part number is FTLF1432P3BCV-C1

    Revision is B

    Serial number is FNS21190B7F

    Cisco part number is 10-3207-01

    Cisco pid is DS-SFP-FC32G LW

    FC Transmitter type is long wave laser cost reduced

    FC Transmitter supports long distance link length

    Transmission medium is single mode (SM) laser

    Supported speeds are - Min speed: 8000 Mb/s, Max speed: 32000 Mb/s

    Nominal bit rate is 28000 Mb/s

    Link length supported for 9/125um fiber is 10 km

    Cisco extended id is unknown (0x0)

    No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

    SFP Diagnostics Information:

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

                                     Alarms                  Warnings

                                High        Low         High          Low

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

  Temperature   32.52 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

  Voltage        3.37 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

  Current       38.55 mA        70.00 mA     1.00 mA    68.00 mA       2.00 mA

  Tx Power       0.49 dBm        5.00 dBm  -12.40 dBm    2.00 dBm     -8.40 dBm

  Rx Power      -7.43 dBm        5.00 dBm  -18.01 dBm    2.00 dBm    -14.00 dBm

  Transmit Fault Count = 0

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

  Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

F241-15-09-MDS9710#



上は SFP の種類が DS-SFP-FC32G-LW であり、最大長が 10KM であることを示します。

注: 示されている期間は完全な状態の下に最大長です。 パスのファイバのパッチ パネルお
よび追加期間は距離を、時々かなり短くします。

パッチ パネルおよび他の中間接続は頻繁に問題の出典です。 診断ステップとしてこれらを常に試
み、除去する必要があります。 これが組織的なアプローチでされ、結果が各変更と文書化されて
いますようにして下さい。

上記の出力の Rx 電源にあります許容可能な範囲の内に注意して下さい:

F241-15-09-MDS9710# show interface fc9/1 transceiver details

fc9/1 sfp is present

    Name is CISCO-FINISAR

    Manufacturer's part number is FTLF1432P3BCV-C1

    Revision is B

    Serial number is FNS21190B7F

    Cisco part number is 10-3207-01

    Cisco pid is DS-SFP-FC32G LW

    FC Transmitter type is long wave laser cost reduced

    FC Transmitter supports long distance link length

    Transmission medium is single mode (SM) laser

    Supported speeds are - Min speed: 8000 Mb/s, Max speed: 32000 Mb/s

    Nominal bit rate is 28000 Mb/s

    Link length supported for 9/125um fiber is 10 km

    Cisco extended id is unknown (0x0)

    No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

    SFP Diagnostics Information:

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

                                     Alarms                  Warnings

                                High        Low         High          Low

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

  Temperature   32.52 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

  Voltage        3.37 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

  Current       38.55 mA        70.00 mA     1.00 mA    68.00 mA       2.00 mA

  Tx Power       0.49 dBm        5.00 dBm  -12.40 dBm    2.00 dBm     -8.40 dBm

  Rx Power      -7.43 dBm        5.00 dBm  -18.01 dBm    2.00 dBm    -14.00 dBm

  Transmit Fault Count = 0

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

  Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

F241-15-09-MDS9710#

Rx 電源は許容可能な範囲に End to End ファイバ/ジャンパ/パッチ パネル接続が良いことを示し
ませんあります。 まだそのうちのいくつかを一つずつバイパスする必要がある場合もあります。

通常、余分なビット/ワード エラーにおける問題は ASIC 問題ではないです。 ただし、そしてモ
ジュール（ASIC ごとのポート layport）のアーキテクチャを知る必要同じモジュールの異なるポ
ートにケーブルを動かしたいと思う場合。 

例：

MDS 9500 （DS-X9248-256K9）に Thunderbirds と呼ばれる 4 FC ASIC があります。



これらの FC ASIC 各ハンドル 12 ポート:
ASIC 0 - fc1/1-12
ASIC 1 - fc1/13-24
ASIC 2 - fc1/25-36
ASIC 3 - fc1/37-48

MDS は実行することができる ISL 診断で構築しました。

テストの型

ここにリンクの診断テストをどのように実行するかです。

レイテンシー/ケーブル長テスト

これはレイテンシーを測定し、ケーブル長を判別するちょうど短時間テストです。 この方法を次
に説明します。

Side A -これをジェネレーター側と呼出して下さい。 それはトラフィックを生成します。
Side B -これをリフレクタ側と呼出して下さい。 それはジェネレーターからトラフィックを受信
し、それを送返します。

次に、例を示します。

側 A（generator） fc9/1 ---- fc6/1 側 B（reflector）

1.1 側 B（reflector）

1.1.1 -使用されるべきインターフェイスをシャットダウンして下さい
1.1.2 -診断 isl リフレクタ latency_test ループバック インターフェイス fc6/1 イネーブル

1.2 側 A（generator）
1.2.1 -使用されるべきインターフェイスをシャットダウンして下さい
1.2.2 -診断 isl レイテンシー テスト インターフェイス fc9/1

ここにそれがラボ スイッチをのように見えるものにです: 

F241-15-09-MDS9710# show interface fc9/1 transceiver details

fc9/1 sfp is present

    Name is CISCO-FINISAR

    Manufacturer's part number is FTLF1432P3BCV-C1

    Revision is B

    Serial number is FNS21190B7F

    Cisco part number is 10-3207-01

    Cisco pid is DS-SFP-FC32G LW

    FC Transmitter type is long wave laser cost reduced

    FC Transmitter supports long distance link length

    Transmission medium is single mode (SM) laser

    Supported speeds are - Min speed: 8000 Mb/s, Max speed: 32000 Mb/s

    Nominal bit rate is 28000 Mb/s

    Link length supported for 9/125um fiber is 10 km

    Cisco extended id is unknown (0x0)



    No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

    SFP Diagnostics Information:

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

                                     Alarms                  Warnings

                                High        Low         High          Low

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

  Temperature   32.52 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

  Voltage        3.37 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

  Current       38.55 mA        70.00 mA     1.00 mA    68.00 mA       2.00 mA

  Tx Power       0.49 dBm        5.00 dBm  -12.40 dBm    2.00 dBm     -8.40 dBm

  Rx Power      -7.43 dBm        5.00 dBm  -18.01 dBm    2.00 dBm    -14.00 dBm

  Transmit Fault Count = 0

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

  Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

F241-15-09-MDS9710#

トラフィックジェネレータ テスト

これは長期 フルライン レート テストです。 3600 秒まで（1 時間）

2.1 側 B（reflector）

2.1.1 -使用されるべきインターフェイスをシャットダウンして下さい
2.1.2 -診断 isl リフレクタ traffic_test link_speed 32G ループバック インターフェイス fc6/1 イネ
ーブル

2.2 側 A（generator）
2.2.1 -使用されるべきインターフェイスをシャットダウンして下さい
2.2.2 -診断 isl ジェネレーター インターフェイス fc9/1 開始する 期間 3600 比率 100% は最小値
16 最大値 517 ステップ 100 link_speed 32g を frame_size

これは 32G フルライン レートで 1 時間動作します。

ここにそれがラボ スイッチをのように見えるものにです:

F241-15-09-MDS9710# show interface fc9/1 transceiver details

fc9/1 sfp is present

    Name is CISCO-FINISAR

    Manufacturer's part number is FTLF1432P3BCV-C1

    Revision is B

    Serial number is FNS21190B7F

    Cisco part number is 10-3207-01

    Cisco pid is DS-SFP-FC32G LW

    FC Transmitter type is long wave laser cost reduced

    FC Transmitter supports long distance link length

    Transmission medium is single mode (SM) laser

    Supported speeds are - Min speed: 8000 Mb/s, Max speed: 32000 Mb/s

    Nominal bit rate is 28000 Mb/s

    Link length supported for 9/125um fiber is 10 km

    Cisco extended id is unknown (0x0)

    No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

    SFP Diagnostics Information:

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



                                     Alarms                  Warnings

                                High        Low         High          Low

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

  Temperature   32.52 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

  Voltage        3.37 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

  Current       38.55 mA        70.00 mA     1.00 mA    68.00 mA       2.00 mA

  Tx Power       0.49 dBm        5.00 dBm  -12.40 dBm    2.00 dBm     -8.40 dBm

  Rx Power      -7.43 dBm        5.00 dBm  -18.01 dBm    2.00 dBm    -14.00 dBm

  Transmit Fault Count = 0

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

  Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

F241-15-09-MDS9710#

インターフェイス カウンタをクリアする推奨し、1 時間へのリンクのそれぞれでこれを実行しま
すことを。 それから両方の側で上の CRC および FEC 情報を得て下さい。

クリアするためにインターフェイス カウンタは clear counters インターフェイスをすべて発行し
ましたり、使用します。

スケジューラー ジョブを設定して下さい

最大のための上記のトラフィックジェネレータ テスト ラン 1 時間。 それをより長く実行するた
めに（24 時間のように）スケジューラー ジョブを設定できます:

設定しましたりスケジューラーを、そこにです 2 人の部必要として下さい:

スケジューラー ジョブ     ●

スケジューラー スケジュール●

スケジューラー ジョブはジョブに動作してほしいとスケジューラー スケジュールが設定するとこ
ろにの間、実行したいと思うものを設定するところにです。このスケジュールはスケジュールを
取除くまで動作します。 それを手動で停止する簡単な方法がありません。 

ファブリックの物のインターフェイスを取り替える必要があります。
ジョブの設定の間違える場合、それを削除し、再度開始しなければなりません。 それはそれを修
正することを戻ることを可能にしません。
以下の事項に注意して下さい:ジェネレーター側で、ジェネレーター停止は一番最初の間動作する
と同時に、良いエラーを見るかもしれませんそこにあります。 それは動作する時次に、よいはず
です。

スクリプトはここにあります:

F241-15-09-MDS9710# show interface fc9/1 transceiver details

fc9/1 sfp is present

    Name is CISCO-FINISAR

    Manufacturer's part number is FTLF1432P3BCV-C1

    Revision is B

    Serial number is FNS21190B7F

    Cisco part number is 10-3207-01

    Cisco pid is DS-SFP-FC32G LW

    FC Transmitter type is long wave laser cost reduced

    FC Transmitter supports long distance link length

    Transmission medium is single mode (SM) laser



    Supported speeds are - Min speed: 8000 Mb/s, Max speed: 32000 Mb/s

    Nominal bit rate is 28000 Mb/s

    Link length supported for 9/125um fiber is 10 km

    Cisco extended id is unknown (0x0)

    No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

    SFP Diagnostics Information:

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

                                     Alarms                  Warnings

                                High        Low         High          Low

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

  Temperature   32.52 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

  Voltage        3.37 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

  Current       38.55 mA        70.00 mA     1.00 mA    68.00 mA       2.00 mA

  Tx Power       0.49 dBm        5.00 dBm  -12.40 dBm    2.00 dBm     -8.40 dBm

  Rx Power      -7.43 dBm        5.00 dBm  -18.01 dBm    2.00 dBm    -14.00 dBm

  Transmit Fault Count = 0

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

  Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

F241-15-09-MDS9710#

追加コマンド:

show logging 内蔵ステータス●

show logging 内蔵モジュール <module number>●

show logging 内蔵スタック トレース●

show logging 内蔵 mem リーク●

show logging onboard error-stats●

show logging 内蔵例外ログ●

show logging onboard error-stats●

show logging 内蔵環境履歴●
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