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概要

このドキュメントでは、ポートまたはインターフェイスで問題が発生する原因を判別する方法に
ついて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、Cisco IOS®システムソフトウェアが稼働するCatalystスイッチに適用され
ます。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド
キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています
。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく
ださい。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコテクニカルティップスの表記法』を参照してくだ
さい。

注：ツールやWebサイトにアクセスするには、シスコ登録クライアントである必要がありま
す。

物理層のトラブルシューティング 

LEDを使用したトラブルシューティング

スイッチに物理的にアクセスできれば、 save ポートLEDを見て、リンクステータスを確認するか
、エラー状態（赤色またはオレンジ色の場合）を示すかを確認します。 次の表で、イーサネット



モジュールまたは固定構成スイッチの LED ステータスについて説明します。

Platform URL
Catalyst 6000 シリーズ スイッチ イーサネット モジュールの LED

Catalyst 4000 シリーズ スイッチ イーサネット モジュールの LED

Catalyst 3750 シリーズ スイッチ 前面パネルの LED

Catalyst 3550 シリーズ スイッチ 前面パネルの LED

Catalyst 2950/2955 シリーズ スイッチ 前面パネルの LED

Catalyst 2900/3500XL シリーズ スイッチ 前面パネルの LED

Catalyst 1900 および 2820 シリーズ スイッチ 前面パネルの LED

両側でリンクが確立していることを確認します。ワイヤが 1 つ切断されている、またはポートが
1 つシャットダウンされている場合、一方の側ではリンク ライトが点灯しますが、もう一方では
点灯しません。

リンク ライトはケーブルが完全に機能していることを保証するものではありません。ケーブルは
、物理的な負荷により限界点付近で機能している場合があります。通常、このような状態になる
と、ポートではパケット エラーが頻繁に発生したり、フラッピング（リンクを一度失ってから再
び取り戻す状態）が継続的に発生したりします。

ケーブルの確認および接続の両側の確認

ポートのリンク ライトが点灯しない場合は、次の可能性を検討します。

考えられる原因 是正アクション

ケーブルが接続されていない ケーブルをスイッチから動作確認済みのデバイ
スに接続します。

ポートが正しくない ケーブルの両端が正しいポートに接続されてい
ることを確認します。

デバイスの電源が入っていない 両方のデバイスの電源を入れます。

ケーブルのタイプが正しくない
正しいケーブルを選択しているかどうかを確認
します。『Catalystスイッチケーブルガイド』
を参照してください。

ケーブル不良
疑わしいケーブルを確認済みの良品ケーブルと
交換します。コネクタの破損または紛失したピ
ンを探します。

接続が緩んでいる

接続が緩んでいないかチェックします。ケーブ
ルがジャックに差し込まれているように見えて
も、差し込まれていない場合があります。ケー
ブルを抜き、再度挿入してください。

パッチパネルの障害
障害のあるパッチパネル接続を排除します。可
能であれば、バイパスを設けてそのパッチパネ
ルを回避します。

メディア コンバータの障害

障害のあるメディア コンバータ（たとえばフ
ァイバから銅への変換）を排除します。ファイ
バから銅線への変換など。可能であれば、バイ
パスを設けてそのメディア コンバータを回避
します。

/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/hardware/Module_Installation/Mod_Install_Guide/6500-emig/02ethern.html
/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/configuration/notes/OL_25315.html
/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12-2_44_se/release/notes/OL14630.html
/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12-2_44_se/release/notes/OL14630.html
/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12-2_44_se/release/notes/OL14630.html
/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12-2_44_se/release/notes/OL14630.html
/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12-2_44_se/release/notes/OL14630.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/21268-132.html


不良または不適切なギガビット インターフェ
イス コンバータ（GBIC）

疑わしい GBIC を確認済みの良品 GBIC と交換
します。ハードウェアおよびソフトウェアでこ
のタイプの GBIC がサポートされていることを
確認します。 

イネーブルでないポート不良またはモジュール
のポートまたはインターフェイスまたはモジュ
ール

疑わしいポートまたはモジュールの問題をトラ
ブルシューティングするには、確認済みの正常
なポートにケーブルを移します。Cisco IOSで
show interfaceコマンドを使用して、
errdisable、disable、またはshutdownのステー
タスを探します。show module コマンドでは
faulty と表示される場合があり、これはハード
ウェアの問題を示している可能性があります。
詳細は、このドキュメントの「ポートおよびイ
ンターフェイスの一般的な問題」セクションを
参照してください。

イーサネットで使用する銅ケーブルと光ファイバケーブル

作成する接続タイプに適したケーブルがあることを確認します。カテゴリ3銅ケーブルは、10
Mbpsシールドなしツイストペア(UTP)接続に使用できますが、10/100または10/100/1000Mbps
UTP接続には使用しないでください。10/100 または 10/100/1000 Mbps UTP 接続には、カテゴリ
5、カテゴリ 5e、またはカテゴリ 6 UTP ケーブルが必要です。

警告：カテゴリ 5e およびカテゴリ 6 ケーブルでは、構造上使用される素材に絶縁性がある
ため、大量の静電気が蓄積される可能性があります。ケーブルは（特に新たにケーブルを敷
設する場合）、必ず適切で安全なアース設備に接地させてからモジュールに接続してくださ
い。

光ファイバに関しては、適用される距離と使用されているファイバ ポートのタイプに適したケー
ブルがあることを確認します。シングルモードファイバ(SMF)とマルチモードファイバ(MMF)の
2つのオプションがあります。 また、一緒に接続されるデバイスのポートが両方ともシングルモ
ードであるか、または両方ともマルチモードであることを確認してください。

注：ファイバ接続では、一方のポートの送信リード線が、他方のポートの受信リード線に接
続されていることを確認してください。送信リード線同士または受信リード線同士が接続さ
れている場合は、動作しません。

イーサネットおよびファースト イーサネットの最大伝送距離

トランシーバの速度 ケーブル タイプ デュプレックスモード 測点間の最大距離

10 Mbps カテゴリ 3 UTP 全二重/半二重 328 フィート（100 m）

10 Mbps MMF 全二重/半二重 1.2 マイル（2 km）

100 Mbps カテゴリ 5 UTP カテゴリ
5e UTP 全二重/半二重 328 フィート（100 m）

100 Mbps カテゴリ 6 UTP 全二重/半二重 328 フィート（100 m）

100 Mbps MMF ハーフ 1312 フィート（400 m）

Full 1.2 マイル（2 km）



100 Mbps SMF ハーフ 1312 フィート（400 m）
Full 6.2 マイル（10 km）

さまざまな種類のケーブル/コネクタ、ケーブル要件、光学的要件（距離、種類、パッチケーブル
など）、さまざまなケーブルの接続方法、およびほとんどのCiscoスイッチとモジュールで使用さ
れるケーブルの詳細については、『Catalystスイッチケーブルガイド』を参照してください。

ギガビットイーサネットのトラブルシューティング

ギガビット リンク上でデバイス A がデバイス B に接続されているのに、リンクが確立されない
場合は、次の手順に従ってください。

手順

デバイス A とデバイス B で、短波長（SX）、長波長（LX）、ロングホール（LH）、超長
距離（ZX）、または銅 UTP（TX）のうちの同じ GBIC が使用されていることを確認します
。 リンクを確立するには、両方のデバイスが同じタイプの GBIC を使用する必要がありま
す。SX GBIC は SX GBIC と接続する必要があります。SX GBIC は LX GBIC とはリンクし
ません。詳細は、『モード調整パッチ コード インストレーション ノート』を参照してくだ
さい。

1.

下の表に従い、GBIC ごとに距離と使用ケーブルを確認します。1000BASE-T ポートと
1000BASE-X ポートのケーブル接続の仕様

2.

GBIC 波長(nm) 銅/ファイバ タイ
プ

コアサイズ1（ミ
クロン）

モード帯域幅
(MHz/km) ケーブル距離2

WS-
G54831000Base
- T（銅線）

カテゴリ 5 UTP
カテゴリ 5e UTP
カテゴリ 6 UTP

328 フィート
（100 m）

WS-
G54841000BASE
-SX3

850 MMF 62.5 62.5 50.0
50.0 160 200 400 500

220 m（722 フィ
ート）275
m（902 フィート
）500 m（1640
フィート）550
m（1804 フィー
ト）

WS-
G54861000BASE
-LX/LH

1310 MMF4SMF
62.5 50.0 50.0
8.3/9/10 500 400 500 -

550 m（1804 フ
ィート）550
m（1804 フィー
ト）550
m（1804 フィー
ト）10 km（6.2
マイル）

WS-
G54871000BASE
-ZX5

1550 MMF SMF6 8.3/9/10、
8.3/9/10

43.5マイル(70
km)762.1マイル
(100 km)

マルチモード光ファイバ ケーブルに付けられている番号は、そのケーブルのコア径を示し
ます。シングルモード光ファイバ ケーブルの場合は、8.3 ミクロンがケーブルのコア径を示
します。9ミクロンと10ミクロンの値は、光を伝送するファイバ部分の直径であるモードフ
ィールド直径(MFD)を表します。この領域は、ファイバコアと、クラッドを覆う小さな部分
で構成されています。MFD は、コア径、レーザー波長、およびコアと被覆の屈折率差から
求められます。

1.

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/21268-132.html


ケーブル距離は、ファイバの損失に基づいて算出されたものです。複数のスプライスと規格
外の光ファイバケーブルを使用すると、ケーブルの距離が短くなります。

2.

MMF 以外は使用できません。3.
LX/LH GBIC で 62.5 ミクロン径の MMF を使用する場合、リンクの送信側と受信側の両端で
、GBIC と MMF ケーブルの間にモード調整パッチコード（CAB-GELX-625 または同等のも
の）をインストールする必要があります。モード調整パッチコードは、リンク距離が 328 フ
ィート（100 m）未満または 984 フィート（300 m）を超える場合に必要とされます。 モー
ド調整パッチコードは、短いMMFのレシーバの過剰な使用を防止し、長いMMFの差動モー
ド遅延を低減します。詳細は、『モード調整パッチ コード インストレーション ノート』を
参照してください。

4.

SMF 以外は使用できません。5.
分散シフト型シングルモード光ファイバ ケーブル6.
ZX GBIC の最小リンク長は、リンクの両端に 8-dB 減衰器を設置した場合で 6.2 マイル（10
km）です。減衰器を設置しない場合は、最小リンク長は 24.9 マイル（40 km）となります
。

7.

3.いずれかのデバイスに複数のギガビットポートがある場合は、ポートを相互に接続します。こ
うすると、各デバイスをテストして、ギガビット インターフェイスが正常に機能していることが
確認できます。たとえば、2 つのギガビット ポートを持つスイッチがあるとします。ギガビット
ポート 1 をギガビット ポート 2 に接続してみてください。リンクは確立したでしょうか。確立し
た場合、ポートは正常に機能しています。STP（スパニング ツリー プロトコル）を使用すること
でポート上のループがブロックされ、ループの発生が回避されます（ポート 1 の受信（RX）から
ポート 2 の送信（TX）へ、ポート 1 の TX からポート 2 の RX へ）。

4. SCコネクタを使用して単一接続またはステップ3に失敗した場合は、ポートを自身にループバ
ックします（ポート1のRXがポート1のTXに戻ります）。 ポートは活動化するでしょうか。活動
化しない場合は、ポートに障害がある可能性があります。TAC にお問い合せください。

5.ステップ3と4が正常に完了しても、デバイスAとデバイスBの間の接続が確立できない場合は、
2つのデバイスに隣接するケーブルでポートをループします。ケーブル不良がないことを確認しま
す。

6.各デバイスがギガビットオートネゴシエーションの802.3z仕様をサポートしていることを確認
します。ギガビット イーサネットには、10/100 イーサネットで使用されているものよりも機能
拡張されたオートネゴシエーション手順が搭載されています（ギガビット オートネゴシエーショ
ンの仕様：IEEE Std 802.3z-1998）。 リンク ネゴシエーションをイネーブルにすると、フロー制
御、デュプレックス モード、リモート障害情報のネゴシエーションがシステムによって自動的に
行われます。リンクの両端でリンク ネゴシエーションを有効または無効にする必要があります。
リンクの両端で同じ値に設定する必要があります。このようにしないと、リンクが接続しません
。IEEE 802.3z 規格が承認されるよりも前に製造されたデバイスに接続する場合には、問題が発
生しています。一方のデバイスがギガビット オートネゴシエーションをサポートしていない場合
、ギガビット オートネゴシエーションをディセーブルにすると強制的にリンクがアップします。
カード ファームウェアは、10/100/1000BASE-TX リンク/ポートのダウンをソフトウェアに通知
するのに、300 ミリ秒かかります。300 ミリ秒というデフォルトのデバウンス タイマーの値は、
300 ミリ秒ごとに行われる、ファームウェアによるラインカードのポーリングの間隔に由来しま
す。このリンクが 1G（1000BASE-TX）モードで実行されている場合は、10 ミリ秒間隔で発生す
るギガビット同期により、リンクのダウンはより早く検出されます。銅線でGigabitEthernetを実
行した場合と、ファイバ上でGigabitEthernetを実行した場合では、リンク障害の検出時間に違い
があります。この検出回数の相違は、IEEE 標準に基づいています。

警告：オートネゴシエーションを無効にすると、リンクのドロップや物理層の問題が見えな
くなります。これは、IEEE 802.3zをサポートしていない古いギガビットNICなどのエンド



デバイスを使用する場合にのみ必要です。物理層の問題が検出されず STP ループが発生す
る可能性があるため、絶対に必要な場合以外はスイッチ間のオートネゴシエーションをディ
セーブルにしないでください。代替手段として、ベンダーに連絡して IEEE 802.3z ギガビ
ット オートネゴシエーションをサポートするソフトウェアまたはハードウェアのアップグ
レードを入手することもできます。

ギガビット イーサネットのシステム要件は、ギガビット インターフェイス コンバータ
（GBIC）のシステム要件、Coarse Wavelength Division Multiplexing（CWDM; 低密度波長分割多
重）、および Small Form-Factor Pluggable（SFP; 着脱可能小型フォーム ファクタ）のシステム
要件同様、下記を参照してください。

Catalyst スイッチへのギガビット イーサネットの実装に関するシステム要件●

Catalyst GigaStack ギガビット インターフェイス コンバータ スイッチの互換性一覧●

Cisco ギガビット イーサネット トランシーバ モジュールの互換性マトリクス●

Cisco 10 ギガビット イーサネット トランシーバ モジュール互換性マトリクス:●

一般的な設定情報とトラブルシューティング方法の追加情報については、『イーサネット
10/100/1000 MB半二重/全二重自動ネゴシエーションの設定とトラブルシューティング』を参照
してください。

Connected と Notconnected

ほとんどのCiscoスイッチには、notconnect状態のポートがあります。つまり、現在は何にも接続
されていませんが、別の動作中のデバイスへの接続が良好であれば接続できます。良品ケーブル
を notconnect ステータスの 2 つのスイッチ ポートに接続すると、両方のポートのリンク表示が
緑になり、ポートのステータスが connected になります。これは、レイヤ 1（L1）で接続されて
いる限り、ポートがアップ状態であることを意味します。

Cisco IOSの場合は、show interfacesコマンドを使用して、インターフェイスがup、line protocol
is up(connected)であるかどうかを確認できます。 最初のupは、インターフェイスの物理層ステ
ータスを示します。line protocol upメッセージは、インターフェイスのデータリンク層のステー
タスを示し、インターフェイスがキープアライブを送受信できることを示します。

Router#show interfaces fastEthernet 6/1

FastEthernet6/1 is down, line protocol is down (notconnect)

!--- The interface is down and line protocol is down. !--- Reasons: In this case,

!--- 1) A cable is not properly connected or not connected at all to this port.

!--- 2) The connected cable is faulty.

!--- 3) Other end of the cable is not connected to an active port or device.

!--- Note: For gigabit connections, GBICs need to be matched on each

!--- side of the connection.

!--- There are different types of GBICs, depends on the cable and

!--- distances involved: short wavelength (SX),

!--- long-wavelength/long-haul (LX/LH) and extended distance (ZX).

!--- An SX GBIC needs to connect with an SX GBIC;

!--- an SX GBIC does not link with an LX GBIC. Also, some gigabit

!--- connections require conditioning cables,

!--- that depend on the lengths involved.

Router#show interfaces fastEthernet 6/1

FastEthernet6/1 is up, line protocol is down (notconnect)

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/lan-switching/gigabit-ethernet-8023z/12026-52.html
/content/en/us/td/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/release/notes/78649404.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html
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!--- The interface is up (or not in a shutdown state), but line protocol down.

!--- Reason: In this case, the device on the other side of the wire is a

!--- CatOS switch with its port disabled.

Router#show interfaces fastEthernet 6/1 status

Port   Name    Status       Vlan    Duplex   Speed  Type

Fa6/1          notconnect    1       auto     auto   10/100BaseTX

show interfacesでup/line protocol up(connected)と表示されるものの、どちらのコマンドの出力に
もエラーが増加している場合は、このドキュメントの「ポートおよびインターフェイスの一般的
な問題」の項を参照してアドバイスを受けてください。

Cisco IOSの最も一般的なポートおよびインターフェイスコマン
ドのトラブルシューティング

次の表に、スーパーバイザでCisco IOSシステムソフトウェアが稼働しているスイッチのポートま
たはインターフェイスの問題をトラブルシューティングするために使用される最も一般的なコマ
ンドを示します。

注：次の表の右側の列は、コマンドの機能の簡単な説明と、プラットフォームごとの使用に
関する例外を示しています。

ご使用のCiscoデバイスのサポート対象コマンドの出力データがあれば、Cisco CLIアナライザを
使用して潜在的な問題と修正を表示できます。

Cisco IOS コマンド 説明

show version 

このコマンドは、ソフトウ
ェアイメージ名とバージョ
ン情報、システムメモリサ
イズなど、Ciscoルータに
似た出力を表示します。ソ
フトウェア/ハードウェアの
非互換性（Release
NotsorSoftware Advisorを
使用）とバグ(Software Bug
Toolkitを使用)の検索に役立
ちます。 

show module

このコマンドは、スイッチ
に存在するカード、そのカ
ードが実行されているソフ
トウェアのバージョン、モ
ジュールの状態を表示しま
す。ok、faultyなど。これ
は、モジュールまたはポー
トのハードウェアの問題を
診断するのに役立ちます。
show module コマンドを使
用してハードウェアの問題
をトラブルシューティング
する方法の詳細については

https://cway.cisco.com/cli/
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch


、このドキュメントの「ポ
ートまたはインターフェイ
スのステータスが
disabledまたはshutdown」
または「ハードウェアの問
題」の項を参照してくださ
い。

show run-config

このコマンドは、スイッチ
の現在のコンフィギュレー
ションファイルを表示しま
す。変更は次のとおりです
 saved Cisco IOSでwrite
memoryコマンドを使用し
て設定を変更します。これ
は、mod/portまたはインタ
ーフェイスの設定ミスが問
題を引き起こしているかど
うかを判断するのに役立ち
ます。

show interfaces 

show interfaceコマンドは
、スイッチポートの管理お
よび動作ステータス、入出
力パケット、バッファ障害
、エラーなどを表示します
。

clear counters 

clear countersコマンドを使
用してトラフィックカウン
タとエラーカウンタをゼロ
にし、問題が一時的なもの
なのか、カウンタが増加し
続けるのかを確認できるよ
うにします。
注：Catalyst 6500/6000シ
リーズスイッチでは、clear
countersコマンドを使用し
ても、インターフェイスの
ビットカウンタはクリアさ
れません。これらのスイッ
チでビット カウンタをクリ
アする方法は、リロードを
実行する以外にありません
。

show interfaces counters 

これは、Catalyst 6000、
4000、3550、2950、およ
び3750シリーズで使用する
コマンドです。

show counters interface
show controllers ethernet-
controller 

show counters interfaceコ
マンドは、Catalyst 6000シ
リーズ用のソフトウェアバ
ージョン12.1(13)Eでのみ
導入され、32ビットおよび
64ビットのエラーカウンタ
を表示します。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/12027-53.html#hepr
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2900/3500XL、
2950/2955、3550、2970、
および3750シリーズスイッ
チ上のCisco IOSでは、
show controllers Ethernet-
controllerコマンドを使用す
ると、廃棄フレーム、遅延
フレーム、アラインメント
エラー、コリジョンなどが
表示されます。

show interfaces counters 

これは、Catalyst 6000、
4000、3550、2950、およ
び3750シリーズで使用する
コマンドです。

show diagnosticのshow
post 

Catalyst 6000シリーズでは
12.1(11b)Eでコマンドshow
diagnosticが導入され、
Catalyst 4000シリーズでは
show diagnostics(s付き)が
導入されました。
2900/3500XL、
2950/2955、3550、2970、
および3750シリーズのスイ
ッチでは、同等のコマンド
はshow postであり、スイ
ッチのPOSTの結果が表示
されます。Catalystスイッ
チのハードウェア関連エラ
ーのトラブルシューティン
グの詳細については、この
ドキュメントの「ハードウ
ェアの問題」セクションを
参照してください。

Cisco IOSの特定のポートおよびインターフェイスカウンタの出
力について

ほとんどのスイッチには、パケット、およびポートやインターフェイス上で発生するエラーを追
跡する手段があります。この種の情報を見つけるために使用される一般的なコマンドについては
、このドキュメントの「Cisco IOSの一般的なポートおよびインターフェイスのトラブルシューテ
ィングコマンド」のセクションを参照してください。

注：さまざまなプラットフォームおよびリリース全体では、カウンタの実装には差異があり
ます。カウンタの値はおおむね正確ですが、設計上、きわめて正確というわけではありませ
ん。トラフィックの厳密な統計情報を引き出すには、必要な入力インターフェイスと出力イ
ンターフェイスの監視にスニファを使用することが推奨されます。

通常、特定のカウンタでの過度のエラーは、なんらかの問題があることを示しています。半二重
設定で動作している場合、フレームチェックシーケンス(FCS)、アラインメント、ラント、およ
びコリジョンカウンタでデータリンクエラーが増加する場合があります。一般的に、半二重接続
の場合、総トラフィックに対してエラーの比率が 1 パーセントであれば許容されます。入力パケ

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/12027-53.html#hepr
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/12027-53.html#hepr
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ットに対するエラーの比率が 2 % や 3 % よりも大きいと、パフォーマンスの低下に気づく場合が
あります。

半二重環境では、スイッチおよび接続されたデバイスの両方がワイヤを検出し、全く同時に送信
を行い、コリジョンが発生する可能性があります。フレームがワイヤに完全にコピーされず、フ
ラグメント化されたフレームが発生するため、コリジョンによってラント、FCS、およびアライ
メントエラーが発生する可能性があります。

全二重で動作している場合は、FCS、Cyclic Redundancy Check（CRC; サイクリック冗長性検査
）、アライメント、およびラントのカウンタのエラー数は最小限になります。リンクが全二重で
稼働している場合、コリジョン カウンタはアクティブではありません。FCS、CRC、アライメン
ト、またはラントのカウンタが増加しているときは、デュプレックス ミスマッチを確認してくだ
さい。デュプレックス ミスマッチとは、スイッチが全二重で動作しているのに、接続デバイスは
半二重で動作している状況、あるいはその逆の状況です。デュプレックス ミスマッチの結果、極
端なパフォーマンス低下、断続的な接続、および接続の喪失が発生します。全二重におけるデー
タリンク エラーのその他の原因としては、ケーブル不良、スイッチ ポートの故障、または NIC
ソフトウェア/ハードウェアの問題が考えられます。詳細は、このドキュメントの「ポートおよび
インターフェイスの一般的な問題」セクションを参照してください。

Cisco IOSのshow interfaces

show interfaces card-type {slot/port}コマンドは、スーパーバイザ上のCisco IOSで使用されるコマ
ンドで、エラーカウンタと統計情報を表示します。このコマンド（Catalyst 6000、4000、3550、
2970、2950/2955、および3750シリーズスイッチの場合）の代わりに、show interfacescard-type
<slot/port> counters errorsコマンドを使用できます。このコマンドでは、インターフェイスのエ
ラーカウンタのみが表示されます。エラーカウンタの出力の説明については、表1を参照してくだ
さい。

注：2900/3500XLシリーズスイッチの場合は、show interfacescard-type {slot/port}コマンド
とshow controllers Ethernet-controllerコマンドを使用します。

Router#sh interfaces fastEthernet 6/1

FastEthernet6/1 is up, line protocol is up (connected)

   Hardware is C6k 100Mb 802.3, address is 0009.11f3.8848 (bia 0009.11f3.8848)

   MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

      reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

   Encapsulation ARPA, loopback not set

   Full-duplex, 100Mb/s

   input flow-control is off, output flow-control is off

   ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

   Last input 00:00:14, output 00:00:36, output hang never

   Last clearing of "show interface" counters never

   Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

   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

ここまでのshow interfaceコマンドの出力について、次に（順番に）説明します。

up, line protocol is up (connected)：最初のupは、インターフェイスの物理層ステータスを示
します。line protocol upメッセージは、インターフェイスのデータリンク層のステータスを
示し、インターフェイスがキープアライブを送受信できることを示します。

●

MTU：Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）は、イーサネットではデフォ●
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ルトで 1500 バイトです（フレームの最大データ部の場合）。
Full-duplex, 100Mb/s：全二重および100Mbpsは、インターフェイスの現在の速度とデュプレ
ックス設定です。これを実現するためにオートネゴシエーションが使用されたかどうかは示
されません。これを表示するには、show interfaces fastEthernet 6/1 statusコマンドを使用し
ます。

●

Router#show interfaces fastEthernet 6/1 status

Port    Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type

Fa6/1                      connected    1          a-full  a-100 10/100BaseTX

!--- Autonegotiation was used to achieve full-duplex and 100Mbps.

Last input, output - 最後のパケットがインターフェイスによって正常に受信または送信されて
から経過した時間、分、および秒数。これは、デッドインターフェイスが失敗した時点を知
るのに役立ちます。

●

Last clearing of "show interface" counters：スイッチをリブートしてから最後に clear
counters コマンドを実行した時刻です。clear counters コマンドはインターフェイスの統計を
リセットする場合に使用します。

●

注：カウンタがクリアされても、ルーティングに影響する可能性がある変数（load および
reliability など）はクリアされません。

Input queue：入力キュー内のパケット数。Size/max/drops=キュー内の現在のフレーム数/キ
ューがフレームの廃棄を開始するまでに保持できる最大フレーム数/最大キューサイズを超え
たために廃棄された実際のフレーム数。Cisco IOSを実行するCatalyst 6000シリーズで
Selective Packet Discard(SPD)廃棄をカウントするために使用されるフラッシュカウンタを
使用できますが、Cisco IOSを実行するするシリーズででで増加しないシリーズではは増加増
加しません。 SPDは、CPUが過負荷状態になると優先度の低いパケットをすばやくドロップ
して、 save 高優先度パケット用の一部のプロセス容量。show interface コマンド出力では、
Selective Packet Discard（SPD）の一環で flushes カウンタが増加しており、その場合、ル
ータの IP プロセス キューで選択的パケット廃棄ポリシーが実行されています。そのため、
これが適用されるのはプロセス スイッチのトラフィックだけです。SPD の目的は、IP 入力
キューがいっぱいになったときにもルーティング更新やキープアライブなどの重要な制御パ
ケットが廃棄されないことを保証することです。IP 入力キューのサイズが最小しきい値と最
大しきい値の間に収まっている場合、通常の IP パケットは特定の廃棄確率に基づいて廃棄さ
れます。このランダムな廃棄は SPD フラッシュと呼ばれます。

●

Total output drops：出力キューのオーバーフローによって廃棄されたパケットの数です。一
般的な原因は、高帯域幅リンクからのトラフィックが低帯域幅リンクにスイッチングされる
か、複数の着信リンクからのトラフィックが単一の発信リンクにスイッチングされることで
す。たとえば、大量のトラフィックフローがギガビットインターフェイスに流入し、100
Mbpsインターフェイスにスイッチングされて流出した場合、100 Mbpsインターフェイスで
の出力廃棄が増加する可能性があります。これは、着信側の帯域幅と送信側の帯域幅との間
で速度のミスマッチがあるため、インターフェイスの出力キューが過度のトラフィックでオ
ーバーフローするためです。

●

Output queue：出力キュー内のパケットの数です。Size/maxは、キュー内の現在のフレーム
数と、キューがいっぱいになり、フレームの廃棄を開始するまでにキューが保持できる最大
フレーム数を意味します。

●

5 minute input/output rate：最近の 5 分間でインターフェイスによって確認された入力レート
および出力レートの平均です。正確な読み取りを行うために、より短い時間を指定します(た

●



とえば、トラフィックバーストをより適切に検出するために、load-interval <seconds>インタ
ーフェイスコマンドを発行します)。

   エラーカウンタの出力については、表1を参照してください。

!--- ...show interfaces command output continues.

     1117058 packets input, 78283238 bytes, 0 no buffer

      Received 1117035 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

      0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

      0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

      0 input packets with dribble condition detected

      285811 packets output, 27449284 bytes, 0 underruns

      0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

      0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

      0 lost carrier, 0 no carrier

      0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

注:物理インターフェイスとVLANインターフェイスに対するshow interfaceコマンドの出力
のカウンタには違いがあります。そのパケットがレイヤ3(L3)でCPUによって処理されてい
る場合、VLANインターフェイスに対するshow interfaceの出力では、入力パケットカウンタ
が増加します。レイヤ2(L2)でスイッチングされるトラフィックはCPUに到達することはな
く、VLANインターフェイスのshowインターフェイスカウンタにはカウントされません。適
切な物理インターフェイスのshowインターフェイス出力にカウントされます。

show interfaces <card-type> <slot/port> counters errorsコマンドは、インターフェイスエラーの出
力だけを表示するためにCisco IOSで使用されます。エラーカウンタの出力については、表1を参
照してください。

Router#sh interfaces fastEthernet 6/1 counters errors

 Port        Align-Err    FCS-Err   Xmit-Err    Rcv-Err UnderSize OutDiscards

 Fa6/1               0          0          0          0         0           0

 Port      Single-Col Multi-Col  Late-Col Excess-Col Carri-Sen     Runts    Giants

 Fa6/1              0         0         0          0         0         0         0

表1. Catalyst 6000および4000シリーズでのshow interfacesまたはshow interfaces<card-type>
<x/y> countersエラーに対するCisco IOSエラーカウンタ出力。

カウンタ（アルファベット
順）

エラーカウンタを増加させ
る問題と一般的な原因

Align-Err

説明：show interfaces
counters errors。アライメ
ントエラーとは、偶数のオ
クテットで終わらず、
Cyclic Redundancy
Check（CRC；巡回冗長検
査）が不正な受信フレーム
の数です。一般的な原因
：通常は、デュプレックス
のミスマッチまたは物理的
な問題（ケーブル接続、ポ
ートの不良、NICの不良な
ど）が原因です。 初めてケ
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ーブルをポートに接続した
際に、このようなエラーが
生じる場合があります。ま
た、ハブがポートに接続さ
れている場合は、ハブ上の
他のデバイス間の衝突が原
因でこれらのエラーが発生
する可能性があります。プ
ラットフォームの例外
:Catalyst 4000シリーズス
ーパーバイザI(WS-
X4012)またはスーパーバイ
ザII(WS-X4013)では、アラ
インメントエラーはカウン
トされません。

babbles

説明：show interfacesカウ
ンタは、送信jabberタイマ
ーが時間切れになったこと
を示します。Jabberは
1518オクテットよりも長い
フレームで（フレームビッ
トを除くが、FCSオクテッ
トは含む）、偶数のオクテ
ットで終わらないか（アラ
インメントエラー）、また
は不正なFCSエラーがあり
ます。

Carri-Sen

説明：show interfaces
counters errors。Carri-
Sen（キャリア検知）カウ
ンタは、イーサネットコン
トローラが半二重接続でデ
ータを送信しようとするた
びに増加します。コントロ
ーラはワイヤを検知し、送
信前にビジー状態でないか
どうかをチェックします。
一般的な原因：半二重イー
サネットセグメントでは正
常です。

コリジョン

説明：show
interfacescounterインター
フェイスがフレームをメデ
ィアに正常に送信する前に
コリジョンが発生した回数
。一般的な原因：コリジョ
ンは、半二重に設定された
インターフェイスでは正常
な現象ですが、全二重イン
ターフェイスでは発生して
はなりません。コリジョン
が劇的に増加した場合は、
リンクの使用率が高いか、



または接続されたデバイス
とのデュプレックスが一致
していない可能性がありま
す。

CRC

説明：show
interfacescounterこのカウ
ンタは、トラフィックを発
信するLANステーションま
たは遠端デバイスによって
生成されたCRCが、受信し
たデータから計算されたチ
ェックサムと一致しない場
合に増加します。一般的な
原因：通常は、LANインタ
ーフェイスまたはLAN自体
のノイズまたは送信の問題
を示します。通常は、CRC
の数の増加はコリジョンが
原因です。ただし、物理的
な問題（配線、インターフ
ェイス不良、または NIC 不
良など）や、デュプレック
スのミスマッチが原因であ
る可能性もあります。

deferred

説明：show
interfacescounterメディア
がビジー状態であったため
に待機した後、正常に送信
されたフレームの数。一般
的な原因：これは通常、キ
ャリアがフレームを送信し
ようとしたときに使用中で
ある半二重環境で発生しま
す。

pause input

説明：show
interfacescounterpause
inputカウンタが増加してい
る場合、接続されたデバイ
スは、受信バッファがほと
んどいっぱいになったとき
に、トラフィックの一時停
止を要求していることを意
味します。一般的な原因
：このカウンタは、スイッ
チがフレームを受け入れる
ため、情報提供を目的とし
て増加します。接続された
デバイスでトラフィックの
受信が可能になると、パケ
ットの一時停止は終了しま
す。



ドリブル状態の入力パケッ
ト

説明：show
interfacescounterドリブル
ビットエラーは、フレーム
がわずかに長すぎることを
示します。一般的な原因
：このフレームエラーカウ
ンタは、スイッチがフレー
ムを受け入れるため、情報
提供の目的で増分されます
。

Excess-Col

説明:show interfaces
counters errors。過度のコ
リジョンが生じたことによ
って、特定のインターフェ
イス上で送信が失敗したフ
レームのカウントです。16
回連続してパケットのコリ
ジョンが発生すると、過度
のコリジョンと見なされま
す。次に、パケットが廃棄
されます。一般的な原因
：過度のコリジョンは通常
、セグメントの負荷を複数
のセグメントに分割する必
要があることを示していま
すが、接続されているデバ
イスとのデュプレックスの
ミスマッチを示している可
能性もあります。全二重に
設定されたインターフェイ
スでコリジョンが発生する
状態は異常です。

FCS-Err

説明:show interfaces
counters errors。フレーム
チェックシーケンス
(FCS)エラーはあるがフレ
ームエラーはない、有効な
サイズのフレームの数。一
般的な原因：これは通常、
物理的な問題(配線、ポート
の不良、ネットワークイン
ターフェイスカード
(NIC)の不良など)ですが、
デュプレックスのミスマッ
チを示している場合もあり
ます。

フレーム 説明:show interfaces
counter。CRCエラーと非



整数オクテット数（アライ
ンメントエラー）を含む、
誤って受信されたパケット
の数。一般的な原因：通常
これはコリジョンまたは物
理的な問題（ケーブル接続
、ポートの不良、NICなど
）の結果ですが、デュプレ
ックスのミスマッチを示し
ている場合もあります。

大きい

説明:show interfacesおよび
show interfaces counters
errors。最大IEEE 802.3フ
レームサイズ（非ジャンボ
イーサネットの場合は
1518バイト）を超え、
Frame Check
Sequence（FCS；フレー
ムチェックシーケンス）が
不正な受信フレーム。一般
的な原因：多くの場合、こ
れは不正なNICが原因です
。問題のデバイスを見つけ
出し、ネットワークから削
除します。プラットフォー
ム例外：Cisco IOSが稼働
するCatalyst Cat4000シリ
ーズソフトウェアバージョ
ン12.1(19)EWより前では、
フレームが1518バイトを超
えるとジャイアントカウン
タが増加していました。
12.1(19)EW以降、show
interfacesのジャイアントは
、不正なFCSを持つ1518バ
イトを超えるフレームを受
信した場合にのみ増加しま
す。

無視

説明:sh interfaces カウンタ
。インターフェイスハード
ウェアの内部バッファが不
足していたために、インタ
ーフェイスによって無視さ
れた受信パケットの数。一
般的な原因：ブロードキャ
ストストームとノイズバー
ストによって、無視された
数が増加することがありま
す。

入力エラー

説明:show interfacesカウン
タ。一般的な原因：これに
は、ラント、ジャイアント
、バッファなし、CRC、フ



レーム、オーバーラン、お
よび無視されたカウントが
含まれます。入力に関連す
るその他のエラーで入力エ
ラーの数が増加する場合が
あります。また、エラーが
複数あるデータグラムの可
能性もあります。そのため
、この合計値が上記の入力
エラー カウントの合計とつ
りあわない場合があります
。「レイヤ 2 スイッチポー
トに接続されたレイヤ 3 イ
ンターフェイスでの入力エ
ラー」セクションも参照し
てください。

Late-Col

説明:show interfacesおよび
show interfaces counters
errors。送信プロセスの遅
い段階で、特定のインター
フェイスでコリジョンが検
出された回数。10 Mbit/s ポ
ートの場合、これはパケッ
ト送信が始まってから 512
ビット時間後よりも遅くな
ります。512 ビット時間は
、10 Mbit/s システム上の
51.2 マイクロ秒に相当しま
す。一般的な要因：このエ
ラーは、特にデュプレック
スのミスマッチを示す可能
性があります。デュプレッ
クスのミスマッチの場合、
レイトコリジョンは半二重
側で発生します。半二重側
が送信すると、全二重側は
順番を待たずに同時に送信
するため、レイトコリジョ
ンが発生します。レイト コ
リジョンは、イーサネット
ケーブルまたはセグメント
が長すぎることを示す可能
性もあります。全二重に設
定されたインターフェイス
でコリジョンが発生する状
態は異常です。

lost carrier

説明:show interfaces
counter。送信中にキャリア
が失われた回数。一般的な
原因：不良ケーブルをチェ
ックします。両側で物理的
な接続を確認します。

Multi-Col 説明:show interfaces



counters errors。インター
フェイスがフレームをメデ
ィアに正常に送信する前に
複数回のコリジョンが発生
した回数。一般的な原因
：コリジョンは、半二重に
設定されたインターフェイ
スでは正常な現象ですが、
全二重インターフェイスで
は発生してはなりません。
コリジョンが劇的に増加し
た場合は、リンクの使用率
が高いか、または接続され
たデバイスとのデュプレッ
クスが一致していない可能
性があります。

no buffer

説明：show interfacesカウ
ンタ。バッファスペースが
ないために廃棄された受信
パケットの数。一般的な原
因：無視された数と比較。
ブロードキャスト ストーム
がこれらのイベントの原因
になっている場合がよくあ
ります。

no carrier

説明：show
interfacescounterキャリア
が送信に存在しなかった回
数。一般的な原因：不良ケ
ーブルを確認します。両側
で物理的な接続を確認しま
す。

Out-Discard

説明：エラーが検出されな
かったにもかかわらず、廃
棄されるように選択された
発信パケットの数。一般的
な原因：このようなパケッ
トを廃棄する理由の1つは
、バッファ領域を解放する
ことである。

出力バッファの障害出力バ
ッファのスワップアウト

説明：show
interfacescounter障害が発
生したバッファの数と交換
されたバッファの数。一般
的な原因：ポートにスイッ
チされたトラフィックのレ
ートが高く、トラフィック
量を処理できない場合、ポ
ートはTxバッファにパケッ
トをバッファリングします
。ポートでは Tx バッファ
がオーバーフローするとパ
ケットの廃棄を開始して、



underruns と output buffer
failure カウンタを増加しま
す。output buffer failure カ
ウンタの増加は、ポートが
稼働している速度とデュプ
レックス（またはそのどち
らか）が不良であるか、ま
たは、そのポートを通過す
るトラフィックが多すぎる
ことを示しています。例と
して、1 ギガのマルチキャ
スト ストリームが 24 の
100 Mbps ポートに転送さ
れるシナリオを考えてみま
す。出力インターフェイス
への送信が過剰になった場
合、Out-Discard とともに
output buffer failure が増加
するのは正常です。トラブ
ルシューティング情報につ
いては、このドキュメント
の「遅延フレーム（Out-
LostまたはOut-Discard）」
セクションを参照してくだ
さい。

出力エラー

説明：show
interfacescounterインター
フェイスからのデータグラ
ムの最終的な送信を妨げた
すべてのエラーの合計。一
般的な原因：この問題は、
出力キューサイズが小さい
ことが原因です。

overrun

説明：受信側のハードウェ
アが、受信したデータをハ
ードウェアバッファに渡す
ことができなかった回数。
一般的な原因：トラフィッ
クの入力レートが、受信側
のデータ処理能力を超えま
した。

packets input/output

説明：show
interfacescounterそのイン
ターフェイス上で送受信さ
れた、エラーのないパケッ
トの合計数です。トラフィ
ックがインターフェイスを
適切に通過しているかどう
かを判断するのに役立つた
め、これらのカウンタの増
分を監視します。バイト カ
ウンタには、システムで送
受信されたエラーのないパ

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/12027-53.html#outlost
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/12027-53.html#outlost


ケットに含まれるデータと
MAC カプセル化の両方が
反映されます。

Rcv-Err

説明:Catalyst 6000シリー
ズの場合のみ：show
interfaces counters error.一
般的な原因：プラットフォ
ーム例外を参照してくださ
い。プラットフォーム例外
：Catalyst 5000 Seriesrcv-
err = receive buffer
failures.たとえば、runt、
giant、または FCS-Err の
値による rcv-err カウンタ
の増加はありません。5000
シリーズでは、rcv-err カウ
ンタが増加するのは、トラ
フィックが過剰になった場
合だけです。OnCatalyst
4000 Seriesrcv-err：すべて
の受信エラーの合計。つま
り、Catalyst 5000とは異な
り、runt、giant、FCS-
Errなどのエラーをインター
フェイスが受信すると、
rcv-errカウンタが増加しま
す。

ラント

説明：show interfacesおよ
びshow interfaces counters
errors。受信したフレーム
のうち、最小のIEEE
802.3フレームサイズ（イ
ーサネットの場合は64バイ
ト）よりも小さく、CRCの
不正なフレーム。一般的な
原因：デュプレックスのミ
スマッチと、接続デバイス
でのケーブル、ポート、ま
たはNICの不良などの物理
的な問題が原因である可能
性があります。プラットフ
ォームの例外：Cisco
IOSを実行するCatalyst
4000シリーズソフトウェア
バージョン1.1(1)EWより
0)EW0undersize とは、サ
イズが 64 バイト未満のフ
レームです。runt カウンタ
が増加するのは、64 バイ
ト未満のフレームを受信し



た場合だけです。
12.1(19)EW 以降では、ラ
ントはフラグメントを意味
します。フラグメントとは
、サイズが 64 バイト未満
で、不正な CRC を持つフ
レームです。その結果、不
正なCRCを持つフレーム
<64バイトを受信した場合
、fragmentsカウンタ
inshow interfaces
countersエラーとともに、
runtカウンタがinshow
interfacesで増加します。
Cisco Catalyst 3750シリー
ズスイッチCisco IOS
12.1(19)EA1より前のリリ
ースでは、dot1qがCatalyst
3750のトランクインターフ
ェイスで使用されているた
め、runtsはshow
interfaces出力で表示できま
す4バイトでqタグを含むパ
ケットは、Catalyst 3750で
は、これらのパケットが正
しく転送されていても、サ
イズが小さいフレームとし
てカウントされます。さら
に、これらのパケットは、
受信統計情報でも適切なカ
テゴリ（unicast、
multicast、または
broadcast など）で報告さ
れません。この問題は、
Cisco IOS リリース
12.1(19)EA1 または
12.2(18)SE 以降では解決さ
れています。

Single-Col

説明：show interfaces
counters errors。インター
フェイスがフレームをメデ
ィアに正常に送信する前に
1回のコリジョンが発生し
た回数。一般的な原因：コ
リジョンは、半二重に設定
されたインターフェイスで
は正常な現象ですが、全二
重インターフェイスでは発
生してはなりません。コリ
ジョンが劇的に増加した場
合は、リンクの使用率が高
いか、または接続されたデ
バイスとのデュプレックス



が一致していない可能性が
あります。

抑制

説明：show interfaces。お
そらくバッファまたはプロ
セッサの過負荷により、ポ
ート上で受信側がディセー
ブルにされた回数。
throttlesカウンタ値の後に
アスタリスク(*)が表示され
る場合は、コマンドの実行
時にインターフェイスがス
ロットリングされているこ
とを意味します。一般的な
原因：プロセッサの過負荷
を増加させる可能性のある
パケットには、オプション
付きのIPパケット、期限切
れTTL、非ARPAカプセル
化、フラグメンテーション
、トンネル、ICMPパケッ
ト、MTUチェックサム障害
、RPF障害、IPチェックサ
ムおよび長エラーがありま
す。

Underruns

説明：トランスミッタがス
イッチで処理できる速度よ
りも速く動作した回数。一
般的な原因：これは、イン
ターフェイスが大量のトラ
フィックバーストによって
他の多くのインターフェイ
スから一度に受信する、高
スループットの状況で発生
する可能性があります。ア
ンダーランが発生して、イ
ンターフェイスがリセット
される場合があります。

アンダーサイズ

説明：show interfaces
counters errors。受信した
フレームのうち、最小の
IEEE 802.3フレームサイズ
である64バイト（フレーム
ビットを除く、ただし
FCSオクテットは含む）よ
りも小さく、それ以外は正
常な形式のフレーム。一般
的な原因：これらのフレー
ムを送信するデバイスを確



認してください。

Xmit-Err

説明：show interfaces
counters errors。これは、
内部送信(Tx)バッファがい
っぱいであることを示しま
す。一般的な原因：Xmit-
Errの一般的な原因としては
、高帯域幅リンクからのト
ラフィックが低帯域幅リン
クにスイッチングされてい
るか、複数の着信リンクか
らのトラフィックが単一の
発信リンクにスイッチング
されていることが考えられ
ます。たとえば、大量のト
ラフィックのバーストがギ
ガビットインターフェイス
に到達し、それが100
Mbpsインターフェイスに
スイッチングされると、
100 Mbpsインターフェイ
スでXmit-Errが増加するこ
とがあります。これは、着
信側の帯域幅と送信側の帯
域幅との間の速度のミスマ
ッチにより、インターフェ
イスの出力バッファが過度
のトラフィックでオーバー
フローするためです。

Cisco IOSのshow interfaces counters

ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストトラフィックについて、次の出力に示
すようにポート上の着信および発信トラフィックを監視します。show interfacescard-type
{slot/port} countersコマンドは、スーパーバイザでCisco IOSを実行するときに使用します。

注：Cisco IOSshow interfaces counters errorsコマンドにOut-Discardカウンタがあります。
これについては、表1で説明しています。

Router#sh interfaces fas 6/1 counters

  Port            InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts

  Fa6/1           47856076            23        673028           149

  Port           OutOctets  OutUcastPkts  OutMcastPkts  OutBcastPkts

  Fa6/1           22103793            17        255877          3280

  Router#

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/12027-53.html#tab1


!--- Cisco IOS counters used to monitor inbound and outbound unicast, multicast !--- and

broadcast packets on the interface.

Cisco IOSのshow counters interface

show counters interfacecard-type {slot/port}コマンドは、Catalyst 6000シリーズ専用のCisco
IOSソフトウェアバージョン12.1(13)Eで導入されました。このコマンドでは、ポートとインター
フェイスに関するより詳細な統計情報が提供されます。このコマンドは、ポートまたはインター
フェイスごとに32ビットおよび64ビットのエラーカウンタを表示します。

Cisco IOS の Show Controller Ethernet-Controller コマンド

Catalyst 3750、3550、2970、2950/2955、2940、および2900/3500XLスイッチの場合は、show
controller ethernet-controllerコマンドを使用して、トラフィックカウンタとエラーカウンタの出力
を表示します。これは、Catalyst 6000シリーズスイッチの出力と同様です。

3550-1#show controller ethernet-controller fastEthernet 0/1

  !--- Output from a Catalyst 3550.

    Transmit FastEthernet0/1           Receive

          0 Bytes                        0 Bytes

          0 Unicast frames               0 Unicast frames

          0 Multicast frames             0 Multicast frames

          0 Broadcast frames             0 Broadcast frames

          0 Discarded frames             0 No dest, unicast

          0 Too old frames               0 No dest, multicast

          0 Deferred frames              0 No dest, broadcast

          0  1 collision frames

          0  2 collision frames          0 FCS errors

          0  3 collision frames          0 Oversize frames

          0  4 collision frames          0 Undersize frames

          0  5 collision frames          0 Collision fragments

          0  6 collision frames

          0  7 collision frames          0 Minimum size frames

          0  8 collision frames          0 65 to 127 byte frames

          0  9 collision frames          0 128 to 255 byte frames

          0 10 collision frames          0 256 to 511 byte frames

          0 11 collision frames          0 512 to 1023 byte frames

          0 12 collision frames          0 1024 to 1518 byte frames

          0 13 collision frames

          0 14 collision frames          0 Flooded frames

          0 15 collision frames          0 Overrun frames

          0 Excessive collisions         0 VLAN filtered frames

          0 Late collisions              0 Source routed frames

          0 Good (1 coll) frames         0 Valid oversize frames

          0 Good(>1 coll) frames         0 Pause frames

          0 Pause frames                 0 Symbol error frames

          0 VLAN discard frames          0 Invalid frames, too large

          0 Excess defer frames          0 Valid frames, too large

          0 Too large frames             0 Invalid frames, too small

          0 64 byte frames               0 Valid frames, too small

          0 127 byte frames

          0 255 byte frames

          0 511 byte frames

          0 1023 byte frames

          0 1518 byte frames

 3550-1#

!--- See the next table for additional counter output for 2900/3500XL Series switches.



カウンタ 説明 考えられる原因

送信されたフレーム

廃棄フレーム

リソース不足のために送信
の試行が中止されたフレー
ムの合計数。この合計には
、すべての宛先タイプのフ
レームが含まれます。

インターフェイスにかかる
過剰なトラフィック負荷が
原因でフレームが廃棄され
ます。このフィールドのパ
ケット数が増加している場
合は、インターフェイスの
トラフィック負荷を軽減し
ます。

フレームが古すぎます

スイッチを通過するのに 2
秒を超えたフレームの数。
このことが原因で、フレー
ムはスイッチで廃棄されま
した。この状態が発生する
のは、過度の高ストレス状
態でだけです。

このスイッチにかかる過剰
なトラフィック負荷が原因
でフレームが廃棄されます
。このフィールドのパケッ
ト数が増加した場合は、ス
イッチの負荷を軽減します
。スイッチへのトラフィッ
ク負荷を軽減するために、
ネットワーク トポロジの修
正が必要になる場合があり
ます。

据え置きフレーム

ネットワーク メディア上の
トラフィックのために最初
の送信の試行が遅延したフ
レームの数。この合計には
、その後エラーなしで送信
され、コリジョンの影響を
受けないフレームだけが含
まれます。

このスイッチにかかる過剰
なトラフィック負荷が原因
でフレームが廃棄されます
。このフィールドのパケッ
ト数が増加した場合は、ス
イッチの負荷を軽減します
。スイッチへのトラフィッ
ク負荷を軽減するために、
ネットワーク トポロジの修
正が必要になる場合があり
ます。

Collision frames

collision frames countersは
、パケットの送信が試行さ
れたが、成功しなかったが
、次の試行で成功した回数
です。つまり、collision
frames カウンタが 2 増加
している場合、そのスイッ
チはパケット送信の試行に
二度失敗して、三度目で成
功したということです。

インターフェイスにかかる
過剰なトラフィック負荷が
原因でフレームが廃棄され
ます。これらのフィールド
でパケット数が増加してい
る場合は、インターフェイ
スのトラフィック負荷を軽
減します。

過剰コリジョン

16 回連続してレイト コリ
ジョンが発生した回数。パ
ケットの送信が 16 回試行
されると、そのパケットは
廃棄されて、カウンタが増
加します。

このカウンタが増加してい
る場合、配線の問題、ネッ
トワークへの過剰な負荷、
またはデュプレックスのミ
スマッチが原因である可能
性があります。ネットワー
クに過剰な負荷がかかる原
因としては、共有イーサネ
ット上のデバイス数が多す
ぎることが考えられます。



送信中コリジョン

レイト コリジョンは、2 台
のデバイスが送信を同時に
行い、どちらの側もコリジ
ョンを検出しない時に発生
します。これが発生する理
由は、信号をネットワーク
の一方の端から別の端へ伝
播する時間が、パケット全
体がネットワーク上にある
時間よりも長いためです。
レイトコリジョンを引き起
こす2つのデバイスは、パ
ケット全体をネットワーク
に送出するまで、それぞれ
のデバイスが送信を確認す
ることはありません。最初
の 64 バイトのスロット時
間が経過するまで、トラン
スミッタでレイト コリジョ
ンは検出されません。レイ
ト コリジョンが検出される
のは、64 バイトを超える
長さのパケットが転送され
る場合のみです。

レイト コリジョンの原因は
、不適切なケーブル接続や
、ネットワーク内にあるハ
ブの数が規格を超えている
ことです。NIC の不良によ
ってレイト コリジョンが起
きる場合もあります。

Good (1 coll) frames
1 回だけコリジョンが発生
してから正常に送信された
フレームの合計。

半二重環境では、衝突が発
生するのは正常です。

Good (>1 coll) frames
2 ～ 15 回コリジョンが発
生してから正常に送信され
たフレームの合計。

半二重環境では、衝突が発
生するのは正常です。この
カウンタの上端で増加する
フレームは15回のコリジョ
ンを超えることがあり、
Excessive collisionsとして
カウントできます。

VLAN discardframes

CFI ビットが設定されてい
るためにインターフェイス
上で廃棄されたフレームの
数。

イーサネットの正規のフレ
ーム形式に対しては、
802.1q フレームの TCI で
CFI（Canonical Format
Indicator）のビットが 0 に
設定されます。CFI ビット
が 1 に設定されている場合
、RIF（ルーティング情報
フィールド）またはトーク
ン リングの正規外のフレー
ムが存在していて削除され
たことを意味します。

受信されたフレーム

帯域幅のフレームがありま
せん

2900/3500XLのみ。ポート
がネットワークからパケッ
トを受信したが、スイッチ
にそのパケットを受信する
ためのリソースがなかった
回数。この状態は、ストレ

インターフェイスにかかる
過剰なトラフィック負荷が
原因でフレームが廃棄され
ます。これらのフィールド
でパケット数が増加してい
る場合は、インターフェイ



ス状態でだけ発生しますが
、複数のポートでのトラフ
ィックのバーストによって
発生する場合があります。
したがって、No bandwidth
frames が少なくても問題あ
りません（受信するフレー
ムの 1 % よりもかなり小さ
い値である必要があります
）。

スのトラフィック負荷を軽
減します。

バッファフレームがありま
せん

2900/3500XLのみ。ポート
がネットワークからパケッ
トを受信したが、スイッチ
にそのパケットを受信する
ためのリソースがなかった
回数。この状態は、ストレ
ス状態でだけ発生しますが
、複数のポートでのトラフ
ィックのバーストによって
発生する場合があります。
したがって、No buffers
frames が少なくても問題あ
りません（受信するフレー
ムの 1 % よりもかなり小さ
い値である必要があります
）。

インターフェイスにかかる
過剰なトラフィック負荷が
原因でフレームが廃棄され
ます。これらのフィールド
でパケット数が増加してい
る場合は、インターフェイ
スのトラフィック負荷を軽
減します。

宛先ユニキャストはありま
せん

No destination unicast は、
そのポートから他のポート
へ転送されなかったユニキ
ャスト パケットの数です。

どのような場合に No
dest（unicast、multicast、
broadcast）カウンタが増
加するかについて、簡単に
説明します。

ポートがアクセス ポー
トであり、スイッチ間
リンク プロトコル
（ISL）トランク ポー
トに接続されている場
合、いずれの着信 ISL
パケットも転送されな
いため、No dest カウ
ンタの値は非常に大き
くなります。これは無
効な設定です。

●

ポートがスパンニング
ツリー プロトコル
（STP）でブロックさ
れていると、ほとんど
のパケットが転送され
ず、No dest パケット
となります。ポートで
リンクが取得された直
後は、着信パケットが

●

宛先マルチキャストはあり
ません

No destination multicast は
、他のポートへ転送されな
かったマルチキャスト パ
ケットの数です。

No dest, broadcast
そのポートから他のポート
へ転送されなかったブロー



ドキャスト パケットの数
。

転送されない非常に短
い（1 秒未満）時間帯
があります。
ポート自体が VLAN に
属しており、スイッチ
上の他のポートがこの
VLAN に属していない
場合、着信パケットは
廃棄され、このカウン
タが増加します。

●

またカウンタは、パケ
ットが受信されたポー
ト上でパケットの宛先
アドレスが学習された
場合にも増加します。
ポート 0/1 でパケット
が宛先 MAC アドレス
X で受信され、MAC ア
ドレス X がポート 0/1
に存在することがスイ
ッチで認識されると、
カウンタが増加し、そ
のパケットは廃棄され
ます。この状態は次の
ような場合に発生しま
す。ハブがポート 0/1
に接続されており、ハ
ブに接続されているあ
るワークステーション
からハブに接続されて
いる別のワークステー
ションにパケットを送
信する場合、このパケ
ットは、ポート 0/1 か
らは他のどのポートに
対しても送信されませ
ん。宛先 MAC アドレ
スが同じポートに存在
するためです。これは
、スイッチがポート
0/1に接続され、
MACアドレスを学習す
るためにすべてのポー
トにパケットをフラッ
ディングし始めた場合
にも発生する可能性が
あります。

●



同じ VLAN 内の別のポ
ートにスタティック ア
ドレスが設定されてお
り、受信ポートにスタ
ティック アドレスが設
定されていない場合は
、パケットは廃棄され
ます。たとえば、ポー
ト 0/2 で受信トラフィ
ックをポート 0/3 に転
送するように、MAC
アドレス X に対するス
タティック マップを設
定した場合、ポート
0/2 以外のポートで受
信されたパケットは廃
棄されます。ポート
0/2 と同じ VLAN 内の
別のポートからパケッ
トが送信された場合、
そのパケットは廃棄さ
れます。

●

ポートがセキュア ポー
トである場合は、否認
された送信元 MAC ア
ドレスを持つパケット
は転送されず、カウン
タが増加します。

●

アラインメントエラー

アラインメント エラーは、
偶数のオクテットで終わら
ず不正な CRC を持つ、受
信されたフレームの数です
。

位置合わせエラーは、フレ
ームがワイヤに完全にコピ
ーされず、フラグメント化
されたフレームが発生する
ことに起因します。アライ
メントエラーは、半二重で
のコリジョン、デュプレッ
クスミスマッチ、障害のあ
るハードウェア（NIC、ケ
ーブル、またはポート）、
または接続されたデバイス
が、オクテットで終わらず
不正なFCSを持つフレーム
を生成した結果です。

FCSエラー FCS エラー カウントは、
イーサネット フレーム内の

FCSエラーは、半二重での
コリジョン、デュプレック



不正なチェックサム（CRC
値）とともに受信されたフ
レームの数です。これらの
フレームは廃棄され、他の
ポートに伝播されません。

スミスマッチ、障害のある
ハードウェア（NIC、ケー
ブル、またはポート）、ま
たは接続されたデバイスが
、オクテットで終わらず不
正なFCSを持つフレームを
生成した結果として発生し
ます。

過小フレーム

これらは、長さが64オクテ
ット未満で（フレームビッ
トを除き、FCSを含む）、
良好なFCS値を持つ受信パ
ケットの合計数です。

エラー フレームが接続デバ
イスによって生成されたこ
とを示します。接続された
デバイスが正常に動作して
いることを確認します。

過大フレーム
ポートでネットワークから
受信した 1514 バイトを超
えるパケットの数。

これは、障害のあるハード
ウェア、dot1q、または ISL
トランキングの設定の問題
を示している可能性があり
ます。

コリジョンフラグメント

長さが64オクテット未満で
（フレームビットを除き、
FCSを含む）、不正な
FCS値を持つフレームの合
計数。

このカウンタが増加する場
合、そのポートは半二重に
設定されています。全二重
に設定します。

超過フレーム

受信側のハードウェアが、
受信したデータのハードウ
ェア バッファへの引き渡し
に失敗した回数。

トラフィックの入力レート
が、受信側のデータ処理能
力を上回ったことが原因で
す。

VLAN filtered frames
フレーム内の VLAN 情報の
タイプのために、フィルタ
されたフレームの合計数。

802.1Q タグ付きフレーム
をフィルタするように、ポ
ートを設定できます。
802.1Q タグを含むフレー
ムが受信されると、そのフ
レームがフィルタされ、こ
のカウンタが増加します。

Source routed frames

ソースルートビットがネイ
ティブフレームの送信元ア
ドレスに設定されている状
況で廃棄された受信フレー
ムの合計数。

この種の送信元ルーティン
グは、トークン リングおよ
び FDDI に対してだけ定義
されます。IEEE のイーサ
ネットの仕様では、このビ
ットをイーサネット フレー
ムで設定することはできま
せん。そのため、このよう
なフレームはスイッチによ
って廃棄されます。

Valid oversize frames

長さがシステムMTUを超え
ながらも良好なFCS値を持
つ、受信されたフレームの
合計数。

この統計では、設定された
システムMTUを超えるフレ
ームがカウントされますが
、Q-in-QまたはMPLSのカ
プセル化を可能にするため
に1518バイトから増やすこ
とができます。

Symbol error frames
ギガビット イーサネット
（1000 Base-X）では、

シンボル エラーは、インタ
ーフェイスで未定義の（無



MAC サブレイヤ（レイヤ
2）の 8 ビット データは、
8B/10B 符号化によって 10
ビットの記号に変換されて
、ネットワーク上で送信さ
れます。ポートで記号が受
信されると、受信された
10 ビットの記号から 8 ビ
ットのデータが抽出されま
す。

効な）記号が受信されたこ
とを示します。シンボル エ
ラーの件数が少ない場合に
は、無視してかまいません
。シンボル エラーが大量に
発生している場合は、デバ
イス、ケーブル、またはハ
ードウェアに障害がある可
能性があります。

Invalid frames, too large

ジャイアント フレーム、ま
たは IEEE 802.3 フレーム
の最大サイズ（非ジャンボ
イーサネットの場合は
1518 バイト）を超えてい
て、不良 Frame Check
Sequence（FCS）を持つ
受信フレーム。

多くの場合、これは NIC 不
良が原因です。問題のデバ
イスを特定し、そのデバイ
スをネットワークから取り
除きます。

Invalid frames, too small

ラント フレーム、または
64 バイト未満（FCS ビッ
トを含み、フレーム ヘッダ
ーを除く）で、FCS エラー
またはアライメント エラー
を持つフレーム。

二重モードのミスマッチや
、ケーブル、ポート、また
は接続されているデバイス
上の NIC の障害といった物
理的な問題が原因である可
能性があります。

一般的なシステム エラー メッセージ

Cisco IOSシステムメッセージの形式については、使用しているソフトウェアリリースの『メッセ
ージと回復手順』を参照してください。たとえば、Cisco IOSリリースのメッセージと回復手順を
確認できます。

%AMDP2_FE-3-UNDERFLO

このエラー メッセージは、フレームが送信されて、コントローラ チップのローカル バッファが
不十分なデータを受信したときに発生します。データが、出力レートに対応できるだけの速度で
チップに転送されていません。通常は、システム内部の一過性のピーク負荷の状態にもよります
が、こうした状況は一時的なものです。ファスト イーサネット インターフェイスによって過度の
トラフィックが処理されたときに、この問題が発生します。トラフィック レベルがおよそ 2.5
Mb に達したときに、エラー メッセージが表示されます。このトラフィック レベルの上限は、ハ
ードウェアの制限によります。そのため、Catalyst スイッチに接続されたデバイスでは、パケッ
トがドロップされる可能性があります。

通常は、システムによって自動的に回復されます。必要な操作はありません。スイッチがイーサ
ネットインターフェイスに過大な負荷をかけている場合は、速度とデュプレックスの設定をチェ
ックします。また、スニファプログラムを使用して、ルータのファストイーサネットインターフ
ェイスで送受信されるパケットを分析します。Catalystスイッチに接続されたデバイスでのパケ
ット廃棄を回避するには、スイッチに接続されたデバイスのファーストイーサネットインターフ
ェイスでip cefコマンドを発行します。

%INTR_MGR-DFC1-3-INTR: Queueing Engine (Blackwater) [1]: FIC Fabric-A
Received Unexpected Control Code

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/catalyst-6500-series-switches/products-system-message-guides-list.html


このエラー メッセージが表示される原因は、パケットのファブリック ヘッダーの CRC 値が、
Blackwater ASIC の Fabric Interface Controller（FIC; ファブリック インターフェイス コントロー
ラ）サブブロックに基づいて算出された CRC 値と一致しなかったためです。これは、転送中に
パケットの破損が発生し、Blackwater が破損したパケットを受信したことを意味します。

Command Rejected: [Interface] not a Switching Port

L3インターフェイスとL2スイッチポートの両方をサポートするスイッチでは、「Command
rejected:[interface] not a switching port]は、レイヤ3インターフェイスとして設定されているポー
トでレイヤ2に関連するコマンドを入力しようとすると表示されます。

インターフェイスをレイヤ3モードからレイヤ2モードに変換するには、インターフェイスコンフ
ィギュレーションコマンドswitchportを発行します。このコマンドを発行してから、ポートを任意
のレイヤ 2 プロパティに設定してください。

ポートおよびインターフェイスの一般的な問題

ポートまたはインターフェイスのステータスが disable または shutdown

スイッチ上の設定が誤っているためにポートで接続障害が発生している場合、障害の原因は明白
であるにもかかわらず、見過ごされることがあります。ポートでオレンジの信号が点灯している
場合は、ユーザ インターフェイスまたは内部プロセスを介して、スイッチ内のソフトウェアによ
ってポートがシャットダウンされたことを示します。

注：プラットフォームの一部のポートLEDは、STPに関して動作が異なります。たとえば、
Catalyst 1900/2820では、STPブロックモードになるとポートがオレンジ色になります。こ
の場合、オレンジの信号は STP が正常に動作していることを示します。Catalyst
6000/4000 の場合には、STP ブロッキング モードに遷移しても、ポートでオレンジの信号
は点灯しません。

何かの理由でポートやモジュールがディセーブルになっていないこと、または電源が切れていな
いことを確認します。リンクの一方の側でポートやモジュールを手動でシャットダウンした場合
、そのポートを再度イネーブルにするまで、リンクは活動化しません。両側でポート ステータス
を確認します。show run interfaceコマンドを使用して、インターフェイスがashutdownstate:

Switch#show run interface fastEthernet 4/2

!

interface FastEthernet4/2

 switchport trunk encapsulation dot1q

 switchport mode trunk

 shutdown

 duplex full

 speed 100

end

!--- Use the no shut command in config-if mode to re-enable this interface.

スイッチのリブート直後にポートがシャットダウンモードになった場合、考えられる原因はポー
トセキュリティの設定です。ポートでユニキャスト フラッディングがイネーブルにされていると
、リブート後にポートがシャットダウンされます。シスコでは、ユニキャストのフラッディング
を無効にすることを推奨していますが、これにより、ポートで MAC アドレスの制限に達した際
にフラッディングが発生しないことも保証されます。



ポートまたはインターフェイスのステータスが errdisable

デフォルトでは、スイッチ内のソフトウェア プロセスによって特定のエラーが検出されると、ポ
ートまたはインターフェイスがシャットダウンされる場合があります。

Cisco IOSのshow interfacecard-type {slot/port}statusコマンドを見ると、次のようになります。

Router#show interface fastethernet 2/4 status

  Port    Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type

  Gi2/4                      err-disabled 1            full   1000 1000BaseSX

!--- The show interfaces card-type {slot/port} status command for Cisco IOS !--- displays a

status of errdisabled. !--- The show interfaces status errdisabled command shows all the

interfaces !--- in this status.

Cisco IOSのshow loggingコマンドでは、errdisable状態に関連するエラーメッセージ（正確なメ
ッセージ形式は異なります）も表示されます。

Cisco IOSでは、errdisableの結果としてポートまたはインターレースがシャットダウンされるか
どうかが原因と呼ばれます。この原因には、EtherChannelの設定ミスによるPAgPフラップ、デ
ュプレックスミスマッチ、BPDUポートガードとPortFastの同時設定、単方向リンクを検出する
UDLDなどがあります。

これらのポートやインターフェイスを errdisable 状態から回復させるには、手動で再度イネーブ
ルにするか、あらかじめ errdisable 回復オプションを設定しておく必要があります。Cisco IOSソ
フトウェアでは、errdisable状態になってから設定可能な時間が経過した後に、ポートを自動的に
再イネーブルにできます。ここで重要なのは、インターフェイスを errdisable から回復するよう
に設定したとしても、根本的な原因が解明されない限り、同じ問題が再発するということです。

注：Cisco IOSが稼働するスイッチのerrdisableステータスの詳細については、次の「Cisco
IOSプラットフォームでのerrdisableポート状態の回復」を参照してください。

次の表に、スイッチのerrdisableステータスの設定verifyおよびトラブルシューティングに使用す
るコマンドの例を示します。Recover Errdisable Port State on Cisco IOS Platformsコマンドの詳
細については、リンクに移動します。

アクション Cisco IOS errdisable コマンド

設定 errdisable detect cause 

設定 errdisable recovery cause

設定 errdisable recovery interval <timer_interval_in_seconds>

検証とトラブルシューティン
グ show errdisable detect

検証とトラブルシューティン
グ show interfaces status err-disabled

ポートまたはインターフェイスのステータスが inactive

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/69980-errdisable-recovery.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/69980-errdisable-recovery.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/69980-errdisable-recovery.html?referring_site=smartnavRD


Cisco IOSが稼働するスイッチ上の非アクティブポートの一般的な原因の1つは、ポートが属する
VLANが消滅することです。これは、switchportコマンドを使用するレイヤ2スイッチポートとし
てインターフェイスが設定されている場合に発生します。

レイヤ 2 スイッチ内の各ポートは、1 つの VLAN に属しています。レイヤ 3 スイッチ上の、L2
スイッチポートとして設定されている各ポートも、1 つの VLAN に属している必要があります。
その VLAN が削除されると、ポートまたはインターフェイスは非アクティブになります。

注：この状態になると、一部のスイッチでは、各ポート上でオレンジの信号が点灯します。

確認するには、show interfacescard-type {slot/port}switchportコマンドとshow vlanを使用します。

Router#show interfaces fastEthernet 4/47 switchport

  Name: Fa4/47Switchport: Enabled

  Administrative Mode: static access

  Operational Mode: static access

  Administrative Trunking Encapsulation: negotiate

  Operational Trunking Encapsulation: native

  Negotiation of Trunking: Off

  Access Mode VLAN: 11 ((Inactive))

!--- FastEth 4/47 is inactive. Router#show vlan

 VLAN Name                             Status    Ports

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

 1    default                          active    Gi1/1, Gi2/1, Fa6/6

 10   UplinkToGSR's                    active    Gi1/2, Gi2/2

!--- VLANs are displayed in order and VLAN 11 is not available.

30 SDTsw-1ToSDTsw-2Link active Fa6/45

VLAN を削除したスイッチがその VTP ドメインの VTP サーバの場合、この VLAN は、ドメイン
内のすべてのサーバおよびクライアント スイッチの VLAN テーブルから削除されます。この
VLAN を VTP サーバ スイッチから VLAN テーブルに戻すと、この復旧した VLAN に所属するド
メイン内のスイッチのポートは、再びアクティブになります。ポートは、VLAN自体が削除され
ている場合でも、割り当てられているVLANを記憶しています。VTPの詳細については、『
VLANトランクプロトコル(VTP)の説明と設定』を参照してください。

注：switchport access vlan <vlan>コマンドを使用してポートをアクセスポートとして設定
した後でも、show interface <interface> switchportコマンドの出力にポートがトランクポー
トとして表示される場合は、switchport mode アクセスコマンドを発行して、ポートをアク
セスポートにします。

アップリンク ポートまたはインターフェイスのステータスが inactive

Catalyst 4510R シリーズ スイッチでは、10 ギガビット イーサネットとギガビット イーサネット
の両方の SFP アップリンクのポートをイネーブルにするための、オプションの設定があります。
10ギガビットイーサネットとギガビットイーサネットのSFPインターフェイスを同時に使用でき
るようにするには、hw-module uplink select allcommandを発行します。このコマンドを発行した
後、スイッチをリブートするか、またはshow interface status module <module number>コマンド
の出力にアップリンクポートが非アクティブとして表示されます。

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(25)SG では、Catalyst 4500 スイッチでの 10 ギガビット

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/lan-switching/vtp/10558-21.html


イーサネットとギガビット イーサネットの SFP インターフェイスの同時使用がサポートされて
います。

注：Catalyst 4503、4506、および 4507R シリーズ スイッチでは、この機能は自動的には
有効になりません。

CatalystスイッチインターフェイスのDeferredカウンタの増加

このスイッチにかかる過剰なトラフィック負荷が原因でフレームが廃棄されるのが、この問題の
原因です。通常、deferred frames（遅延フレーム）は、メディアがビジー状態であったため、メ
ディアを待機した後で正常に送信されたフレームの数です。これは通常、キャリアがフレームを
送信しようとするときに使用中である半二重環境で発生します。一方、全二重環境でこの問題が
発生するのは、スイッチに送られる負荷が過剰な場合です。

回避策は次のとおりです。

ネゴシエーションの不一致を回避するように、リンクの両端を全二重にハードコーディング
する。

●

ケーブルとパッチ パネル コードを交換して、確実にケーブルとパッチ コードに欠陥がない
ようにする。

●

注：Supervisor 720 のギガビット イーサネットで deferred カウンタ エラーが増加する場合
は、回避策として、そのインターフェイスで速度のネゴシエーションを有効にします。

vlan [vlan 番号] からのタイマー [値] の設定で散発的に発生する障害

Encoded Address Recognition Logic（EARL）で VLAN 用の CAM エージング時間を必要な秒数
に設定できない場合に、この問題が発生します。この場合、VLAN のエージング時間は fast aging
に設定済みです。

VLAN が fast aging になっていると、EARL では VLAN を fast aging に設定できず、エージング
タイマーの設定プロセスはブロックされます。デフォルトの CAM エージング時間は 5 秒で、ス
イッチでは学習された MAC アドレスのテーブルが 5 秒ごとに消去されることになります。これ
により、MAC アドレス テーブル（CAM テーブル）には常に最新のエントリが入っていることが
保証されます。

fast aging では、CAM エージング時間はユーザが指定した秒数に設定され、Topology Change
Notification（TCN）プロセスとともに使用されます。トポロジが変更された場合、CAM テーブル
を迅速に消去して、トポロジの変更を補償するにはこの値が必要になるというのが、これの考え
方です。

スイッチのCAMエージングタイムを確認するには、show cam agingcommandコマンドを発行し
ます。TCN と fast aging は、それほど頻繁に発生するものではありません。結果的に、このメッ
セージの重大度は 3 になっています。もし VLAN で頻繁に fast aging が行われる場合は、その原
因を調べてください。

TCN の最もよくある原因は、スイッチに直接接続されたクライアント PC です。PC の電源オン
/オフを行う際に、スイッチ ポートの状態が変わり、スイッチで TCN プロセスが開始されます。
原因は、接続されたデバイスがスイッチで PC として認識されていないためです。スイッチでは
、ポートが状態を変化させたことだけが認識されます。



この問題を解決するため、シスコではホスト ポート用の PortFast 機能を開発いたしました。
PortFast 機能により、ホスト ポートの TCN が抑制されることがメリットです。

注：PortFast ではポートでのスパニング ツリー計算の省略も行われるため、PortFast はホ
スト ポートでの使用に限り適切です。

トランキング モードのミスマッチ

リンクの両側のトランキング モードをチェックします。両側が同じモード（両方が ISL または
802.1q の同じトランキング モードであるか、または両方が非トランキング モード）であること
を確認してください。 一方のポートでトランキング モードを on（auto または desirable ではな
く）にした場合に、他方のポートでトランキング モードが off に設定されていると、これらのポ
ートは通信できません。トランキングによって、パケットのフォーマットが変更されます。ポー
トは、リンク上で使用する形式に関して一致している必要があります。一致していない場合は、
互いに認識できません。

Cisco IOSの場合は、show interfacescard-type {mod/port} trunkcommandコマンドを使用して、ト
ランキング設定とネイティブVLANを確認します。

Router#sh interfaces fastEthernet 6/1 trunk

  Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

  Fa6/1     desirable    802.1q         trunking      1

  Port      Vlans allowed on trunk

  Fa6/1     1-4094

!--- Output truncated.

さまざまなトランキングのモード、ガイドライン、制限事項についての詳細は、次のドキュメン
トを参照してください。

トランキングを実装するためのシステム要件●

トランキング テクノロジーに関するサポート ページ●

ジャンボ、ジャイアント、およびベビー ジャイアント

データ部の Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）は、イーサネット フレーム
ではデフォルトで 1500 バイトです。送信されるトラフィックの MTU がサポートされている
MTU を越えた場合、そのパケットはスイッチから転送されなくなります。また、その結果、ハー
ドウェアやソフトウェアによっては、スイッチのプラットフォームによってポートおよびインタ
ーフェイスのエラー カウンタが増加する場合があります。

ジャンボ フレームは、IEEE イーサネット標準の中で定義されておらず、ベンダーに依存し
ています。イーサネットの標準フレームサイズである 1518 バイト（L2 ヘッダーと Cyclic
Redundancy Check（CRC）を含む）よりも大きなフレームのことを、このように呼びます
。 ジャンボには、さらに大きなサイズのフレーム（通常、9000 バイト以上）が含まれます
。

●

ジャイアント フレームとは、イーサネットの最大フレーム サイズを上回る（1518 バイト以
上）、不正な FCS を持つフレームのことです。

●

ベビー ジャイアント フレームとは、イーサネットの最大フレーム サイズを少しだけ上回る
大きさのフレームのことです。通常、1600 バイト以下のフレームをこのように呼びます。

●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/lan-switching/8021q/24067-195.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/tech/index.html


Catalyst スイッチにおけるジャンボ、およびベビー ジャイアントに対するサポートは、スイッチ
のプラットフォームや、場合によってはスイッチ内のモジュールごとに異なります。また、ソフ
トウェア バージョンによって異なることもあります。

システム要件の詳細については、『Catalystスイッチでのジャンボ/ジャイアントフレームサポー
トの設定』を参照し、ジャンボおよびベビージャイアントの問題の設定とトラブルシューティン
グを行ってください。

エンド デバイスに ping を実行できない

まず、直接接続されたスイッチから送信されたpingを使用してエンドデバイスをチェックし、接
続の問題の原因が見つかるまで、ポートごと、インターフェイスごと、トランクごとに遡って調
べます。各スイッチのContent-Addressable Memory（CAM；連想メモリ）テーブルにエンドデバ
イスのMACアドレスが表示されていることを確認します。

show mac address-table dynamicコマンドを使用するか、interfacekeywordに置き換えます。

Router# show mac-address-table interface fastEthernet 6/3

Codes: * - primary entry

  vlan   mac address     type    learn qos            ports

------+----------------+--------+-----+---+--------------------------

*    2  0040.ca14.0ab1   dynamic  No    --  Fa6/3

!--- A workstation on VLAN 2 with MAC address 0040.ca14.0ab1 is directly connected !--- to

interface fastEthernet 6/3 on a switch running Cisco IOS.

スイッチが実際にCAMテーブル内のデバイスのMACアドレスを持っていることがわかったら、こ
のデバイスがpingを実行しようとしている場所と同じVLAN上にあるのか別のVLAN上にあるのか
を判断します。

エンドデバイスがpingを実行しようとしているVLANと異なるVLANにある場合は、デバイスが通
信できるようにL3スイッチまたはルータを設定する必要があります。エンド デバイス上や、ルー
タまたは L3 スイッチ上で、L3 アドレスが正しく設定されていることを確認します。IPアドレス
、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、ダイナミックルーティングプロトコル設定、ス
タティックルートなどを確認します。

スイッチポートホストを使用した始動遅延の修正

スイッチを介して接続しているステーションがプライマリサーバと通信できない場合、物理層リ
ンクがアップした後にアクティブになろうとすると、スイッチポートで遅延が発生する可能性が
あります。場合によっては、50 秒もの遅延が発生することもあります。一部のワークステーショ
ンは、サーバを見つけるのにこれだけ長く待つことができず、その後あきらめてしまいます。こ
れらの遅延は、STP、トランキング ネゴシエーション（DTP）、および EtherChannel ネゴシエ
ーション（PAgP）に起因します。 これらのプロトコルはすべて、必要のないアクセス ポートに
対してはディセーブルにしておくことができるため、スイッチ ポートやインターフェイスがパケ
ットの転送を開始するのは、隣接デバイスとのリンクが確立してから数秒後になります。

Cisco IOSでは、witchport host コマンドを使用してチャネリングを無効にし、スパニングツリー
PortFastとwitchport nonegotiateコマンドを有効にしてDTPネゴシエーションパケットをオフにで
きます。これを複数のインターフェイスで同時に行うには、interface-rangeコマンドを使用しま
す。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/24048-148.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/24048-148.html


Router6k-1(config)#interface range fastEthernet 6/13 - 18

Router6k-1(config-if-range)#switchport

Router6k-1(config-if-range)#switchport host

switchport mode can be set to access

spanning-tree portfast can be enabled

channel group can be disabled

!--- Etherchannel is disabled and portfast is enabled on interfaces 6/13 - 6/18.

Router6k-1(config-if-range)#switchport nonegotiate

!--- Trunking negotiation is disabled on interfaces 6/13 - 6/18.

Router6k-1(config-if-range)#end

Router6k-1#

Cisco IOSには、global spanning-tree portfast defaultcommandを使用して、PortFastをレイヤ2ア
クセススイッチポートとして設定されている任意のインターフェイスに自動的に適用するオプシ
ョンがあります。使用しているソフトウェア リリースのコマンド リファレンスを参照して、この
コマンドが使用可能かどうかを確認してください。インターフェイスごとにspanning-tree
portfastコマンドを使用することもできますが、そのためには、トランキングとEtherChannelを個
別にオフにして、ワークステーションの始動遅延を修正する必要があります。

注：始動遅延を修正する方法の詳細については、『PortFastと他のコマンドを使用したワー
クステーションの始動接続遅延の修復』を参照してください。

速度/デュプレックス、オートネゴシエーション、またはNICの問題

アライメント エラー、FCS エラー、またはレイト コリジョンが大量に発生する場合は、次の問
題がある可能性があります。

デュプレックスの不一致●

不良または破損したケーブル●

NIC カードの問題●

デュプレックスの不一致

速度/デュプレックスに関する一般的な問題は、2つのスイッチ間、スイッチとルータ間、または
スイッチとワークステーションまたはサーバ間でデュプレックスの設定が一致しない場合です。
これは、速度とデュプレックスを手動でハードコードした場合、または2つのデバイス間のオート
ネゴシエーションの問題によって発生する可能性があります。

Cisco Discovery Protocol（CDP）がイネーブルになっている 2 台の Cisco デバイス間でミスマッ
チが発生した場合、両方のデバイスのコンソールまたはロギング バッファに CDP エラー メッセ
ージが表示されます。CDP は、隣接する Cisco デバイス上のポートやシステムの統計情報、およ
びエラーの検出に便利です。CDPはシスコ独自のプロトコルで、既知のMACアドレス01-00-0C-
CC-CC-CCにパケットを送信すると機能します。

次の例では、2 台の Catalyst 6000 シリーズ スイッチ（CatOS を実行しているスイッチと Cisco
IOS を実行しているスイッチ）間デュプレックス ミスマッチが発生した場合に表示されるログ メ
ッセージを示します。通常、ミスマッチの内容とミスマッチの発生している場所が、これらのメ
ッセージからわかります。

2003 Jun 02 11:16:02 %CDP-4-DUPLEXMISMATCH:Full/half duplex mismatch detected on port 3/2

!--- CatOS switch sees duplex mismatch.

Jun 2 11:16:45 %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on FastEthernet6/2 (not half

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/10553-12.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/10553-12.html


duplex), with TBA04251336 3/2 (half duplex). !--- Cisco IOS switch sees duplex mismatch.

show cdp neighborscard-type <slot/port>詳細コマンドを使用して、Cisco隣接デバイスのCDP情
報を表示します。

Router#show cdp neighbors fastEthernet 6/1 detail

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

Device ID: TBA04251336

Entry address(es):

  IP address: 10.1.1.1

Platform: WS-C6006,  Capabilities: Trans-Bridge Switch IGMP

Interface: FastEthernet6/1,  Port ID (outgoing port): 3/1

Holdtime : 152 sec

Version :

WS-C6006 Software, Version McpSW: 6.3(3) NmpSW: 6.3(3)

Copyright (c) 1995-2001 by Cisco Systems

!--- Neighbor device to FastEth 6/1 is a Cisco Catalyst 6000 Switch !--- on port 3/1 running

CatOS. advertisement version: 2 VTP Management Domain: 'test1' Native VLAN: 1 Duplex: full

!--- Duplex is full.

Router#

一方の側のsetup auto speed/duplexおよび他方の側の100/Full-duplexも設定ミスであり、デュプ
レックスミスマッチの原因となる可能性があります。スイッチポートでレイトコリジョンが大量
に発生する場合、通常はデュプレックスのミスマッチの問題を示しており、その結果、ポートが
errdisableステータスになる可能性があります。半二重側では、特定の時刻にのみパケットが受信
されると想定され、常に受信されるわけではありません。そのため、誤った時刻に受信されたパ
ケットはコリジョンとしてカウントされます。デュプレックスミスマッチ以外にもレイトコリジ
ョンの原因は他にもありますが、これは最も一般的な原因の1つです。接続の両側で速度/デュプ
レックスをオートネゴシエートするように常に設定するか、両側で速度/デュプレックスを手動で
設定してください。

show interfaces <card-type> <slot/port>ステータスコマンドを使用して、速度とデュプレックスの
設定、およびその他の情報を表示します。インターフェイスコンフィギュレーションモードで
peedandduplexcommandsコマンドを使用して、必要に応じてハードコードで両側を10または
100、および半二重または全二重に設定します。

Router#show interfaces fasstEthernet 6/1 status

Port    Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type

Fa6/1                      connected    1          a-full  a-100 10/100BaseTX

statusoptionを指定せずにshow interfacesコマンドを使用すると、速度とデュプレックスの設定は
表示されますが、この速度とデュプレックスがオートネゴシエーションによって実現されたかど
うかはわかりません。

Router#sh int fas 6/1

FastEthernet6/1 is up, line protocol is up (connected)

  Hardware is C6k 100Mb 802.3, address is 0009.11f3.8848 (bia 0009.11f3.8848)

  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

  Encapsulation ARPA, loopback not set

  Full-duplex, 100Mb/s

!--- Full-duplex and 100Mbps does not tell you whether autoneg was used to achieve this.

!--- Use the sh interfaces fas 6/1 status command to display this.

不良または破損したケーブル



限界に近い状態の故障や障害がないかどうかを、常に確認します。ケーブルは、物理層を接続す
るだけのものと考えられますが、配線やコネクタがわずかな障害を受けたためにパケットが壊れ
てしまうこともあります。銅ケーブルまたは光ファイバケーブルを、確認または交換します。フ
ァイバ接続では、GBIC を交換します（着脱可能である場合）。送信元と宛先の間にある、不良
なパッチ パネルおよびメディア コンバータを排除します。使用できる場合は別のポートやインタ
ーフェイスで使用しているケーブルを試してみて、同じ問題が発生するかどうかを確認します。

自動ネゴシエーションと NIC カードの問題

Cisco スイッチを特定のサードパーティ製 NIC カードと一緒に使用すると、問題が発生する場合
があります。デフォルトでは、Catalyst スイッチのポートおよびインターフェイスは、自動ネゴ
シエーションに設定されています。ラップトップのようなデバイスや、自動ネゴシエーション設
定を行うその他のデバイスで、自動ネゴシエーションに関する問題が発生する場合があります。

オートネゴシエーションの問題をトラブルシューティングするには、しばしば両側をハードコー
ドすることを推奨します。オートネゴシエーションもハードコード設定も動作しない場合は、
NICカードのファームウェアまたはソフトウェアに問題がある可能性があります。NIC カードの
ドライバをベンダーの Web サイトで公開されている最新バージョンにアップグレードして、こ
れを解決してください。

速度/デュプレックスおよびオートネゴシエーションの問題を解決する方法についての詳細は、『
イーサネット10/100/1000 MB半二重/全二重オートネゴシエーションの設定とトラブルシューテ
ィング』を参照してください。

サードパーティ製NICの問題を解決する方法の詳細については、『Cisco Catalystスイッチと
NICとの互換性に関する問題のトラブルシューティング』を参照してください。

スパニングツリー ループ

スパンニング ツリー プロトコル（STP）のループによって、一見ポートやインターフェイスの問
題のように見える、パフォーマンスの重大な問題が引き起こされる可能性があります。この場合
は、同じフレームによって帯域幅が繰り返し使用されることにより、正当なトラフィックが使用
する余地がほとんどなくなります。

STP ループ ガード機能では、レイヤ 2 の転送ループ（STP ループ）に対する防御が追加で提供
されます。 STPループは、冗長トポロジのSTPブロックポートが誤ってフォワーディングステー
トに移行すると発生します。これは通常、物理的に冗長なトポロジのポートの1つ（必ずしも
STPブロックポートではない）がSTP BPDUを受信しなくなったために発生します。STP の動作
は、ポートのロールに基づく BPDU の継続的な送受信に依存しています。指定ポートでは BPDU
が送信され、指定ポート以外のポートでは BPDU が受信されます。

物理的に冗長化されたトポロジのいずれかのポートで BPDU が受信されなくなると、STP ではト
ポロジにループがないと判断されます。最終的に、代替ポートまたはバックアップポートからの
ブロックポートが指定ポートになり、フォワーディングステートに移行します。この状況により
、ループが発生してしまいます。

ループ ガード機能では、追加チェックが行われます。BPDUが非指定ポートで受信されず、ルー
プガードが有効になっている場合、そのポートはリスニング/ラーニング/フォワーディングステー
トではなく、STPループ不整合ブロックステートに移行します。Loop Guard 機能がない場合、ポ
ートは、指定ポートのロールを担ってしまいます。ポートは、STP フォワーディング ステートに
移行し、ループが発生します。ループガード機能についての詳細は、『ループガードとBPDUス
キュー検出機能によるスパニングツリープロトコルの拡張機能』を参照してください。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/lan-switching/ethernet/10561-3.html
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このドキュメントでは、STP が失敗する原因、問題の原因を特定するために必要な情報、および
STP のリスクを最小化するための設計の種類について説明しています。

ループは、単方向のリンクが原因で発生する場合もあります。詳細は、このドキュメントの「
UDLD：単方向リンク」セクションを参照してください。

UDLD単方向リンク

単方向リンクは、トラフィックが一方向に送信されても、入力方向ではトラフィックが受信され
ないリンクです。スイッチはリンクの入力方向が不良であることを認識していません（ポートは
リンクがアップしていると認識し、動作しています）。

こうした単方向だけのコミュニケーションは、光ファイバ ケーブルの破損や、ケーブルやポート
に関するその他の問題によっても発生する可能性があります。このようにリンクが部分的にしか
機能しない場合、リンクが部分的に切断されていることが関係するスイッチに認識されないこと
が原因で、STP ループが発生することがあります。UDLD によって単方向リンクが検出されると
、ポートが errdisable ステータスになるように UDLD を設定できます。単方向リンクが許容され
ないスイッチ間のポイントツーポイント接続については、Cisco IOSが稼働するスイッチでコマン
ドudld aggressive-modeを設定できます（コマンドが使用可能かどうかはリリースノートを確認
してください）。この機能を使用すると、見つけるのが困難な単方向リンクの問題を識別しやす
くなります。

UDLDの設定情報については、『単方向リンク検出プロトコル(UDLD)機能の説明と設定』を参照
してください。

遅延フレーム（Out-Lost または Out-Discard）

遅延フレームまたはOut-Discard（プラットフォームによってはOut-Lostとも呼ばれる）が多数存
在する場合は、スイッチの出力バッファがいっぱいになり、スイッチがこれらのパケットを廃棄
する必要があったことを意味します。これは、セグメントが実行されている速度とデュプレック
ス（またはそのどちらか）が不良であるか、または、そのポートを通過するトラフィックが多す
ぎることを示している可能性があります。

OutDiscardsを調べるには、show interfaces counters errorsコマンドを使用します。

Router#show interfaces counters error

Port        Align-Err    FCS-Err   Xmit-Err    Rcv-Err UnderSize OutDiscards

Fa7/47              0          0          0          0         0           0

Fa7/48              0          0          0          0         0     2871800

Fa8/1               0          0          0          0         0     2874203

Fa8/2             103          0          0        103         0     2878032

Fa8/3             147          0          0        185         0           0

Fa8/4             100          0          0        141         0     2876405

Fa8/5               0          0          0          0         0     2873671

Fa8/6               0          0          0          0         0           2

Fa8/7               0          0          0          0         0           0

!--- The show interfaces counters errors command shows certain interfaces !--- that increment in

large amounts OutDiscards while others run clean.

出力バッファの障害の一般的な原因は次のとおりです。

速度/二重モードがトラフィック量に見合ない場合

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/10591-77.html


現在の速度/デュプレックス設定でポートが処理するには、ネットワークがこのポートを介して送
信するパケットが多すぎる可能性があります。これは、複数の高速ポートから 1 つの（通常はよ
り低速の）ポートにパケットが流れている場合に起こります。このポートでハングしているデバ
イスを、別のもっと早いメディアに移動することを検討してください。たとえば、このポートが
10 Mbps である場合、デバイスを 100 Mbps ポートまたはギガビット ポートに移動します。トポ
ロジを変更して、フレームを別のやり方でルーティングするという方法もあります。

輻輳の問題セグメントが非常に混雑している場合

セグメントが共有されている場合、このセグメントの他のデバイスによって、スイッチが送信で
きないほど大量のトラフィックが送信される場合があります。デイジーチェーンのハブは、でき
る限り避ける必要があります。輻輳によってパケットが失われる場合があります。パケット損失
が原因でトランスポート層における再送信が発生すると、アプリケーション レベルでの遅延が起
こります。可能であれば、10Mbps リンクを 100Mbps リンク、またはギガビット イーサネット
リンクにアップグレードすることを検討してください。いくつかのデバイスを、混雑したセグメ
ントから空きのあるセグメントに移動させるという方法もあります。輻輳回避をネットワーク上
での優先事項としてください。

アプリケーション

使用しているアプリケーションのトラフィックの伝送特性が原因で、出力バッファの問題が発生
する場合があります。この種の問題を引き起こす可能性のあるアプリケーション設定の例として
は、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)を使用するギガビットサーバから32Kウィンドウサイズ
でNFSファイルを転送するような場合があります。このドキュメントの他の提案（速度とデュプ
レックスを確認し、リンク上に物理エラーがない、すべてのトラフィックが通常の有効なトラフ
ィックである、など）を確認または試した場合は、この問題を軽減するのに役立つアプリケーシ
ョンによって送信されるユニットサイズを小さくしてください。

ソフトウェアの問題

異常としか考えられない動作が見られる場合は、その動作を特定のボックスに切り分け、ここま
でに示されている推奨事項をすべて確認します。これは、ソフトウェアまたはハードウェアの問
題を示している可能性があります。通常、ハードウェアをアップグレードするよりも、ソフトウ
ェアをアップグレードする方が簡単です。まず最初にソフトウェアを変えてみてください。

show versionコマンドを使用して、現在のソフトウェアバージョンをdir flashとともに確認します
。ordir bootflash:コマンド（プラットフォームによって異なる）も一緒に使用します。

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) Catalyst 4000 L3 Switch Software (cat4000-IS-M), Version 12.1(13)EW, EA

RLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 20-Dec-02 13:52 by eaarmas

Image text-base: 0x00000000, data-base: 0x00E638AC

ROM: 12.1(12r)EW

Dagobah Revision 71, Swamp Revision 24

trunk-4500 uptime is 2 weeks, 2 days, 6 hours, 27 minutes

System returned to ROM by redundancy reset

System image file is "bootflash:cat4000-is-mz.121-13.EW.bin"

!--- Typical Cisco IOS show version output. Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/



1  -rw-     8620144   Mar 22 2002 08:26:21  cat4000-is-mz.121-13.EW.bin

61341696 bytes total (52721424 bytes free)

!--- Verify available flash memory on switch running Cisco IOS.

ソフトウェアのアップグレード方法

Ciscoスイッチのソフトウェアをアップグレードする方法については、リンクに移動し、プラット
フォームを選択して、「ソフトウェアの設定」セクションを参照してください。

ハードウェアとソフトウェアの非互換性

ソフトウェアとハードウェアに互換性がない場合があります。この問題は、新しいハードウェア
が登場したときに、そのハードウェアに対して、ソフトウェアによる特殊なサポートが必要な場
合に起こります。ソフトウェアの互換性の詳細について参照するには、Software Advisor ツール
を使用してください。

ソフトウェア バグ

オペレーティング システムに不具合がある場合もあります。この場合、より新しいソフトウェア
のバージョンをロードすると、不具合を修正できる場合が多々あります。Software Bug Toolkit を
使用して、既知のソフトウェアの不具合を検索することができます。

イメージの破損

イメージが破損している可能性があります。破損したイメージからの回復に関する情報について
は、使用しているプラットフォームスイッチを選択し、「トラブルシューティング」の項を参照
してください。

ハードウェアの問題

Cisco IOSが稼働するCatalyst 6000および4000シリーズスイッチのshowモジュールの結果を確認
します。

スイッチの POST の結果で、スイッチのいずれかの部分に関して障害が示されていないか確認し
ます。モジュールまたはポートのテストが失敗すると、テスト結果として「F」が表示されます
。

Cat6000などのモジュラスイッチ上のCisco IOSの場合は、show diagnosticsコマンドを使用しま
す。モジュールごとのPOST結果を表示するには、show diagnostics module<module>コマンドを
使用します。

ecsj-6506-d2#sh diagnostic module 3

  Current Online Diagnostic Level = Minimal

!--- The diagnostic level is set to minimal which is a shorter,

  !--- but also less thorough test result.

  !--- You may wish to configure diagnostic level complete to get more test results.

  Online Diagnostic Result for Module 3 : MINOR ERROR

  Online Diagnostic Level when Line Card came up = Minimal

  Test Results: (. = Pass, F = Fail, U = Unknown)

  1 . TestLoopback :

  Port  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

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

        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F  F  F  F F  F

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/index.html


!--- Notice the MINOR ERROR test result and failed loopback test which means

  !--- these ports are currently unusable.

  !--- Use the hw-module{mod}reset command or, if necessary, physically reseat the

  !--- module to try and fix this problem.

  !--- If these steps fail, open a case with Cisco Technical Support.

注：Catalyst 3750、3550、2970、2950/2955、および2900/3500XLシリーズスイッチの場
合は、showポストコマンドを使用します。このポストコマンドは、ハードウェアステータ
スの単純な合格または不合格を示します。これらのスイッチの LED を使用すると、POST
の結果を理解するのに役立ちます。

Cisco IOSが稼働するCatalystスイッチのハードウェア問題をトラブルシューティングする方法の
詳細については、Ciscoスイッチに関するサポートページに移動し、使用しているプラットフォー
ムを選択して、 Troubleshooting > Hardware。Field Noticeに関連する問題については、『LANおよび
ATMスイッチに関するField Notice』を参照してください。

レイヤ 2 スイッチポートに接続されたレイヤ 3 インターフェイスでの入力エラー

デフォルトでは、すべてのレイヤ2ポートはindynamic 望ましいモードであるため、レイヤ2ポート
はトランクリンクの形成を試行し、DTPパケットをリモートデバイスに送信します。レイヤ 3 イ
ンターフェイスはレイヤ 2 スイッチポートに接続されると、フレームの解釈ができず、その結果
、入力エラー、WrongEncap エラー、入力キューの廃棄が発生します。

これを解決するには、要件に応じてスイッチポートのモードをstatic accessortrunkasに変更しま
す。

Switch2(config)#interface fastEthernet1/0/12

Switch2(config-if)#switchport mode access

または

Switch2(config)#interface fastEthernet1/0/12

Switch2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch2(config-if)#switchport mode trunk

Rx-No-Pkt-Buffカウンタと入力エラーの急速な増加

WS-X4448-GB-RJ45、WS-X4548-GB-RJ45、WS-X4548-GB-RJ45V のようなブレードがあると
、ポートで Rx-No-Pkt-Buff カウンタが増加する場合があります。また、一部のパケット廃棄の増
加は正常であり、トラフィックのバーストの結果です。

特に、リンクを通過するトラフィックが多かったり、インターフェイスにサーバのようなデバイ
スが接続されていると、このタイプのエラーは急激に増加します。このトラフィックの高負荷に
よりポートがオーバーサブスクラブの状態になり、入力バッファが使い果たされて、Rx-No-Pkt-
Buff カウンタと入力エラーが急激に増加します。

スイッチがアウトオブパケット バッファになったためにパケットを完全には受信できなくなると
、このカウンタは各廃棄パケットに対して 1 回増加されます。このカウンタは、スーパーバイザ
上のスイッチング ASIC の内部状態を示すもので、必ずしもエラー状態を示しているわけではあ
りません。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/index.html
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ポーズ（Pause）フレーム

ポートの受信側（Rx）で Rx FIFO キューがいっぱいになり、高水準点に達すると、そのポートの
送信側（Tx）ではインターバル値が指定されたポーズ フレームが生成され始めます。リモート
デバイスでは、ポーズ フレームに指定されたインターバルに従って、パケットの転送を停止した
り、削減することになります。

Rx で Rx キューのクリアか、インターバル内での低水準点への到達が可能な場合は、Tx から、
インターバルをゼロ（0x0）に指定する特殊なポーズ フレームが送出されます。 これにより、リ
モート デバイスではパケットの転送を開始できるようになります。

Rx でキューの操作が続いている場合は、インターバルの時間が経過すると、Tx からは、再度、
新しいインターバル値を指定する新しいポーズ フレームが送出されます。

Rx-No-Pkt-Buff がゼロであるか、増加しておらず、さらに TxPauseFrames カウンタが増加して
いる場合、スイッチでポーズ フレームが生成され、リモート エンドがこれに従っていることを示
しています。これにより、Rx FIFO キューは空きができます。

Rx-No-Pkt-Buff が増加して、TxPauseFrames も増加している場合、リモート エンドでポーズ フ
レームが無視されていて（フロー制御がサポートされておらず）、ポーズ フレームにもかかわら
ずトラフィックが送信され続けていることを示しています。この状況を克服するには、フロー制
御をディセーブルにするだけでなく、手動でスピードとデュプレックスを設定します。

インターフェイスでのこのタイプのエラーは、ポートがオーバーサブスクライブされたことによ
るトラフィックの問題に関連するものです。WS-X4448-GB-RJ45、WS-X4548-GB-RJ45、WS-
X4548-GB-RJ45V スイッチング モジュールには 48 のオーバーサブスクライブされたポートがあ
り、次のように各 8 ポートの 6 グループに分けられています。

ポート 1、2、3、4、5、6、7、8●

ポート 9、10、11、12、13、14、15、16●

ポート 17、18、19、20、21、22、23、24●

ポート 25、26、27、28、29、30、31、32●

ポート 33、34、35、36、37、38、39、40●

ポート 41、42、43、44、45、46、47、48●

各グループ内の8つのポートは共通の回路を使用し、内部スイッチファブリックへの単一の非ブロ
ック全二重ギガビットイーサネット接続にグループを効果的に多重化します。8 ポート グループ
ごとに、受信したフレームはバッファリングされて共通のギガビット イーサネット リンクに、続
いて内部スイッチ ファブリックに送信されます。ポートに対して受信したデータ量がバッファ容
量を超え始めた場合、フロー制御はポーズ フレームをリモート ポートに送信してトラフィックを
一時的に停止し、フレーム損失を防ぎます。

グループの受信フレームが 1 Gbps の帯域幅を超えると、フレームが廃棄され始めます。このよ
うな廃棄は実際のインターフェイスではなく内部 ASIC で発生するので、明白ではありません。
これにより、デバイスでのパケットのスループットの低下が発生する可能性があります。

Rx-No-Pkt-Buff は、全体的なトラフィック レートにより左右されるものではありません。このカ
ウンタは、モジュール上の ASIC の Rx FIFO バッファに保存されるパケットの総量に依存してい
ます。このバッファのサイズは、16 KB に過ぎません。一部のパケットがこのバッファを満たす
と、短いトラフィックバーストのフローとしてカウントされます。このため、WS-X4548-GB-
RJ45 が 8:1 オーバーサブスクライブド モジュールになってからは、各ポートでの Rx-No-Pkt-
Buff は、この ASIC ポート グループのトラフィック総量が 1 Gbps を超過した際にカウントされ
る可能性があります。



インターフェイスを介して大量のトラフィックを搬送する必要のあるデバイスを使用している場
合は、各グループでポートを 1 つ使用することを検討してください。このようにすると、単一の
グループを共有する共通回路が、このトラフィック量の影響を受けることはありません。ギガビ
ットイーサネットスイッチングモジュールが十分に使用されていない場合は、ポートグループ間
でポート接続のバランスをとることで、使用可能な帯域幅を最大化できます。たとえば、WS-
X4448-GB-RJ45 10/100/1000スイッチングモジュールでは、ポート1、2、3、4、5、6、7、8な
どの同じグループのポートを接続する前に、ポート4、12、20、30などの異なるグループのポー
トを（任意の順序で）接続できます。これで問題が解決しない場合は、ポートのオーバーサブス
クリプションがないモジュール検討必要があります。

不明なプロトコルで廃棄を理解します

未知のプロトコルがインターフェイス上のカウンタをドロップする。これは、ルータ/スイッチに
よって認識されていないプロトコルによってトリガーされます。次のshow runインターフェイス
コマンドの例は、GigabitEthernet 0/1インターフェイスでの未知のプロトコルのドロップを示し
ています。

Switch#show run interface GigabitEthernet0/1

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up

  Hardware is BCM1125 Internal MAC, address is 0000.0000.0000 (via 0000.0000)

  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set

  Keepalive set (10 sec)

  Full-duplex, 1000Mb/s, media type is RJ45

  output flow-control is XON, input flow-control is XON

  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

  Last input 00:00:05, output 00:00:03, output hang never

  Last clearing of "show interface" counters 16:47:42

  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

  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

     3031 packets input, 488320 bytes, 0 no buffer

     Received 3023 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

     0 watchdog, 63107 multicast, 0 pause input

     0 input packets with dribble condition detected

     7062 packets output, 756368 bytes, 0 underruns

     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

     2015 unknown protocol drops

     4762 unknown protocol drops

     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

不明なプロトコルのドロップは通常、ドロップされます。これは、これらのパケットを受信する
インターフェイスがこのタイプのプロトコル用に設定されていないか、ルータが認識しないプロ
トコルである可能性があるためです。たとえば、2台のルータが接続されていて、1つのルータイ
ンターフェイスでCDPを無効にすると、そのインターフェイスで不明なプロトコルのドロップが
発生します。CDPパケットは、認識されず、ドロップされます。

スイッチとルータ間でのトランキング

スイッチとルータ間のトランク リンクにより、スイッチポートがダウンになる場合があります。



スイッチポートをいったんディセーブルにしてからイネーブルにすると、アップにできますが、
結果的には、スイッチポートは再度ダウンになる可能性があります。

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

スイッチとルータ間で Cisco Discovery Protocol（CDP）が実行されていて、スイッチとル
ータがどちらもお互いを認識できることを確認します。

1.

ルータのインターフェイスでキープアライブをディセーブルにします。2.
両方のデバイスで、トランク カプセル化を再設定します。3.

キープアライブがディセーブルにされると、CDP により、リンクが正常に動作できるようになり
ます。

オーバーサブスクリプション（加入過多）による接続性の問題

WS-X6548-GE-TX モジュールか WS-X6148-GE-TX モジュールを使用している場合、個々のポー
トの使用率により、周囲のインターフェイスで接続性の問題やパケットの喪失が発生する可能性
があります。オーバーサブスクリプションについての詳細は、『インターフェイスとモジュール
の接続の問題』を参照してください。

SPAモジュールのサブインターフェイス

SPAモジュールでは、802.1Qを使用してサブインターフェイスを作成した後、同じVLANはスイ
ッチで使用できません。6500または7600は内部でVLANを割り当て、そのサブインターフェイス
を唯一のメンバにしているため、サブインターフェイスでカプセル化dot1qを設定すると、システ
ムでそのVLANを使用できなくなります。この問題を解決するには、サブインターフェイスでは
なくトランクポートを作成します。その方法では、すべてのインターフェイスで VLAN が認識さ
れます。

出力キュー ドロップのトラブルシューティング

通常、QoSが設定されていて、特定のクラスのパケットに十分な帯域幅を提供しない場合は、出
力ドロップが発生する可能性があります。また、ハードウェアがオーバーサブスクリプションに
達したときにも発生します。

たとえば、これがCatalyst 6500シリーズ スイッチのインターフェイスGigabitEthernet 8/9の膨大
出力の低下を参照:

Switch#show interface GigabitEthernet8/9

GigabitEthernet8/9 is up, line protocol is up (connected)

  Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0013.8051.5950 (bia 0013.8051.5950)

  Description: Connection To Bedok_Core_R1 Ge0/1

  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

     reliability 255/255, txload 18/255, rxload 23/255

  Encapsulation ARPA, loopback not set

  Keepalive set (10 sec)

  Full-duplex, 1000Mb/s, media type is SX

  input flow-control is off, output flow-control is off

  Clock mode is auto

  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

  Last input 00:00:28, output 00:00:10, output hang never

  Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/2000/3/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 95523364
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  Queueing strategy: fifo

  Output queue: 0/40 (size/max)

  5 minute input rate 94024000 bits/sec, 25386 packets/sec

  5 minute output rate 71532000 bits/sec, 24672 packets/sec

     781388046974 packets input, 406568909591669 bytes, 0 no buffer

     Received 274483017 broadcasts (257355557 multicasts)

     0 runts, 0 giants, 0 throttles

     3 input errors, 2 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

     0 input packets with dribble condition detected

     749074165531 packets output, 324748855514195 bytes, 0 underruns

     0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output

     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

この問題を分析するには、次のコマンドの出力を収集します。

show fabric utilization detail●

、背面のエラー●

show platform hardware capacity●

show catalyst6000 traffic-meter●

プラットフォーム ハードウェアのリライト エンジンのドロップを指定します●

show interfaceコマンド出力の入力は持続させないでください

次のshow interfaceコマンドの例は、TenGigabitEthernet1/15インターフェイスでのLast inputを示
しています。

Switch#show interface TenGigabitEthernet1/15

TenGigabitEthernet1/15 is up, line protocol is up (connected)

  Hardware is C6k 10000Mb 802.3, address is 0025.84f0.ab16 (bia 0025.84f0.ab16)

  Description: lsnbuprod1 solaris

  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

  Encapsulation ARPA, loopback not set

  Keepalive set (10 sec)

  Full-duplex, 10Gb/s

  input flow-control is off, output flow-control is off

  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

  Last input never, output 00:00:17, output hang never

  Last clearing of "show interface" counters 2d22h

  Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

  Queueing strategy: fifo

  Output queue: 0/40 (size/max)

  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

  5 minute output rate 46000 bits/sec, 32 packets/sec

     52499121 packets input, 3402971275 bytes, 0 no buffer

     Received 919 broadcasts (0 multicasts)

     0 runts, 0 giants, 0 throttles

     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

     0 input packets with dribble condition detected

     118762062 packets output, 172364893339 bytes, 0 underruns

     0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output

     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out



インターフェイスによって最後にパケットが正常に受信され、ルータ上でローカルに処理されて
から経過した時間、分、秒が表示されます。これは、応答のないインターフェイスでいつ障害が
起こったかを知るのに役立ちます。このカウンタはパケットがプロセススイッチングされた場合
にだけ更新され、パケットがファーストスイッチングされた場合には更新されません。Last
inputは、他のエンドポイントまたは端末へのインターフェイスパケット転送が成功しなかったこ
とを意味します。通常、のこの方法は、パケット転送するエンティティではありません。

関連情報

「Troubleshooting Cisco Catalyst Switches to NIC Compatibility Issues（Cisco Catalyst スイ
ッチと NIC との互換性に関する問題のトラブルシューティング）」

●

PortFast と他のコマンドを使用したワークステーションの接続始動遅延の修復●

イーサネット 10/100/1000 Mbps 半二重/全二重自動ネゴシエーションの設定とトラブルシュ
ーティング

●

Catalystスイッチでのソフトウェアイメージのアップグレードとコンフィギュレーションファ
イルの操作

●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/17053-46.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/17053-46.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/10553-12.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/lan-switching/ethernet/10561-3.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/lan-switching/ethernet/10561-3.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/12012-manage-images-catswitches.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/12012-manage-images-catswitches.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html?referring_site=bodynav

	スイッチポートとインターフェイスの問題のトラブルシューティング
	内容
	概要
	前提条件
	要件
	使用するコンポーネント
	表記法

	物理層のトラブルシューティング 
	LEDを使用したトラブルシューティング
	ケーブルの確認および接続の両側の確認
	イーサネットで使用する銅ケーブルと光ファイバケーブル
	イーサネットおよびファースト イーサネットの最大伝送距離

	ギガビットイーサネットのトラブルシューティング
	Connected と Notconnected

	Cisco IOSの最も一般的なポートおよびインターフェイスコマンドのトラブルシューティング
	Cisco IOSの特定のポートおよびインターフェイスカウンタの出力について
	Cisco IOSのshow interfaces
	Cisco IOSのshow interfaces counters
	Cisco IOSのshow counters interface
	Cisco IOS の Show Controller Ethernet-Controller コマンド

	一般的なシステム エラー メッセージ
	%AMDP2_FE-3-UNDERFLO
	%INTR_MGR-DFC1-3-INTR: Queueing Engine (Blackwater) [1]: FIC Fabric-A Received Unexpected Control Code
	Command Rejected: [Interface] not a Switching Port

	ポートおよびインターフェイスの一般的な問題
	ポートまたはインターフェイスのステータスが disable または shutdown
	ポートまたはインターフェイスのステータスが errdisable
	ポートまたはインターフェイスのステータスが inactive
	アップリンク ポートまたはインターフェイスのステータスが inactive
	CatalystスイッチインターフェイスのDeferredカウンタの増加
	vlan [vlan 番号] からのタイマー [値] の設定で散発的に発生する障害
	トランキング モードのミスマッチ
	ジャンボ、ジャイアント、およびベビー ジャイアント
	エンド デバイスに ping を実行できない
	スイッチポートホストを使用した始動遅延の修正
	速度/デュプレックス、オートネゴシエーション、またはNICの問題
	スパニングツリー ループ
	UDLD単方向リンク
	遅延フレーム（Out-Lost または Out-Discard）
	ソフトウェアの問題
	ハードウェアの問題
	レイヤ 2 スイッチポートに接続されたレイヤ 3 インターフェイスでの入力エラー
	Rx-No-Pkt-Buffカウンタと入力エラーの急速な増加
	不明なプロトコルで廃棄を理解します
	スイッチとルータ間でのトランキング
	オーバーサブスクリプション（加入過多）による接続性の問題
	SPAモジュールのサブインターフェイス
	出力キュー ドロップのトラブルシューティング
	show interfaceコマンド出力の入力は持続させないでください

	関連情報


