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概要

この資料は Nexus 3000 デバイスの平均 メモリ 利用を理解するのを助けます。

、Santhosh Shankar Narottama Sahoo によって貢献される、Cisco TAC エンジニア

背景説明

関連 3000 のメモリ使用は多分デバイスで動作するバージョンに基づいて変わります。

新しい 機能 付加による新しいバージョンでメモリ使用量は多分より古いバージョンと比較された
とき高いです

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Nexus コマンド ライン インターフェース●

についてどのようにコンピューター・ワールドのフラッシュするおよびランダム アクセス メ
モリ作業

●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Nexus 3000 シリーズ プラットフォーム●

コードバージョン 6.x および 7.x●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 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。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。



トラブルシューティングに役立つ ヒント

ラボ（最小限に設定された N3548）からのいくつかの出力例は示しますプラットフォームのベー
スライン メモリ使用を下記にあります。

N3K-3548.42# sh system resources | egrep "used"

Memory usage:   4117860K total,   2250220K used,   1867640K free

N3K-3548.42# sh system internal kernel memory global | be NAME | cut -c 1-42

NAME            |TOTAL                   |

mtc_usd         | 462744  231212  223972 |

fwm             | 277132   97788   84907 |

afm             | 218180   53060   40829 |

netstack        | 380252   45592   38952 |

clis            | 219208   41924   32060 |

m2rib           | 182944   35812   31502 |

--More--

すべての実行中のプロセスはテキスト/ヒープ/スタック/データ/共有ライブラリのためのメモリを
消費します。   上の CLI はプロセスごとの比例したメモリ使用を報告します（プロセスの間で共
有されるメモリ ページを考慮に入れます）。  すべてのプロセスの比例したメモリ使用量の追加
によって、userspace プロセス メモリ使用量の表示を得ることができます。  ラボ スイッチで、
すべての実行中のプロセスのためのベースライン 利用合計は全面的な利用（943276 kb）のおよ
そ 42% でした。

N3K-3548.42# sh system   meminfo | egrep ShmFS|^Cached
:       1174236 kb
ShmFS:        1169840 kb

NX-OS バイナリ/コンフィギュレーション/等はからブートの間の kickstart/システムイメージ得ら
れます。  これらは固定記憶域によって常駐し、Linux によってを ShmFS として支持されないテ
ンポラリファイル システムに説明されます。

ShmFS 使用方法に加えて、Linux はプロセスによって読まれる/参照されるキャッシュファイル
コンテンツ一時的に。  キャッシュされたカウンターは ShmFS およびキャッシュされたファイル
の合計です。   上記の出力から、全面的な利用（1174236 kb）のおよそ 52% についてはそれが
キャッシュされた使用方法 アカウントわかります。

N3K-3548.42# sh system   meminfo | egrep 
:           85376 kb

最終的には、カーネルはまた内部データ構造のためにメモリを使用します。  カーネルおよび
kernel_module データ構造のための平板アカウント。  上記の出力から、平板使用方法は全面的な
利用（85376 kb）のおよそ 4% を占めます。

Linuxカーネルによって取り出されないが、~50mb のためにだけ説明します追加メモリ使用があ
ります。  詳細については、Linux アーキテクチャ ドキュメントを参照して下さい。

ベースライン 利用の比率として、テンポラリファイル システムは最も大きいメモリ コンシュー
マーです。  これはすべての NX-OS によって基づくプラットフォーム間の予期された動作および
公有地です。



NX-OS に関しては 5.X 平均 utlilization を実行することはおよそ 40% です
NX-OS に関しては 6.X 平均稼働率を実行することは 60-70% の間で及びます
NX-OS に関しては 7.X 平均 utlilization を実行することは bearound 80%

従って、高められたメモリ使用量は本当らしいです各リリースの新しい 機能のファクタおよび
OS のためのより大きい基礎フットプリント。

デバイスの/デフォルト構成なしで集められる出力例

バージョン 6.0(2)U3(7)

switch# show system resources module all

CPU Resources:

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

CPU utilization: Module 5 seconds 1 minute 5 minutes

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

1 7 6 9

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

Processor memory: Module Total(KB) Free(KB) % Used

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

1 3785276 1450540 61             (Usage when running 6.x version)

Version:7.0.3.I2.2a

switch# show system resources module all

CPU Resources:

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

CPU utilization: Module 5 seconds 1 minute 5 minutes

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

1 7 6 9

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

Processor memory: Module Total(KB) Free(KB) % Used

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

1 3785276 1450540 61             (Usage when running 6.x version)

推奨事項：

各ソフトウェアのためのシステム要件を理解するためにリリース ノートを常に参照して下さい。
ハードウェア および ソフトウェア要件 espescially メモリが変えるコードのバージョンにアップ
グレードしている間。

有用なリンク:

リリース ノート

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/nexus-3000-series-switches/products-release-notes-list.html
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