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概要

このドキュメントでは、Cisco Nexus 5600/6000 シリーズ スイッチでの入力廃棄のトラブルシュ
ーティング方法について説明します。 

前提条件

要件

Cisco は Cisco Nexus 6000 シリーズ設定の基本的な知識があることを推奨します。

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。

Cisco Nexus 6001●

7.1(3)N1(1)●

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。



背景説明

入力廃棄は、出力ポートのオーバーサブスクライブを示している可能性があります。 また、その
ポートのユニキャスト トラフィックがドロップしている可能性が高いことも示しています。 この
技術情報はユニキャストおよびマルチキャストトラフィックがこのプラットフォームでどのよう
にバッファリングされる、そしてどのように入力破棄が軽減ステップと共に発生する可能性があ
るか理解するのを助けます。

ユニキャスト トラフィック フローとバッファリング

次にユニキャストトラフィックは egressバッファ プールで出力キューがイメージに示すように完
全だった後最初におよび入力 バッファ並べられます。

16MB 入力共用バッファおよび 9MB 出力共用バッファがあります。 バッファは 12 x 10 のギグ
ポートか 3 つ x 40 のギグ ポートの間で共有されます。 共有バッファはバーストの吸収に適して
います。

参照用のメモリ 割り当ての視覚描写はイメージに示すように（Bigsur は ASIC/Unified ポート コ
ントローラの名前です）ここにあります。



マルチキャスト トラフィック フローとバッファリング

マルチキャスト パケットは出力バッファに格納され、廃棄されます●

廃棄して下さい Head of Line ブロッキング（HOLB）を避けるために輻輳ポイントの近くの
マルチキャスト パケットを

●

イメージに示すようにユニキャストのための無損失のファブリックを維持。●

ケースの大半では、出力ドロップは当然の/ブロードキャスト/未知のユニキャスト トラフィック
マルチキャストすること常にです。

何が原因で入力廃棄が発生しますか。

混雑させた出力ポートにより最初にいっぱいになります egressバッファは、それからにより入力
のバック プレッシャを引き起こします。 これは ユニキャスト トラフィックの場合のみです。 入
力 バッファが完全そしてなら可能性としては入力破棄という結果に終る入力のトラフィックを廃
棄する可能性があります。

この説明は非常に高いレベルに消化すること容易あり、が、特にトラフィックの異なるクラスを
検知 するときそれ、キュー先祖などへ多くが少しあります Nexus プラットフォームで頻繁に使
用される仮想出力キュー（VOQ）の概念があります。 VOQ は、出力ポートごとの各 IEEE
802.1p サービス クラス（CoS）に入力バッファを割り当てます。 そのため、出力ポートごとに
8 つの VOQ があります。

1 CoS の 1 つの出力ポートの輻輳は入力ポートの対応する VOQ の輻輳に結局出血します。 制限
がそれから達すればトラフィックはドロップされます。 従ってしかしそれは、他の CoSs か他の
出力 インターフェイスに影響を及ぼし、他では輻輳が広がりました HOLB を避けます向かう、ト
ラフィックに。 入力からの出力ポートへのトラフィックフローはイメージに示すようにおよび演
劇のさまざまなブロックあります。



トラブルシューティングのシナリオ

Scenerio 1.入力された破棄

ラボのセットアップ：

e1/3 および可能性のある加入超過を egressing 行レート トラフィック:

nexus6001# sh int e1/3

Ethernet1/3 is up

 Dedicated Interface

 Hardware: 1000/10000 Ethernet, address: 002a.6a56.7a8a (bia 002a.6a56.7a8a)

 Description: spirent 4/11

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

 reliability 255/255, txload 251/255, rxload 25/255



 Encapsulation ARPA, medium is broadcast

 Port mode is trunk

 full-duplex, 1000 Mb/s

 Beacon is turned off

 Input flow-control is off, output flow-control is off

 Switchport monitor is off

 EtherType is 0x8100

 Last link flapped 11:39:20

 Last clearing of "show interface" counters 00:00:15

 0 interface resets

 30 seconds input rate 98683696 bits/sec, 8223 packets/sec

 30 seconds output rate 986853640 bits/sec, 82019 packets/sec

 Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

   input rate 98.68 Mbps, 8.22 Kpps; output rate 986.85 Mbps, 82.01 Kpps

 RX

   124003 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

   124003 input packets  186004500 bytes

   0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

   0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

   0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

   0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

   0 input with dribble  0 input discard

   0 Rx pause

 TX

   1236745 unicast packets  9 multicast packets  0 broadcast packets

   1236754 output packets  1860065401 bytes

   0 jumbo packets

   0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

   0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 0 output discard

   0 Tx pause

   

    

nexus6001# sh int e1/4

Ethernet1/4 is up

 Dedicated Interface

 Hardware: 1000/10000 Ethernet, address: 002a.6a56.7a8b (bia 002a.6a56.7a8b)

 Description: spirent 4/12

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

 reliability 255/255, txload 25/255, rxload 251/255

 Encapsulation ARPA, medium is broadcast

 Port mode is access

 full-duplex, 1000 Mb/s

 Beacon is turned off

 Input flow-control is off, output flow-control is off

 Switchport monitor is off

 EtherType is 0x8100

 Last link flapped 10:53:31

 Last clearing of "show interface" counters 00:00:04

 0 interface resets

 30 seconds input rate 986840376 bits/sec, 82236 packets/sec

 30 seconds output rate 98421072 bits/sec, 8223 packets/sec

 Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

   input rate 986.84 Mbps, 82.23 Kpps; output rate 98.42 Mbps, 8.22 Kpps

 RX

   326332 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

   326332 input packets  489496500 bytes

   0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

   0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

   0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

   0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

   0 input with dribble  863 input discard >>>>>>



   0 Rx pause

 TX

   32633 unicast packets  2 multicast packets  0 broadcast packets

   32635 output packets  48819096 bytes

   0 jumbo packets

   0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

   0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 0 output discard

   0 Tx pause

ここにとして模倣された設定では、加入超過の原因を知っていますが、本番でトラフィックプロ
ファイル バーストおよびそれがどこにこれらのコマンド混雑させた出力ポートにしかし斑点を付
けるチャレンジである場合もあるか設定して下さい。

ステップはここに混雑させた出力ポートを識別するのを助けますリストしました。

ステップ 1.入力破棄のポートを識別して下さい

ポート e1/4 で見られる破棄を入力して下さい:

nexus6001# sh int e1/4 | in i disc

   0 input with dribble  3024 input discard

   0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 0 output discard

nexus6001# sh queuing int e1/4

Ethernet1/4 queuing information:

 TX Queuing

   qos-group  sched-type  oper-bandwidth

       0       WRR            100

 RX Queuing

   qos-group 0 >>>> Drops in QOS 0

   q-size: 100160, q-size-40g: 100160, HW MTU: 1500 (1500 configured)

   drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

   Statistics:

       Pkts received over the port             : 9612480

       Ucast pkts sent to the cross-bar        : 9587016

       Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

       Ucast pkts received from the cross-bar  : 961249

       Pkts sent to the port                   : 961261

       Pkts discarded on ingress               : 3024 >>>>>>

       Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

  

ステップ 2. ASIC 識別

この出力からの内部 ASIC （UPC）数にインターフェイスをマップして下さい。●

ドロップに注意した入力ポート ID からの入力 ASIC ID を調べて下さい。●

nexus6001# sh hard internal bigsur all-ports

Bigsur Port Info:

Port     |asic|inst|inst|

name     |idx |slot|asic|eport|logi|flag|adm|opr|if_index|diag|ucVer

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

sup1     |0   |0   |0   | 0 - |48  |b3  |en |dn |15010000|pass| 0.00

sup0     |0   |0   |0   | 1 - |49  |b3  |en |dn |15020000|pass| 0.00

1gb1/1   |1   |0   |1   | 2 - |0   |b3  |en |up |1a000000|pass| 0.00

1gb1/2   |1   |0   |1   | 3 - |1   |b3  |en |up |1a001000|pass| 0.00



1gb1/3   |1   |0   |1   | 0 - |2   |b3  |en |up |1a002000|pass| 0.00

1gb1/4   |1** |0   |1   | 1 - |3   |b3  |en |up |1a003000|pass| 0.00 >>>>** is the asic number

1gb1/5   |1   |0   |1   | 6 - |4   |b3  |en |up |1a004000|pass| 0.00

1gb1/6   |1   |0   |1   | 7 - |5   |b3  |en |up |1a005000|pass| 0.00

1gb1/7   |1   |0   |1   | 4 - |6   |b3  |en |up |1a006000|pass| 0.00

1gb1/8   |1   |0   |1   | 5 - |7   |b3  |en |up |1a007000|pass| 0.00

1gb1/9   |1   |0   |1   |10 - |8   |b3  |en |up |1a008000|pass| 0.00

1gb1/10  |1   |0   |1   |11 - |9   |b3  |en |up |1a009000|pass| 0.00

1gb1/11  |1   |0   |1   | 8 - |10  |b3  |en |up |1a00a000|pass| 0.00

xgb1/12  |1   |0   |1   | 9 - |11  |b3  |en |dn |1a00b000|pass| 0.00

xgb1/13  |2   |0   |2   | 2 - |12  |b3  |en |dn |1a00c000|pass| 0.00

xgb1/14  |2   |0   |2   | 3 - |13  |b3  |en |dn |1a00d000|pass| 0.00

xgb1/15  |2   |0   |2   | 0 - |14  |b3  |en |dn |1a00e000|pass| 0.00

xgb1/16  |2   |0   |2   | 1 - |15  |b3  |en |dn |1a00f000|pass| 0.00

xgb1/17  |2   |0   |2   | 6 - |16  |b3  |en |dn |1a010000|pass| 0.00

xgb1/18  |2   |0   |2   | 7 - |17  |b3  |en |dn |1a011000|pass| 0.00

xgb1/19  |2   |0   |2   | 4 - |18  |b3  |en |dn |1a012000|pass| 0.00

xgb1/20  |2   |0   |2   | 5 - |19  |b3  |en |dn |1a013000|pass| 0.00

xgb1/21  |2   |0   |2   |10 - |20  |b3  |en |dn |1a014000|pass| 0.00

xgb1/22  |2   |0   |2   |11 - |21  |b3  |en |dn |1a015000|pass| 0.00

xgb1/23  |2   |0   |2   | 8 - |22  |b3  |en |dn |1a016000|pass| 0.00

xgb1/24  |2   |0   |2   | 9 - |23  |b3  |en |dn |1a017000|pass| 0.00

xgb1/25  |3   |0   |3   | 2 - |24  |b3  |en |dn |1a018000|pass| 0.00

xgb1/26  |3   |0   |3   | 3 - |25  |b3  |en |dn |1a019000|pass| 0.00

xgb1/27  |3   |0   |3   | 0 - |26  |b3  |en |dn |1a01a000|pass| 0.00

xgb1/28  |3   |0   |3   | 1 - |27  |b3  |en |dn |1a01b000|pass| 0.00

xgb1/29  |3   |0   |3   | 6 - |28  |b3  |en |dn |1a01c000|pass| 0.00

xgb1/30  |3   |0   |3   | 7 - |29  |b3  |en |dn |1a01d000|pass| 0.00

xgb1/31  |3   |0   |3   | 4 - |30  |b3  |en |dn |1a01e000|pass| 0.00

xgb1/32  |3   |0   |3   | 5 - |31  |b3  |en |dn |1a01f000|pass| 0.00

xgb1/33  |3   |0   |3   |10 - |32  |b3  |en |dn |1a020000|pass| 0.00

xgb1/34  |3   |0   |3   |11 - |33  |b3  |en |dn |1a021000|pass| 0.00

xgb1/35  |3   |0   |3   | 8 - |34  |b3  |en |dn |1a022000|pass| 0.00

xgb1/36  |3   |0   |3   | 9 - |35  |b3  |en |dn |1a023000|pass| 0.00

xgb1/37  |4   |0   |4   | 2 - |36  |b3  |en |dn |1a024000|pass| 0.00

xgb1/38  |4   |0   |4   | 3 - |37  |b3  |en |dn |1a025000|pass| 0.00

xgb1/39  |4   |0   |4   | 0 - |38  |b3  |en |dn |1a026000|pass| 0.00

xgb1/40  |4   |0   |4   | 1 - |39  |b3  |en |dn |1a027000|pass| 0.00

xgb1/41  |4   |0   |4   | 6 - |40  |b3  |en |dn |1a028000|pass| 0.00

xgb1/42  |4   |0   |4   | 7 - |41  |b3  |en |dn |1a029000|pass| 0.00

xgb1/43  |4   |0   |4   | 4 - |42  |b3  |en |dn |1a02a000|pass| 0.00

xgb1/44  |4   |0   |4   | 5 - |43  |b3  |en |dn |1a02b000|pass| 0.00

xgb1/45  |4   |0   |4   |10 - |44  |b3  |en |dn |1a02c000|pass| 0.00

xgb1/46  |4   |0   |4   |11 - |45  |b3  |en |dn |1a02d000|pass| 0.00

xgb1/47  |4   |0   |4   | 8 - |46  |b3  |en |dn |1a02e000|pass| 0.00

xgb1/48  |4   |0   |4   | 9 - |47  |b3  |en |dn |1a02f000|pass| 0.00

40gb2/1  |5   |1   |0   | 2 - |0   |b3  |dis|dn |1a0f0000|pass| 0.00

40gb2/2  |5   |1   |0   | 1 - |1   |b3  |dis|dn |1a0f1000|pass| 0.00

40gb2/3  |6   |1   |1   | 2 - |2   |b3  |dis|dn |1a0f2000|pass| 0.00

40gb2/4  |6   |1   |1   | 1 - |3   |b3  |dis|dn |1a0f3000|pass| 0.00

Done.

ステップ 3.出力によって混雑させるポートを識別して下さい

VOQ カウンターが付いている混雑させた出力ポートを識別して下さい。●

調べるために ASIC 数字出力ポートがドロップの方に貢献するカウンター voq で ASIC 数を
使用して下さい。

●

nexus6001# sh plat soft qd info counters voq asic-num 1

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

|      port|                      TRANSMIT|               TAIL DROP|  HEAD DROP|



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

Eth1/3

 QUEUE-3                       3222876464                  8545008           0

Eth1/4

 QUEUE-3                        323451170                        0           0

Eth1/6

 QUEUE-3                           871362                        0           0

SUP_HI

 QUEUE-0                             2041                        0           0

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

Scenerio HOLB の 2.入力された破棄

ラボのセットアップ：

            

すべてのポートは vlan 100 内です。

入力 インターフェイス towardse1/3 のトラフィックレートによって決まる e1/4 および e1/1 両方
の破棄を入力するために見ることができます。

nexus6001# sh int e1/4 | in discard|rate

 30 seconds input rate 592103840 bits/sec, 49341 packets/sec

 30 seconds output rate 166412120 bits/sec, 13863 packets/sec

   input rate 592.10 Mbps, 49.34 Kpps; output rate 834.82 Mbps, 69.55 Kpps



   0 input with dribble  15245 input discard

   0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 0 output discard

nexus6001# sh int e1/1 | in discard|rate

 30 seconds input rate 986839872 bits/sec, 82236 packets/sec

 30 seconds output rate 99790992 bits/sec, 8310 packets/sec

   input rate 986.84 Mbps, 82.23 Kpps; output rate 500.88 Mbps, 41.73 Kpps

   0 input with dribble  110632 input discard

   0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 0 output discard

Scenerio 1.のために文書化されていますと同じプロセスの使用を使って。 出力によって混雑させ
るポートを検出できます。

nexus6001# sh plat so qd info counters voq asic-num 1 <snip>

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

|      port|                      TRANSMIT|               TAIL DROP|  HEAD DROP|

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

Eth1/3

 QUEUE-3                       3893719464                164782171           0

影響を受ける必要があるフローは 10.10.10.50 の方にあります。 10.10.10.101 と 10.10.10.102
間のフローはきれいである必要があります。

しかしこれはそうではありません。 排出されるべきそれによりこれらの入力ポートのすべてのト
ラフィックに影響を及ぼす出力ポートにトラフィックを送信 するスタックしたか遅流出出力ポー
トにより 1つ以上の入力ポートのすべてのバッファを引き起こす場合があります。 これは標準的
な HOLB 問題です。

Spirent トラフィックジェネレータはフローが廃棄されることを示します。 ポート番号はイメー
ジに示すように Spirent ポート番号ありますです。

HOLB の軽減： VOQ 制限の有効化

このシナリオを避けるために、VOQ はセットしきい値で（ユニキャストトラフィックのためにだ
け）設定することができます。

nexus6001# sh plat so qd info counters voq asic-num 1 <snip>

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

|      port|                      TRANSMIT|               TAIL DROP|  HEAD DROP|

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

Eth1/3

 QUEUE-3                       3893719464                164782171           0



設定の後で、非混雑させたポートの方のフローは影響を受けていません。

VOQ 制限設定がイメージに示すようにあった後 Spirent トラフィックジェネレータ ビュー。

HOLB によるドロップを防ぐためにこの設定がクリア長所を示すけれども。 これはなぜないデフ
ォルト構成ですか。

通常、実稼働環境のトラフィックはその性質にバーストする可能性があります。 VOQ しきい値
の無力によって、入力 バッファがドロップされる必要なしでトラフィック マイクロ バーストを
吸収するようにします。

VOQ 制限を有効にする必要性が保証されないかぎり、これを無効にしたまま、デフォルトを使用
することを推奨します。

HOLB の軽減： トラフィックの分類

QoS 設定の使用を用いる HOLB を軽減するもう一つの方式があります。 入力が影響だけそれか
ら仕様 QOS クラスである仕様 VOQ 廃棄するので、別の QOS グループに非輻輳ポートに影響を
受けたトラフィックをマップできます。 この出力から、入力破棄は QOS グループ 0 クラスに影
響を与えます。

nexus6001# sh queuing int e1/4

Ethernet1/4 queuing information:

 TX Queuing

   qos-group  sched-type  oper-bandwidth

       0       WRR            100

 RX Queuing

   qos-group 0 >>>> Drops in QOS 0

   q-size: 100160, q-size-40g: 100160, HW MTU: 1500 (1500 configured)

   drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

   Statistics:

       Pkts received over the port             : 9612480

       Ucast pkts sent to the cross-bar        : 9587016

       Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

       Ucast pkts received from the cross-bar  : 961249

       Pkts sent to the port                   : 961261

       Pkts discarded on ingress               : 3024 >>>>>>

       Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

ここの設定は Qos-group 2.に重要なトラフィックをマップします。

1. 廃棄されてはならないトラフィックのための ACL を定義して下さい。 目的は、このトラフィ
ックを異なる QOS グループに分類し、影響を受けないようにすることです。



nexus6001# sh queuing int e1/4

Ethernet1/4 queuing information:

 TX Queuing

   qos-group  sched-type  oper-bandwidth

       0       WRR            100

 RX Queuing

   qos-group 0 >>>> Drops in QOS 0

   q-size: 100160, q-size-40g: 100160, HW MTU: 1500 (1500 configured)

   drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

   Statistics:

       Pkts received over the port             : 9612480

       Ucast pkts sent to the cross-bar        : 9587016

       Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

       Ucast pkts received from the cross-bar  : 961249

       Pkts sent to the port                   : 961261

       Pkts discarded on ingress               : 3024 >>>>>>

       Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

2. QoS 分類:

nexus6001# sh queuing int e1/4

Ethernet1/4 queuing information:

 TX Queuing

   qos-group  sched-type  oper-bandwidth

       0       WRR            100

 RX Queuing

   qos-group 0 >>>> Drops in QOS 0

   q-size: 100160, q-size-40g: 100160, HW MTU: 1500 (1500 configured)

   drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

   Statistics:

       Pkts received over the port             : 9612480

       Ucast pkts sent to the cross-bar        : 9587016

       Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

       Ucast pkts received from the cross-bar  : 961249

       Pkts sent to the port                   : 961261

       Pkts discarded on ingress               : 3024 >>>>>>

       Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

3. ネットワーク QoS 設定:

nexus6001# sh queuing int e1/4

Ethernet1/4 queuing information:

 TX Queuing

   qos-group  sched-type  oper-bandwidth

       0       WRR            100

 RX Queuing

   qos-group 0 >>>> Drops in QOS 0

   q-size: 100160, q-size-40g: 100160, HW MTU: 1500 (1500 configured)

   drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

   Statistics:

       Pkts received over the port             : 9612480

       Ucast pkts sent to the cross-bar        : 9587016

       Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

       Ucast pkts received from the cross-bar  : 961249

       Pkts sent to the port                   : 961261

       Pkts discarded on ingress               : 3024 >>>>>>

       Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

4. さまざまなポリシーを適用します。 ネットワーク QoS はシステム全体に、一方分類ポリシー



は 1 つのインターフェイスに適用できます。

nexus6001# sh queuing int e1/4

Ethernet1/4 queuing information:

 TX Queuing

   qos-group  sched-type  oper-bandwidth

       0       WRR            100

 RX Queuing

   qos-group 0 >>>> Drops in QOS 0

   q-size: 100160, q-size-40g: 100160, HW MTU: 1500 (1500 configured)

   drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

   Statistics:

       Pkts received over the port             : 9612480

       Ucast pkts sent to the cross-bar        : 9587016

       Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

       Ucast pkts received from the cross-bar  : 961249

       Pkts sent to the port                   : 961261

       Pkts discarded on ingress               : 3024 >>>>>>

       Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

nexus6001# sh queuing int e1/4

Ethernet1/4 queuing information:

 TX Queuing

   qos-group  sched-type  oper-bandwidth

       0       WRR            100

 RX Queuing

   qos-group 0 >>>> Drops in QOS 0

   q-size: 100160, q-size-40g: 100160, HW MTU: 1500 (1500 configured)

   drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

   Statistics:

       Pkts received over the port             : 9612480

       Ucast pkts sent to the cross-bar        : 9587016

       Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

       Ucast pkts received from the cross-bar  : 961249

       Pkts sent to the port                   : 961261

       Pkts discarded on ingress               : 3024 >>>>>>

       Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

5. ドロップは QoS グループ 2 クラスについては参照されません:

nexus6001(config-if)# sh queuing int e1/1

Ethernet1/1 queuing information:

 TX Queuing

   qos-group  sched-type  oper-bandwidth

       0       WRR            100

       2       WRR              0

 RX Queuing

   qos-group 0

   q-size: 100160, q-size-40g: 100160, HW MTU: 1500 (1500 configured)

   drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

   Statistics:

       Pkts received over the port             : 525111

       Ucast pkts sent to the cross-bar        : 327510

       Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

       Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

       Pkts sent to the port                   : 0

        Pkts discarded on ingress               : 197868 >>>>

       Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

   qos-group 2



   q-size: 100160, q-size-40g: 100160, HW MTU: 1500 (1500 configured)

   drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

   Statistics:

       Pkts received over the port             : 131413

       Ucast pkts sent to the cross-bar        : 132096

       Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

       Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

       Pkts sent to the port                   : 0

        Pkts discarded on ingress               : 0 >>> No Drops

       Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

関連情報

Nexus 6000 シリーズ スイッチ QoS の設定例●

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/nexus-6000-series-switches/118905-configure-nx6k-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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