TSN に関する統計の表示
入力統計情報
show interface tsn ingress stats
TSN_Switch # show interface Gig1/4 tsn ingress stats 1002
Latest
Accumulated
----------------Unexpected
0
0
In-Window
254476
267372
Early
0
0
Late
0
9003

入力カウンタに関する注意事項
• Unexpected（予期されないパケット）
◦ グローバル VLAN および DMAC に一致したパケットの数
◦ フローを有効にするビットが設定されていない、または
◦ 対応するポート マップのビットがフロー テーブル内で設定されていない
• In-Window（時間枠内ビン）
◦ フローに対して定義されている時間枠内で到着したパケットの数
• Early（早着ビン）
◦ フローに対して定義されている時間枠よりも前に到着したパケットの数
• Late（遅延ビン）
◦ フローに対して定義されている時間枠よりも後に到着したパケットの数

（注）

すべての TSN フローについて定義されている入力の時間枠については、「show tsn flow details」
を使用します。
Latest
以下の値は、読み取りごとにリセットされます。
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出力統計情報
このコマンドは、フローごとの出力カウンタを表示するのに使用します。これは、出力にタイミ
ング同期エラーを原因とするエラーがあったかどうかを表示します。
show interface tsn flow stats
TSN_Switch# show interface Gig1/5 tsn flow-stats 1001
Flow ID : 1001 (0x3E9)
Frame Type
———————————
TSN Queue xmit
TSN Queue rcv
TSN xmit timing
TSN Unreleased

Latest
———————————
0
0

Accumulated
------------0
0
0
0

出力カウンタに関する注意事項
• TSN Queue xmit（nTransmittedTfFrames）
◦ これは、読み取りごとにクリアされるカウンタです。
◦ このカウンタが増えるのは、次の場合です。
◦ <flow-id> に属するフレームが時間トリガー（TT）のフレームであり、かつ
◦ TXM の出力キューに送信される場合
• TSN Queue rcv（nReceivedTtFrames）
◦ これは、読み取りごとにクリアされるカウンタです。
◦ このカウンタが増えるのは、次の場合です。
◦ <flow-id> に属するフレームが時間トリガー（TT）のフレームであり、かつ
◦ 正しく受信されており、フレーム サイズが正しく、CRC が正しい場合

• TSN xmit timing（nTimingError）
◦ これは、読み取りごとにクリアされるカウンタではありません。
◦ このカウンタが増えるのは、次の場合です。
◦ 時間枠が終了している、または
◦ 同期が確立されていない
◦ TT バッファのフラッシュが完了していない
• TSN Unreleased（nUnreleased）
◦ これは、読み取りごとにクリアされるカウンタではありません。
◦ このカウンタが増えるのは、次の場合です。
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◦ 最新のフレームがすべてのポートに送信される前に送信されたフローについてフ
レームが受信された場合

（注）

出力インターフェイスにフローID <flow_id> が存在していることを確認してください。
インターフェイスごとの出力カウンタを表示するには、次の出力統計コマンドを使用します。こ
れは、正常に出力されたすべてのバイト数およびフレーム数を表示します。これは、TSN フレー
ムとベスト エフォート イーサネット フレームに関するものです。すべてのインターフェイスが
対象となるため、フロー ID は不要です。
TSN_Switch# show interface Gig1/5 tsn egress counters
Status
Count
—————————---------———————————---Number of Rx frames
0
Number of Rx bytes
0
Number of Tx frames
0
Number of Tx bytes
0

カウンタに関する注意事項
• これらは TSN 出力ロジックによって維持されるカウンタで、TSN フレームだけではなく、
すべてのイーサネット フレームに適用されます。
• 出力ロジックによって受信されたフレームの数
• 出力ロジックによって受信されたバイト数
• 出力ロジックによって送信されたフレームの数
• 出力ロジックによって送信されたバイト数
インターフェイスごとの出力エラー カウンタを表示するには、次のコマンドを使用します。show
int tsn egress error
#show int <intf_name><intf_num> tsn egress error
Error
-----------------------------------------Traffic engineering params mismatch (drop)
Broadcast frames not allowed (drop)
Size error (drop)
CRC error at TSN Rx (drop)
Flow not found (drop)
Flow policing error (drop)
Memory unavailable (drop)

Count
--------------0
0
0
0
0
296544
0

カウンタに関する注意事項
• 次は、読み取りごとにクリアされるレジスタではありません。
• Traffic engineering params mismatch (drop)（nDropNonCiscoErrors）
• Broadcast frames not allowed (drop)（nBroadcastErrors）
• Size error (drop)（nSizeErrors）
• CRC error at TSN Rx（nCrcErrors）
• Flow not found（nFlowNotFoundErrors）
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• Flow policing error（nFlowPolicingErrors）
• Memory unavailable（nPartitionDrop）
インターフェイスでの TSN 関連の出力エラーを表示するには、次のコマンドを使用します。show
int tsn egress details
#show int <intf_name><intf_num> tsn egress details
Port status counter
-------------------Runt frames
Start of frame delimiter error
Alignment error
MII error

Latest
---------0
0
0
0

Port status flag
--------------------------------Max age drop flag
No space in TSN queue flag
Flow is not a TSN flow flag
TSN time check fail flag
Do not allow broadcast frame flag

Accumulated
-----------0
0
0
0

SET/UNSET
---------UNSET
UNSET
UNSET
UNSET
UNSET

カウンタに関する注意事項
• 上記のポート ステータス カウンタは、読み取りごとにクリアされるレジスタです。
• 上記のポート ステータス フラグは、読み取りごとにクリアされるレジスタではありませ
ん。次は、SET または UNSET いずれかの値を持つブール型のカウンタです。
• Runt frames（nRuntFrames）
• Start of frame delimiter error（nSofErrors）
• Alignment error（nAlignmentErrors）
• MII error（nMiiErrors）
導入に関する注意事項
• 当該のポートが TSN フローの一部であるかどうかのチェックはありません。
• これらのエラー カウンタはグローバル カウンタであり、特定のフローに関するものではあ
りません。
• これらのエラー カウンタは、すべての既存の TSN フローを対象としています。
統計カウンタのクリア
clear tsn flow_stats flowsclear tsn stats interface <intf_name><intf_num>
• この CLI を実行すると、すべてのソフトウェア アキュムレータで、MAC レベルの診断カウ
ンタがリセットされます。これらのアキュムレータはポート別です。
ベスト エフォート統計
show tsn be_stats
TSN_switch1#show tsn be_stats
Status
Latest
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Accumulated

Latest

Accumulated
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Latest

Accumulated
(Port 1-8)
(Port 1-8)
(Port 17-24)
(Port 17-24)
---------------------------------------------------------------------BE Rx frames
109
150
0
0
BE Tx frames
109
150
0
0

(Port 9-16)
---------------

(Port 9-16)
---------------

0

0

0

0
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