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●CCNA Data Center BOOT CAMP ～DCICT v1.0 対応
Ciscoデータセンターの管理をされる方をはじめ、Cisco社のUCSやNexusスイッチの販売
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※ 教材・資料は完全日本語化対応

●速習Cisco Nexus実装編 ～ DCUFI v5.0対応 ～
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投票質問1

Nexus5000/6000シリーズ・NX-OSのトラ
ブルシューティングについて、どの程度の
経験がありますでしょうか?

1. NX-OSにてトラブルシューティング
する際に取得するコマンドに関して
は概ね理解している

2. NX-OSにてトラブルシューティング
する際に取得するコマンドについて
いくつか心当たりはある

3. 基本設定ならば問題ないが、トラブ
ルシューティングというと難しいと感
じる

4. NX-OSを設定したことはある

5. NX-OSを設定したことがない



• 本セッションとCisco.com上の内容に差分がある場合には、Cisco.com上の記載
を優先して下さい

• 本セッションはNX-OSの7.1(1)N1(1) をもとに作成されております

注意事項



• はじめに

• NX-OSで利用できるトラブルシューティングツール

• コントロールプレーンのトラブルシューティング手法と考え方

• データプレーンのトラブルシューティング手法と考え方

• QA

アジェンダ
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Nexus5000/6000 シリーズ
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40G

40G

VXLAN Support (on 5600)
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2013



• Nexus5000/6000シリーズに関するトラブルシューティング手法のご紹介

• Nexus5000/6000シリーズにて共通の事象とそれらのトラブルシューティ
ング手法、取得コマンドのご紹介

• NX-OSで共通に利用できるトラブルシューティングツールのご紹介

 Nexus5000/6000シリーズを題材に紹介させて頂きますが、基本的にNX-OSの
トラブルシューティングでは共通のアプローチをとることが可能です（アーキテク
チャが異なりますので、機器によって取得できるコマンドには差分がある場合が
あります）

目的



• コンフィグレーションの確認
（ACL, VLAN, trunking, speed/dupelx 等）

• ハードウェアのステータス確認

• システムリソースの確認

• vPC、スパニングツリーの状態確認など

• インターフェース上のエラー確認（ポート不良,SFP,ケーブル,輻輳）

• L2エントリ、L3エントリの確認

• インターフェースの状態 トラフィックの送受信は行われているか

トラブルシューティングの確認項目



• 可能な場合で結構ですのでネットワーク構成図をご用意ください (簡易的
なものでも解析時間の短縮につながります）

• 物理ポート、論理ポート

• STPの構成（BLKポートの位置）

• vPCの構成

• Fabricpathの構成

• jpg, pdf, ppt

トラブルシューティングを開始する前に
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• NX-OSはIOSと同様に

 起動時のコンフィグレーションに関しては show startup-config

 実際に動作している設定に関しては show running-config

で確認することができます

• running-configとstartup-configの差分を確認したいときには

 show running-config diff

も利用可能です

コンフィグレーションの確認方法



• diffオプションの見方

 startup-configの行数は(***)

 running-configの行数は(---)

 追加されたものは(+)

 削除されたものは(-)

 どちらにも存在するが

値が異なるものは(!)

コンフィグレーションの確認方法
N5672-F08(config)# show running-config diff

*** Startup-config

--- Running-config

***************

*** 1,20 ****

! !Command: show startup-config

! !Time: Wed Nov 11 02:10:36 2015

! !Startup config saved at: Wed Nov 11 01:36:02 

2015

version 7.1(1)N1(1)

! hostname F5672-F08

feature telnet

cfs eth distribute

feature udld

feature interface-vlan

feature lacp

feature vpc

- feature lldp

feature fex

--- 1,19 ----

! !Command: show running-config

! !Time: Wed Nov 11 02:10:37 2015

version 7.1(1)N1(1)

! hostname N5672-F08

feature telnet

cfs eth distribute

feature udld

feature interface-vlan

+ feature hsrp

feature lacp

feature vpc

feature fex



• NX-OSでは特定のFeatureの設定を抜き出して、出力することが可能です

• 例

コンフィグレーションの確認方法

・vPCの設定確認
show running-config vpc

!Command: show running-config vpc

!Time: Fri Sep 11 04:11:33 2015

version 7.1(1)N1(1)

feature vpc

vpc domain 1

peer-keepalive destination 10.71.168.84

delay restore 150

interface port-channel4

vpc peer-link

interface port-channel6

vpc 6

・Port-channelの設定確認
show running-config interface port-channel4 membership

!Time: Fri Sep 11 04:12:49 2015

version 7.1(1)N1(1)

interface port-channel4

switchport mode trunk

spanning-tree port type network

vpc peer-link

interface Ethernet1/1

switchport mode trunk

channel-group 4 mode active

interface Ethernet1/2

switchport mode trunk

channel-group 4 mode active



• IOSから継承されているコマンド

• 解析のために有用なコマンドがまとめて出力されます

• 実行と同時にコンソール画面が流れてしまうのを防ぐためには下記のようにファイルとして保
存することも可能です

• Ctrl+Cでキャンセル可能となっています

show tech-support

N5672-F08# show tech-support > bootflash:2015-09-02_show-tech.txt

N5672-F08# dir | in show-tech

9817748    Sep 02 01:17:18 2015  2015-09-02_show-tech.txt



• show tech-support detailsの出力を圧縮し、保存するコマンド

• 通常のshow tech-supportよりも詳細な情報を取得することができます

• 可能な場合にはTACへケースオープン頂く前に取得下さい

• bootflash：以下でファイル名を指定されない場合にはshow_tech_out.gzが作成されます

• defaultの保存先はvolatile:になります

tac-pac

N5672-F08# tac-pac bootflash:

N5672-F08# dir | in tech

1318363    Sep 02 00:58:26 2015  show_tech_out.gz

N5672-F08 #



• NX-OSでは各機能毎にshow tech-supportを取得可能になっています

• 7.1では90個以上のFeatureに対して取得可能です

Feature毎のshow tech-support

N5672-F08# show tech-support ?

<CR>

>                Redirect it to a file

>>               Redirect it to a file in append mode

aaa Display aaa information

aclmgr ACL commands

adjmgr Display Adjmgr information

arp Display ARP information

ascii-cfg Show ascii-cfg information for technical support personnel

auto-config Detailed information related to auto configuration

bcm-usd Gather detailed information for BCM USD troubleshooting

…………



• CPU負荷が高い状況でtech-supportが取得できない場合には、負荷が高くない機器にて
grepを使うことでshow tech-supportで実行可能なコマンドを表示させることが可能です

tech-supportを取得できない場合

N5672-F08# show tech-support fwm | grep `show

`show platform fwm mem-stats detail`

`show platform fwm info global`

`show platform fwm info pif all verbose`

`show platform fwm info lif all hw verbose`

`show platform fwm info vlan all verbose`

`show platform fwm info error stats`

`show platform fwm info error history`

`show platform fwm info stm-stats`

`show platform fwm info pc all verbose`

`show platform fwm info ppf`



• show logging logfile

• NX-OSで出力されたlogging messageを時系列順に表示可能なコマンド

• reload時に消去されますので、ご注意ください

• show accounting log

• どのユーザがどのコンフィグを設定したのかという履歴を追うことが可能です

• コマンドのSUCCESSかFAILUREを確認することができます

• show logging nvram

• NVRAM上に保存されているSev2以上のmessageを確認可能です

• reloadやcrashが発生した際には有用な情報を取得できます

ログ情報の確認



• show logging logfile で下記のようなエラーが出力されていた場合

• 対向のvPC peer で show accounting log を取得

ログ情報の確認

015 Sep 16 07:26:48 N5672-F09 %ETHPORT-3-IF_ERROR_VLANS_ERROR: VLANs 1-180,200,300-2005 on Interface port-

channel6 are in error state. (Reason: Vlan is not configured on remote vPC interface)

2015 Sep 16 07:26:50 N5672-F09 %VPC-5-INTF_CONSISTENCY_SUCCESS: In domain 1, vPC 6 configuration (interface 

port-channel6) is consistent

2015 Sep 16 07:26:51 N5672-F09 last message repeated 1 time

2015 Sep 16 07:26:51 N5672-F09 last message repeated 1 time

2015 Sep 16 07:26:51 N5672-F09 last message repeated 1 time

show accounting log

Wed Sep 16 07:27:30 2015:type=update:id=10.141.56.182@pts/0:user=admin:cmd=confi

gure terminal ; interface port-channel6 ; switchport trunk allowed vlan 3001-3890 (REDIRECT))

Wed Sep 16 07:27:30 2015:type=update:id=10.141.56.182@pts/0:user=admin:cmd=confi

gure terminal ; interface port-channel6 ; switchport trunk allowed vlan 3001-3890 (SUCCESS)

※時刻同期は取れていないので、Peerのログ出力タイミングとはずれています



• Nexus5000/6000シリーズはsingle-supervisor構成なので、重要度の高いプロセスがクラッ
シュすると再起動が発生する可能性があります

• NX-OSではこれらのCrash/再起動が発生した際に、解析の手がかりとなるCoreファイルが
作成される場合があります

• 上記メッセージが出力されている場合には、TACケースオープン時に tac-pac 等と一緒に
アップロードお願いします

クラッシュが発生した場合

2015 Apr 16 10:38:48 esc-6004EF %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: 

Service "Century" (PID 3751) hasn't caught signal 6 (core will be saved).



• show coresの出力結果よりcoreファイルがあるか確認します

• 再度Reloadが発生する前にcoreファイルをcopyコマンドで取得して下さい

クラッシュが発生した場合

esc-6004EF# show cores 

VDC Module Instance Process-name PID Date(Year-Month-Day Time)

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

1 18 1 Century 3751 2015-04-16 10:46:09

esc-6004EF# copy core:?

core: Enter URL "core://<module-number>/<process-id>[/instance-num]"

esc-6004EF # copy core://18/3751/1?

bootflash: Select destination filesystem

ftp: Select destination filesystem

scp: Select destination filesystem

sftp: Select destination filesystem

tftp: Select destination filesystem



• Coreファイルが取得できなかった場合、show process logを確認頂くとロ
グが生成されている場合があります

クラッシュが発生した場合

esc-6004EF# show processes log 

Process PID Normal-exit Stack Core Log-create-time

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

Century 3751 N N N Thu Apr 16 10:38:48 2015

esc-6004EF# show processes log pid 3751

Service: Century

Description: Century USD

Executable: /isan/bin/century

Started at Thu Apr 16 10:20:02 2015 (960293 us)

Stopped at Thu Apr 16 10:38:48 2015 (87531 us)

Uptime: 18 minutes 46 seconds

Start type: SRV_OPTION_RESTART_STATELESS (23)

Death reason: SYSMGR_DEATH_REASON_FAILURE_SIGNAL (2)..



• show logging onboard internal reset-reason
show system reset-reason

再起動が発生したイベント情報を確認することができます

• show environment

FANや電源情報の確認

• show diagnostic result all

Online Diagnostics テストとモニタリングの結果を表示できます

Hardware failure



show logging onboard internal reset-reason

N5672-F08#  show logging onboard internal reset-reason

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

OBFL Data for

Module:  1

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

Reset Reason for this card:

Image Version : 7.1(1)N1(1)

Reset Reason (LCM): Unknown (0) at time Thu Nov 12 07:32:02 2015

Reset Reason (SW): Reset Requested by CLI command reload (9) at time Thu Nov 12 

06:59:20 2015

Service (Additional Info):

Reset Reason (HW): uC reset code: 0x000b

Microcontroller Power on Reset

Microcontroller External Reset

Microcontroller Brownout Detected at time Thu Nov 12 06:59:20 2015



show environment
show environment fan

Fan:

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

Fan             Model                Hw Status

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

Chassis-1       N6K-C6001-FAN-B      -- ok

Chassis-2       N6K-C6001-FAN-B      -- ok

Chassis-3       N6K-C6001-FAN-B      -- ok

PS-1            NXA-PAC-1100W-B      -- ok

PS-2            NXA-PAC-1100W-B      -- failure

show environment power

Power Supply:

Voltage: 12 Volts

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

PS  Model                Input Power       Current   Status

Type  (Watts)     (Amps)

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

1   NXA-PAC-1100W-B      AC    1080.00     90.00     ok

2   -- -- -- -- fail/shutdown

Mod Model                   Power     Current     Power     Current     Status

Requested Requested Allocated Allocated

(Watts)   (Amps)      (Watts)   (Amps)

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

1    N5K-C5672UP-SUP        450.00    37.50       450.00    37.50       powered-up

2    N5K-C5672UP-M6Q        165.00    13.75       165.00    13.75       powered-up

Power Usage Summary:

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

Power Supply redundancy mode:                 Redundant

Power Supply redundancy operational mode:     Non-redundant

Total Power Capacity                             1080.00 W

Power reserved for Supervisor(s)                  450.00 W

Power currently used by Modules                   165.00 W

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

Total Power Available                             465.00 W

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

show environment temperature

Temperature

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

Module   Sensor     MajorThresh MinorThres CurTemp Status

(Celsius)     (Celsius)    (Celsius)

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

1        Outlet     65            55           35          ok

1        Bigsur-0   125           110          41          ok

1        Bigsur-1   125           110          70          ok

1        Bigsur-2   125           110          0           ok

1        Bigsur-3   125           110          0           ok

1        Bigsur-4   125           110          0           ok

1        Bigsur-5   125           110          0           ok

1        Bigsur-6   125           110          0           ok

1        Pacifica   125           110          0           ok



show diagnostic result all

N5672-F08#  show diagnostic result all

Current bootup diagnostic level: complete

Module 1: Nexus 5672UP Supervisor  SerialNo : FOC184280FR

Overall Diagnostic Result for Module 1 : PASS

Diagnostic level at card bootup: complete

Test results: (. = Pass, F = Fail, I = Incomplete,

U = Untested, A = Abort)

1) TestUSBFlash ------------------------> .

2) TestSPROM ---------------------------> .

3) TestPCIe ----------------------------> .

4) TestLED -----------------------------> .

5) TestOBFL ----------------------------> .

6) TestNVRAM ---------------------------> .

7) TestPowerSupply ---------------------> .



• NX-OSではdebug logfileコマンドを実行することで、debugコマンドで出力される結果を直接
ファイルに書き出して保存することができます

debug: debug logfile

N5672-F08# debug logfile webcast_debug

N5672-F08# debug ip icmp

ICMP packet debugging is on

N5672-F08#

N5672-F08# dir log:

31    Oct 22 03:32:50 2015  dmesg

0    Oct 22 03:33:09 2015  libfipf.3639

0    Oct 22 03:33:13 2015  libfipf.3748

1900    Oct 22 05:19:38 2015  webcast_debug

N5672-F08#

N5672-F08# undebug all

N5672-F08#



• ファイルに書き出した後はshowコマンドでの確認とcopyコマンドで外部へ送ることも可能と
なっています

debug: debug logfile

N5672-F08# show debug logfile webcast_debug

2015 Oct 22 05:19:36.414911 netstack: [3830] (default) Rcvd packet on Vlan1 (mbu

f_prty 2): s=192.168.1.1, d=1.1.1.1, proto=1 (icmp), ICMP_ECHO, tos/dscp=0x0/0x0

, ip_len=100, id=0000, ttl=254

2015 Oct 22 05:19:36.415828 netstack: [3830] (default) Send packet (mbuf_prty 2)

: s=1.1.1.1, d=192.168.1.1, proto=1 (icmp), ICMP_ECHOREPLY, tos/dscp=0x0/0x0, ip

_len=100, id=0000, ttl=255

2015 Oct 22 05:19:36.417338 netstack: [3830] (default) Rcvd packet on Vlan1 (mbu

f_prty 2): s=192.168.1.1, d=1.1.1.1, proto=1 (icmp), ICMP_ECHO, tos/dscp=0x0/0x0

, ip_len=100, id=0001, ttl=254

N5672-F08#

N5672-F08#

N5672-F08# copy log:webcast_debug ftp:



• show tech-support や tac-pacを取得頂くと、show XXX event-historyというようなコマンド
を確認することができます

• Event-historyはNX-OS内部で動作しているdebugのようなもので、各種Featureで発生した
イベントやエラーを確認することができるものです

• CPUには影響ありません

• show logging logfileやshow accounting logで取得した被疑箇所となるイベントの時刻を基
に解析を実施していきます

event-history



event-history

N5672-F08# sh tech-support arp | in "`show ip arp internal event-history"

`show ip arp internal event-history cli`

`show ip arp internal event-history errors`

`show ip arp internal event-history msgs`

`show ip arp internal event-history event`

`show ip arp internal event-history control`

`show ip arp internal event-history packet`

`show ip arp internal event-history sync-event`

`show ip arp internal event-history ip-sync-event`

`show ip arp internal event-history ha`

`show ip arp internal event-history snmp`

`show ip arp internal event-history lcache`

`show ip arp internal event-history lcache-errors`

`show ip arp internal event-history client-errors`

`show ip arp internal event-history client-event`



event-history
N5672-F08# show ip arp internal event-history event
(省略)

101) Event:E_DEBUG, length:172, at 567888 usecs after Mon Nov 16 02:13:43 2015

[116] [4710]: Entry added for 10.71.168.182, 0050.569c.858c, state 2 on interface mgmt0, physical interface mgmt0, 

ismct 0. Rearp (interval: 0, count: 0), TTL: 1500 seconds

102) Event:E_DEBUG, length:58, at 567773 usecs after Mon Nov 16 02:13:43 2015

[116] [4710]: arp_add_adj: Updating MAC on interface mgmt0

103) Event:E_DEBUG, length:160, at 566811 usecs after Mon Nov 16 02:13:43 2015

[116] [4711]: Entry added for 10.71.168.182, NULL, state 1 on interface mgmt0, physical interface mgmt0, ismct 0. 

Rearp (interval: 2, count: 4), TTL: 30 seconds
(省略)

106) Event:E_DEBUG, length:62, at 566668 usecs after Mon Nov 16 02:13:43 2015

[116] [4711]: Create adjacency, interface mgmt0, 10.71.168.182

107) Event:E_DEBUG, length:58, at 566663 usecs after Mon Nov 16 02:13:43 2015

[116] [4711]: arp_add_adj: Updating MAC on interface mgmt0

108) Event:E_DEBUG, length:52, at 566660 usecs after Mon Nov 16 02:13:43 2015

[116] [4711]: ARP request for 10.71.168.182 on mgmt0



• NX-OSではFeature毎にshow running-configやtech-supportを取得可能です

 ケースオープン時には可能な限り、tac-pacとshow tech-support XXXを取得して添付してください

 show tech-supportが取得できない場合は”show tech-support XXX | `show”を使って、showコマンドの
一覧を取得することができます

• show tech-support/ tac-pacにて確認するポイント

 show logging logfile（出力ログ） / show accounting log（設定履歴）/ show logging nvram (クラッシュ時)

• Coreファイルが出力されている場合には、改めて再起動が発生する前に取得ください

• ログが出力されている時刻のevent-historyを確認することも調査には有用です

 再起動が発生した場合はreset-reasonを確認します

 show environmentやshow diagnostic result allに異常がある場合にはハードウェアに問題がある可能性
があります

 Debugを使う際にはdebug logfileを利用するのが便利です

トラブルシューティングツールまとめ



• はじめに

• NX-OSで利用できるトラブルシューティングツール

 コントロールプレーンのトラブルシューティング手法と考え方

• データプレーンのトラブルシューティング手法と考え方

• QA

アジェンダ
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CPUアーキテクチャ

Eth3はLow priorityのcontrol packet を扱います
- IGMP, CDP, TCP/UDP/IP/ARP

Eth4はHigh priorityのcontrol packet を扱います
- STP, LACP, DCBX, FC, FCoE



Control Planeに到達するフレームのカウンタ

N5672-F08# show hardware internal cpu-mac inband counters

eth3      Link encap:Ethernet HWaddr 8C:60:4F:25:02:43

inet6 addr: fe80::8e60:4fff:fe25:243/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:9216  Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:2718 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:384565 (375.5 KiB)

eth4      Link encap:Ethernet HWaddr 8C:60:4F:25:02:44

inet6 addr: fe80::8e60:4fff:fe25:244/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:9216  Metric:1

RX packets:1333 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:127 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:274851 (268.4 KiB)  TX bytes:15326 (14.9 KiB)



Control Planeに到達するフレームのカウンタ

N5672-F08# show hardware internal cpu-mac inband stats

eth3

NIC statistics:

rx_packets: 0

tx_packets: 3066

rx_bytes: 0

tx_bytes: 440559

rx_broadcast: 0

tx_broadcast: 0

rx_multicast: 0

tx_multicast: 37

multicast: 0

collisions: 0     

・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・

（省略）
tx_64byte_packet_count: 0

tx_65-127byte_packet_count: 1717

tx_128-255byte_packet_count: 1103

tx_256-511byte_packet_count: 223

tx_512-1023byte_packet_count: 6

rx_1024-1522byte_packet_count: 17

interrupt_assertion_count: 3781

rx_packets_to_host_count: 0

serdes_code_violation_pkts: 0

・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・

（省略）
rx_errors: 0

tx_errors: 0

tx_dropped: 0

rx_length_errors: 0

rx_over_errors: 0

rx_frame_errors: 0

rx_fifo_errors: 0

tx_fifo_errors: 0

・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・



• Routing protocol等のコントロールパケット

• BGP,OSPF,LACP,vPCなど

• Nexus自身に向けて送出されたパケット

• SVI宛のICMPパケットなど

• 何も対策を取らない場合、ICMP echo requestが大量に送信されるような環境下では
CPUが影響を受けてしまいます

• これらの通信が大量にCPUに送信されると、CPUの高騰や経路のFlap等の事象が発生す
る可能性があります

Control Planeが扱う種類の通信



• CoPPはeth3とeth4上でデフォルト有効になっています

Control Plane Policing(CoPP)

N5672-F08# show policy-map interface control-plane

Control Plane

service-policy  input: copp-system-policy-default

class-map copp-system-class-igmp (match-any)

match protocol igmp

police cir 1024 kbps , bc 65535 bytes

conformed 0 bytes; action: transmit

violated 0 bytes;

class-map copp-system-class-pim-hello (match-any)

match protocol pim

police cir 1024 kbps , bc 4800000 bytes

conformed 0 bytes; action: transmit

violated 0 bytes;



• CoPP template

• Default CoPPPolicy (copp-system-policy-default)

• Scaled Layer 2 CoPPPolicy (copp-system-policy-scaled-l2)

• Scaled Layer 3 CoPPPolicy (copp-system-policy-scaled-l3)

• Customized CoPPPolicy (copp-system-policy-customized)

 Customized policyに対しても独自に作成したClass-mapは適用できません

 設定の変更は可能ですが、完全な削除はできません

Control Plane Policing(CoPP)



• CPUのデフォルト時の使用率は動作している機能や環境に依存する部分がありますので、
平常時のCPU使用率をあらかじめ取得されていくようお願いします

• CPU使用率が高騰している場合には、下記のコマンドを周期的に数回繰り返し取得下さい
（3秒間隔で5回など）

 show processes cpu sort | exclude 0.0

 show system resources

 show process cpu history

High CPU



• show cpu historyでは時間経過によるCPU使用率の変化を確認できます

High CPU

show processes cpu history

1  1 1      1 1    1          11

789509607796857706878950694778698849688895079850886958858500

753105000482598603786430941227125016911055026100692801248500

100 ** * * * * * * * * * * **

90 ** ** * * * * * ** * * * ** * * * * *** * * **

80 *** ** * * * *** **** * * * *** * **** * ** *** * ** * **

70 *** ** **** * *** **** *** *** *** ****** **** *** * ** * **

60 *** ****************** *** ******* *********** ***** ** ****

50 ************************** ******* *************************

40 ************************************************************

30 ***********************************************************#

20 *##**#*******#***********#*#*#**#**##*###*###**##****#****##

10 ############################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....

0    5    0    5    0    5 0    5    0    5 

CPU% per minute(last60 minutes)

* = maximum CPU% # = averageCPU%

#の平均値が高いような場合に
は注意が必要です



High CPU

show system resources

Load average: 1 minute: 0.95 5 minutes: 1.54 15 minutes: 1.46

Processes : 468 total, 1 running

CPU states : 26.7% user, 26.7% kernel, 46.5% idle

<snip>

Memory usage: 8243352K total, 2962280K used, 5281072K free

show processes cpu sort | exclude 0.0

PID   Runtime(ms) Invoked uSecs 1Sec   Process

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

3744 20141     96368   209   22.0%   snmpd

4249 3272768   1540296  2124   1.9% fcpc

4682 1894770   2869436   660   1.2%    fcp_thread_sm/



• Control plane宛の通信をキャプチャできるNX-OSの機能になります

• Wiresharkのコードが元になっており、NX-OS上のコマンドから実行可能
です(.pcap ファイルでの出力も可能）

• Management interfaceに対しても実行可能です

Ethanalyzer

N5672-F08# ethanalyzer local interface ?

inbound-hi   Inbound(high priority) interface

inbound-low  Inbound(low priority) interface

mgmt Management interface



Ethanalyzer

N5672-F08# ethanalyzer local interface mgmt ?

<CR>

>                      Redirect it to a file

>>                     Redirect it to a file in append mode

autostop Capture autostop condition

capture-filter         Filter on ethanalyzer capture

capture-ring-buffer    Capture ring buffer option

detail                 Display detailed protocol information

display-filter         Display filter on frames captured

limit-captured-frames  Maximum number of frames to be captured (default is 10)

limit-frame-size       Capture only a subset of a frame

raw                    Hex/Ascii dump the packet with possibly one line

summary

write                  Filename to save capture to

|                      Pipe command output to filter



Ethanalyzer実行例

N5672-F08# ethanalyzer local interface mgmt limit-captured-frames 10 write bootflash:test.pcap display

Capturing on mgmt0

2015-09-03 01:35:26.801812 68:bd:ab:ea:69:1f -> 01:80:c2:00:00:00 STP MST. Root

= 4096/0/54:a2:74:7f:7e:80  Cost = 20000  Port = 0x801f

2015-09-03 01:35:26.853412 68:bd:ab:ea:69:1f -> 68:bd:ab:ea:69:1f LOOP Reply

2015-09-03 01:35:27.054410 10.141.57.224 -> 10.71.168.84 ICMP Echo (ping) request

2015-09-03 01:35:27.054866 10.71.168.84 -> 10.141.57.224 ICMP Echo (ping) reply

2015-09-03 01:35:27.077258      0.0.0.0 -> 255.255.255.255 DHCP DHCP Discover -

Transaction ID 0xa6d30b4b

2015-09-03 01:35:27.765970 fe80::250:56ff:fe91:18d4 -> ff02::2      ICMPv6 Route

r solicitation

2015-09-03 01:35:27.766104 88:43:e1:c2:59:ca -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10

.71.168.240?  Tell 10.71.168.242

2015-09-03 01:35:27.921206 68:bd:ab:ea:69:1f -> 01:80:c2:00:00:00 STP MST. TC +

Root = 4096/0/54:a2:74:7f:7e:80  Cost = 20000  Port = 0x801f

2015-09-03 01:35:27.981886 fe80::98bc:8473:591f:db52 -> ff02::1:ff4e:db02 ICMPv6

Neighbor solicitation

2015-09-03 01:35:28.054134 10.141.57.224 -> 10.71.168.84 ICMP Echo (ping) request

10 packets captured

test.pacp ファイルを生成しています
（display オプションを利用しているので
コンソール上にも表示されています）



• 作成したpcapファイルはNX-OSのCLI上で確認することが可能です

Ethanalyzer実行例

N5672-F08# ethanalyzer local read bootflash:test.pcap

2015-09-03 01:35:26.801812 68:bd:ab:ea:69:1f -> 01:80:c2:00:00:00 STP MST. Root

= 4096/0/54:a2:74:7f:7e:80  Cost = 20000  Port = 0x801f

2015-09-03 01:35:26.853412 68:bd:ab:ea:69:1f -> 68:bd:ab:ea:69:1f LOOP Reply

2015-09-03 01:35:27.054410 10.141.57.224 -> 10.71.168.84 ICMP Echo (ping) request

2015-09-03 01:35:27.054866 10.71.168.84 -> 10.141.57.224 ICMP Echo (ping) reply

2015-09-03 01:35:27.077258      0.0.0.0 -> 255.255.255.255 DHCP DHCP Discover -

Transaction ID 0xa6d30b4b

2015-09-03 01:35:27.765970 fe80::250:56ff:fe91:18d4 -> ff02::2      ICMPv6 Route

r solicitation

2015-09-03 01:35:27.766104 88:43:e1:c2:59:ca -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10

.71.168.240?  Tell 10.71.168.242

2015-09-03 01:35:27.921206 68:bd:ab:ea:69:1f -> 01:80:c2:00:00:00 STP MST. TC +

Root = 4096/0/54:a2:74:7f:7e:80  Cost = 20000  Port = 0x801f

2015-09-03 01:35:27.981886 fe80::98bc:8473:591f:db52 -> ff02::1:ff4e:db02 ICMPv6

Neighbor solicitation

2015-09-03 01:35:28.054134 10.141.57.224 -> 10.71.168.84 ICMP Echo (ping) request



• Wiresharkで使用可能なFilterも使用可能です

Ethanalyzer実行例

N5672-F08# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "icmp"

Capturing on mgmt0

2015-09-03 01:48:53.377380 10.141.57.224 -> 10.71.168.84 ICMP Echo (ping) request

2015-09-03 01:48:53.377777 10.71.168.84 -> 10.141.57.224 ICMP Echo (ping) reply

2015-09-03 01:48:54.380429 10.141.57.224 -> 10.71.168.84 ICMP Echo (ping) request

2015-09-03 01:48:54.380768 10.71.168.84 -> 10.141.57.224 ICMP Echo (ping) reply

2015-09-03 01:48:55.379527 10.141.57.224 -> 10.71.168.84 ICMP Echo (ping) request

2015-09-03 01:48:55.379869 10.71.168.84 -> 10.141.57.224 ICMP Echo (ping) reply

2015-09-03 01:48:56.383496 10.141.57.224 -> 10.71.168.84 ICMP Echo (ping) request

2015-09-03 01:48:56.383937 10.71.168.84 -> 10.141.57.224 ICMP Echo (ping) reply

N5672-F08# 8 packets captured



Ethanalyzer実行時のキャプチャ結果について
N5672-F08# ethanalyzer local interface inbound-low display-filter arp detail

Capturing on inband

Frame 3 (64 bytes on wire, 64 bytes captured)

Arrival Time: Oct 22, 2015 05:59:33.541977000

<省略>

Ethernet II, Src: 70:ca:9b:4f:07:81 (70:ca:9b:4f:07:81), Dst: 00:2a:6a:8a:6a:7c

(00:2a:6a:8a:6a:7c)

Destination: 00:2a:6a:8a:6a:7c (00:2a:6a:8a:6a:7c)

Address: 00:2a:6a:8a:6a:7c (00:2a:6a:8a:6a:7c)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory

default)

Source: 70:ca:9b:4f:07:81 (70:ca:9b:4f:07:81)

Address: 70:ca:9b:4f:07:81 (70:ca:9b:4f:07:81)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory

default)

Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)

802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, CFI: 0, ID: 4

000. .... .... .... = Priority: 0

...0 .... .... .... = CFI: 0

.... 0000 0000 0100 = ID: 4

Type: ARP (0x0806)

internal vlan



• N5K/N6Kではスイッチ内部のやりとりではInternal VLANが利用されます

• Ethanalyzerで出力されるVLANはInternal VLANになります

• External VLANとInternal VLANの対応は下記show コマンドで出力可能です

Ethanalyzer実行時のキャプチャ結果について

N5672-F08# show platform afm info global | begin Vlan

Vlan mapping table

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

Ext-vlan: 1     - Int-vlan: 4

Ext-vlan: 4042  - Int-vlan: 4095

Ext-vlan: 4043  - Int-vlan: 3



• show tech / tac-pac

• show tech <feature>  <<<<< show processes cpu sort でfeatureを特定して下さい

• show tech netstack

• show processes cpu history

• show processes cpu sort | exclude 0.0 <<<<<  一定の間隔を空けて、複数回実行

• show policy-map interface control-plane

• show hardware internal cpu-mac inband stats

• show hardware internal cpu-mac inband counters

• ethanalyzerの利用

Control-Plane トラブルシューティングまとめ

tac-pac/show-tech関連の取得が難しい場合には、
取得可能な機器にてshow-tech  <feature> | grep `showで取得したコマンドを個別取得



• はじめに

• NX-OSで利用できるトラブルシューティングツール

• コントロールプレーンのトラブルシューティング手法と考え方

データプレーンのトラブルシューティング手法と考え方

• QA

アジェンダ
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• 基本的にはshow interface内のErrorの項目を確認していきます

• show interface x/y     (カウンタのクリア: clear counter interface XXX/all)

• show interface counters errors  port毎のErrorカウンタまとめ

• show interface counters detailed 到来したパケットの詳細情報を確認できます

• CRCエラーの確認

• show hardware internal [carmel/gatos/bigsur] crc

(カウンタのクリア： debug hardware internal [carmel/gatos/bigsur] clear-counters interrupt)

Interface errorの確認方法

5600/6000:bigsur  5500:carmel  5000:gatos



• N5K/N6Kでは10G以上のInterfaceではDefaultでCut-through転送をします

• EthernetのFCSはFrameの末尾に位置しているため、CRC ErrorがIN側のイン
ターフェースでカウントされてもパケットがDropせず転送されてしまいます

Cut-through Mode と CRC Errorについて
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• Cut-throughの場合、パケットサイズが設定されたMTU値を上回っていた場合に、
パケットをドロップせずに、不正なフレームを転送する動きをします。（送信インター
フェースではOutput error、受信機器ではCRCエラーを検出します。）

CRC Error と MTUについて
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• CRCエラーの分類

 物理的な接続に問題があるもの

• Copperケーブル、Fiberケーブル、Transceiver、物理ポート不良

 S/W不具合などで、内部でCRCエラーがカウントされたもの

 CRCエラー付与されたパケットがカットスルー転送されてきたもの

* Nexus複数台で構成されるような構成ではCRCエラーの原因となる機器を特定する必要があります *

RX CRCエラーが確認できないような場合には、そのスイッチがエラーに関連している可能性があります

RX CRCエラーが確認できる場合には、そのポートの先に繋がる機器で同様の確認をすすめていきます

• Interfaceが特定できている場合は下記コマンドでもCRCエラーを確認可能です

• show hardware internal <ASIC名> port ethernet X/Y counters rx | inc CRC

CRCエラーの見つけ方

5600/6000:bigsur  5500:carmel  5000:gatos



• MAC address tableの確認

• show mac address-table vlan <VLAN-ID>

• H/W MAC address tableの確認

• show platform fwm info hw-stm

• 現在のMACアドレス登録数の確認

• show mac address-table count

• 最大値の確認

• show platform fwm info stm-stats 

L2リソースとエントリの確認



ユニキャストルーティングアーキテクチャ

BGP
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Unicast Forwarding 

Distribution Manager

Unicast Forwarding 

Information Base

Forwarding Engine/ 

Hardware ASIC



各プロセスでの取得コマンド

URIB

UFDM

UFIB

Forwarding Engine

Hardware

show ip route

show ip arp

show forwarding route

(prefix,Nexthop,Interface)

show forwarding adjacency

(Nexthop, Mac address, Interface)

show system internal forwarding ipv4 route

show system internal forwarding adjacency



• 25MBのバッファが40GE 3ポートずつか10GE 12ポートずつ用意されています。

• バッファはIngress側にて16MB、Egress側にて9MBとなります。

• Multicastパケットに関してはEgressのみでBufferされます。

Packet Buffering
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• Queuing のトラブルシューティングに関して

 Unicastトラフィックに関しては受信ポートでDropが発生します

 MulticastやFloodトラフィックに関しては送信ポートでDropが発生します

Nexus 5600/6000 Queueing



UnicastのDrop確認方法

show queuing interface ethernet 1/1 

Ethernet1/1 queuing information: 

TX Queuing 

qos-group sched-type oper-bandwidth 

0 WRR 100 

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 : 100000 

Ucast pkts sent to the cross-bar : 59007 

Mcast pkts sent to the cross-bar : 0 

Ucast pkts received from the cross-bar : 0 

Pkts sent to the port : 14 

Pkts discarded on ingress : 40993 

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

※clearコマンドは clear qos statistics



• MulticastはEgressでDropされますので、送信インターフェースのエラーカ
ウンタを確認下さい

MulticastのDrop確認

show interface ethernet 1/8 | inc discard|multicast|X

RX

0 unicast packets 3 multicast packets 0 broadcast packets 

0 input with dribble 0 input discard 

TX

0 unicast packets 636576 multicast packets 0 broadcast packets 

0 lost carrier 0 no carrier 0 babble 363484 output discard 



• Flowcontrolの確認

• show interface flowcontrol

• show interface priority-flow-control

• Interfaceのカウンタ確認

• show interface counters errors

• show interface counters detailed

• show hardware internal [carmel/gatos/bigsur] crc

• L2エントリ/ L3エントリの確認

• Queueing dropの確認

• show queuing interface

• tac-pac と show tech-support fwmの取得

Data-Plane トラブルシューティングまとめ



 NX-OSで共通に利用できるトラブルシューティングツールのご紹介

 Nexus5000/6000シリーズに関するトラブルシューティング手法のご紹介

• コントロールプレーンのトラブルシューティング手法（CPU負荷、ネイバ断等）

• データプレーンのトラブルシューティング手法（packet drop等）

 Nexus5000/6000シリーズにて共通の事象とそれらのトラブルシューティ
ング手法、取得コマンドのご紹介

• ハードウェアのステータス確認、各Feature毎のコンフィグレーションの確認、イ
ンターフェース上のエラー確認（ポート不良,SFP,ケーブル,輻輳）、L2エントリ、
L3エントリの確認、システムリソースの確認

まとめ



Q & A 
画面右側のQ&A ウィンドウから All Panelist 宛に送信してください



Ask the Expert with Kei Ishii

今日聞けなかった質問は、今回のエキスパートが担当する
エキスパートに質問（ 11月25日～ 12月6日まで開催）へお
寄せください！
https://supportforums.cisco.com/ja/discussion/12710216

Webcastの内容やQ&Aドキュメントは、本日より5営業日以
内にこのサイトへ掲載いたします。
https://supportforums.cisco.com/ja/community/5356/webcast



今後のWebcast 予定

2015年 12月15日（火） 10:00-11:30
テーマ :ASA+Sourcefire

スピーカー: 鈴木新（グローバルナレッジネットワーク）

登録ページは後日開設予定



コンテンツに関するご意見を募集しています！

掲載してほしい情報
あったら役に立つ情報
英語ではなく日本語でほしい情報など
リクエストをお寄せください



ソーシャルメディアで
サポートコミュニティと
繋がろう

http://www.facebook.com/CiscoSupportCommunityJapan

Twitter- http://bit.ly/csc-twitterhttps://twitter.com/cscjapan

https://www.youtube.com/user/CSCJapanModerator

Google+ http://bit.ly/csc-googleplus

LinkedIn http://bit.ly/csc-linked-in

Instgram http://bit.ly/csc-instagram

Newsletter Subscription
http://bit.ly/csc-newsletter

http://bit.ly/csc-googleplus
http://bit.ly/csc-linked-in
http://bit.ly/csc-instagram
http://bit.ly/csc-newsletter


ご参加ありがとうございました
アンケートにもご協力ください




