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トラフィック ストーム制御の設定

この章では、Catalyst 6500 シリーズ スイッチに、トラフィック ストーム制御機能を設定する手順に

ついて説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で
『Catalyst 6500 Series Switch Cisco IOS Command Reference』Release 12.2SX を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/122sx/cmdref/index.htm

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• トラフィック ストーム制御の概要（p.40-2）

• トラフィック ストーム制御のデフォルト設定（p.40-4）

• 設定時の注意事項および制約事項（p.40-4）

• トラフィック ストーム制御のイネーブル化（p.40-5）

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/122sx/cmdref/index.htm
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トラフィック ストーム制御の概要
トラフィック ストームは、パケットが LAN でフラッディングする場合に発生するもので、過剰な

トラフィックを生成し、ネットワークのパフォーマンスを低下させます。トラフィック ストーム制

御機能は、LAN ポートが、物理インターフェイスのブロードキャスト、マルチキャスト、またはユ

ニキャスト トラフィック ストームによって中断されるのを防ぎます。

トラフィック ストーム制御（トラフィック抑制）は着信トラフィック レベルを、1 秒ごとのトラ

フィック ストーム制御でモニタします。そのインターバルの中で、トラフィック レベルを、設定

したトラフィック ストーム制御レベルと比較します。トラフィック ストーム制御レベルは、ポー

トの利用可能な帯域幅全体に対するパーセンテージです。各ポートには、すべてのタイプのトラ

フィック（ブロードキャスト、マルチキャスト、およびユニキャスト）用に使用されている単一の

トラフィック ストーム制御レベルがあります。

トラフィック ストーム制御は、1 秒ごとのトラフィック ストーム制御で、トラフィック ストーム

制御をイネーブルにする各トラフィック タイプのレベルをモニタします。1 つのインターバルの中

で、トラフィック ストーム制御がイネーブルにされている入力トラフィックが、ポートで設定され

ているトラフィック ストーム制御レベルに達する場合、トラフィック ストーム制御は、そのトラ

フィック ストーム制御インターバルが終了するまでトラフィックを廃棄します。

図 40-1 に、指定したインターバルでの LAN インターフェイス上のブロードキャスト トラフィック

パターンを示します。この例では、T1 と T2 の時間の間と T4 と T5 の間でトラフィック ストーム

制御が発生しています。これらのインターバルの間で、ブロードキャスト トラフィックの総量が設

定されたスレッシュホールドを超過しています。

図 40-1 ブロードキャスト抑制

トラフィック ストーム制御スレッシュホールドの数値と時間インターバルの組み合わせにより、ト

ラフィック ストーム制御アルゴリズムがさまざまなレベルの粒度で機能します。スレッシュホール

ドが高くなると、より多くのパケットを通過させることができます。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチのトラフィック ストーム制御は、ハードウェアに実装されていま

す。トラフィック ストーム制御回路は、LAN インターフェイスからスイッチング バスに送信され

るパケットをモニタします。パケット宛先アドレスの個別 / グループ ビットを使用して、トラフィッ

ク ストーム制御回路はパケットがユニキャストかブロードキャストかを判断し、現在のパケット

カウントを 1 秒間隔で追跡し続けて、スレッシュホールドに達すると、後続のパケットをフィルタ

アウトします。
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ハードウェア トラフィック ストーム制御では帯域ベースの方式を使用してトラフィックを測定し

ているので、制御されたトラフィックで利用可能な帯域幅全体に対するパーセンテージの設定が最

も重要な実装要因となります。パケットは一定間隔で着信しないので、制御されたトラフィック ア

クティビティを 1 秒間隔で測定することは、トラフィック ストーム制御の動作に影響する可能性が

あります。

次に、トラフィック ストーム制御動作の例を示します。

• ブロードキャスト トラフィック ストーム制御をイネーブルにし、ブロードキャスト トラ

フィックが 1 秒間のトラフィック ストーム制御の間に制御レベルを超える場合、トラフィック

ストーム制御はそのトラフィック ストーム制御インターバルが終了するまで、すべてのブロー

ドキャスト トラフィックを廃棄します。

• ブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィック ストーム制御をイネーブルにし、その

ブロードキャストとマルチキャスト トラフィックの合計が 1 秒間のトラフィック ストーム制

御の間に制御レベルを超える場合、トラフィック ストーム制御はそのトラフィック ストーム

制御インターバルが終了するまで、すべてのブロードキャストおよびマルチキャスト トラ

フィックを廃棄します。

• ブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィック ストーム制御をイネーブルにし、ブロー

ドキャスト トラフィックが 1 秒間のトラフィック ストーム制御の間に制御レベルを超える場

合、トラフィック ストーム制御はそのトラフィック ストーム制御インターバルが終了するま

で、すべてのブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィックを廃棄します。

• ブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィック ストーム制御をイネーブルにし、マル

チキャスト トラフィックが 1 秒間のトラフィック ストーム制御の間に制御レベルを超える場

合、トラフィック ストーム制御はそのトラフィック ストーム制御インターバルが終了するま

で、すべてのブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィックを廃棄します。
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トラフィック ストーム制御のデフォルト設定
トラフィック ストーム制御は、デフォルトではディセーブルに設定されています。

設定時の注意事項および制約事項
トラフィック ストーム制御を設定する場合は、次の注意事項および制約事項に従ってください。

• WS-X6548-GE-TX、WS-X6548V-GE-TX、WS-X6148-GE-TX、WS-X6148V-GE-TX スイッチング

モジュールでは、トラフィック ストーム制御をサポートしません。

• スイッチは、マルチキャストとユニキャストのトラフィック ストーム制御を、ギガビットおよ

び 10 ギガビット イーサネット LAN ポートでのみサポートします。

• スイッチは、ブロードキャスト トラフィック ストーム制御をすべての LAN ポートでサポート

します。

• BPDU を除き、トラフィック ストーム制御は、制御トラフィックとデータトラフィックを区別

しません。

• マルチキャスト抑制をイネーブルにすると、以下のモジュールでマルチキャスト抑制スレッ

シュホールドが超過した場合に、トラフィック ストーム制御によって BPDU が抑制されます。

－ WS-X6748-SFP

－ WS-X6724-SFP

－ WS-X6748-GE-TX

－ WS-X6748-GE-TX

－ WS-X6704-10GE

－ WS-SUP32-GE-3B

－ WS-SUP32-10GE-3B

上記のモジュールでマルチキャスト抑制をイネーブルにする場合は、BPDU を受信する必要が

ある STP 保護されたポートには、トラフィック ストーム制御を設定しないでください。

上記のモジュール以外では、BPDU はトラフィック ストーム制御によって抑制されません。
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トラフィック ストーム制御のイネーブル化
トラフィック ストーム制御をイネーブルにするには、次の作業を行います。

トラフィック ストーム制御レベルを設定する場合、次の点に注意してください。

• トラフィック ストーム制御は、EtherChannel（ポート チャネル インターフェイス）に設定でき

ます。

• トラフィック ストーム制御を、EtherChannel のメンバーであるポートに設定しないでください。

トラフィック ストーム制御を EtherChannel のメンバーとして設定されているポートに設定す

ると、そのポートは中断状態になります。

• レベルをインターフェイスの帯域幅全体に対する割合として指定します。

－ レベルの指定範囲は 0 ～ 100 です。

－ 任意で、レベルの小数部を 0 ～ 99 の範囲で指定できます。

－ 100% は、トラフィック ストーム制御がないことを意味します。

－ 0.0% は、すべてのトラフィックを抑制します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{type1 slot/port} | 
{port-channel number}}

1. type = ethernet、fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# storm-control broadcast 
level level[.level] 

インターフェイス上のブロードキャスト トラ

フィック ストーム制御をイネーブルにし、トラ

フィック ストーム制御レベルを設定し、そのトラ

フィック ストーム制御レベルを、インターフェイス

上でイネーブルにされているすべてのトラフィック

ストーム制御モードに適用します。

Router(config-if)# no storm-control broadcast 
level 

インターフェイス上のブロードキャスト トラ

フィック ストーム制御をディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# storm-control multicast 
level level[.level] 

（注） storm-control multicast コマンドは、ギガ
ビット イーサネット インターフェイスでの
みサポートされています。

インターフェイス上のマルチキャスト トラフィッ

ク ストーム制御をイネーブルにし、トラフィック ス

トーム制御レベルを設定し、そのトラフィック ス

トーム制御レベルを、インターフェイス上でイネー

ブルにされているすべてのトラフィック ストーム

制御モードに適用します。

Router(config-if)# no storm-control multicast 
level 

インターフェイス上のマルチキャスト トラフィッ

ク ストーム制御をディセーブルにします。

ステップ 4 Router(config-if)# storm-control unicast 
level level[.level] 

（注） storm-control unicast コマンドは、ギガビッ
ト イーサネット インターフェイスでのみサ
ポートされています。

インターフェイス上のユニキャスト トラフィック

ストーム制御をイネーブルにし、トラフィック ス

トーム制御レベルを設定し、そのトラフィック ス

トーム制御レベルを、インターフェイス上でイネー

ブルにされているすべてのトラフィック ストーム

制御モードに適用します。

Router(config-if)# no storm-control unicast 
level 

インターフェイス上のユニキャスト トラフィック

ストーム制御をディセーブルにします。

ステップ 5 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Router# show running-config interface 設定を確認します。
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（注） 次のモジュールでは、0.33% 以下のレベル値ですべてのトラフィックが抑制されます。

 ― WS-X6704-10GE
 ― WS-X6748-SFP
 ― WS-X6724-SFP
 ― WS-X6748-GE-TX

ハードウェアの制限および方式によってサイズの異なるパケットがカウントされるため、レベルの

割合は概数になります。着信トラフィックを構成するフレームのサイズにより、実際に実行される

レベルは、設定レベルと数 % 程度異なる場合があります。

次に、インターフェイス GigabitEthernet 3/16 でマルチキャスト トラフィック ストーム制御をイネー

ブルにして、トラフィック ストーム制御レベルを 70.5% に設定する例を示します。この設定によ

り、トラフィック ストーム制御レベルが、インターフェイス GigabitEthernet 3/16 でイネーブルに

なっているすべてのトラフィック ストーム制御モードに適用されます。

Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 3/16
Router(config-if)# storm-control multicast level 70.5
Router(config-if)# end
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トラフィック ストーム制御設定の表示
トラフィック ストーム制御情報を表示するには、表 40-1 に記載されているコマンドを使用します。

（注） show interfaces [{interface_type slot/port} | {port-channel number}] counters コマンドは、廃棄数を表

示しません。廃棄数を表示するには、storm-control キーワードを使用する必要があります。

表 40-1 トラフィック ストーム制御のステータスと設定の表示用コマンド

コマンド 目的

Router# show interfaces [{type1 slot/port} | 
{port-channel number}] switchport

1. type = ethernet、fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

すべてのレイヤ 2 LAN ポートまたは特定のレイヤ 2 LAN

ポートの管理および動作ステータスを表示します。

Router# show interfaces [{type1 slot/port} | 
{port-channel number}] counters storm-control 

Router# show interfaces counters storm-control 
[module slot_number]

すべてのインターフェイス上、または指定のインターフェ

イス上で、3 つのトラフィック ストーム制御モードすべて

で廃棄される合計パケット数を表示します。
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