
トラフィックストーム制御

この章は、次の項で構成されています。

•トラフィックストーム制御について（1ページ）
• GUIを使用したトラフィックストーム制御ポリシーの設定（2ページ）
• NX-OSスタイルの CLIを使用したトラフィックストーム制御ポリシーの設定（3ペー
ジ）

• REST APIを使用したトラフィックストーム制御ポリシーの設定（5ページ）

トラフィックストーム制御について
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

トーム制御ポリシーを使用すると、物理インターフェイス上におけるブロードキャスト、未知

のマルチキャスト、または未知のユニキャストのトラフィックストームによって、レイヤ 2
ポート経由の通信が妨害されるのを防ぐことができます。

デフォルトでは、ストーム制御はACIファブリックでは有効になっていません。ACIブリッジ
ドメイン（BD）レイヤ 2の未知のユニキャストのフラッディングは BD内でデフォルトで有
効になっていますが、管理者が無効にすることができます。その場合、ストーム制御ポリシー

はブロードキャストと未知のマルチキャストのトラフィックにのみ適用されます。レイヤ2の
未知のユニキャストのフラッディングがBDで有効になっている場合、ストーム制御ポリシー
は、ブロードキャストと未知のマルチキャストのトラフィックに加えて、レイヤ2の未知のユ
ニキャストのフラッディングに適用されます。

トラフィックストーム制御（トラフィック抑制ともいいます）を使用すると、着信するブロー

ドキャスト、マルチキャスト、未知のユニキャストのトラフィックのレベルを1秒間隔でモニ
タできます。この間に、トラフィックレベル（ポートで使用可能な合計帯域幅のパーセンテー

ジ、または特定のポートで許可される1秒あたりの最大パケット数として表されます）が、設
定したトラフィックストーム制御レベルと比較されます。入力トラフィックが、ポートに設定

したトラフィックストーム制御レベルに到達すると、トラフィックストーム制御機能によっ

てそのインターバルが終了するまでトラフィックがドロップされます。管理者は、ストーム制

御しきい値を超えたときにエラーを発生させるようにモニタリングポリシーを設定できます。
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GUIを使用したトラフィックストーム制御ポリシーの設
定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Fabric]をクリックします。

ステップ 2 サブメニューバーで External Access Policiesをクリックします。

ステップ 3 Navigationウィンドウで Policiesを展開します。

ステップ 4 Interfaceを展開します。

ステップ 5 [Storm Control]を右クリックし、[Create Storm Control Interface Policy]を選択します。

ステップ 6 [Create Storm Control Interface Policy]ダイアログボックスで、[Name]フィールドにポリシーの
名前を入力します。

ステップ 7 Configure Storm Controlフィールドで、All Typesまたは Unicast, Broadcast, Multicastのいず
れかのオプションボタンをクリックします。

Unicast, Broadcast,Multicastオプションボタンを選択すると、それぞれのトラフィッ
クタイプで個別にストーム制御を設定することができます。

（注）

ステップ 8 [Specify Policy In]フィールドで、[Percentage]または [Packets Per Second]いずれかのオプション
ボタンをクリックします。

ステップ 9 [Percentage]を選択した場合は、次の手順を実行します。

a) [Rate]フィールドに、トラフィックレートのパーセンテージを入力します。

ポートで使用可能な合計帯域幅のパーセンテージを指定する 0～ 100の数値を入力しま
す。1秒の間隔中に入力トラフィックがこのレベルに達するか、それを超えると、トラ
フィックストーム制御により、その間隔の残りのトラフィックはドロップされます。値

100は、トラフィックストーム制御を行わないことを意味します。値 0の場合、すべての
トラフィックが抑制されます。

b) [Max Burst Rate]フィールドに、バーストトラフィックレートのパーセンテージを入力し
ます。

ポートで使用可能な合計帯域幅のパーセンテージを指定する 0～ 100の数値を入力しま
す。入力トラフィックがこれ以上になると、トラフィックストーム制御が開始してトラ

フィックをドロップされるようになります。

Max Burst Rateは、Rateの値以上でなければなりません。（注）

ステップ 10 [Packets Per Second]を選択した場合は、次の手順を実行します。

a) [Rate]フィールドに、トラフィックレートを 1秒あたりのパケット数で入力します。
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この間、トラフィックレベル（1秒あたりにポートを通過するパケット数として表され
る）が、設定したトラフィックストーム制御レベルと比較されます。入力トラフィック

が、ポートに設定したトラフィックストーム制御レベルに達するかそれを超えると、トラ

フィックストーム制御機能によってそのインターバルが終了するまでトラフィックがド

ロップされます。

b) [Max Burst Rate]フィールドに、バーストトラフィックレートを 1秒あたりのパケット数
で入力します。

この間、トラフィックレベル（1秒あたりにポートを通過するパケット数として表され
る）が、設定したバーストトラフィックストーム制御レベルと比較されます。入力トラ

フィックが、ポートに設定したトラフィックストーム制御レベルに達するかそれを超える

と、トラフィックストーム制御機能によってそのインターバルが終了するまでトラフィッ

クがドロップされます。

ステップ 11 [Submit]をクリックします。

ステップ 12 ストーム制御インターフェイスポリシーをインターフェイスポートに適用します。

a) メニューバーで、[Fabric]をクリックします。
b) サブメニューバーで External Access Policiesをクリックします。
c) Navigationウィンドウで Interfacesを展開します。
d) Leaf Interfacesを展開します。
e) Policy Groupsを展開します。
f) Leaf Policy Groupsを選択します。

APICバージョンが 2.xよりも前の場合は、[Policy Groups]を選択します。（注）

g) ストーム制御ポリシーを適用するリーフアクセスポートポリシーグループ、PCインター
フェイスポリシーグループ、VPCインターフェイスポリシーグループ、または PC/VPC
オーバーライドポリシーグループを選択します。

h) [Work]ペインで、[StormControl Interface Policy]のドロップダウンをクリックし、作成した
トラフィックストーム制御ポリシーを選択します。

i) [送信（Submit）]をクリックします。

NX-OSスタイルの CLIを使用したトラフィックストーム
制御ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

次のコマンドを入力して PPSポリシー
を作成します。

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

例：

(config)# template policy-group pg1
(config-pol-grp-if)# storm-control pps
10000 burst-rate 10000

次のコマンドを入力してパーセントポ

リシーを作成します。

ステップ 2

例：

(config)# template policy-group pg2
(config-pol-grp-if)# storm-control
level 50 burst-rate 60

物理ポート、ポートチャネルまたは仮

想ポートチャネルでストーム制御を設

定します。

ステップ 3

例：

[no] storm-control
[unicast|multicast|broadcast] level
<percentage> [burst-rate <percentage>]
[no] storm-control
[unicast|multicast|broadcast] pps
<packet-per-second> [burst-rate
<packet-per-second>]

sd-tb2-ifc1# configure terminal

sd-tb2-ifc1(config)# leaf 102

sd-tb2-ifc1(config-leaf)# interface
ethernet 1/19
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#
storm-control unicast level 35
burst-rate 45
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#
storm-control broadcast level 36
burst-rate 36
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#
storm-control broadcast level 37
burst-rate 38
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#

sd-tb2-ifc1# configure terminal

sd-tb2-ifc1(config)# leaf 102

sd-tb2-ifc1(config-leaf)# interface
ethernet 1/19
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#
storm-control broadcast pps 5000
burst-rate 6000
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#
storm-control unicast pps 7000
burst-rate 7000
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#
storm-control unicast pps 8000
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目的コマンドまたはアクション

burst-rate 10000
sd-tb2-ifc1(config-leaf-if)#

REST APIを使用したトラフィックストーム制御ポリシー
の設定

トラフィックストーム制御ポリシーを設定するには、希望するプロパティを使用して

stormctrl:IfPolオブジェクトを作成します。

MyStormPolicyというポリシーを作成するには、次の HTTP POSTメッセージを送信します。
POST https://192.0.20.123/api/mo/uni/infra/stormctrlifp-MyStormPolicy.json

使用可能な帯域幅のパーセンテージでポリシーを指定するには、POSTメッセージの本文に次
の JSONペイロード構造を含めます。

{"stormctrlIfPol":
{"attributes":

{"dn":"uni/infra/stormctrlifp-MyStormPolicy",
"name":"MyStormPolicy",
"rate":"75",
"burstRate":"85",
"rn":"stormctrlifp-MyStormPolicy",
"status":"created"
},
"children":[]

}
}

1秒あたりのパケット数でポリシーを指定するには、POSTメッセージの本文に次の JSONペ
イロード構造を含めます。

{"stormctrlIfPol":
{"attributes":

{"dn":"uni/infra/stormctrlifp-MyStormPolicy",
"name":"MyStormPolicy",
"ratePps":"12000",
"burstPps":"15000",
"rn":"stormctrlifp-MyStormPolicy",
"status":"created"
},
"children":[]

}
}

トラフィックストーム制御インターフェイスポリシーをインターフェイスポートに適用しま

す。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<infraInfra status='created,modified'>

<infraHPathS name='__ui_l101_eth1--3' status='created, modified'>
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<infraRsPathToAccBaseGrp tDn='uni/infra/funcprof/accportgrp-__ui_l101_eth1--3'
status='created,modified'>

</infraRsPathToAccBaseGrp>
<infraRsHPathAtt tDn='topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/3]'

status='created,modified'>
</infraRsHPathAtt>

</infraHPathS>
<infraFuncP status='created,modified'>

<infraAccPortGrp name='__ui_l101_eth1--3' status='created,modified'>
<infraRsStormctrlIfPol status='created,modified'

tnStormctrlIfPolName='__ui_l101_eth1--3'>
</infraRsStormctrlIfPol>

</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>
<stormctrlIfPol status='created,modified' uucRate=’11' uucBurstPps='0xffffffff'

isUcMcBcStormPktCfgValid='1' name='__ui_l101_eth1--3' uucRatePps='0xffffffff'
uucBurstRate='22'>

</stormctrlIfPol>
</infraInfra>
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