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プライオリティフロー制御に関する情報
Class Based Flow Control（CBFC）または Per Priority Pause（PPP）とも呼ばれるプライオリティフ
ロー制御（PFC；IEEE 802.1Qbb）は、輻輳が原因のフレーム損失を防ぐメカニズムです。PFCは
サービスクラス（CoS）ごとに動作します。

輻輳が原因でバッファしきい値を超過した場合、どの CoS値を一時停止する必要があるかを示す
ポーズフレームを PFCが送信します。PFCポーズフレームには、トラフィックが一時停止する
必要のある時間の長さを示す各 CoSの 2オクテットのタイマー値が含まれます。タイマーの時間
単位はポーズ量子で指定されます。量子は、ポートの速度で 512ビットを送信するために必要な
時間です。範囲は0～65535です。ポーズ量子が0のポーズフレームは、一時停止したトラフィッ
クを再開する再開フレームを示します。

デフォルトでは、PFCはautoモードになっています。ただし、一時停止に関して特定のトラフィッ
ククラスが有効になることはありません。
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他のクラスが通常の動作を許可される一方で、トラフィックの特定のサービスクラスのみが

フロー制御を使用できます。

PFCはピアに対して、既知のマルチキャストアドレスにポーズフレームを送信して、特定の
CoS値を持つフレームの送信を停止するように求めます。このポーズフレームは、ピアによ
る受信時に転送されない 1ホップフレームです。輻輳が軽減されると、PFCはピアにフレー
ムの送信の再開を要求できます。

（注）

注意事項と制約事項
PFC設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。

• PFCがポートまたはポートチャネルでイネーブルにされる場合でも、ポートフラップは発
生しません。

•ポートまたはポートチャネルで PFCをイネーブルにする前に、それらに十分なリソースが
あることを確認します。

• PFC設定は、送信（Tx）および受信（Rx）の両方向で PFCをイネーブルにします。

• no-drop CoSが完全に一致する場合にのみ、Data Center Bridging Exchange Protocol（DCBXP）
によって PFCのネゴシエーションが成功したと見なされます。

•ポーズフレームの設定時間量子はサポートされていません。

•この設定は、特定のトラフィッククラスキューにマッピングされ、一時停止が選択された
ストリームをサポートしません。クラスにマッピングされたすべてのフローは、no-dropとし
て扱われます。これにより、キュー全体のスケジューリングが行われず、キューのすべての

ストリームでトラフィックが一時停止します。no-dropクラスのロスレスサービスを実現す
るには、キューでのトラフィックを no-dropクラスのトラフィックに限定することを強く推
奨します。

• VLANタグ付きパケットの場合、プライオリティは常に VLANタグの 802.1pフィールドに
基づいて割り当てられ、割り当て済みの内部プライオリティ（QoSグループ）よりも優先さ
れます。DSCPまたは IPアクセスリストの分類は、VLANタグ付きフレームでは実行できま
せん。

• no-dropクラスが 802.1p CoS xに基づいて分類され、内部プライオリティ値（QoSグループ）
の yが割り当てられている場合は、内部プライオリティ値 xを使用して 802.1p CoSのみのト
ラフィックを分類し、他のフィールドのトラフィックは分類しないことを推奨します。xに
ついては、分類がCoSに基づいていない場合、割り当てられるパケットプライオリティは x
で、これにより、内部プライオリティが xおよび yであるパケットが、同じプライオリティ
xにマッピングします。

• PFC機能では、どのMTUサイズでも、最大 3つの no-dropクラスがサポートされます。ただ
し、次の要因に基づく PFC対応インターフェイス数の制限があります。
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no-dropクラスのMTUサイズ•

• 10Gおよび 40Gポートの数

•入力キューイングポリシーのポーズバッファサイズの設定

•インターフェイス QoSポリシーはシステムポリシーよりも優先されます。PFCの優先度の
派生も同じ順序で行われます。

•入力と出力の両方において、すべての PFC対応インターフェイスで同じインターフェイス
レベルの QoSポリシーを適用していることを確認します。

PFCの設定に関係なく、インターフェイスレベルまたはシステムレベルで完
全プライオリティレベルがあるキューイングポリシーの適用または削除をす

る前にトラフィックを停止することを推奨します。

注意

•ネットワークを介してエンドツーエンドのロスレスサービスを実現するには、no-dropクラ
ストラフィックフロー #(Tx/Rx)を介して各インターフェイスで PFCをイネーブルにするこ
とを推奨します。

• no-dropクラスのロスレスサービスを実現するには、出力キューでのトラフィックを no-drop
クラスのトラフィックに限定することを推奨します。

•トラフィックがない場合は、PFCの設定を変更することを推奨します。そうでない場合は、
システムのMemory Management Unit（MMU）にすでにあるパケットが期待どおりの処理を
されない可能性があります。

• PFCに必要なバッファは、最適な割り当てが自動的に行われます。ただし、入力キューイン
グポリシーを設定することにより、バッファしきい値を変更できます。

• DSCP/IPアクセスリストに基づいて分類される no-dropクラス（非 CoSベース分類）につい
ては、一致 CoS値と同じ qos-group値を使用することを強く推奨します。

•出力キューのドロップの原因になるため、no-dropクラスでWREDをイネーブルにしないで
ください。

•ポートを 40ギガビットイーサネットモードから 10ギガビットイーサネットモードに、ま
たは 10ギガビットイーサネットモードから 40ギガビットイーサネットモードに設定する
場合、影響を受けるポートは管理上使用できなくなり、これらのポートではPFCがディセー
ブルになります。これらのポートを使用可能にするには、no shutコマンドを使用します。
ポートが使用可能になると、それらのポートで PFCがイネーブルになります。

プライオリティフロー制御のデフォルト設定
次の表に、PFCのデフォルト設定を示します。
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表 1：デフォルトの PFC 設定

デフォルトパラメータ

自動PFC

トラフィッククラスのプライオリティフロー制御のイ

ネーブル化
特定のトラフィッククラスの PFCをイネーブルにできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

トラフィックのクラスを表す名前付きオブジェクト

を作成します。クラスマップ名には、アルファベッ

switch(config)# class-map
type qosclass-name

ステップ 2   

ト、ハイフン、またはアンダースコア文字を含める

ことができます。クラスマップ名は大文字と小文字

が区別され、最大 40文字まで設定できます。

パケットをこのクラスに分類する場合に照合するCoS
値を指定します。CoS値は、0～ 7の範囲で設定で
きます。

switch(config-cmap-qos)#
match coscos-value

ステップ 3   

クラスマップモードを終了し、グローバルコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

switch(config-cmap-qos)# exitステップ 4   

トラフィッククラスのセットに適用されるポリシー

のセットを表す名前付きオブジェクトを作成します。

switch(config)# policy-map
type qospolicy-name

ステップ 5   

ポリシーマップ名は、最大 40文字の英字、ハイフ
ン、または下線文字を使用でき、大文字と小文字が

区別されます。

クラスマップをポリシーマップにアソシエートし、

指定されたシステムクラスのコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

switch(config-pmap-qos)#
class type qosclass-name

ステップ 6   

アソシエートされるクラスマップには、ポ

リシーマップタイプと同じタイプが必要

です。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

トラフィックをこのクラスマップに分類する場合に

照合する 1つまたは複数の qos-group値を設定しま
す。デフォルト値はありません。

switch(config-pmap-c-qos)#
set qos-groupqos-group-value

ステップ 7   

ポリシーマップモードを終了し、グローバルコン

フィギュレーションモードを開始します。

switch(config-pmap-c-qos)#
exit

ステップ 8   

指定したインターフェイスの設定モードを開始しま

す。

switch(config)#
interfacetypeslot/port

ステップ 9   

QoSタイプのポリシーマップを特定のインターフェ
イスに適用します。

switch(config-if)#
service-policy type qos
inputpolicy-name

ステップ 10   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

終了し、グローバルコンフィギュレーションモード

に入ります。

switch(config-if)# exitステップ 11   

トラフィックのクラスを表す名前付きオブジェクト

を作成します。クラスマップ名には、アルファベッ

switch(config)# class-map
type network-qosclass-name

ステップ 12   

ト、ハイフン、またはアンダースコア文字を含める

ことができます。クラスマップ名は大文字と小文字

が区別され、最大 40文字まで設定できます。

QoSグループ値のリストに基づいてパケットを照合
することによって、トラフィッククラスを設定しま

switch(config-cmap-nq)#
match
qos-groupqos-group-value

ステップ 13   

す。指定できる範囲は 0～ 7です。QoSグループ 0
は class-defaultに相当します。

クラスマップモードを終了し、グローバルコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

switch(config-cmap-nq)# exitステップ 14   

トラフィッククラスのセットに適用されるポリシー

のセットを表す名前付きオブジェクトを作成します。

switch(config)# policy-map
type network-qospolicy-name

ステップ 15   

ポリシーマップ名は、最大 40文字の英字、ハイフ
ン、または下線文字を使用でき、大文字と小文字が

区別されます。

クラスマップをポリシーマップにアソシエートし、

指定されたシステムクラスのコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

switch(config-pmap-nqos)#
class type
network-qosclass-name

ステップ 16   

アソシエートされるクラスマップには、ポ

リシーマップタイプと同じタイプが必要

です。

（注）

no-dropクラスを設定します。switch(config-pmap-c-nq)#
pause no-drop

ステップ 17   
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目的コマンドまたはアクション

ポリシーマップモードを終了し、グローバルコン

フィギュレーションモードを開始します。

switch(config-pmap-c-nq)#
exit

ステップ 18   

システムクラスコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch(config)# system qosステップ 19   

システムレベルまたは特定のインターフェイスに

network-qosタイプのポリシーマップを適用します。
switch(config-sys-qos)#
service-policy type
network-qospolicy-name

ステップ 20   

次に、トラフィッククラスで PFCをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type qos c1
switch(config-cmap-qos)# match cos 3
switch(config-cmap-qos)# exit
switch(config)# policy-map type qos p1
switch(config-pmap-qos)# class type qos c1
switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 3
switch(config-pmap-c-qos)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# service-policy type qos input p1
switch(config-if)# exit
switch(config)# class-map type network-qos c1
switch(config-cmap-nq)# match qos-group 3
switch(config-cmap-nq)# exit
switch(config)# policy-map type network-qos p1
switch(config-pmap-nqos)# class type network-qos c1
switch(config-pmap-nqos-c)# pause no-drop
switch(config-pmap-nqos-c)# exit
switch(config)# system qos
switch(config-sys-qos)# service-policy type network-qos p1

プライオリティフロー制御の設定
アクティブなネットワーク qosポリシーで定義されている CoSの no-drop動作をイネーブルにす
るには、ポート単位の PFCを設定できます。PFCは、次の 3種類のモードから設定できます。

• auto：DCBXPによってアドバタイズされ、ピアとネゴシエートされるように no-drop CoS値
をイネーブルにします。正常なネゴシエーションでは、no-drop CoSでの PFCがイネーブル
になります。ピア機能の不一致が原因で障害が発生すると、PFCがイネーブルにならない可
能性があります。

• on：ピアの機能に関係なく、ローカルポートで PFCをイネーブルにします。

• off：ローカルポートで PFCをディセーブルにします。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure terminallステップ 1   

指定したインターフェイスでインターフェイ

スモードを開始します。

interface
ethernet[[lot/port-number]

ステップ 2   

PFCを auto、off、または onモードに設定しま
す。デフォルトでは、PFCモードがすべての
ポートで autoに設定されます。

priority-flow-controlmode {auto
| off | on}priority-flow-control
mode {auto |off | on}

ステップ 3   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを終了します。

exitステップ 4   

すべてのインターフェイスの PFCのステータ
スを表示します。

show interface
priority-flow-control

ステップ 5   

PFC の MMU バッファの予約
PFCのMMUバッファを予約するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminallステップ 1   

PFCのMMUバッファを予約します。hardware profile pfc mmu
buffer-reservation ?

ステップ 2   

<0-100>予約する共有プールバッファの
パーセンテージ

例：
switch(config)# hardware profile pfc mmu
buffer-reservation ?

プライオリティフロー制御の設定の確認
PFC設定を表示するには、次の作業を実行します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure terminalステップ 1   

すべてのインターフェイスの PFCのステータ
スを表示します。

show interface
priority-flow-control

ステップ 2   

（任意）各インターフェイスの各プライオリ

ティレベルの PFCのステータスを表示しま
す。

show interface
priority-flow-control detail

ステップ 3   

PFC フレームカウンタ統計情報のモニタリング
インターフェイスレベルまたは各インターフェイスの各プライオリティ（CoS）レベルで、PFC
がイネーブルのデバイスの Txカウンタと Rxカウンタをモニタできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

switch# show int priority-flow-control [detail]ステップ 1   

次に、各インターフェイスの各プライオリティレベルの PFCフレームカウンタ統計情報を表示
する例を示します。

switch# show int priority-flow-control detail

Ethernet1/1/1:
Admin Mode: On
Oper Mode: On
VL bitmap: (14)
Total Rx PFC Frames: 0
Total Tx PFC Frames: 0
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
| Priority0 | Priority1 | Priority2 | Priority3 | Priority4 |

Priority5 | Priority6 | Priority7 |
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
Rx |0 |0 |0 |0 |0 |0

|0 |0
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
Tx |0 |0 |0 |0 |0 |0

|0 |0
Ethernet1/1/2:

Admin Mode: Auto
Oper Mode: Off

   Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS QoS コンフィギュレーションガイド、リリース 7.x
8

プライオリティフロー制御の設定

PFC フレームカウンタ統計情報のモニタリング



VL bitmap:
Total Rx PFC Frames: 0
Total Tx PFC Frames: 0
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
| Priority0 | Priority1 | Priority2 | Priority3 | Priority4 |

Priority5 | Priority6 | Priority7 |
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
Rx |0 |0 |0 |0 |0 |0

|0 |0
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
Tx |0 |0 |0 |0 |0 |0

|0 |0

次に、各インターフェイスのPFCフレームカウンタ統計情報を表示する例を示します。
switch# show int priority-flow-control
============================================================
Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP
============================================================

Ethernet1/1/1 On On (14) 0 0
Ethernet1/1/2 Auto Off 0 0
Ethernet1/1/3 Auto On (14) 0 0
Ethernet1/15 Auto On (14) 0 0
Ethernet1/15 Auto On (14) 0 0
Ethernet1/15 Auto On (14) 0 0
Ethernet1/15 Auto On (14) 0 0
Ethernet1/25 Auto On (14) 0 0
Ethernet1/32 On On (14) 0 0
switch#

プライオリティフロー制御の設定例
次に、PFCの設定例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 5/5
switch(config-if)# priority-flow-control mode on
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