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スイッチング モードに関する情報
スイッチングモードは、スイッチがパケットヘッダーの宛先の詳細を読み取ったらすぐにフレー
ム転送を開始するか、またはフレーム全体を受信して、巡回冗長検査（CRC）でエラーをチェッ
クしてからネットワークへのフレーム転送を開始するかを決定します。
スイッチング モードは、ハードウェアを介してスイッチまたはルーティングされるすべてのパ
ケットに適用され、リブートや再起動後も永続的に保存できます。
スイッチは、次のスイッチング モードのいずれかで動作します。
カットスルー スイッチング モード
カットスルー スイッチング モード（7.0(3)I1(2) 以降で使用可能）はデフォルトで有効になってい
ます。カットスルー スイッチング モードで動作するスイッチは、パケット ヘッダーの宛先の詳
細を読み取ったらすぐにフレームの転送を開始します。カットスルー モードのスイッチは、フ
レーム全体の受信を完了する前にデータを転送します。
カットスルー モードのスイッチング速度は、Store-and-Forward スイッチング モードのスイッチン
グ速度より速くなります。
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Store-and-Forward スイッチング モード
Store-and-Forwardスイッチングがイネーブルの場合、スイッチは各フレームの巡回冗長検査（CRC）
エラーをチェックしてから、ネットワークにフレームを転送します。各フレームは、フレーム全
体を受信してチェックされるまで保存されます。
フレーム全体を受信してチェックされるまでフレームの転送は待ち状態になるため、
Store-and-Forward スイッチング モードのスイッチング速度は、カットスルー スイッチング モード
のスイッチング速度より遅くなります。

スイッチング モードに関する注意事項と制限事項
各スイッチング モードについて、次の注意事項および制約事項を考慮してください。
カットスルー スイッチング モードに関する注意事項および制約事項
• show コマンドで internal キーワードを指定することは、サポートされていません。
• FCS エラーが検出されても、FCS エラー パケットはすぐにはドロップされません（パケット
伝送がすでに進行中である可能性があります）。この状況では、パケットが切り捨てられ、
EOF にエラー マークが付けられます。パケットは次のノードでドロップされます。
• FCS エラーがあるパケットは、SPAN が設定されている場合はミラーリングされません。
• デフォルトでは、すべての HiGig™ リンクが 42 G で動作して、ファブリック経由の HiGig™
ヘッダーを補い、フロント パネル ポートからの 40 G のフル ライン レートをサポートしま
す。ただし、速度の不一致のために、パケットがストアアンドフォワード モードで転送され
る可能性があります。トラフィックを確実に通過させるために、switching-mode fabric-speed
40g コマンドを使用して 42 G ポート上の HiGig™ リンクが 40 G で動作するように変更し、
show switching-mode fabric-speed コマンドを使用して設定を確認することができます。この
機能は、9636PQ ライン カードを備えた Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチでのみサポート
されます。Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチではサポートされません。40 G で動作する場
合、遅延は改善されますが、ファブリックでフル ライン レートがサポートされなくなりま
す。詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Layer 2 Configuration Guide』を参照し
てください。
• 7.0(3)I1(2) 以降、カットスルー スイッチングは、9636PQ ライン カードを備えた Cisco Nexus
9500 シリーズ スイッチでサポートされます。
• カットスルー スイッチングは、40 G ポート（ALE ASIC）から 10 G ポート（NFE ASIC）へ
のトラフィックに関して、Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチでサポートされます。また、
バッファ起動が有効になっていない場合にのみ、10 G ポート（NFE ASIC）間のトラフィッ
クに関してもサポートされます。10 G ポート（NFE ASIC）から 40 G ポート（ALE ASIC）
へのトラフィックは、常に、ストア アンド フォワードです。
Store-and-Forward スイッチング モードに関する注意事項および制約事項
• show コマンドで internal キーワードを指定することは、サポートされていません。
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• ストア アンド フォワード スイッチング モードは、Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチ、Cisco
Nexus 9500 シリーズ スイッチ、および Cisco Nexus 3164Q スイッチでサポートされます。
• ストア アンド フォワード スイッチング モードは、次のライン カードではサポートされませ
ん。
◦ N3K-C31128PQ
◦ N3K-C3164Q-40GE
◦ N3K-C3232C-100GE
◦ N3K-C3264Q-S
◦ N9K-C9508-FM2
◦ N9K-X9432PQ
◦ N9K-X9536PQ
◦ N9K-X9632PC-QSFP100
• FCS エラーがあるパケットはドロップされます。
• FCS エラーがあるパケットは、SPAN が設定されている場合はミラーリングされません。
• CPU ポートは、常に Store-and-Forward モードで動作します。CPU に転送された FCS エラー
があるパケットはすべてドロップされます。
• Store-and-Forward モードでは、ポートがオーバーサブスクライブされていて、入力レートが
出力ポートのスイッチング容量を超えていることをスイッチが確認するとそのポートが自動
的にアクティブになります。たとえば、ポートの入力レートが 10 ギガビットで、出力ポー
トのスイッチング容量が 1 ギガビットの場合です。

（注）

グローバル コンフィギュレーションは、Store-and-Forward モードがオーバー
サブスクライブポートに対してアクティブになっていても、変更されません。

スイッチング モードのライセンス要件
カットスルー スイッチング モードおよび Store-and-Forward スイッチング モードにはライセンス
は不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能はすべて Cisco NX-OS システム イメー
ジにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OS ライセンス方式の詳細について
は、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

スイッチング モードのデフォルト設定
カットスルー スイッチングは、デフォルトでイネーブルになっています。
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スイッチング モードの設定
Store-and-Forward スイッチングのイネーブル化
（注）

Store-and-Forward スイッチング モードをイネーブルにすると、ポート間のスイッチングの遅延
に影響を及ぼすことがあります。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config) # switching-mode store-forward
3. （任意） switch(config)# copy running-config startup-config

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config) # switching-mode
store-forward

Store-and-Forward スイッチング モードをイネーブルにし
ます。

ステップ 3

switch(config)# copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーショ
ンをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーし
て、変更を継続的に保存します。

次に、Store-and-Forward スイッチングをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config) # switching-mode store-forward
switch(config) #

カットスルー スイッチングの再イネーブル化
カットスルースイッチングは、デフォルトでイネーブルになっています。カットスルースイッチ
ングを再度イネーブルにするには、switching-mode store-forward コマンドの no 形式を使用しま
す。
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手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config) # no switching-mode store-forward
3. （任意） switch(config)# copy running-config startup-config

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config) # no switching-mode
store-forward

Store-and-Forward スイッチング モードをディセーブルにしま
す。カットスルー スイッチング モードをイネーブルにしま
す。

ステップ 3

switch(config)# copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーション
をスタートアップ コンフィギュレーションにコピーして、
変更を継続的に保存します。

次に、カットスルー スイッチングを再度イネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config) # no switching-mode store-forward
switch(config) #
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