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リンクレベルフロー制御
リンクレベルフロー制御とは、システムの輻輳が解決されるまでデータ伝送を一時停止する輻輳

管理技術です。受信デバイスは輻輳が発生すると、ポーズフレームを送信してトランスミッタと

通信します。ポーズフレームを受信した送信デバイスは、以降のデータフレームの送信を短時間

停止します。リンクレベルフロー制御機能は、リンク上のすべてのトラフィックに適用されま

す。送受信方向は個別に設定できます。デフォルトでは、リンクレベルフロー制御は両方向で

ディセーブルです。

リンクレベルフロー制御の注意事項と制約事項
• internalキーワードが付いている showコマンドはサポートされていません。

•リンクレベルフロー制御（LLFC）は、ネットワークフォワーディングエンジン（NFE）を
備えた Cisco Nexus 9500シリーズスイッチ（および NFEを備えた Cisco Nexus 3164Qスイッ
チ）でサポートされます。

•リンクレベルフロー制御（LLFC）は、Cisco Nexus 9200シリーズスイッチ（7.0(3)I3(1)以降
のリリース）でサポートされます。

• 100GN9K-X9408PC-CFP2ラインカードは、リンクレベルフロー制御（LLFC）をサポートし
ません。
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•イーサネットインターフェイスは、リンクレベルフロー制御機能を自動検出しません。機
能を明示的に設定する必要があります。

•リンクレベルフロー制御をイネーブルにするには、バッファの一部を予約する必要がありま
す。これにより、使用可能な共有バッファスペースが減少します。

• Data Center Bridging Exchange（DCBX）プロトコルはサポートされていません。

•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。

•各イーサネットインターフェイスで、スイッチはPFCまたはLLFCのいずれかをイネーブル
にできますが、両方をイネーブルにすることはできません。

PFCと LLFCの両方をイネーブルにした場合は、LLFCが選択されます。（注）

•純粋な CoSベースのトラフィッククラスの分類のみがサポートされます。

•ポーズしきい値の設定には制限があります。

•インターフェイスでリンクレベルフロー制御を設定すると、インターフェイスフラップが
発生して一時的なトラフィック損失の原因となります。

• no-drop QoSグループを設定する場合は、フロー制御 send-onが設定されていないポートで受
信したパケットが no-drop QoSグループに分類されないようにしてください。

• no-drop QoSグループでのみリンクレベルのポーズフレームを生成できます。

•出力キューのドロップが発生する可能性があるため、no-dropクラスでWeightedRandomEarly
Detection（WRED）をイネーブルにしないでください。

• CLIを使用してバッファサイズを指定すると、リンク速度とMTUサイズに関係なく、すべ
てのポートに同じバッファサイズが割り当てられます。したがって、no-dropクラスにはデ
フォルトバッファサイズを使用することを推奨します。

•トラフィックがない場合は、LLFC設定の変更を推奨します。変更しないと、すでにシステ
ムのMMU内にあるパケットが予期するとおりに処理されない可能性があります。

• NX-OS 7.0(3)I1(2)以降では、リンクレベルフロー制御および PFCは、Cisco Nexus 9300シ
リーズスイッチおよびALE（ACILeaf Engine）を備えたラインカードでサポートされます。

リンクレベルフロー制御に関する情報

インターフェイスでのリンクレベルフロー制御

リンクレベルフロー制御を設定すると、指定したインターフェイスがアップ状態の場合、システ

ムはインターフェイスの状態をダウンに変更してフロー制御設定を適用します。設定が正常にイ

ンターフェイスに適用された後、システムはインターフェイスをアップ状態に戻します。
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ポートでのリンクレベルフロー制御

ポートのシャットダウンイベント中、インターフェイスのフロー制御設定は保持されますが、リ

ンク上でトラフィックは送受信されません。ポートの起動イベント中にフロー制御設定はハード

ウェア上で元の状態に戻ります。

リンクレベルフロー制御設定の不一致

送受信の方向は個別に設定でき、ネットワーク上のデバイスごとに異なるリンクレベルフロー制

御（LLFC）設定を使用することが可能です。次の表では、設定が一致していないデバイスの相互
の影響について説明します。

説明スイッチ Bスイッチ A

スイッチ Aは 802.3xポーズフ
レームの送信と 802.3xポーズ
フレームの受信が可能です。ス

イッチ Bは 802.3xポーズフ
レームの受信のみ可能です。

ポーズフレームを受信するよ

うに LLFCを設定。
ポーズフレームを送受信する

ように LLFCを設定。

スイッチ Aは 802.3xポーズフ
レームの送信と 802.3xポーズ
フレームの受信が可能です。ス

イッチ Bは 802.3xポーズフ
レームを送信できますが、受信

されるポーズフレームはすべ

てドロップします。

ポーズフレームを送信するよ

うに LLFCを設定。
ポーズフレームを送受信する

ように LLFCを設定。

リンクレベルフロー制御の設定方法

リンクレベルフロー制御 receive の設定

手順の概要

1. configureterminal
2. interface ethernet 1/1
3. flowcontrol receive on
4. exit
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手順の詳細

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。

configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 1   

インターフェイスタイプを設定し、インターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始します。

interface ethernet 1/1

例：

Device(config)# interface ethernet 1/1

ステップ 2   

インターフェイスでポーズフレームを受信および処

理できるようにします。

flowcontrol receive on

例：

Device(config-if)# flowcontrol receive
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

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 4   

リンクレベルフロー制御 transmit の設定
インターフェイスでリンクレベルフロー制御 transmitを設定するには、インターフェイスでフロー
制御をイネーブルにして、network-qosタイプの QoSポリシーを設定して no-drop QoSグループを
イネーブルにします。さらに no-drop動作を必要とするトラフィックを no-dropクラスに分類する
ために qosタイプの QoSポリシーを適用します。

no-dropクラスを定義する際に、キューイングポリシーを使用して帯域幅が no-drop QoSクラスに
割り当てられていることを確認してください。詳細については、「タイプキューイングポリシー

の設定」の項を参照してください。
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no-dropQoSグループを設定する場合は、フロー制御 send-onが設定されていないポートで受信
したパケットが no-drop QoSグループに分類されないようにしてください。これは、フロー制
御 send-onが設定されていない入力ポートではリンクレベルのポーズフレームを生成できず、
送信デバイスに送信の停止を要求する方法がないためです。したがって、すべてのインター

フェイスでフロー制御 send-onが設定されていない場合は、システムポリシーを使用してパ
ケットを no-drop QoSグループに分類しないでください。代わりに、フロー制御 send-onがイ
ネーブルになっているインターフェイスにインターフェイス QoSポリシーを適用する必要が
あります。

（注）

手順の概要

1. configureterminal
2. interface ethernet 1/1
3. flowcontrol send on
4. exit

手順の詳細

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。

configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 1   

インターフェイスタイプを設定し、インターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

interface ethernet 1/1

例：

Device(config)# interface ethernet 1/1

ステップ 2   

インターフェイスからリモートデバイスにポーズフレー

ムを送信できるようにします。

flowcontrol send on

例：

Device(config-if)# flowcontrol
transmit 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、グローバルコンフィギュレーションモードに戻

ります。

exit

例：

Device(config-if)# exit

ステップ 4   
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リンクレベルフロー制御の設定例

例：No-Drop ポリシーの設定

No-Drop ポリシーの設定

次に、no-dropポリシーを設定してポリシーをセッションポリシーに付加する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# class-map type network-qos class1
Device(config-cmap-nq)# match qos-group 1
Device(config-cmap-nq)# policy-map type network-qos my_network_policy
Device(config-pmap-nq)# class type network-qos class1
Device(config-pmap-nq-c)# pause pfc-cos 2
Device(config-pmap-nq-c)# system qos
Device(config-sys-qos)# service-policy type network-qos my_network_policy
Device# show running ipqos

トラフィックの No-Drop クラスへの分類

次に、すべてのトラフィックを no-dropクラスにマップする QoSポリシーを作成する方法を示し
ます。

Device# configure terminal
Device(config)# class-map type qos class1
Device(config-cmap-qos)# match cos 2
Device(config-cmap-qos)# policy-map type qos my_qos_policy
Device(config-pmap-qos)# class type qos class1
Device(config-pmap-c-qos)# set qos-group 1
Device(config-pmap-c-qos)# interface e1/5
Device(config-sys-qos)# service-policy type qos input my_qos_policy

例：リンクレベルフロー制御 receive および send の設定

リンクレベルフロー制御 receive および send の設定

次に、デバイスでリンクレベルフロー制御 receiveおよび sendを設定する例を示します。

• LLFCの受信だけがイネーブルにされている場合、no-dropクラスをシステムネットワーク
QoSで設定する必要はありません。

Device# configure terminal
Device(config)# interface ethernet 1/1
Device(config-if)# flowcontrol receive on
Device(config-if)# exit

• LLFCの受信と送信が両方イネーブルにされている場合、no-dropクラスをシステムネット
ワークQoSで設定する必要があります（no-dropクラスの設定については、No-Dropポリシー
の設定例を参照してください）。

Device# configure terminal

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーションガイド、リリース 7.x
6

リンクレベルフロー制御の設定

リンクレベルフロー制御の設定例



Device(config)# interface ethernet 1/1
Device(config-if)# flowcontrol receive on
Device(config-if)# flowcontrol send on
Device(config-if)# exit

• LLFCの送信だけがイネーブルにされている場合、no-dropクラスをシステムネットワーク
QoSで設定する必要があります（no-dropクラスの設定については、No-Dropポリシーの設定
例を参照してください）。

Device# configure terminal
Device(config)# interface ethernet 1/1
Device(config-if)# flowcontrol send on
Device(config-if)# exit

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーションガイド、リリース 7.x    
7

リンクレベルフロー制御の設定

例：リンクレベルフロー制御 receive および send の設定



   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーションガイド、リリース 7.x
8

リンクレベルフロー制御の設定

例：リンクレベルフロー制御 receive および send の設定


	リンクレベル フロー制御の設定
	リンクレベル フロー制御
	リンクレベル フロー制御の注意事項と制約事項
	リンクレベル フロー制御に関する情報
	インターフェイスでのリンクレベル フロー制御
	ポートでのリンクレベル フロー制御
	リンクレベル フロー制御設定の不一致

	リンクレベル フロー制御の設定方法
	リンクレベル フロー制御 receive の設定
	リンクレベル フロー制御 transmit の設定

	リンクレベル フロー制御の設定例
	例：No-Drop ポリシーの設定
	例：リンクレベル フロー制御 receive および send の設定



