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プライオリティ フロー制御について
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
802.3x フロー制御（ポーズ フレーム）またはリンク レベル フロー制御（LFC）と類似していま
す。ただし、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、指定された期間リンク上のすべてのデータ送信
を一時停止するために、ピアにポーズ フレームを送信します。輻輳が軽減される（トラフィック
が設定されたしきい値を下回る）と、再開フレームが生成され、リンク上でデータ送信が最下位
されます。
一方、輻輳中は、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

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
1

プライオリティ フロー制御の設定
プライオリティ フロー制御のライセンス要件

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。

（注）

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。

プライオリティ フロー制御のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

PFC 機能にライセンスは必要ありません。ライ
センス パッケージに含まれていない機能は
NX-OS イメージにバンドルされており、無料で
提供されます。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。

プライオリティ フロー制御の前提条件
PFC には、次の前提条件があります。
• モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスについて理解している。
• デバイスにログインしている。

プライオリティ フロー制御の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。
• 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。
• 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。
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• 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。
• 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推奨し
ます。
• 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。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 x および y の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、どの最大伝送単位（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。
◦ no-drop クラスの MTU サイズ
◦ 10G および 40G ポートの数
• systemjumbomtu コマンドを使用して、システム内の MTU の上限を定義できます。MTU 範囲
は、1500 ～ 9216 バイトで、デフォルトは 9216 バイトです。
• 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。

注意

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。

• 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。
• トラフィックがない場合は PFC 設定を変更することを推奨します。このようにしないと、シ
ステムの Memory Management Unit（MMU）にすでに含まれているパケットが、予期される
とおりに処理されない可能性があります。
• no-drop クラスにデフォルトのバッファ サイズを使用するか、または 10G および 40G イン
ターフェイスおよび no-drop クラス MTU サイズに適した異なる入力キューイング ポリシー
を設定することを推奨します。CLI を使用してバッファ サイズを指定する場合は、リンク速
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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。
10G および 40G インターフェイスへの同一ポーズ バッファ サイズの適用はサポートされま
せん。
• 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。
• ダイナミック ロード バランシングは、PFC を使用する内部リンクではイネーブルにできま
せん。DLB をディセーブルにし、port-channel load-balance internal rtag7 コマンドを使用して
内部リンクに対し RTAG7 ロード バランシングをイネーブルにする必要があります。
• ダイナミック ロード バランシング（DLB）に基づくハッシュ方式は、ラインカードのすべ
ての内部リンクでデフォルトでイネーブルになっています。DLB がイネーブルの場合、内部
リンクの輻輳が発生し、PFC が適用されると、no-drop トラフィックで正しくない順序のパ
ケット配信が発生することがあります。システム上のアプリケーションが正しくない順序の
配信の影響を受ける場合、qos-group レベルで DLB をディセーブルにすることで、これに対
処できます。QoS ポリシー マップの set dlb-disable アクションと、no-drop クラスに対する
set qos-group アクションを使用して、DLB をディセーブルにします。
次の例では、qos-group 1 が no-drop クラスであることを前提とします。set dlb-disable アク
ションと set qos-group アクションを追加することで、この no-drop クラスに対して DLB が
ディセーブルになります。
switch(config)# policy-map p1
switch(config-pmap-qos)# class c1
switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 1
switch(config-pmap-c-qos)# set dlb-disable
switch(config-pmap-c-qos)# end
switch# show policy-map p1
Type qos policy-maps
====================
policy-map type qos p1
class c1
set qos-group 1
set dlb-disable

• VLAN タグ付きパケットの場合、プライオリティは 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。
• 非 VLAN タグ付きパケットの場合、入力 QoS ポリシーで与えられる set qos-group アクショ
ンに基づいてプライオリティが割り当てられます。分類は、優先順位、DSCP、アクセス リ
ストなどの QoS ポリシーで許可されるマッチング条件に基づいて行われます。ここでは、
network-qos ポリシーでこのクラスに提供される pfc-cos 値が qos-group 値と同じであること
を確認してください。
• PFC は、100G ポートの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチではサポートされていません。
• 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（ACI Leaf Engine）を備えたラインカードでサポートされます。
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• PFC on モードは、PFC をサポートしているがデータセンター ブリッジング機能交換プロト
コル（DCBXP）はサポートしていないホストをサポートするために使用されます。
• no-drop CoS が完全に一致する場合にのみ、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。
• DCBX プロトコルは、Cisco Nexus 9300 シリーズ デバイスおよび Cisco Nexus 9500 シリーズ
デバイス（NX-OS 7.0(3)I3(1) 以降）でサポートされます。
◦ Nexus 9332PQ スイッチ
◦ Nexus 9372PX スイッチ
◦ Nexus 9372PX-E スイッチ
◦ Nexus C9396PX スイッチ
◦ 次のラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチ
◦ X9432PQ
◦ X9464PX
◦ X9464TX
◦ X9536PQ
◦ X9564PX
◦ X9564TX
◦ X9636PQ
• Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(2) 以降では、バックツーバック スイッチの両側のインター
フェイスで PFC が無効になるように、no lldp tlv-select dcbxp コマンドが拡張されています。

プライオリティ フロー制御のデフォルト設定
表 1：デフォルトの PFC 設定

パラメータ

デフォルト

PFC

自動

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 種類のモードのいずれかに設定でき
ます。
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• 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（7.0(3)I3(1) 以降）。
• 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。

（注）

priority-flow-control mode off-override-interface コマンドを使用して、現在のインターフェイス
設定に関係なく、すべてのインターフェイスでグローバルに PFC を無効にすることができま
す。このコマンドは、トラブルシューティングでの使用を想定したもので、各インターフェイ
スごとに PFC をディセーブル化することなく、PFC を速やかにディセーブルにできます。こ
れがサポートされているのは、Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(2) 以降のみで、Cisco Nexus 9200
シリーズ スイッチ、Cisco Nexus 93108TC-EX と 93180YC-EX スイッチ、および Cisco Nexus
9508 スイッチで X9732C-EX ラインカードを備えたものだけです。

手順の概要
1. configure terminal
2. interfacetypeslot/port
3. priority-flow-control mode [auto | off |on]
4. show interface priority-flow-control

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interfacetypeslot/port

指定したインターフェイス上でインターフェ
イス モードを開始します。

例：
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)#

ステップ 3

priority-flow-control mode [auto | off |on]

PFC を on モードに設定します。

例：
switch(config-if)# priority-flow-control mode
on
switch(config-if)#
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

show interface priority-flow-control

（任意）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。

例：
switch# show interface priority-flow-control

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。

手順の概要
1. configure terminal
2. class-map type qosclass-name
3. match coscos-value
4. exit
5. policy-map type qospolicy-name
6. class type qosclass-name
7. set qos-groupqos-group-value
8. exit
9. exit
10. class-map type network-qos match-anyclass-name
11. match qos-groupqos-group-value
12. exit
13. policy-map type network-qospolicy-name
14. class type network-qosclass-name
15. pause buffer-sizebuffer-sizepause-thresholdxoff-sizeresume-thresholdxon-sizepfc-coscos-value
16. exit
17. exit
18. system qos
19. service-policy type network-qospolicy-name
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手順の詳細

ス
テッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ス
テッ
プ2

class-map type qosclass-name
例：
switch(config)# class-map type qos c1
switch(config-cmap-qos)#

ス
テッ
プ3

match coscos-value
例：
switch(config-cmap-qos)# match cos 2

ス
テッ
プ4

exit
例：
switch(config-cmap-qos)# exit
switch(config)#

ス
テッ
プ5

policy-map type qospolicy-name
例：
switch(config)# policy-map type qos p1
switch(config-pmap-qos)#

ス
テッ
プ6

class type qosclass-name
例：
switch(config-pmap-qos)# class type qos c1
switch(config-pmap-c-qos)#

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

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。
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。
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。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
プに関連付け、指定したシス
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。

プライオリティ フロー制御の設定
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ス
テッ
プ7

set qos-groupqos-group-value
例：
switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 2

ス
テッ
プ8

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

ス
テッ
プ9

exit
例：
switch(config-pmap-qos)# exit
switch(config)#

class-map type network-qos match-anyclass-name
ス
テッ
プ 10 例：
switch(config)# class-map type network-qos match-any c1
switch(config-cmap-nqos)#

match qos-groupqos-group-value
ス
テッ
プ 11 例：
switch(config-cmap-nqos)# match qos-group 2

exit
ス
テッ
プ 12 例：
switch(config-cmap-nqos)# exit
switch(config)#

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。

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。
システム クラス コンフィギュ
レーション モードを終了し、
ポリシー マップ モードを開始
します。
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。
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
ラスを設定します。値の範囲
は 0 ～ 5 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。
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コマンドまたはアクション
policy-map type network-qospolicy-name
ス
テッ
プ 13 例：
switch(config)# policy-map type network-qos p1
switch(config-pmap-nqos)#

class type network-qosclass-name
ス
テッ
プ 14 例：
switch(config-pmap-nqos)# class type network-qos c-nq1
switch(config-pmap-nqos-c)#

目的
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。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
プに関連付け、指定したシス
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。
（注）

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。

pause
ス
ポーズと再開のためのバッ
テッ buffer-sizebuffer-sizepause-thresholdxoff-sizeresume-thresholdxon-sizepfc-coscos-value ファのしきい値設定を指定し
プ 15
ます。
例：
switch(config-pmap-nqos-c)# pause buffer-size 20000 pause-threshold 100
resume-threshold 1000 pfc-cos 1

• buffer-sizebuffer-size：入
力トラフィックのバッ
ファサイズをバイト単位
で指定します。有効値は
10240 ～ 490880 です。
（注）

設定できる最
大バッファ サ
イズは 143680
バイトです。

• pause-thresholdxoff-size：
ポートがピアを一時停止
するバッファ制限をバイ
ト単位で指定します。有
効値は 0 ～ 490880 で
す。
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プライオリティ フロー制御の設定
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

コマンドまたはアクション

目的
（注）

設定できる
ポーズしきい
値は最大 58860
バイトです。

• resume-thresholdxon-size：
ポートがピアを再開する
バッファ制限をバイト単
位で指定します。有効値
は 0 ～ 490880 です。
（注）

設定できる再
開しきい値は
最大 38400 バ
イトです。

• pfc-coscos-value：PFC を
アサートする CoS 値を指
定します。有効な値の範
囲は 0 ～ 7 です。
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プライオリティ フロー制御の設定
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

コマンドまたはアクション
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目的

プライオリティ フロー制御の設定
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

コマンドまたはアクション

目的
（注）

バッファ サイズを設
定するときは、次の
点に注意してくださ
い。
• バッファ サイ
ズはポーズしき
い値より大きく
する必要があり
ます。また、
ポーズしきい値
は再開しきい値
より大きくする
必要がありま
す。この条件が
満たされていな
いと、次のメッ
セージが表示さ
れます。
ERROR:
buffer-size
can't be less
then
pause/resume-threshold

• ポーズしきい値
と再開しきい値
の差は、20480
バイト以上にす
る必要がありま
す。この条件が
満たされていな
いと、次のメッ
セージが表示さ
れます。
Warning: The
recommended
difference
between pause
and resume
threshold is
20480 bytes

• ポーズしきい値
は、再開しきい
値より大きくす
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プライオリティ フロー制御の設定
プライオリティ フロー制御のウォッチドッグ間隔の設定

コマンドまたはアクション

目的
る必要がありま
す。この条件が
満たされていな
いと、次のメッ
セージが表示さ
れます。
ERROR:
pause-threshold
can't be less
then
resume-threshold

exit
ス
テッ
プ 16 例：

コンフィギュレーション モー
ドを終了し、ポリシー マップ
モードを開始します。

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

exit
ス
テッ
プ 17 例：
switch(config-pmap-nqos)# exit
switch(config)#

system qos
ス
テッ
プ 18 例：

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。
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
switch(config-sys-qos)#

service-policy type network-qospolicy-name
ス
テッ
プ 19 例：
switch(config-sys-qos)# service-policy type network-qos p1

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。

プライオリティフロー制御のウォッチドッグ間隔の設定
PFC のウォッチドッグ間隔を設定して、no-drop キューのパケットが特定期間内にあふれているか
どうかを検出できます。時間間隔を超えると、ドレインされていない PFC キューに一致するイン
ターフェイスで、すべての入力および出力パケットがドロップされます。この機能がサポートさ
れているのは、Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(2) 以降で、Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチ、
Cisco Nexus 93108TC-EX と 93180YC-EX スイッチ、および Cisco Nexus 9508 スイッチで X9732C-EX
ラインカードを備えたものだけです。
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プライオリティ フロー制御の設定
プライオリティ フロー制御のウォッチドッグ間隔の設定

手順の概要
1. configure terminal
2. priority-flow-control watch-dog-interval {on | off}
3. priority-flow-control watch-dog intervalvalue
4. priority-flow-control watch-dog shutdown-multipliermultiplier
5. （任意） priority-flow-control watch-dog internal-interface-multipliervalue

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

priority-flow-control watch-dog-interval {on | すべてのインターフェイスで PFC ウォッチドッグ間隔を
off}
グローバルにイネーブルまたはディセーブルにします。
（注）

例：
switch(config)# priority-flow-control
watch-dog-interval on

ステップ 3

これと同じコマンドをインターフェイス コン
フィギュレーション モードで使用して、特定
インターフェイスでの PFC ウォッチドッグ間
隔を有効または無効にすることができます。

priority-flow-control watch-dog intervalvalue ウォッチドッグ間隔の値を指定します。有効な範囲は100
～ 1000 ミリ秒です。
例：
switch(config)# priority-flow-control
watch-dog interval 200

ステップ 4

priority-flow-control watch-dog
shutdown-multipliermultiplier

PFC キューの終了宣言をいつ行うかを指定します。範囲
は 1 ～ 10 で、デフォルト値は 1 です。

例：
switch(config)# priority-flow-control
watch-dog shutdown-multiplier 5

ステップ 5

priority-flow-control watch-dog
internal-interface-multipliervalue
例：
switch(config)# priority-flow-control
watch-dog internal-interface-multiplier 5

（任意）
HiGig™ インターフェイスでの PFC ウォッチドッグのポー
リング間隔の乗数を設定します。範囲は 0 ～ 10 で、デ
フォルト値は 2 です。値が（0）の場合は、HiGig™ イン
ターフェイスでこの機能はディセーブルになります。
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プライオリティ フロー制御の設定
一時停止バッファしきい値およびキュー制限の入力キューイング ポリシーを使用した設定

一時停止バッファしきい値およびキュー制限の入力キュー
イング ポリシーを使用した設定
ネットワーク QoS ポリシーで指定した一時停止バッファしきい値は、システムのすべてのポート
で共有されます。ただし、いくつかのポートで異なるしきい値を必要とする状況もあります（長
距離接続など）。この目的には、入力キューイング ポリシーを使用できます。
入力キューイング ポリシーでは、キュー制限の設定によって、no-drop クラスで予約される一時停
止バッファに加えて使用できる共有バッファ量を制限することも可能です。
各 no-drop クラスは、入力方向のポート プライオリティ グループのいずれかに内部的にマッピン
グされます。設定された一時停止バッファしきい値およびキュー制限は、クラスに関連付けられ
たプライオリティ グループに適用されます。

（注）

100G 対応デバイス（N9K-M4PC-CFP2 GEM 搭載 Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチなど）の
キュー制限について。
• デバイスでサポートされている動的な queue-limit の最大アルファ値は 8 より大きい場合
があります。ただし、サポートされる最大アルファ値は 8 です。アルファ値を 8 より大
き値にした設定は、最大アルファ値である 8 で上書きされます。
アルファ値が上書きされても、それに関するメッセージは発行されません。
• 静的な queue-limit の最大セルは 20,000 です。20,000 のセル制限よりも大きい値の指定は、
上限である 20,000 で上書きされます。
セル制限が上書きされても、それに関するメッセージは発行されません。

手順の概要
1. configure terminal
2. policy-maptype queuingpolicy-map-name
3. classtype queuingc-in-q1
4. pause buffer-sizebuffer-sizepause thresholdxoff-sizeresume thresholdxon-size
5. no pause buffer-sizebuffer-sizepause thresholdxoff-sizeresume thresholdxon-size
6. queue-limitqueue size [dynamicdynamic threshold]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。
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プライオリティ フロー制御の設定
プライオリティ フロー制御の設定の確認

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

policy-maptype
queuingpolicy-map-name

ポリシー マップ キューイング クラス モードを開始し、type queuing
ポリシー マップに割り当てられたポリシー マップを特定します。

ステップ 3

classtype queuingc-in-q1

タイプ キューイングのクラス マップを付加し、ポリシー マップ ク
ラス キューイング モードを開始します。クラス キューイング名は、
「システム定義のタイプ キューイング クラス マップ」表に示されて
います。
（注）

クラスに関連付けられた QoS グループは、システム QoS
に適用されるネットワーク QoS ポリシーの no-drop クラス
として定義する必要があります。

ステップ 4

pause buffer-sizebuffer-sizepause ポーズと再開のためのバッファのしきい値設定を指定します。
thresholdxoff-sizeresume
thresholdxon-size

ステップ 5

no pause
buffer-sizebuffer-sizepause
thresholdxoff-sizeresume
thresholdxon-size

ポーズと再開のためのバッファのしきい値設定を削除します。

ステップ 6

queue-limitqueue size
[dynamicdynamic threshold]

（任意）入力プライオリティ グループで利用できる静的または動的
な共有制限を指定します。静的なキュー制限は、増大するプライオ
リティグループに固定のサイズを定義します。動的なキュー制限は、
アルファ値の観点から利用可能なフリー セルの検出数によってプラ
イオリティ グループのしきい値サイズを決定します。
（注）

Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチは、アルファ値につい
て、クラス レベルの動的しきい値設定のみをサポートしま
す。これは、クラス中のすべてのポートが同じアルファ値
を共有することを意味します。

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。
コマンド

目的

show interface priority-flow-control
[modulenumber]

すべてのインターフェイスまたは特定のモ
ジュールの PFC のステータスを表示します。
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プライオリティ フロー制御の設定
プライオリティ フロー制御の設定例

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。
configure terminal
interface ethernet 5/5
priority-flow-control mode on

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(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-pmap-qos)# exit
switch(config)# class-map type network-qos match-any c1
switch(config-cmap-nqos)# match qos-group 3
switch(config-cmap-nqos)# exit
switch(config)# policy-map type network-qos p1
switch(config-pmap-nqos)# class type network-qos c-nq1
switch(config-pmap-nqos-c)# pause buffer-size 20000 pause-threshold 100 resume-threshold
1000 pfc-cos 3
switch(config-pmap-nqos-c)# exit
switch(config-pmap-nqos)# exit
switch(config)# system qos
switch(config-sys-qos)# service-policy type network-qos p1
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