
iSCSI TLV の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• iSCSI TLVに関する情報, 1 ページ

• iSCSI TLVの設定, 2 ページ

• iSCSI TLVおよび FCoEの設定, 6 ページ

iSCSI TLV に関する情報
ストレージプロトコルとして iSCSIを使用することにより Cisco Nexus 5000および Cisco Nexus
6000シリーズスイッチに接続されている NICおよびコンバージド（統合型）ネットワークアダ
プタ（CNA）は、DCBX（DataCenterBridgingExchange）プロトコルを使用するスイッチが送信す
る設定値を受け入れるようにプログラミングできます。 DCBXはさまざまな Type-Length-Value
(TLV)およびサブ TLVを使用して、スイッチとアダプタの間で設定をネゴシエーションします。
これによりスイッチは、すべての接続されたアダプタに一元化ロケーションから設定値を配布で

きます。各サーバとアダプタの CoSマーキングを手動でプログラミングする必要はありません。
柔軟性を得るため、EnhancedTransmission Selection（ETS）パラメータとPriority FlowControl（PFC;
プライオリティフロー制御）パラメータはTLV形式で符号化されます。ただし、PFCまたはETS
のプロトコル動作に lossyと losslessを使用することは iSCSITLV動作の要件ではありません。TLV
は完全なエンドツーエンドの lossless iSCSIファブリックに加え、従来の TCPとドロップ動作の
iSCSIネットワークの両方に活用できます。ETSとPFCをイネーブルにすると、他の IPトラフィッ
クとストレージトラフィックが分離され、スイッチからアダプタに正確でエラーのない設定情報

を送信できます。

アダプタの管理アプリケーションでは、Willingモードによって、スイッチから CoS値の受け
入れをイネーブルにするように設定する必要があります。

（注）
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iSCSI TLV の設定

iSCSI トラフィックの識別
QoSポリシーで使用される各クラスのトラフィックにクラスマップを定義できます。

matchコマンドでこのクラスマップに設定された基準のいずれかにパケットが一致した場合、こ
のクラスマップがパケットに適用されます。実行計画を指定しない（match-anyまたはmatch-all）
と、match-anyのデフォルト値がトラフィッククラスに適用されます。

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、クラスマップモードを開始します。ク

switch(config)# class-map [type
qos] [match-all |match-any]
class-map-name

ステップ 2   

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。

照合する CoS値を指定し、どのプロトコルを特定
の CoS値にマッピングしなければならないかを指
定します。

match protocol iscsiと入力して、TLVをイ
ネーブルにします。

重要

switch(config-cmap-qos)#match
protocol [fcoe | iscsi | tcp]

ステップ 3   

照合する CoS値を指定します。有効な範囲は 0～
7です。

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

ステップ 4   

次に、iSCSIトラフィックを識別する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type qos match-all c1
switch(config-cmap-qos)# match protocol iscsi
switch(config-cmap-qos)# match cos 5

type qos ポリシーの設定
一意の qosグループ値で識別される特定のシステムクラスのトラフィックを分類するには、type
qosポリシーを使用します。 type qosポリシーは、入力トラフィックに関してのみ、システムまた
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は個々のインターフェイス（ファブリックエクステンダのホストインターフェイスを含む）に追

加できます。

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 qos] policy-name

ステップ 2   

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。

トラフィッククラスに照合するシステムクラスへの

参照を追加するには、このコマンドを使用します。

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

ステップ 3   

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

ステップ 4   

す。 qos-group値の範囲は 2～ 5です。デフォルト値
はありません。

Cisco Nexus 5000シリーズスイッチで使用
できるのは、この範囲内の最大 5つの qos
グループだけです。

（注）

qos設定モードを終了し、ポリシーマップモードを
開始します。

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

ステップ 5   

どのトラフィッククラスにも一致しないシステムの

デフォルトクラスへの参照を追加するには、class
class-defaultコマンドを使用します。

switch(config-pmap-qos)#
class class-default

ステップ 6   

次の例は、QOSポリシーマップを定義する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type qos c1
switch(config-pmap-qos)# class c1
switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 2
switch(config-pmap-c-qos)# exit
switch(config-pmap-qos)# class class-default
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no-drop ポリシーマップの設定

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、アルファベット、ハイフ

switch(config)# class-map
type {network-qos |
queuing} class-name

ステップ 2   

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

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

ステップ 3   

囲は 0～ 5です。 QoSグループ 0は class-defaultに、QoS
グループ 1は class-fcoeに相当します。

QoSグループ 0および 1はデフォルトクラス用
に確保されているため、設定できません。

（注）

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 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。ポリシー

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

ステップ 5   

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。

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）

switch(config-pmap-nq)#
class type network-qos
class-name

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

no-dropクラスを設定します。このコマンドを指定しなけ
れば、デフォルトポリシーはドロップになります。

ドロップポリシーの動作はテールドロップと似

ています。キューが割り当てサイズまで増加する

と、着信パケットはドロップされます。

pfc-cos-valueの範囲は 0～ 7です。このオプショ
ンがサポートされるのは、ACLベースのシステ
ムクラス（CoSベース以外の一致基準を使用し
てトラフィックをフィルタリングします）だけで

す。

（注）

CoS値のリストは、class-fcoeの FCoEト
ラフィックに使用されるCoS値を含む可
能性があります。ご使用のトポロジに望

ましい動作かどうかを判断する必要があ

ります。

注意

switch(config-pmap-c-nq)#
pause no-drop [pfc-cos
pfc-cos-value]

ステップ 7   

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。

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）

switch(config-pmap-nq)#
class type network-qos
class-name

ステップ 8   

スイッチ全体のジャンボMTUは、デフォルトのシステム
クラス（class-default）のポリシーマップでMTUを最大サ

switch(config-pmap-c-nq)#
mtu 9216

ステップ 9   

イズ（9216バイト）に設定することによって、イネーブ
ルにします。

次に、no-dropポリシーマップを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type network-qos c1
switch(config-cmap-nq)# match qos-group 2
switch(config-cmap-nq)# exit
switch(config)# policy-map type network-qos p1
switch(config-pmap-nq)# class type network-qos c1
switch(config-pmap-c-nq)# pause no-drop
switch(config-pmap-nq)# class type network-qos class-default
switch(config-pmap-c-nq)# mtu 9216
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システムサービスポリシーの適用

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   

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 2   

QoSタイプのポリシーマップをインター
フェイスに接続します。

switch(config-sys-qos)# service-policy
{type {qos input}} policy-map-name

ステップ 3   

ネットワーク QoSタイプのポリシーマッ
プをインターフェイスに接続します。

switch(config-sys-qos)# service-policy
{type {network-qos}}
policy-map-name

ステップ 4   

次に、システムサービスポリシーを適用する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# system qos
switch(config-sys-qos)# service-policy type qos input c1
switch(config-sys-qos)# service-policy type network-qos p1

iSCSI TLV および FCoE の設定

iSCSI および FCoE のトラフィックの識別
QoSポリシーで使用される各クラスのトラフィックにクラスマップを定義できます。

matchコマンドでこのクラスマップに設定された基準のいずれかにパケットが一致した場合、こ
のクラスマップがパケットに適用されます。実行計画を指定しない（match-anyまたはmatch-all）
と、match-anyのデフォルト値がトラフィッククラスに適用されます。

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、クラスマップモードを開始します。ク

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

クラスマップ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

を開始します。

switch(config-cmap-qos)# exitステップ 3   

クラスマップを作成し、パケットにこのクラスマッ

プを適用する条件を指定し、クラスマップコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

switch(config)# class-map type
qos [match-all |match-any]
class-map-name

ステップ 4   

照合する CoS値を指定し、どのプロトコルを特定
の CoS値にマッピングしなければならないかを指
定します。

match protocol iscsiと入力して、TLVをイ
ネーブルにします。

重要

switch(config-cmap-qos)#
match protocol [fcoe | iscsi |
tcp]

ステップ 5   

照合する CoS値を指定します。有効な範囲は 0～
7です。

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

ステップ 6   

クラスマップ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

を開始します。

switch(config-cmap-qos)# exitステップ 7   

トラフィックのキューイングクラスを定義するク

ラスマップを作成し、クラスマップコンフィギュ

レーションモードを開始します。

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

ステップ 8   

QoSグループ値と一致するトラフィッククラスを
設定します。

switch(config-cmap-que)#
match qos-group qos-group-list

ステップ 9   

次に、iSCSIおよび FCoEのトラフィックを識別する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type qos class-fcoe
switch(config-cmap-qos)# exit
switch(config)# class-map type qos match-all c1
switch(config-cmap-qos)# match protocol iscsi
switch(config-cmap-qos)# match cos 6
switch(config-cmap-qos)# exit
switch(config)# class-map type queuing class-fcoe
switch(config-cmap-que)# match qos-group 1
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type qos ポリシーの設定
一意の qosグループ値で識別される特定のシステムクラスのトラフィックを分類するには、type
qosポリシーを使用します。 type qosポリシーは、入力トラフィックに関してのみ、システムまた
は個々のインターフェイス（ファブリックエクステンダのホストインターフェイスを含む）に追

加できます。

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

switch(config)# policy-map
[type qos] policy-name

ステップ 2   

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。

ポリシーマップにクラスマップを指定します。switch(config-pmap-qos)# class
class-name

ステップ 3   

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

ステップ 4   

す。 qos-group値の範囲は 2～ 5です。デフォルト
値はありません。

CiscoNexus 5000シリーズスイッチで使用
できるのは、この範囲内の最大 5つの qos
グループだけです。

（注）

qos設定モードを終了し、ポリシーマップモードを
開始します。

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

ステップ 5   

ポリシーマップにクラスマップを指定します。switch(config-pmap-qos)# class
class-name

ステップ 6   

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

ステップ 7   

す。 qos-group値の範囲は 2～ 5です。デフォルト
値はありません。

CiscoNexus 5000シリーズスイッチで使用
できるのは、この範囲内の最大 5つの qos
グループだけです。

（注）

qos設定モードを終了し、ポリシーマップモードを
開始します。

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

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

トラフィッククラスに一致しないシステムデフォ

ルトクラスへの参照を追加します。

switch(config-pmap-qos)# class
class-default

ステップ 9   

次の例は、QOSポリシーマップを定義する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type qos c1
switch(config-pmap-qos)# class c1
switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 2
switch(config-pmap-c-qos)# exit
switch(config-pmap-qos)# class class-fcoe
switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 1
switch(config-pmap-c-qos)# exit
switch(config-pmap-qos)# class class-default

no-drop ポリシーマップの設定

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、アルファベット、ハイフ

switch(config)# class-map
type {network-qos}
class-name

ステップ 2   

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

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

ステップ 3   

囲は 0～ 5です。 QoSグループ 0は class-defaultに、QoS
グループ 1は class-fcoeに相当します。

QoSグループ 0および 1はデフォルトクラス用
に確保されているため、設定できません。

（注）

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 4   

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

switch(config)# class-map
type {network-qos}
class-name

ステップ 5   

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。
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目的コマンドまたはアク

ション

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

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

ステップ 6   

囲は 0～ 5です。 QoSグループ 0は class-defaultに、QoS
グループ 1は class-fcoeに相当します。

QoSグループ 0および 1はデフォルトクラス用
に確保されているため、設定できません。

（注）

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 7   

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

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

ステップ 8   

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。

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）

switch(config-pmap-nq)#
class type network-qos
class-name

ステップ 9   

no-dropクラスを設定します。このコマンドを指定しなけ
れば、デフォルトポリシーはドロップになります。

ドロップポリシーの動作はテールドロップと似

ています。キューが割り当てサイズまで増加する

と、着信パケットはドロップされます。

pfc-cos-valueの範囲は 0～ 7です。このオプショ
ンがサポートされるのは、ACLベースのシステ
ムクラス（CoSベース以外の一致基準を使用し
てトラフィックをフィルタリングします）だけで

す。

（注）

CoS値のリストは、class-fcoeの FCoEト
ラフィックに使用される CoS値を含む可
能性があります。ご使用のトポロジに望

ましい動作かどうかを判断する必要があ

ります。

注意

switch(config-pmap-c-nq)#
pause no-drop [pfc-cos
pfc-cos-value]

ステップ 10   

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。

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）

switch(config-pmap-nq)#
class type network-qos
class-name

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアク

ション

class-fcoeのポリシーマップでMTUを 2158バイトに設定
します。

switch(config-pmap-c-nq)#
mtu 2158

ステップ 12   

no-dropクラスを設定します。このコマンドを指定しなけ
れば、デフォルトポリシーはドロップになります。

ドロップポリシーの動作はテールドロップと似

ています。キューが割り当てサイズまで増加する

と、着信パケットはドロップされます。

pfc-cos-valueの範囲は 0～ 7です。このオプショ
ンがサポートされるのは、ACLベースのシステ
ムクラス（CoSベース以外の一致基準を使用し
てトラフィックをフィルタリングします）だけで

す。

（注）

CoS値のリストは、class-fcoeの FCoEト
ラフィックに使用される CoS値を含む可
能性があります。ご使用のトポロジに望

ましい動作かどうかを判断する必要があ

ります。

注意

switch(config-pmap-c-nq)#
pause no-drop [pfc-cos
pfc-cos-value]

ステップ 13   

デフォルトのシステムクラス（class-default）クラスをポリ
シーマップにアソシエートし、指定されたシステムクラ

スの設定モードを開始します。

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）

switch(config-pmap-nq)#
class type network-qos
class-name

ステップ 14   

スイッチ全体のジャンボMTUは、デフォルトのシステム
クラス（class-default）のポリシーマップでMTUを最大サ

switch(config-pmap-c-nq)#
mtu 9216

ステップ 15   

イズ（9216バイト）に設定することによって、イネーブル
にします。

次に、no-dropポリシーマップを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type network-qos c1
switch(config-cmap-nq)# match qos-group 2
switch(config-cmap-nq)# exit
switch(config)# class-map type network-qos class-fcoe
switch(config-cmap-nq)# match qos-group 1
switch(config-cmap-nq)# exit
switch(config)# policy-map type network-qos p1
switch(config-pmap-nq)# class type network-qos c1
switch(config-pmap-c-nq)# pause no-drop
switch(config-pmap-nq)# class type network-qos class-fcoe
switch(config-pmap-c-nq)# mtu 2158
switch(config-pmap-c-nq)# pause no-drop
switch(config-pmap-nq)# class type network-qos class-default
switch(config-pmap-c-nq)# mtu 9216
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システムサービスポリシーの適用

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   

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 2   

インターフェイスに入力キューイング

FCoEポリシーマップを適用します。
switch(config-sys-qos)# service-policy
type queuing input
fcoe-default-in-policy

ステップ 3   

インターフェイスに出力キューイング

FCoEポリシーマップを適用します。
switch(config-sys-qos)# service-policy
type queuing output
fcoe-default-out-policy

ステップ 4   

QoSタイプのポリシーマップをインター
フェイスに接続します。

switch(config-sys-qos)# service-policy
{type {qos input}} policy-map-name

ステップ 5   

ネットワークQoSタイプのポリシーマッ
プをインターフェイスに接続します。

switch(config-sys-qos)# service-policy
{type {network-qos}} policy-map-name

ステップ 6   

次に、システムサービスポリシーを適用する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# system qos
switch(config-sys-qos)# service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy
switch(config-sys-qos)# service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy
switch(config-sys-qos)# service-policy type qos input c1
switch(config-sys-qos)# service-policy type network-qos p1
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