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はじめに
ここでは、次の項について説明します。
• 対象読者, xi ページ
• 表記法, xi ページ
• Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料, xiii ページ
• マニュアルに関するフィードバック, xv ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, xv ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexus デバイスのコンフィギュレーションおよびメンテナンスを担当す
るネットワーク管理者を対象としています。

表記法
（注）

お客様のニーズを満たすためにドキュメントを更新するという継続的な取り組みの一環とし
て、シスコでは設定タスクの文書化方法を変更しました。そのため、本ドキュメントには、従
来とは異なるスタイルでの設定タスクが説明されている部分もあります。ドキュメントに新た
に組み込まれるようになったセクションには、以下のセクションが含まれます。
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。
表記法

説明

bold

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび
キーワードです。
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表記法

説明

italic

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。

[x]

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで
示しています。

[x | y]

いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードや引
数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x {y | z}]

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また
は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま
す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択す
べき必須の要素を示しています。

variable

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体
が使用できない場合に使用されます。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用し
ません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみな
されます。

例では、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

screen フォント

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォン
トで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォン
トで示しています。

イタリック体の screen フォン ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォント
ト
で示しています。
<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲
んで示しています。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで
囲んで示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィグレーション ガイド
xii

はじめに
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注）

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS 全体のマニュアル セットは、次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/us/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html
リリース ノート
リリース ノートは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_release_notes_list.html
コンフィギュレーション ガイド
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/products_installation_and_configuration_guides_list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Configuration Examples』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS IP SLAs Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MPLS Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』
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• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS SAN Switching Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Quick Start』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Quick Start Guide』
• 『Cisco NX-OS FCoE Configuration Guide for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』
• 『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software Configuration Guide』
コマンド リファレンス
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_command_reference_list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Command Reference Master Index』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MPLS Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS SAN Switching Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Command Reference』
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• 『Cisco NX-OS FCoE Command Reference for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』
その他のソフトウェアのマニュアル
これらのマニュアルは、以下のランディング ページから検索できます。
http://www.cisco.com/en/us/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MIB Quick Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』
• 『Cisco NX-OS Licensing Guide』
• 『Cisco NX-OS System Messages Reference』
• 『Cisco NX-OS XML Interface User Guide』

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームより ciscodfa-docfeedback@cisco.com
までご連絡ください。
ご協力をよろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
ドキュメントの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収
集の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。
新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元に直接送信するに
は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSS フィードをご購読ください。RSS フィード
は無料のサービスです。
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新機能および変更された機能に関する情報
• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
表 1：新規および変更された QoS 機能

機能

説明

変更されたリリース

M3 モジュールのサポート

M3 シリーズ モジュールのサ
ポート。

7.3(0)DX(1)

F3 シリーズ モジュールでの共 F3 シリーズ モジュールのみで 6.2(10)
有バッファ キューイング
の共有メモリ バッファ キュー
のサポート。
ファブリック QoS マッピング

ファブリック QoS マッピング 6.2(2)
機能により、Cisco NX-OS デバ
イス内のデフォルト設定のコ
ピーと、ファブリック トラ
フィック上でフロー制御を実行
するコピーされたシステム
キューの変更が可能になりま
す。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィグレーション ガイド
1

新機能および変更された機能に関する情報
新機能および変更された機能に関する情報

機能

説明

変更されたリリース

8 個の出力キューをサポートす Cisco Nexus 7710 スイッチおよ 6.2(2)
る 4q8q ポリシー テンプレート び Cisco Nexus 7718 スイッチの
みで 8 個の出力キューをサポー
トする 4 つの 4q8q ポリシー テ
ンプレート。
ローカル ポリシーベース ルー ローカル ポリシーベース ルー 6.2(2)
ティング（PBR）
ティングを設定できるようにな
りました。
F2 モジュールの
default-nq-8e-4q4q-policy テンプ 6.1(3)
default-nq-8e-4q4q- policy テンプ レートは、4 つの入力バッファ
レート
をサポートします。
F2 モジュールの DSCP マッピ
ング

F2 モジュールの DSCP マッピ
ングのサポート。

ネットワーク QoS ポリシー

ネットワーク qos ポリシーを設 5.1(1)
定できるようになりました。そ
のポリシーは、該当するネット
ワーク規模、仮想デバイス コ
ンテキスト（VDC）全体、およ
びスイッチ間の各 CoS の特性
を定義します。

プライオリティ フロー制御
（PFC）

PFC を設定できるようになり、 5.1(1)
輻輳によるフレーム損失を防ぎ
ます。

ファブリック エクステンダ
（FEX）のサポート

FEX インターフェイス上で QoS 5.1(1)
ポリシーを設定できるようにな
りました。

QoS dynamic 変数のリスト

qos-dynamic 変数は、設定済み 4.2(1)
の class-map 名と policy-map 名
を一覧表示します。

Session Manager のサポート

QoSの設定を確認し、設定を実 4.2(1)
行コンフィギュレーションにコ
ミットする前に、その設定が必
要とするリソースが利用可能か
どうかを確認できる。
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機能

説明

変更されたリリース

IPv6 ACL の照合

IPv4 アドレスだけでなく、IPv6 4.1(2)
も照合できるようになりまし
た。

同じ変数だけが変換マッピング 変換マッピングでは、値の異な 4.1(2)
で使用可能
る同じ変数だけを照合できま
す。
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章

概要
この章では、Cisco NX-OS デバイス上で設定可能な Cisco NX-OS Quality of Service（QoS）機能に
ついて説明します。
QoS を使用すると、ネットワーク トラフィックの分類、トラフィック フローのポリシングと優
先順位付けが可能になり、ネットワーク内でトラフィックの輻輳回避が容易になります。
• QoS 機能について, 5 ページ
• QoS 機能のハイ アベイラビリティの要件, 9 ページ
• MQC を使用した QoS 機能の設定, 9 ページ
• QoS 統計情報, 10 ページ
• デフォルトの QoS 動作, 11 ページ
• ファブリック エクステンダの QoS ポリシー, 11 ページ

QoS 機能について
QoS 機能は、ネットワークを経由するトラフィックの最も望ましいフローを提供するために使用
します。QoS では、ネットワーク トラフィックの分類、トラフィック フローのポリシングとプラ
イオリティ設定、および輻輳回避が可能です。トラフィックの制御は、システムを通過するパケッ
ト内のフィールドに基づいて行われます。モジュラQoSコマンドラインインターフェイス（MQC）
は、QoS 機能のトラフィック クラスとポリシーを作成するのに使用します。
QoS 機能は、QoS ポリシーとキューイング ポリシーを次のように使用して適用します。
• QoS ポリシーにはポリシング機能とマーキング機能が含まれます。
• キューイング ポリシーでは、キューイング機能とスケジューリング機能を使用するほか、
マーキング機能の限定的なセットも使用します。
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（注）

このコンフィギュレーション ガイドの別の章で説明するシステム定義の QoS 機能と値は、ス
イッチ全体にグローバルに適用され、変更はできません。仮想デバイス コンテキスト（VDC）
の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』
を参照してください。

注意

Cisco NX-OS リリース 5.2(x) またはそれ以降の新しいリリースからリリース 5.2(1) 以前のリリー
スにダウングレードをする前に、clear qos mpls-snmp コマンドを使用して QoS MIB および MPLS
QoS のデフォルトをクリアしてください。ダウングレードは、デフォルトがクリアされていな
いと失敗する場合があります。
Cisco NX-OS リリース 5.2(x)、5.1(x)、またはそれ以降の新しいリリースから Cisco NX-OS リ
リース 5.0(x) またはそれ以前のリリースにダウングレードする前に、F シリーズ I/O モジュー
ルに設定されているすべてのシステム QoS および QoS ポリシーを削除します。F シリーズ モ
ジュールのデフォルトを削除するには、clear qos policies コマンドを使用します。QoS ポリシー
がダウングレード前に削除されていない場合は、内部プロセスの障害が発生する可能性があり
ます。

QoS の使用
トラフィックは分類方法と、作成してトラフィック クラスに適用するポリシーに基づいて処理さ
れます。
QoS 機能を設定するには、次の手順を使用します。
1 トラフィック クラスを作成します。これには、Internet Protocol（IP）アドレスや QoS フィール
ドなどの基準に一致する着信パケットと発信パケットを分類します。
2 ポリシーを作成します。これには、パケットの制限、マーキング、ドロップなど、トラフィッ
ク クラスに対して実行するアクションを指定します。
3 ポリシーをポート、ポート チャネル、VLAN、またはサブインターフェイスに適用します。
QoS 機能のトラフィック クラスとポリシーを作成するには、MQC を使用します。

（注）

QoS 機能全般のキューイングおよびスケジューリングの処理では、IPv4 および IPv6 の両方に
適用されます。

分類
分類は、トラフィックをクラスに区分けするのに使用します。トラフィックの分類は、ポート特
性（サービス クラス（CoS）フィールド）またはパケット ヘッダー フィールドに基づいて行われ

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィグレーション ガイド
6

概要
マーキング

ます。パケット ヘッダー フィールドには、IP precedence、DiffServ コード ポイント（DSCP）、レ
イヤ 2 からレイヤ 4 までのパラメータ、およびパケット長が含まれます。
トラフィックの分類に使用する値を、一致基準と呼びます。トラフィック クラスを定義する場
合、一致基準を複数指定することも、特定の基準について照合しないように選択することも、一
部または全部の基準を照合することによってトラフィック クラスを決定することもできます。
どのクラスにも一致しないトラフィックは、class-default と呼ばれるデフォルトのトラフィック ク
ラスに割り当てられます。

マーキング
マーキングとは、パケットに関連する QoS 情報を設定することです。標準の QoS フィールドであ
る IP precedence、DSCP、およびサービス クラス（CoS）の値、および後続のアクションで使用で
きる内部ラベルを設定できます。マーキングは、トラフィックのポリシング、キューイング、お
よびスケジューリングに対応したトラフィック タイプを識別するのに使用します（スケジューリ
ングでは CoS だけを使用します）。

変換
変換とは、パケット ヘッダーの QoS フィールドを変更することです。IP precedence、DSCP、また
は CoS の値を、すべての着信パケットまたは発信パケットにマッピングできます。変換は、ポリ
シング コマンドが含まれているポリシーでは使用できますが、キューイングおよびスケジューリ
ングコマンドでは使用できません。変換には、設定可能なユーザ定義のテーブルマップを使用し
ます。

ポリシング
ポリシングとは、トラフィックの特定のクラスについて、データ レートをモニタリングすること
です。デバイスでも、関連するバースト サイズをモニタできます。
指定したデータレートパラメータに応じて、適合（グリーン）、超過（イエロー）、違反（レッ
ド）の 3 つのカラー、つまり条件が、ポリサーによって決定されます。各条件について設定でき
るアクションは 1 つだけです。データ レートがユーザ指定の値を超えると、パケットはマークダ
ウンされるか、ドロップされます。シングルレート、デュアルレート、およびカラー対応のポリ
サーを定義できます。
シングルレート ポリサーは、トラフィックの指定の認定情報レート（CIR）を監視します。デュ
アルレート ポリサーは、CIR と最大情報レート（PIR）の両方を監視します。カラー対応ポリサー
は、トラフィックが以前にカラーによってすでにマーキングされているものと見なします。
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キューイングおよびスケジューリング
キューイングおよびスケジューリングのプロセスによって、トラフィック クラスに割り当てられ
る帯域幅を制御することができるので、スループットと遅延の望ましいトレードオフを実現でき
ます。
重み付けランダム早期検出（WRED）をトラフィックのクラスに適用できます。これにより、サー
ビス クラス（CoS）フィールドに基づいてパケットをドロップできます。WRED のアルゴリズム
により、キューを予防的に管理してトラフィックの輻輳を防ぐことができます。
トラフィックのクラスに対して最大データ レートを強制してトラフィックをスケジューリングす
ることができます。これにより、超過パケットがキューに保持され、出力レートが平滑化（制限）
されます。

QoS アクションのシーケンス
ポリシーには次の 3 種類があります。
• network qos：ネットワーク全体の QoS プロパティの特性を定義します。
• qos：マーキングおよびポリシングに使用できる MQC オブジェクトを定義します。
• キューイング：キューイングおよびスケジューリングに使用でき、マーキング オブジェクト
の限定的なセットにも使用できる MQC オブジェクトを定義します。

（注）

ポリシーのデフォルト タイプは qos です。
Cisco NX-OS デバイスは、ユーザが定義した QoS ポリシーを、その適用先が入力パケットなのか
出力パケットなのかに基づいて処理します。ユーザが QoS ポリシーを qos タイプのサービス ポリ
シーの下で定義した場合にだけ、システムはそれらの QoS ポリシーに対してアクションを実行し
ます。

（注）

レイヤ 2 インターフェイス上のタイプ QoS ポリシーに対しては、入力トラフィック アクショ
ンだけを適用できます。レイヤ 3 インターフェイス上のタイプ QoS ポリシーに対しては、入
力トラフィックと出力トラフィックのアクション両方を適用できます。

入力トラフィック アクションのシーケンス
入力トラフィックに対する QoS アクションのシーケンスは次のようになります。
1 キューイングおよびスケジューリング
2 変換
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3 分類
4 マーキング
5 ポリシング

出力トラフィック アクションのシーケンス
出力トラフィックに対する QoS アクションのシーケンスは次のようになります。
1 分類
2 マーキング
3 ポリシング
4 変換
5 キューイングおよびスケジューリング

（注）

入力パケットでは、変換がトラフィック アクションの開始直後に発生し、それ以降の分類と
ポリシングは変更された QoS の値に基づきます。出力パケットでは、変換はトラフィック ア
クションの最後で、キューイングおよびスケジューリングの直前に発生します。

QoS 機能のハイ アベイラビリティの要件
Cisco NX-OS QoS ソフトウェアは、ソフトウェアの再起動後に以前の状態を回復し、状態を失う
ことなく、アクティブスーパーバイザからスタンバイスーパーバイザに切り替えることができま
す。

（注）

ハイ アベイラビリティの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and
Redundancy Guide』を参照してください。

MQC を使用した QoS 機能の設定
QoS 機能を設定するには MQC を使用します。MQC 設定コマンドを以下の表に示します。
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表 2：MQC コンフィギュレーション コマンド

MQC コマンド

説明

class-map

トラフィックのクラスを表すクラス マップを定
義します。

table-map

あるフィールド値のセットから別のフィールド
値のセットへのマッピングを表すテーブル マッ
プを定義します。テーブル マップはポリシー
マップから参照できます。

policy-map

クラス マップのセットに適用するポリシーの
セットを表すポリシー マップを定義します。ポ
リシー マップからテーブル マップを参照でき
ます。

オブジェクトがどのインターフェイスにも関連付けられていない場合、システム定義オブジェク
トを除いて、MQC オブジェクトを変更または削除できます。システム定義の MQC オブジェクト
については、「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」を参照してください。
QoS ポリシーを定義したら、以下の表に示すように、インターフェイス設定コマンドを使用して
ポリシー マップをインターフェイスに付加できます。
表 3：ポリシー マップをインターフェイスに付加するためのインターフェイス コマンド

MQC コマンド

説明

service-policy

指定されたポリシー マップをインターフェイス
上の入力パケットまたは出力パケットに適用し
ます。

MQC の使用方法については、「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」を参照
してください。

QoS 統計情報
各ポリシー、クラス アクション、および一致基準について、インターフェイスごとに統計情報が
維持されます。統計情報の収集をイネーブルまたはディセーブルにすることができ、showpolicy-map
interface コマンドを使用して統計情報を表示でき、clear qos statistics コマンドを使用してインター
フェイスまたはポリシー マップに基づく統計情報をクリアできます。統計情報はデフォルトでイ
ネーブルになっており、グローバルにディセーブルにすることができます。
QoS 統計情報のモニタリングについては、「QoS 統計情報のモニタリング」を参照してください。
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デフォルトの QoS 動作

デフォルトの QoS 動作
QoS のキューイング機能はデフォルトでイネーブルになっています。一部の QoS タイプの機能、
ポリシング、およびマーキングは、ポリシーがインターフェイスに付加された場合にだけイネー
ブルになります。一部のポリシーは、そのポリシーがインターフェイスに付加された場合にだけ
イネーブルになります。
デバイスでは、各ポートおよびポートチャネル上で、システムのデフォルトのキューイングポリ
シーまたはシステム定義のキューイングポリシーマップが、デフォルトで常にイネーブルになっ
ています。キューイング ポリシーを設定して、指定したインターフェイスに新しいキューイング
ポリシーを適用した場合は、デフォルトのキューイングポリシーが新しいキューイングポリシー
によって置き換えられ、新しいキューイング ポリシーのルールが適用されます。
さまざまなインターフェイス モードのデフォルト設定を以下の表に示します。

1

デフォルトでの信頼 DSCP/CoS

入力

出力（トラフィックがルーティ
ングされた後）

SVI

CoS

DSCP

ルーテッド インターフェイス

DSCP

DSCP

レイヤ 2 インターフェイス

CoS1

DSCP

レイヤ 2 インターフェイスがアクセス ポートである場合、CoS がないと見なされます。DSCP ビットがセットさ
れていても、ブリッジド トラフィックでトランク インターフェイスへアクセスする場合は、CoS は 0 にセットさ
れます。

（注）

トラフィックがルーティングされている場合、出力キューを取得するために DSCP 値が（デ
フォルトで）使用されます。出力インターフェイスがトランクである場合、CoS は、ルーテッ
ド パケットの DSCP 値から派生します。
システム定義のキューイングポリシー、デフォルトのキューイングポリシー、および各インター
フェイスに適用されるデフォルト値の詳細については、「モジュラ QoS コマンドライン インター
フェイスの使用」を参照してください。
デバイスで他の QoS 機能、ポリシング、およびマーキングがイネーブルになるのは、ポリシー
マップをインターフェイスに適用した場合だけです。

ファブリック エクステンダの QoS ポリシー
Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ（FEX）は、Cisco Nexus 7000 シリーズ ス
イッチに接続できるリモート ラインカードです。FEX には、48 の 1-Gbps 前面パネルまたはサー
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概要
ファブリック エクステンダの QoS ポリシー

バ対向ポートがあり、そのポートはサテライト ポートです。FEX には、Cisco Nexus 7000 シリー
ズ スイッチに接続するために使用できる 4 つのアップリンク ポートがあります。アップリンク
ポートに接続する Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ上の 4 つのポートは、ファブリック ポート
です。QoS ポリシーのみがサーバ対向 FEX ポートで設定できます。現在、FEX インターフェイス
上のキューイングはサポートされていません。
Cisco Nexus OS Release 6.2.(2) 以降、FEX ポートに設定された MTU はネットワーク QoS ポリシー
によって制御されます。FEX ポートに設定されている MTU を変更するには、ネットワーク QoS
ポリシーを修正して、ファブリック ポートの MTU が変更されるタイミングも変える必要があり
ます。
FEX の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release
6.x』、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide, Release 6.x』、および
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』を参照してください。
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3

章

モジュラ QoS コマンドライン インターフェ
イス（MQC）の使用
この章では、QoS 機能の設定に使用できるモジュラ QoS CLI（MQC）オブジェクトを、Cisco
NX-OS ソフトウェアを使用して設定する方法について説明します。
• 機能情報の確認, 13 ページ
• MQC について, 14 ページ
• ライセンス要件, 15 ページ
• MQC オブジェクトの使用, 15 ページ
• MQC オブジェクトの設定, 25 ページ
• MQC オブジェクトへの説明の適用, 29 ページ
• MQC オブジェクトの確認, 31 ページ
• QoS ポリシー アクションの付加および消去, 32 ページ
• Session Manager による QoS サポート, 36 ページ
• モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用の機能履歴, 36 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）の使用
MQC について

MQC について
MQC は、QoS ポリシーを定義するための言語を提供します。
MQC コマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Command
Reference』を参照してください。
QoS ポリシーは次の 3 つの手順を使用して設定します。
1 トラフィック クラスを定義します。
2 各トラフィック クラスにポリシーおよびアクションをアソシエートします。
3 ポリシーを論理または物理インターフェイス、および VLAN に付加します。
MQC ではトラフィック クラスとポリシーを定義するための 3 種類のコマンドが提供されていま
す。
• class-map：パケット一致基準に基づいて、トラフィックのクラスを表すクラス マップを定義
します。クラス マップはポリシー マップ内で参照されます。

（注）

class-map type qos match-all コマンドを入力して QoS クラス マップに match
all を設定する場合、match-all オプションは機能しません。代わりに、一致基
準は常に match any として扱われます。

• table-map：あるパケット フィールド値セットから別のパケット フィールド値セットへのマッ
ピングを表すテーブル マップを定義します。テーブル マップはポリシー マップ内で参照さ
れます。
• policy-map：クラス単位でクラス マップに適用されるポリシー セットを表すポリシー マップ
を定義します。
クラス マップおよびポリシー マップを作成するときに、次のオブジェクト タイプを定義します。
• network qos：ネットワーク全体（スイッチおよび VDC 全体）の CoS プロパティの特性を定
義します。
• qos：マーキングおよびポリシングに使用できる MQC オブジェクトを定義します。
• queuing：キューイングやスケジューリングに使用できる MQC オブジェクトを定義します。

（注）

デフォルトは qos タイプです。

service-policy コマンドを使用して、ポリシーをポート、ポート チャネル、VLAN、サブインター
フェイス、またはトンネルに付加できます。
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モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）の使用
ライセンス要件

ファブリック エクステンダ（FEX）インターフェイスでは、タイプ qos ポリシーのみを設定でき
ます。ただし、FEX外部インターフェイスに設定されているアクセスコントロールリスト（ACL）
と一致するクラスを参照するタイプ qos ポリシーは設定できません。
タイプ キューイング ポリシーは現在、FEX インターフェイスでサポートされていません。
show table-map、show class-map、show policy-map の各コマンドを使用すると、MQC オブジェク
トのすべての値または個々の値を表示できます。

注意

インターフェイス コンフィギュレーション モードでは、インターフェイスがホストとなって
いるラインカードがアップしているか、ダウンしているかに関係なく、Cisco Nexus 7000 シリー
ズ スイッチは QoS および ACL コマンドを受け入れます。ただし、ラインカードがダウンして
いる場合は、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチが事前設定情報をどれも受け入れないため、
インターフェイス サブモードにはできません。

ライセンス要件
QoS 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。
仮想デバイス コンテキスト（VDC）の使用には Advanced Services ライセンスが必要です。
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。

MQC オブジェクトの使用
QoS ポリシーとキューイング ポリシーを設定するには、MQC のクラス マップ、ポリシー マッ
プ、およびテーブルマップの各オブジェクトを使用します。キューイングポリシーの中でテーブ
ル マップを使用することはできません。クラス マップとポリシー マップを設定したら、各タイ
プのポリシー マップを 1 つ、インターフェイスのそれぞれの入力および出力方向に付加できま
す。以下の図に、各インターフェイスで定義できる最大 QoS とキューイング ポリシーの一覧を示
します。
図 1：インターフェイスあたりの QoS ポリシーの最大数
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モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）の使用
タイプ qos ポリシー

ポリシー マップには、QoS ポリシーまたはキューイング ポリシーのいずれかが含まれます。ポリ
シー マップからは、トラフィック クラスを表すクラス マップの名前を参照します。トラフィッ
クの各クラスについて、デバイスはユーザが選択したインターフェイスまたは VLAN にポリシー
を適用します。
1 番目のトラフィック クラス定義から順に、トラフィック クラスに対してパケットが照合されま
す。一致するものが見つかった場合は、そのクラスのポリシー アクションがパケットに適用され
ます。
予約済みのクラス マップはタイプ qos ポリシー内の一致しないすべてのトラフィックを受け取り、
デバイスは他のすべてのトラフィッククラスと同様にポリシーアクションを適用します。変換を
実行する場合は class-default を使用します（変換は、トラフィックを分類する前にパケット ヘッ
ダー内の QoS 値を変換する方式です）。

（注）

ユーザ定義の MQC オブジェクトには、それらが作成された VDC でのみアクセスできます。
システム定義の MQC オブジェクトには、すべての VDC からアクセスできます。

タイプ qos ポリシー
タイプ qos ポリシーは、パケットのマーキング、変換の適用、入力ポートの信頼ステータスの設
定、およびポリシングに使用します。
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モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）の使用
タイプ qos ポリシー

以下の図に、タイプ qos の関連する MQC オブジェクトが含まれている、変換を伴わない QoS ポ
リシー構造を示します。
図 2：変換を伴わないタイプ qos の MQC オブジェクトの使用を示す QoS ポリシーの図

（注）

MQC オブジェクトは太字で示しています。
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モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）の使用
タイプ キューイング ポリシー

以下の図に、変換を伴う QoS ポリシー構造を示します。
図 3：変換を伴うタイプ qos の MQC オブジェクトの使用を示す QoS ポリシーの図

（注）

MQC オブジェクトは太字で示しています。

タイプ キューイング ポリシー
タイプキューイングポリシーは、パケットのマーキング、シェーピング、およびキューイングに
使用します。マーキングはサービス クラス（CoS）フィールドに制限されています。マーキング
ではテーブル マップの使用はサポートされていません。
以下の図に、タイプ キューイングの関連する MQC オブジェクトが含まれている QoS ポリシー構
造を示します。MQC オブジェクトは太字で示しています。
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モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）の使用
タイプ キューイング ポリシー

（注）

タイプ キューイングのポリシーで MQC テーブル マップ オブジェクトを使用することはでき
ません。

図 4：タイプ キューイングの MQC オブジェクトの使用を示す QoS ポリシーの図

（注）

これらのパラメータの設定の詳細については、「キューイングおよびスケジューリング」を参
照してください。
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モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）の使用
システム定義の MQC オブジェクト

システム定義の MQC オブジェクト
（注）

以下の表に示すシステム定義の MQC オブジェクトはデフォルトです。これらの値はすべて、
全 VDC に対して適用されます。
ユーザが QoS 機能を設定する場合、およびシステムが MQC オブジェクトを要求する場合に、シ
ステム定義オブジェクトの 1 つを使用できます。以下の表に、システム定義の MQC オブジェク
トを示します。
表 4：システム定義の MQC オブジェクト

Table

説明

システム定義のタイプ qos クラス マップ

タイプ qos クラス マップ

システム定義のタイプキューイングクラスマッ タイプ キューイング クラス マップ
プ
システム定義のテーブル マップ

テーブル マップ

システム定義のキューイング ポリシー マップ

ポリシー マップ

以下の表に、システムによって定義されているタイプ qos クラス マップの一覧を示します。

（注）

conform-color-in、conform-color-out、exceed-color-in、exceed-color-out クラス マップは、ポリ
シー マップ内で参照できません。

表 5：システム定義のタイプ qos クラス マップ

クラス マップ名

説明

class-default

タイプ qos ポリシー マップで定義したトラ
フィック クラスの基準のどれにも一致しないパ
ケットがすべて割り当てられる、タイプ qos ク
ラス マップ。class-default は変換に使用できま
す。

conform-color-in

入力方向のタイプ qos 適合カラー クラス マッ
プ。このカラー対応のクラス マップにより、ポ
リサーが適合アクションに対してカラー対応に
なります。
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モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）の使用
システム定義の MQC オブジェクト

クラス マップ名

説明

conform-color-out

出力方向のタイプ qos 適合カラー クラス マッ
プ。このカラー対応のクラス マップにより、ポ
リサーが適合アクションに対してカラー対応に
なります。

exceed-color-in

入力方向のタイプ qos 超過カラー クラス マッ
プ。このカラー対応のクラス マップにより、ポ
リサーが超過アクションに対してカラー対応に
なります。

exceed-color-out

出力方向のタイプ qos 超過カラー クラス マッ
プ。このカラー対応のクラス マップにより、ポ
リサーが超過アクションに対してカラー対応に
なります。

以下の表に、システムによって定義されているタイプ キューイング クラス マップの一覧を示し
ます。
表 6：システム定義のタイプ キューイング クラス マップ

クラス マップ キュー名

説明

デフォルト CoS 値

1 ギガビット モジュール入力：2 つのキュー、キューあたり 4 つのしきい値
2q4t-in-q1

2q4t タイプの入力キュー 1

5～7

2q4t-in-q-default

2q4t タイプの入力デフォルト
キュー

0～4

1 ギガビット モジュール出力：1 つの完全プライオリティ キューと 3 つの標準キュー、キュー
あたり 4 つのしきい値

1

1p3q4t タイプの出力プライオリ 5 ～ 7
ティ キュー

1p3q4t-out-q2

1p3q4t タイプの出力キュー 2

—

1p3q4t-out-q3

1p3q4t タイプの出力キュー 3

—

1p3q4t-out-q-default

1p3q4t タイプの出力デフォルト 0 ～ 4
キュー

1p3q4t-out-pq1

10 ギガビット モジュール入力：8 つのキュー、キューあたり 2 つのしきい値
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モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）の使用
システム定義の MQC オブジェクト

クラス マップ キュー名

説明

デフォルト CoS 値

8q2t-in-q1

8q2t タイプの入力キュー 1

5～7

8q2t-in-q2

8q2t タイプの入力キュー 2

—

8q2t-in-q3

8q2t タイプの入力キュー 3

—

8q2t-in-q4

8q2t タイプの入力キュー 4

—

8q2t-in-q5

8q2t タイプの入力キュー 5

—

8q2t-in-q6

8q2t タイプの入力キュー 6

—

8q2t-in-q7

8q2t タイプの入力キュー 7

—

8q2t-in-q-default

8q2t タイプの入力デフォルト
キュー

0～4

10 ギガビット モジュール出力：1 つの完全プライオリティ キューと 7 つの標準キュー、キュー
あたり 4 つのしきい値

1

1p7q4t タイプの出力プライオリ 5 ～ 7
ティ キュー

1p7q4t-out-q2

1p7q4t タイプの出力キュー 2

—

1p7q4t-out-q3

1p7q4t タイプの出力キュー 3

—

1p7q4t-out-q4

1p7q4t タイプの出力キュー 4

—

1p7q4t-out-q5

1p7q4t タイプの出力キュー 5

—

1p7q4t-out-q6

1p7q4t タイプの出力キュー 6

—

1p7q4t-out-q7

1p7q4t タイプの出力キュー 7

—

1p7q4t-out-q-default

1p7q4t タイプの出力デフォルト 0 ～ 4
キュー

1p7q4t-out-pq1

1

これらはプライオリティ キューまたは標準キューのいずれかです。priority キーワードを設定で
使用した場合は、これらのキューがプライオリティ キューとして使用されます。それ以外の場合
は、標準キューとして使用されます。
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モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）の使用
システム定義の MQC オブジェクト

以下の表に、システムによって定義されているテーブルマップの一覧を示します。テーブルマッ
プ内の値のデフォルトのマッピングは Request For Comments（RFC）2597 で規定されています。
これらのテーブル マップは設定可能ではありません。
表 7：システム定義のテーブル マップ

テーブル マップ名

説明

cir-markdown-map

認定情報レート（CIR）を超えるパケットのマー
クダウンに使用されるテーブル マップ
（注）

デフォルトのマッピングを表示する
には、show table-map コマンドを入
力します。

最大情報レート（PIR）に違反するパケットの
マークダウンに使用されるテーブル マップ

pir-markdown-map

（注）

デフォルトのマッピングを表示する
には、show table-map コマンドを入
力します。

cos-discard-class-map

CoS 値を廃棄クラス値にマッピングするのに使
用されるテーブル マップ

cos-dscp-map

CoS 値を DiffServ コード ポイント（DSCP）値
にマッピングするのに使用されるテーブル マッ
プ

cos-precedence-map

CoS 値を優先順位値にマッピングするのに使用
されるテーブル マップ

dscp-cos-map

DSCP 値を CoS 値にマッピングするのに使用さ
れるテーブル マップ

dscp-precedence-map

DSCP 値を優先順位値にマッピングするのに使
用されるテーブル マップ

dscp-discard-class-map

DSCP 値を廃棄クラス値にマッピングするのに
使用されるテーブル マップ

precedence-dscp-map

優先順位値を DSCP 値にマッピングするのに使
用されるテーブル マップ

precedence-cos-map

優先順位値を CoS 値にマッピングするのに使用
されるテーブル マップ

precedence-discard-class-map

優先順位値を廃棄クラス値にマッピングするの
に使用されるテーブル マップ
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テーブル マップ名

説明

discard-class-cos-map

廃棄クラス値を CoS 値にマッピングするのに使
用されるテーブル マップ

discard-class-prec-map

廃棄クラス値を優先順位値にマッピングするの
に使用されるテーブル マップ

discard-class-dscp-map

廃棄クラス値を DSCP 値にマッピングするのに
使用されるテーブル マップ

以下の表に、システムによって定義されているポリシー マップの一覧を示します。
表 8：システム定義のキューイング ポリシー マップ

キューイング ポリシー マップ名

説明

default-in-policy

キューイング ポリシー マップを適用しないす
べてのモジュール ポートに付加される入力
キューイング ポリシー マップ。デフォルトの
設定値は次のとおりです。
policy-map type queuing default-in-policy
class type queuing in-q1
queue-limit percent 50
bandwidth percent 80
class type queuing in-q-default
queue-limit percent 50
bandwidth percent 20
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キューイング ポリシー マップ名

説明

default-out-policy

キューイング ポリシー マップを適用しないす
べてのモジュール ポートに付加される出力
キューイング ポリシー マップ。デフォルトの
設定値は次のとおりです。
policy-map type queuing default-out-policy
class type queuing out-pq1
priority level 1
queue-limit percent 16
class type queuing out-q2
queue-limit percent 1
class type queuing out-q3
queue-limit percent 1
class type queuing out-q-default
queue-limit percent 82
bandwidth remaining percent 25

MQC オブジェクトの設定
MQC オブジェクト コマンドを指定すると、デバイスは、オブジェクトが存在しない場合にオブ
ジェクトを作成し、それからマップ モードを開始します。
クラス マップ、テーブル マップ、またはポリシー マップ オブジェクトを削除するには、オブジェ
クトの作成に使用したコマンドの no 形式を使用します。
MQC オブジェクト モードで使用できるコマンドについては、設定に関する次の各章を参照して
ください。
• 分類の設定
• マーキングの設定
• 変換マッピングの設定
• ポリシングの設定
• キューイングおよびスケジューリングの設定

クラス マップの設定または変更
クラス マップを作成または変更できます。以降は、クラス マップをポリシー マップで参照でき
るようになります。
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（注）

キューイング クラス マップは作成できません。次に示されているいずれかのシステム定義の
キューイング クラス マップを使用する必要があります： 表 6：システム定義のタイプ キュー
イング クラス マップ, （21 ページ）

手順
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)# class-map
[type qos] [match-any |
match-all] class-map-name

タイプ qos のクラス マップを作成するか、タイプ qos
のクラス マップにアクセスし、クラス マップ qos モー
ドを開始します。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。
（注）

class-map type qos match-all コマンドを入力し
て QoS クラス マップに match all を設定する
場合、match-all オプションは機能しません。
代わりに、一致基準は常に match any として
扱われます。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)# exit クラス マップ qos 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。

ステップ 4

switch(config)# class-map
[type qos] {conform-color-in
| conform-color-out |
exceed-color-in |
exceed-color-out}

（任意）
システム定義のカラー マップのいずれかについて、タ
イプ qos のクラス マップにアクセスし、カラー マップ
モードを開始します。
（注）

このコマンドは、カラー対応のポリシングが
必要な場合にだけ使用します。

ステップ 5

switch(config-color-map)# exit カラー 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。

ステップ 6

switch(config)# class-map type タイプ キューイングのクラス マップを作成するか、
queuing match-any
タイプ キューイングのクラス マップにアクセスし、
{class-queuing-name | WORD} クラス マップ キューイング モードを開始します。ク
ラス キューイング名については、表 6：システム定義
のタイプ キューイング クラス マップ, （21 ページ）
を参照してください。
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コマンドまたはアクション 目的
（注）

WORD の一致は、階層型クラス マップを定
義するために使用されます。引数 WORD
は、F シリーズ モジュールでのみサポート
されます。

ステップ 7

switch(config-cmap-que)# exit クラス マップ キューイング 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。

ステップ 8

switch(config)# show
class-map [type qos]
[class-map-name |
conform-color-in |
conform-color-out |
exceed-color-in |
exceed-color-out]

（任意）
設定済みのすべてのタイプ qos のクラス マップ、また
は選択したタイプ qos のクラス マップについて情報を
表示します。

ステップ 9

switch(config)# show
class-map type queuing
[class-queuing-name]

（任意）
設定済みのすべてのタイプ キューイングのクラス マッ
プ、または選択したタイプ キューイングのクラス マッ
プについて、情報を表示します。クラス キューイング
名については、表 6：システム定義のタイプ キューイ
ング クラス マップ, （21 ページ） を参照してくださ
い。

ステップ 10

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレーショ
ンに保存します。

テーブル マップの設定または変更
ポリシー マップ内で参照できるテーブル マップを作成または変更できます。テーブル マップの
設定については、「マーキングの設定」を参照してください。

手順
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)#
table-maptable-map-name

テーブル マップを作成するか、テーブル マップに
アクセスし、テーブル マップ モードを開始しま
す。テーブル マップ名には、アルファベット、ハ
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コマンドまたはアクション

目的
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。テーブル 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。

ステップ 3

switch(config-tmap)# exit

テーブル 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。

ステップ 4

switch(config)# table-map
{cir-markdown-map |
pir-markdown-map}

システム定義のマークダウン テーブル マップのい
ずれかにアクセスし、マークダウン マップ モード
を開始します。

ステップ 5

switch(config-mrkdwn-map)#
exit

テーブル 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。

ステップ 6

switch(config)# show table-map （任意）
[table-map-name |
設定済みのすべてのテーブル マップ、または選択
cir-markdown-map |
したテーブル マップについて情報を表示します。
pir-markdown-map}

ステップ 7

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。

ポリシー マップの設定または変更
ポリシー マップを作成または変更できます。ポリシー マップを使用して、クラス マップに対し
て実行するアクションを定義できます。

手順
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)# policy-map [type タイプ qos のポリシー マップを作成するか、タイ
qos] [match-first]
プ qos のポリシー マップにアクセスし、ポリシー
{qos-policy-map-name |
マップモードを開始します。ポリシーマップ名は、
qos-dynamic}
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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

switch(config-tmap)# exit

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。

ステップ 4

switch(config)# policy-map type タイプ キューイングのポリシー マップを作成する
queuing [match-first]
か、タイプ キューイングのポリシー マップにアク
{queuing-policy-map-name |
セスし、ポリシー マップ モードを開始します。ポ
qos-dynamic}
リシー マップ名を指定できます。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。

ステップ 5

switch(config-tmap)# exit

ステップ 6

switch(config)# show policy-map （任意）
[type qos] [policy-map-name |
設定済みのすべてのタイプ qos のポリシー マップ、
qos-dynamic]
または選択したタイプ qos のポリシー マップにつ
いて情報を表示します。

ステップ 7

switch(config)# show policy-map （任意）
type queuing [policy-map-name 設定済みのすべてのタイプキューイングのポリシー
| qos-dynamic]
マップ、または選択したタイプ キューイングのポ
リシー マップについて、情報を表示します。

ステップ 8

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

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。

（任意）
実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。

MQC オブジェクトへの説明の適用
description コマンドを使用すると、MQC オブジェクトに説明を追加できます。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 switch# configure terminal

目的
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
ステップ 2

オプション

説明

class-map [type qos]
[match-any | match-all]
class-map-name

クラス マップを作成する
か、クラス マップにアク
セスし、クラス マップ
モードを開始します。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 文字までの英
数字を設定できます。

table-maptable-map-name テーブル マップを作成す
るか、テーブル マップに
アクセスし、テーブル
マップ モードを開始しま
す。テーブル 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。
policy-map [type qos]
[match-first]
{qos-policy-map-name |
qos-dynamic}

ポリシー マップを作成す
るか、ポリシー マップに
アクセスし、ポリシー
マップ モードを開始しま
す。ポリシー 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。ポリシー
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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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3 switch(config-cmap)# descriptionstring

説明文字列を MQC オブジェク
トに追加します。説明には最大
200 文字の英数字を使用できま
す。
（注）

システム定義の
キューイング クラス
マップの説明を変更
することはできませ
ん。

ステップ 4 switch(config-cmap)# exit

テーブル 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。

ステップ 5 switch(config)# copy running-config startup-config

（任意）
実行中の設定をスタートアップ
コンフィギュレーションに保存
します。

MQC オブジェクトの確認
MQC オブジェクトの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
コマンド

目的

show class-map [type qos] [class-map-name |
conform-color-in | conform-color-out |
exceed-color-in | exceed-color-out]

設定済みのすべてのタイプ qos のクラス マッ
プ、または選択したタイプ qos のクラス マップ
について情報を表示します。

show class-map type queuing [class-queuing-name] 設定済みのすべてのタイプ キューイングのクラ
ス マップ、または選択したタイプ キューイン
グのクラス マップについて、情報を表示しま
す。クラス キューイング名については、表 6：
システム定義のタイプキューイングクラスマッ
プ, （21 ページ） を参照してください。
show table-map [table-map-name |
cir-markdown-map | pir-markdown-map]

設定済みのすべてのテーブル マップ、または選
択したテーブル マップについて情報を表示しま
す。
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コマンド

目的

show policy-map [type qos] [policy-map-name |
qos-dynamic]

設定済みのすべてのタイプ qos のポリシー マッ
プ、または選択したタイプ qos のポリシー マッ
プについて情報を表示します。

show policy-map type queuing [policy-map-name
| qos-dynamic]

設定済みのすべてのタイプ キューイングのポリ
シー マップ、または選択したタイプ キューイ
ングのポリシー マップについて、情報を表示し
ます。

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of
Service Command Reference』を参照してください。

QoS ポリシー アクションの付加および消去
ソフトウェアのコンフィギュレーション コマンドを使用して QoS 機能をイネーブルまたはディ
セーブルにすることはできません。QoS 機能をイネーブルまたはディセーブルにするには、ここ
で説明する方法を使用して、インターフェイス、VLAN、またはトンネルに対して QoS ポリシー
を付加または消去する必要があります。

（注）

• feature tunnel コマンドを入力してトンネル機能を有効にし、トンネルを設定してから、
ポリシーを付加する必要があります。
• ファブリック エクステンダ（FEX）インターフェイスでは、タイプ qos ポリシーのみを
設定できます。ただし、FEX 外部インターフェイスに設定されているアクセス コントロー
ル リスト（ACL）と一致するクラスを参照するタイプ qos ポリシーは設定できません。
• タイプ キューイング ポリシーは現在、FEX インターフェイスでサポートされていませ
ん。
別のクラス マップを特に付加しない限り、システム定義のタイプ キューイング クラス マップ（表
6：システム定義のタイプ キューイング クラス マップ, （21 ページ） を参照）が各インターフェ
イスに付加されます。

（注）

デバイスでは、タイプ qos とタイプ キューイングのそれぞれのポリシーについて、QoS ポリ
シーを 1 方向（入力または出力）1 つのインターフェイスにつき 1 つに制限しています。
複数のインターフェイスで定義されているポリシーには次の制限があります。
• 物理ポートに付加された QoS ポリシーは、ポートがポート チャネルのメンバーとなってい
ない場合に有効になります。
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• ポート チャネルに付加された QoS ポリシーは、ポリシーがメンバー ポートに付加されてい
る場合でも有効になります。
• VLAN に付加された QoS ポリシーは、他のポリシーが特に適用されていないその VLAN 内
のすべてのポートに適用されます。
• 各レイヤ 2 ポートおよびレイヤ 2 ポート チャネル インターフェイスについて、入力と出力
の両方向で、1 つの入力ポリシー タイプ キューイングがサポートされています。出力タイプ
の qos ポリシーは、レイヤ 2 ポートおよびレイヤ 2 ポート チャネル インターフェイスでは使
用できません。
• 各レイヤ 3 およびレイヤ 3 ポート チャネル インターフェイスについて、1 つの入力 QoS ポ
リシーと 1 つの出力 QoS ポリシーがサポートされています。
• 各 VLAN について、1 つの入力 QoS ポリシーと 1 つの出力 QoS ポリシーがサポートされて
います。
• 各レイヤ 2 ポート、レイヤ 2 ポート チャネル、レイヤ 3 ポート、およびレイヤ 3 ポート チャ
ネル インターフェイスについて、1 つの入力キューイング ポリシーと 1 つの出力キューイン
グ ポリシーがサポートされています。
• VLAN、ポート チャネル、またはその両方が複数のフォワーディング エンジンに接続する
と、レートを強制するすべてのポリシーがフォワーディング エンジンごとに強制されます。
• たとえば、特定の VLAN のレートを 100 Mbps に制限するポリサーが VLAN 上で設定されて
いて、あるモジュール上の VLAN 内にスイッチ ポートを 1 つ設定し、別のモジュール上の
VLAN にスイッチ ポートをもう 1 つ設定する場合は、各フォワーディング エンジンで 100
Mbps のレートが強制されます。この場合、レートを 100 Mbps に制限するように設定した
VLAN 内で、実際には最大 200 Mbps を使用できる可能性があります。

（注）

別のポリシーを設定して適用しない限り、デフォルトのキューイング ポリシーはアクティブ
です。デフォルトのキューイング ポリシーについては、表 8：システム定義のキューイング
ポリシー マップ, （24 ページ） を参照してください。
以下の表に、QoS ポリシーが適用されるインターフェイスを示します。各行はインターフェイス
のレベルを表しています。項目の説明は次のとおりです。
• 適用済み：付加されたポリシーが適用されているインターフェイス
• 存在：ポリシーが付加されているものの適用されていないインターフェイス
• 非存在：ポリシーが付加されていないインターフェイス
• 存在または非存在：ポリシーが付加されているかどうかが不明で、適用されていないイン
ターフェイス
ポート ポリシー

ポート チャネル ポリシー

VLAN ポリシー

Applied

Not present

存在または非存在
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ポート ポリシー

ポート チャネル ポリシー

VLAN ポリシー

存在または非存在

Applied

存在または非存在

Not present

Not present

Applied

ポリシー マップをインターフェイス、トンネル、または VLAN に付加するには、service-policy コ
マンドを使用します。ポリシー マップで定義したポリシーをインターフェイス上のパケットの入
力ストリームに適用するか出力ストリームに適用するかを指定できます。
インターフェイス、トンネル、または VLAN からポリシー マップを消去するには、service-policy
コマンドの no 形式を使用します。

インターフェイスまたはトンネルへの QoS ポリシーアクションの付加
手順
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)# interface
{[ethernetslot/port-list] |
[tunnelnumber-list]}

イーサネットまたはトンネル 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。
• slot/port-list はスロットおよびポートのスペー
ス区切りリストです。
• number-list はトンネルのスペース区切りリス
トです。

ステップ 3

switch(config-if)# service-policy ポリシー マップをインターフェイスの入力パケッ
[type qos] {input | output}
トまたは出力パケットに追加します。インターフェ
{policy-map-name} [no-stats]
イスに付加できるのは、1 つの入力ポリシーと 1
つの出力ポリシーだけです。

ステップ 4

switch(config-if)# exit

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。

ステップ 5

switch(config)# show policy-map
[interfaceinterface | vlanvlan_id]
[input | output] [type qos |
queuing] [class [type qos |
queuing] class-map-name]

（任意）
すべてのインターフェイスまたは指定したインター
フェイスに適用したポリシー マップについての情
報を表示します。デバイスが表示する内容を、入
力または出力ポリシー、qos またはキューイング
ポリシー、および特定のクラスに制限できます。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

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

（任意）
実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。

VLAN への QoS ポリシー アクションの付加
手順
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)# vlan
configurationvlan-id-list

VLAN コンフィギュレーション モードを開
始します。
vlan-id-list は VLAN のスペース区切りリスト
です。

ステップ 3

switch(config-vlan-config)#service-policy ポリシー マップを VLAN の入力パケットま
[type qos] {input | output}
たは出力パケットに追加します。VLAN に付
{policy-map-name} [no-stats]
加できるのは、1 つの入力ポリシーと 1 つの
出力ポリシーだけです。

ステップ 4

switch(config-if)# exit

ステップ 5

switch(config)# show policy-map
（任意）
[interfaceinterface | vlanvlan_id] [input すべてのインターフェイスまたは指定したイ
| output] [type qos | queuing] [class [type ンターフェイスに適用したポリシー マップ
qos | queuing] class-map-name]
についての情報を表示します。デバイスが表
示する内容を、入力または出力ポリシー、
qos またはキューイング ポリシー、および特
定のクラスに制限できます。

ステップ 6

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

VLAN 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。

（任意）
実行中の設定をスタートアップコンフィギュ
レーションに保存します。
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Session Manager による QoS サポート
Cisco NX-OS Release 4.2 以降、Session Manger は QoS の設定をサポートするようになりました。こ
の機能によって、QoSの設定を確認し、設定を実行コンフィギュレーションにコミットする前に、
その設定が必要とするリソースが利用可能かどうかを確認できます。Session Manager については、
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide, Release 6.x』を参照してく
ださい。
コンフィギュレーションセッションを開始すると、コンフィギュレーションセッションが中断さ
れるかコミットされるまで、configure terminal コンフィギュレーション モードを使用してコンフィ
ギュレーションコマンドを開始できません。並行設定（一方でコンフィギュレーションセッショ
ンを使用し、もう一方で configuration terminal コンフィギュレーション モードを使用）を開始す
ると、コンフィギュレーション セッション モードで確認エラーが発生する可能性があります。

モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用の
機能履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
表 9：モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの機能履歴

機能名

リリース

リリース 4.2(1) から変更な 5.1(1)
し

—

Session Manager のサポート 4.2(1)

QoSの設定を確認し、設定を実行コン
フィギュレーションにコミットする前
に、その設定が必要とするリソースが利
用可能かどうかを確認できる。
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第

4

章

分類の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイス上で分類を設定する方法について説明します。
• 機能情報の確認, 37 ページ
• 分類について, 37 ページ
• ライセンス要件, 39 ページ
• 分類の前提条件, 39 ページ
• 注意事項と制約事項, 39 ページ
• トラフィック クラスの設定, 41 ページ
• 分類設定の確認, 54 ページ
• 分類の設定例, 54 ページ
• 分類の機能履歴, 54 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。

分類について
分類とは、パケットをトラフィック クラスに振り分けることです。指定した分類済みトラフィッ
クに対して特定のアクション（ポリシングやマークダウンなど）を実行するようにデバイスを設
定します。
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パケットの特性を以下の表に示す分類基準と照合することによって、各トラフィック クラスを表
すクラス マップを作成できます。
分類基準

説明

CoS

IEEE 802.1Q ヘッダー内のサービス クラス
（CoS）フィールド。

IP precedence

IP ヘッダーのタイプ オブ サービス（ToS）バイ
ト内部の優先順位値。

Diffserv コード ポイント（DSCP）

IP ヘッダーの DIffServ フィールド内部の DSCP
値。

QoS group

システム内部で操作および照合できる、ローカ
ルで有効な QoS 値。有効な範囲は 0 ～ 126 で
す。

廃棄クラス

システム内部で照合および操作できる、ローカ
ルで有効な値。範囲は 0 ～ 63 です。

ACL

IP ACL または MAC ACL 名。

Protocol

標準のレイヤ 2 プロトコル（アドレス解決プロ
トコル（ARP）、コネクションレス型ネット
ワーク サービス（CLNS）など）。

パケット長

レイヤ 3 パケット長のサイズ範囲

IP RTP

Real-time Transport Protocol（RTP）を使用して
いるアプリケーションを、UDP ポート番号範囲
によって識別します。

クラス マップ

名前付きクラス マップ オブジェクト内で指定
された基準。

複数の一致基準を指定することも、特定の基準について照合しないようにすることも、一部また
は全部の基準を照合することによってトラフィック クラスを決定することもできます。

（注）

ただし、ACL について照合する場合は、パケット長を除く他の一致基準を match-all クラス内
で指定することはできません。match-any クラス内では、ACL およびその他の一致基準につい
て照合できます。
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一部の一致基準は、入力または出力トラフィックにのみ関係します。たとえば、内部ラベル QoS
グループは、入力トラフィックに対しては意味を持ちません。これは、まだ値が割り当てられて
いないからです。
QoS ポリシー マップ内でどのクラスにも一致しないトラフィックは、class-default と呼ばれるデ
フォルトのトラフィック クラスに割り当てられます。QoS ポリシー マップ内で class-default を参
照することで、この一致しないトラフィックを選択できます。
class-map type qos match-all コマンドを入力して QoS クラス マップに match all を設定する場合、
match-all オプションは機能しません。代わりに、一致基準は常に match any として扱われます。
同タイプのトラフィックを処理するさまざまなインターフェイスに対して QoS ポリシーを定義す
る場合は、同じ仮想デバイス コンテキスト（VDC）内のクラス マップを再利用できます。

（注）

クラス マップの詳細については、「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」
を参照してください。

ライセンス要件
QoS 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。
仮想デバイス コンテキスト（VDC）の使用には Advanced Services ライセンスが必要です。
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。

分類の前提条件
分類の前提条件は、次のとおりです。
• 「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」のコンセプトに精通している。
• スイッチにログインしている。
• 正しい VDC 内にいる。VDC は、一連のシステム リソースを論理的に表現する用語です。
switchto vdc コマンドでは VDC 番号を指定できます。

注意事項と制約事項
分類の設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。
• クラス マップ内で指定できる一致基準の数は最大 1,024 個です。
• 1 つのポリシー マップで使用するために設定できるクラスの数は最大 4,096 個です。
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• ACL について照合する際、それ以外に指定できる一致基準は、match-all クラス内のレイヤ 3
パケット長だけです。
• class-map type qos match-all コマンドの match-all オプションはサポートされていません。こ
のコマンドの一致基準は class-map type qos match-any コマンドと同じになります。class-map
type qos match-all コマンドは、class-map type qos match-any コマンドと同じ結果が得られま
す。
• レイヤ 2 ポート上のトラフィックは、着信パケットのポート ポリシーまたは VLAN ポリシー
のいずれかに基づいて分類できます（ただし両方に基づいて分類することはできません）。
ポート ポリシーまたは VLAN ポリシーのいずれかが有効になります（ただし両方が有効に
なることはありません）。両方のポリシーが存在する場合、デバイスはポート ポリシーに基
づいて動作し、VLAN ポリシーを無視します。
• match cos コマンドは、出力方向ではサポートされません。
• QoS ポリシーが 1 つの種類の一致基準で設定されている場合、異なる種類の一致基準は使用
できません。次のエラー メッセージが返されます。
ERROR: Unable to perform the action due to incompatibility:
Module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 returned status
"Policies with classes containing combined 'match dscp', 'match cos',
'match precedence' or 'match qos-group' are not supported.
Only the same match type is supported between classes.

• キューイングの統計情報を表示する場合、cbqosmib の統計情報はクラス レベルごとではなく
アクションごとに表示されます。
• キューイングの cbqosmib は、queue-limit、random-detect、bandwidth、および priority のアク
ションが設定されている場合にのみ取得されます。
• F1 モジュールのプロキシ転送トラフィックの場合、ACL 分類は次の表に示すレイヤ 3 プロ
トコルと一致します。
• show policy-map interface[interface type]type queuing では、完全なパケット長として L2 MTU
（フレーム長）とカウントが使用されます。
• show policy-map interface [interface type]type qos では、L3 MTU（パケット長）が使用されま
す。
表 10：プロトコル番号と関連付けられているレイヤ 3 プロトコル

Protocol Number

レイヤ 3 プロトコル

1

ICMP

2

IGMP

4

IPv4 カプセル化

6

TCP

17

UDP
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（注）

表に記載されていないレイヤ 3 プロトコルは、プロトコル番号 4（IPv4 カプセル化）に分類さ
れます。

トラフィック クラスの設定
ACL 分類の設定
（注）

デバイスでは、match access-group name コマンドの no 形式がサポートされていません。
トラフィックを分類するには、既存の ACL に基づいてパケットを照合します。ACL キーワード
の permit および deny は、照合時には無視されます。QoS では ACL の許可-拒否機能は使用されま
せん。IP バージョン 4（IPv4）または IP バージョン 6（IPv6）のいずれかによって、分類できま
す。
サポートは、CLI 内の拒否アクセス コントロール エントリ（[no] hardware access-list allow deny
ace）を制御するために利用できます。このサポートの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS Security Configuration Guide』を参照してください。

（注）

トンネリング プロトコルもまた IP でない限り、トンネル型 IP パケットは照合されます。ま
た、照合は外側の IP ヘッダーに適用され、カプセル化された IP ヘッダーには適用されませ
ん。

手順
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)# class-map
[type qos] [match-any |
match-all] class-map-name

class-map-name という名前のクラス マップを作成する
か、またはそのクラス マップにアクセスして、クラス
マップ モードを開始します。class map name 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。また、大文字と小文字の区
別があり、最大 40 文字まで設定できます。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

switch(config-cmap-qos)#
match access-group
nameacl-name

Configures the traffic class by matching packets based on
the acl-name.ACL キーワードの permit および deny は、
照合時には無視されます。
デバイスではこのコマンドの not 形式はサポートされ
ていません。

次に、ACL クラス マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show class-map class_acl

拒否 ACE の設定
シーケンス ベースの機能である VACL、ポリシー ベース ルーティング（PBR）、および QoS に
ついて、シーケンス内の拒否アクセス コントロール エントリ（ACE）をサポートするようにデバ
イスを設定できます。拒否 ACE がイネーブルの場合、class-map-acl 内の拒否 ACE（deny キーワー
ドをともなった ACL ルール）に一致するトラフィックは、許可 ACE にヒットするまで、続く
class-map-acl に対して再帰的に照合されます。

はじめる前に
正しい VDC を使用していることを確認します（または switchto vdc コマンドを使用します）。

手順
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] hardware
access-list allow deny ace

シーケンス中の拒否 ACE サポートをイ
ネーブルにします。

ステップ 3

switch(config)# show running-config
aclmgr

（任意）
ACL の設定を表示します。

ステップ 4

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

（任意）
この設定変更を保存します。
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DSCP 分類の設定
IP ヘッダーの DiffServ フィールドの DSCP 値に基づいてトラフィックを分類できます。標準の
DSCP 値の一覧を以下の表に示します。
表 11：標準の DSCP 値

値

DSCP 値のリスト

af11

AF11 dscp（001010）：10 進値 10

af12

AF12 dscp（001100）：10 進値 12

af12

AF13 dscp（001110）：10 進値 14

af21

AF21 dscp（010010）：10 進値 18

af22

AF22 dscp（010100）：10 進値 20

af23

AF23 dscp（010110）：10 進値 22

af31

AF31 dscp（011010）：10 進値 26

af31

AF40 dscp（011100）：10 進値 28

af33

AF33 dscp（011110）：10 進値 30

af41

AF41 dscp（100010）：10 進値 34

af42

AF42 dscp（100100）：10 進値 36

af43

AF43 dscp（100110）：10 進値 38

cs1

CS1（precedence 1）dscp（001000）：10 進値 8

cs2

CS2（precedence 2）dscp（010000）：10 進値 16

cs3

CS3（precedence 3）dscp（011000）：10 進値 24

cs4

CS4（precedence 4）dscp（100000）：10 進値 32

cs5

CS5（precedence 5）dscp（101000）：10 進値 40

cs6

CS6（precedence 6）dscp（110000）：10 進値 48

cs7

CS7（precedence 7）dscp（111000）：10 進値 56
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（注）

値

DSCP 値のリスト

デフォルト

デフォルト dscp（000000）：10 進値 0

ef

EF dscp（101110）：10 進値 46

トンネリング プロトコルもまた IP でない限り、トンネル型 IP パケットは照合されます。ま
た、照合は外側の IP ヘッダーに適用され、カプセル化された IP ヘッダーには適用されませ
ん。

手順
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)# class-map
[type qos] [match-any |
match-all] class-map-name

class-map-name という名前のクラス マップを作成す
るか、またはそのクラス マップにアクセスして、ク
ラス マップ モードを開始します。class map name 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。また、大文字と
小文字の区別があり、最大 40 文字まで設定できま
す。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)#
match [not] dscpdscp-list

dscp-values 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。標準のDSCP
値は上記の表に示されています。
指定した範囲に一致しない値について照合するには、
not キーワードを使用します。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# exit グローバル クラスマップ キューイング モードを終
了し、コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 5

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config この設定変更を保存します。

次に、DSCP クラス マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show class-map class_dscp
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IP precedence 分類の設定
IP ヘッダーの ToS バイト フィールドの優先順位値に基づいてトラフィックを分類できます。以下
の表に、優先順位値を示します。
表 12：優先順位値

（注）

値

優先順位値のリスト

0～7

IP precedence 値

critical

クリティカル優先順位（5）

flash

フラッシュ優先順位（3）

flash-override

フラッシュ オーバーライド優先順位（4）

immediate

即時優先順位（2）

internet

インターネットワーク コントロール優先順位
（6）

network

ネットワーク コントロール優先順位（7）

priority

プライオリティ優先順位（1）

routine

ルーチン優先順位（0）

トンネリング プロトコルもまた IP でない限り、トンネル型 IP パケットは照合されます。ま
た、照合は外側の IP ヘッダーに適用され、カプセル化された IP ヘッダーには適用されませ
ん。

手順
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)# class-map [type class-map-name という名前のクラス マップを作成す
qos] [match-any | match-all] るか、またはそのクラス マップにアクセスして、ク
class-map-name
ラス マップ モードを開始します。class map name に
は、アルファベット、ハイフン、またはアンダース
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コマンドまたはアクション

目的
コア文字を含めることができます。また、大文字と
小文字の区別があり、最大 40 文字まで設定できま
す。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)#
match [not]
precedenceprecedence-values

precedence-values に基づいてパケットを照合するこ
とにより、トラフィック クラスを設定します。値は
上記の表に示されています。
指定した範囲に一致しない値について照合するに
は、not キーワードを使用します。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# exit グローバル クラスマップ キューイング モードを終
了し、コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 5

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config この設定変更を保存します。

次に、IP precedence クラス マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show class-map class_ip_precedence

プロトコル分類の設定
レイヤ 3 プロトコルのトラフィックでは、ACL 分類の照合を使用できます。詳細については、
「ACL 分類の設定」の項を参照してください。
以下の表に示すプロトコル引数に基づいてトラフィックを分類できます。
表 13：match コマンドのプロトコル引数

引数

説明

arp

アドレス解決プロトコル（ARP）

bridging

ブリッジング

cdp

Cisco Discovery Protocol（CDP）

clns

コネクションレス型ネットワーク サービス
（CLNS）

clns_es

CLNS エンド システム

clns_is

CLNS 中継システム
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引数

説明

dhcp

Dynamic Host Configuration（DHCP）

isis

Intermediate System to Intermediate System（IS-IS）

LDP

ラベル配布プロトコル（LDP）

netbios

NetBIOS Extended User Interface（NetBEUI）

一度に最大 8 つの異なるプロトコル（上記の表を参照）を照合できます。

手順
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)# class-map [type class-map-name という名前のクラス マップを作成
qos] [match-any | match-all]
するか、またはそのクラス マップにアクセスし
class-map-name
て、クラス マップ モードを開始します。class map
name 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。また、
大文字と小文字の区別があり、最大 40 文字まで設
定できます。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)# match 指定したプロトコルに基づいてパケットを照合す
[not] protocol {arp | bridging | ることによって、トラフィック クラスを設定しま
clns | clns_is | dhcp | isis | netbios す。指定したプロトコルに一致しないプロトコル
| cdp | clns_es | ldp}
について照合するには、not キーワードを使用しま
す。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# exit

グローバル クラスマップ キューイング モードを
終了し、コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 5

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

（任意）
この設定変更を保存します。

次に、protocol クラス マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show class-map class_protocol
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QoS グループ分類の設定
QoS グループ内部ラベルの値に基づいてトラフィックを分類できます。QoS グループ内部ラベル
はパケット ペイロードやパケット ヘッダーの一部ではありません。「QoS グループ マーキング
の設定」のセクションで説明しているように、set qos-group コマンドを使用して、ポリシー マッ
プ内で QoS グループの値を設定できます。

（注）

QoS グループの値は入力ポリシー内で設定されるまで未定義になっているため、QoS グループ
についての照合は、出力ポリシー内でだけ行います。

手順
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)# class-map [type qos] class-map-name という名前のクラス マップを作
[match-any | match-all] class-map-name 成するか、またはそのクラス マップにアクセ
スして、クラス マップ モードを開始します。
class map name 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。また、大文字と小文字の区別があ
り、最大 40 文字まで設定できます。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)# match [not] QoS グループ値のリストに基づいてパケットを
qos-groupmulti-range-qos-group-values 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 ～ 126 です。デ
フォルトの QoS グループ値は 0 です。指定し
た範囲に一致しない値について照合するには、
not キーワードを使用します。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# exit

グローバル クラスマップ キューイング モード
を終了し、コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 5

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

（任意）
この設定変更を保存します。

次に、QoS グループ クラスマップ設定を表示する例を示します。
switch# show class-map class_qos_group
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廃棄クラス分類の設定
廃棄クラス内部ラベルの値に基づいてトラフィックを分類できます。廃棄クラス内部ラベルはパ
ケット ペイロードまたはパケット ヘッダーの一部ではありません。「廃棄クラス マーキングの
設定」セクションで説明しているように、set discard-class コマンドを使用して、ポリシー マップ
内で廃棄クラスの値を設定できます。
廃棄クラスの値は入力ポリシー内で設定されるまで未定義になっているため、廃棄クラスについ
ての照合は、出力ポリシー内でのみ行います。

手順
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)# class-map [type qos]
[match-any | match-all] class-map-name

class-map-name という名前のクラス マップ
を作成するか、またはそのクラス マップ
にアクセスして、クラス マップ モードを
開始します。class map name 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。また、
大文字と小文字の区別があり、最大 40 文
字まで設定できます。

ステップ 3 switch(config-cmap-qos)# match [not]
廃棄クラス値のリストに基づいてパケット
discard-classmulti-range-discard-class-values 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 ～ 63
です。デフォルトの廃棄クラス値は 0 で
す。指定した範囲に一致しない値について
照合するには、not キーワードを使用しま
す。
ステップ 4 switch(config-cmap-qos)# exit

グローバル クラスマップ キューイング
モードを終了し、コンフィギュレーション
モードを開始します。

ステップ 5 switch(config)# copy running-config
startup-config

（任意）
この設定変更を保存します。

次に、discard クラス マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show class-map class_discard_class
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レイヤ 3 パケット長分類の設定
各種のパケット長に基づいてレイヤ 3 トラフィックを分類できます。

（注）

この機能は IP パケットだけが対象です。

手順
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)# class-map [type class-map-name という名前のクラス マップを作成す
qos] [match-any | match-all] るか、またはそのクラス マップにアクセスして、ク
class-map-name
ラス マップ モードを開始します。class map name 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。また、大文字と
小文字の区別があり、最大 40 文字まで設定できま
す。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)#
match [not] packet
lengthpacket-length-list

各種のパケット長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 1 ～ 9198 です。
指定した範囲に一致しない値について照合するに
は、not キーワードを使用します。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# exit グローバル クラスマップ キューイング モードを終
了し、コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 5

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config この設定変更を保存します。

次に、packet length クラス マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show class-map class_packet_length

CoS 分類の設定
IEEE 802.1Q ヘッダー内のサービス クラス（CoS）フィールドに基づいてトラフィックを分類でき
ます。この 3 ビットのフィールドは IEEE 802.1p で QoS トラフィック クラスをサポートするため

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィグレーション ガイド
50

分類の設定
IP Real-time Transport Protocol（RTP）分類の設定

に規定されています。CoS は VLAN ID タグ フィールドの上位 3 ビットで符号化され、user_priority
と呼ばれます。

（注）

match cos コマンドは、出力方向ではサポートされません。

手順
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)# class-map
[type qos] [match-any |
match-all] class-map-name

class-map-name という名前のクラス マップを作成す
るか、またはそのクラス マップにアクセスして、ク
ラス マップ モードを開始します。class map name 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。また、大文字と
小文字の区別があり、最大 40 文字まで設定できま
す。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)#
match [not] coscos-list

CoS 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。指定
できる範囲は 0 ～ 7 です。
指定した範囲に一致しない値について照合するには、
not キーワードを使用します。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# exit グローバル クラスマップ キューイング モードを終
了し、コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 5

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config この設定変更を保存します。

次に、CoS クラス マップ設定の表示方法の例を示します。
switch# show class-map class_cos

IP Real-time Transport Protocol（RTP）分類の設定
IP Real-time Transport Protocol（RTP）は、オーディオやビデオなどのデータを送信するリアルタイ
ム アプリケーション用のトランスポート プロトコルで、Request For Comments（RFC）3550 で規
定されています。RTP では一般的な TCP ポートや UDP ポートは使用されませんが、通常はポー
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ト 16384 ～ 32767 を使用するように RTP を設定します。偶数番号ポートを UDP 通信に使用し、1
つ上の奇数番号ポートを RTP Control Protocol（RTCP）通信に使用します。
UDP ポート範囲に基づいて分類を設定できます。UDP ポート範囲は、RTP を使用するアプリケー
ションを対象とする可能性があります。

手順
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)# class-map
[type qos] [match-any |
match-all] class-map-name

class-map-name という名前のクラス マップを作成する
か、またはそのクラス マップにアクセスして、クラス
マップ モードを開始します。class map name 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。また、大文字と小文字の区
別があり、最大 40 文字まで設定できます。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)#
match [not] ip
rtpudp-port-value

UDP ポート番号の下限と上限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。UDP ポート番号の範囲は、RTP を使用するアプ
リケーションを対象とする可能性があります。値の範
囲は 2000 ～ 65535 です。
指定した範囲に一致しない値について照合するには、
not キーワードを使用します。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# exit グローバル クラスマップ キューイング モードを終了
し、コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 5

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config この設定変更を保存します。

次に、RTP クラス マップ設定の表示方法の例を示します。
switch# show class-map class_rtp

クラス マップ分類の設定
参照を実行する前に、参照先のクラスマップを作成する必要があります。設定できるクラスマッ
プの入れ子のレベルは 1 レベルだけです。別のクラス マップを参照しているクラス マップは参照
できません。
参照先のクラスマップを削除する場合は、その前に、そのクラスマップへの参照をすべて削除し
てください。
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別のクラスマップ内にある一致基準に基づいてトラフィックを分類できます。同じクラスマップ
を複数のポリシー内で参照できます。
class-map 分類の設定では、次の各注意事項に従ってください。
• match class-map コマンドで指定したクラス マップとの論理 OR を実行するには、match-any
キーワードを使用します。照合されるクラス マップの match-any または match-all の指定は
無視されます。
• match class-map コマンドで指定したクラス マップとの論理 AND を実行するには、match-all
キーワードを使用します。照合されるクラス マップの match-any または match-all の指定は
無視されます。

手順
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)# class-map
[type qos] [match-any |
match-all] class-map-name

class-map-name という名前のクラス マップを作成する
か、またはそのクラス マップにアクセスして、クラス
マップ モードを開始します。class map name 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。また、大文字と小文字の区
別があり、最大 40 文字まで設定できます。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)#
match [not]
class-mapclass-map-name

別のクラス マップ内の一致基準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。match-all は class-map コマンドのデフォルトで
あるため、class_map3 内で指定された一致基準と
class_class_map 内の一致基準とが論理 AND されます。
指定した範囲に一致しない値について照合するには、
not キーワードを使用します。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# exit グローバル クラスマップ キューイング モードを終了
し、コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 5

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config この設定変更を保存します。

次に、class-map クラス マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show class-map class_class_map
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分類設定の確認
クラス マップ設定を確認するには、show class-map コマンドを使用します。このコマンドによっ
て、すべてのクラス マップが表示されます。
switch# show class-map
...

分類の設定例
次に、2 つのクラスのトラフィックについて分類を設定する例を示します。
class-map class_dscp
match dscp af21, af32
exit
class-map class_cos
match cos 4, 5-6
exit

分類の機能履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
表 14：分類の機能履歴

機能名

リリース

リリース 4.2(1) から変更な 5.1(1)
し

—

分類

IPv4 ACL と IPv6 ACL を照合することが
できるようになりました。

4.2(1)

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィグレーション ガイド
54

機能情報

第

5

章

マーキングの設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスでのマーキング機能の設定方法について説明します。マーキ
ング機能を使用して、パケットの所属先となるトラフィックのクラスを定義できます。
• 機能情報の確認, 55 ページ
• マーキングについて, 55 ページ
• ライセンス要件, 57 ページ
• マーキングの前提条件, 57 ページ
• 注意事項と制約事項, 57 ページ
• マーキングの設定, 58 ページ
• マーキング設定の確認, 70 ページ
• マーキングの設定例, 70 ページ
• マーキングの機能履歴, 70 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。

マーキングについて
マーキングは、着信および発信パケットの Quality of Service（QoS）フィールドを変更するために
使用する方式です。マーキングが可能なQoSフィールドは、レイヤ2ではサービスクラス（CoS）、
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レイヤ 3 では Internet Protocol（IP）precedence と Diffserv コード ポイント（DSCP）です。QoS グ
ループと廃棄クラスはシステムにとってローカルな 2 つのラベルで、中間マーキング値を割り当
てることができます。これらの 2 つのラベルを使用して、パケット内でマーキングされた値の最
終値を決定できます。
マーキングのコマンドは、ポリシーマップ内で参照されるトラフィッククラスで使用できます。
以下の表に、設定できるマーキング機能の一覧を示します。
表 15：設定可能なマーキング機能

マーキング機能

説明

DSCP

レイヤ 3 DSCP。
（注）

IP precedence

この dscp 値 を操作する場合は廃棄ク
ラス値を操作できません。逆も同様
です。

レイヤ 3 の IP precedence。
（注）

IP precedence では、タイプ オブ サー
ビス（ToS）フィールドの下位 3 ビッ
トだけが使用されます。TOS フィー
ルドの最初の 3 ビットはデバイスに
よって 0 に上書きされます。

CoS

レイヤ 2 サービス クラス（CoS）。

QoS group

システム内部で操作および照合できる、ローカ
ルで有効な QoS 値。有効な範囲は 0 ～ 126 で
す。

廃棄クラス

システム内部で照合および操作できる、ローカ
ルで有効な値。範囲は 0 ～ 63 です。
この廃棄クラス値を操作する場合は dscp 値を
操作できません。逆も同様です。

入力および出力ポート

マーキングのステータスは着信または発信パ
ケットに適用されます。

テーブル マップの使用

テーブル マップをマーキングに使用する方式。

特に制限事項として記載されていない限り、マーキング機能は着信パケットと発信パケットの両
方に適用できます。
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ライセンス要件
QoS 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。
仮想デバイス コンテキスト（VDC）の使用には Advanced Services ライセンスが必要です。
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。

マーキングの前提条件
マーキングの前提条件は、次のとおりです。
• に精通している。 モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）の使用, （13
ページ）
• スイッチにログインしている。
• 正しい VDC 内にいる。VDC は、一連のシステム リソースを論理的に表現する用語です。
switchto vdc コマンドでは VDC 番号を指定できます。

注意事項と制約事項
マーキングの設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。
• set cos コマンドは、他の set コマンドが出力用の同一パケットに使用されていない場合にの
み入力ポリシーに使用できます。
• set qos-group コマンドは入力ポリシーでのみ使用できます。
• set discard-class コマンドは入力ポリシーでのみ使用できます。
• スイッチ仮想インターフェイス（SVI）上で PIM がイネーブルになっている場合、この VLAN
上でレイヤ 2 スイッチド マルチキャスト トラフィックにマーキングできません。
• レイヤ 2 ポートでの出力 QoS ポリシーは、どのモジュール タイプの VDC でもサポートされ
ません。
• 出力 QoS ポリシーによる VLAN 設定は、F1 モジュールまたは F1 モジュールに加えていずれ
かのモジュールで構成される VDC ではサポートされません。ただし、出力 QoS ポリシーに
よる VLAN 設定は、次のモジュール タイプの VDC でサポートされます。
• F2e に加えて M1 と M2 の両方またはいずれか
• M1
• M2 と F3
• M3 と F3
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• F2 と F2e の両方またはいずれか
• F3
• VLAN 設定での出力ポリシーは、CoS での set match をサポートしません。
• VLAN 設定での出力ポリシーは、QoS グループまたは廃棄クラスの set をサポートしません。
• F1 または F2e モジュールから M モジュールへのプロキシ ルーテッド マーキングは、レイヤ
2 の入力ポートではサポートされません。ただし、VLAN で適用されたマーキングは、レイ
ヤ 2 の入力ポートでサポートされます。
• 多数のインターフェイスに QoS ポリシーを再マーキングしてスケーラビリティを実現するに
は、ポリシー レベルで QoS 統計情報をディセーブルにします。no qos statistics コマンドを入
力してグローバル統計情報をディセーブルにするか、ポリシーごとに service-policy type qos
output DSCP no-stats コマンドを入力します。ポリサーが使用されている場合、スケーラビ
リティの設定はありません。

マーキングの設定
ポリシー マップ内で 1 つ以上のマーキング機能を組み合わせることにより、QoS 値の設定を制御
できます。次に、インターフェイス上の着信パケットまたは発信パケットのいずれかにポリシー
を適用できます。
set コマンドを使用したあと、コマンドの残りの部分を追加する前に、Enter を押さないでくださ
い。set キーワードを入力した直後に Enter キーを押すと、QoS の設定を続けることができなくな
ります。

DSCP マーキングの設定
（注）

この値を設定する場合、廃棄クラス値は設定できません（「廃棄クラス マーキングの設定」
の項を参照）。
IP ヘッダーの DiffServ フィールドの最上位 6 ビットで、DSCP 値を指定の値に設定できます。以
下の表に示す標準の DSCP 値のほか、0 ～ 60 の数値も入力できます。
表 16：標準の DSCP 値

値

DSCP 値のリスト

af11

AF11 dscp（001010）：10 進値 10

af12

AF12 dscp（001100）：10 進値 12

af12

AF13 dscp（001110）：10 進値 14
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値

DSCP 値のリスト

af21

AF21 dscp（010010）：10 進値 18

af22

AF22 dscp（010100）：10 進値 20

af23

AF23 dscp（010110）：10 進値 22

af31

AF31 dscp（011010）：10 進値 26

af31

AF40 dscp（011100）：10 進値 28

af33

AF33 dscp（011110）：10 進値 30

af41

AF41 dscp（100010）：10 進値 34

af42

AF42 dscp（100100）：10 進値 36

af43

AF43 dscp（100110）：10 進値 38

cs1

CS1（precedence 1）dscp（001000）：10 進値 8

cs2

CS2（precedence 2）dscp（010000）：10 進値 16

cs3

CS3（precedence 3）dscp（011000）：10 進値 24

cs4

CS4（precedence 4）dscp（100000）：10 進値 32

cs5

CS5（precedence 5）dscp（101000）：10 進値 40

cs6

CS6（precedence 6）dscp（110000）：10 進値 48

cs7

CS7（precedence 7）dscp（111000）：10 進値 56

デフォルト

デフォルト dscp（000000）：10 進値 0

ef

EF dscp（101110）：10 進値 46

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ2

switch(config)# policy-map [type qos] qos-policy-map-name という名前のポリシー マップ
[match-first] {qos-policy-map-name を作成するか、またはそのポリシー マップにアク
| qos-dynamic}
セスして、ポリシーマップ モードを開始します。
ポリシー 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。ポリシー 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。

ステッ
プ3

switch(config-pmap)# class [type qos] class-map-name への参照を作成し、ポリシー マッ
{class-map-name | qos-dynamic |
プ クラス コンフィギュレーション モードを開始
class-default}
します。insert-before を使用して事前挿入するク
[insert-beforebefore-class-map-name]
ラスを指定しない限り、ポリシー マップの末尾に
クラスが追加されます。ポリシー マップ内のクラ
スと現在一致していないトラフィックをすべて選
択するには、class-default キーワードを使用しま
す。

ステッ
プ4

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

DSCP 値を dscp-value に設定します。標準値は上記
の表に示されています。
QoS ポリシーを VLAN 設定レベルで適用した場
合、DSCP 値は、DSCP の最上位 3 ビットからブ
リッジド トラフィックおよびルーテッド トラ
フィックにの CoS 値を導出します。

次に、ポリシー マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show policy-map policy1

IP precedence マッピングの設定
IP ヘッダーの IPv4 サービス タイプ（ToS）フィールドのビット 0 ～ 2 にある IP precedence フィー
ルドの値を設定できます。

（注）

このクラスに一致するパケットの場合、ToS フィールドの最後の 3 ビットはデバイスによって
0 に上書きされます。
以下の表に、優先順位値を示します。
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表 17：優先順位値

値

優先順位値のリスト

0～7

IP precedence 値

critical

クリティカル優先順位（5）

flash

フラッシュ優先順位（3）

flash-override

フラッシュ オーバーライド優先順位（4）

immediate

即時優先順位（2）

internet

インターネットワーク コントロール優先順位
（6）

network

ネットワーク コントロール優先順位（7）

priority

プライオリティ優先順位（1）

routine

ルーチン優先順位（0）

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 switch# configure terminal

目的
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)# policy-map [type qos] qos-policy-map-name という名前のポリシー マップ
[match-first] {qos-policy-map-name を作成するか、またはそのポリシー マップにアク
| qos-dynamic}
セスして、ポリシーマップ モードを開始します。
ポリシー 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。ポリシー 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。
ステップ 3 switch(config-pmap-qos)# class [type class-map-name への参照を作成し、ポリシー マッ
qos] {class-map-name | qos-dynamic プ クラス コンフィギュレーション モードを開始
| class-default}
します。insert-before を使用して事前挿入するク
[insert-beforebefore-class-map-name]
ラスを指定しない限り、ポリシー マップの末尾に
クラスが追加されます。ポリシー マップ内のクラ
スと現在一致していないトラフィックをすべて選
択するには、class-default キーワードを使用しま
す。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4 switch(config-pmap-c-qos)# set
precedenceprecedence-value

目的
IP precedence の値を precedence-value に設定しま
す。値の範囲は 0 ～ 7 です。上記の表に示す値の
いずれか 1 つを入力できます。

次に、ポリシー マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show policy-map policy1

CoS マーキングの設定
IEEE 802.1Q ヘッダーの VLAN ID タグ フィールドの上位 3 ビットにある CoS フィールドの値を設
定できます。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 switch# configure terminal

目的
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)# policy-map [type qos] qos-policy-map-name という名前のポリシー マップ
[match-first] {qos-policy-map-name を作成するか、またはそのポリシー マップにア
| qos-dynamic}
クセスして、ポリシーマップ モードを開始しま
す。ポリシー 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。ポリシー 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。
ステップ 3 switch(config-pmap-qos)# class [type class-map-name への参照を作成し、ポリシー マッ
qos] {class-map-name | qos-dynamic プ クラス コンフィギュレーション モードを開始
| class-default}
します。insert-before を使用して事前挿入するク
[insert-beforebefore-class-map-name]
ラスを指定しない限り、ポリシー マップの末尾
にクラスが追加されます。ポリシー マップ内の
クラスと現在一致していないトラフィックをすべ
て選択するには、class-default キーワードを使用
します。
ステップ 4 switch(config-pmap-c-qos)# set
coscos-value

CoS 値を cos-value に設定します。値の範囲は 0
～ 7 です。
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次に、ポリシー マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show policy-map policy1

QoS グループ マーキングの設定
内部ラベル QoS グループの値を設定できます。この値はローカルでのみ重要です。この値を後続
のポリシー アクションで参照したり、match qos-group クラス マップ コマンドを使用して出力ポ
リシーで参照されるトラフィックを分類したりできます。

（注）

QoS グループは入力ポリシーでだけ使用できます。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 switch# configure terminal

目的
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)# policy-map [type qos] qos-policy-map-name という名前のポリシー マップ
[match-first] {qos-policy-map-name を作成するか、またはそのポリシー マップにアク
| qos-dynamic}
セスして、ポリシーマップ モードを開始します。
ポリシー 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。ポリシー 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。
ステップ 3 switch(config-pmap-qos)# class [type class-map-name への参照を作成し、ポリシー マッ
qos] {class-map-name | qos-dynamic プ クラス コンフィギュレーション モードを開始
| class-default}
します。insert-before を使用して事前挿入するク
[insert-beforebefore-class-map-name]
ラスを指定しない限り、ポリシー マップの末尾に
クラスが追加されます。ポリシー マップ内のクラ
スと現在一致していないトラフィックをすべて選
択するには、class-default キーワードを使用しま
す。
ステップ 4 switch(config-pmap-c-qos)# set
qos-groupqos-group-value

QoS グループの値を qos-group-value に設定しま
す。値の範囲は 0 ～ 126 です。

次に、ポリシー マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show policy-map policy1
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廃棄クラス マーキングの設定
この値を設定する場合は、DSCP 値を設定できません。「DSCP マーキングの設定」の項を参照し
てください。
内部ラベル廃棄クラスの値を設定できます。この値はローカルでのみ重要です。この値を後続の
ポリシー アクションで参照したり、match discard-class クラス マップ コマンドを使用して出力ポ
リシーで参照されるトラフィックを分類したりできます。

（注）

廃棄クラスは入力ポリシーでだけ使用できます。

手順
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)# policy-map [type qos] qos-policy-map-name という名前のポリシー マップ
[match-first] {qos-policy-map-name を作成するか、またはそのポリシー マップにアク
| qos-dynamic}
セスして、ポリシーマップ モードを開始します。
ポリシー 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。ポリシー 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。

ステッ
プ3

switch(config-pmap-qos)# class [type class-map-name への参照を作成し、ポリシー マッ
qos] {class-map-name | qos-dynamic プ クラス コンフィギュレーション モードを開始
| class-default}
します。insert-before を使用して事前挿入するク
[insert-beforebefore-class-map-name]
ラスを指定しない限り、ポリシー マップの末尾に
クラスが追加されます。ポリシー マップ内のクラ
スと現在一致していないトラフィックをすべて選
択するには、class-default キーワードを使用しま
す。

ステッ
プ4

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

廃棄クラスの値を discard-class-value に設定しま
す。値の範囲は 0 ～ 63 です。
（注）
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マーキングの設定
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次に、ポリシー マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show policy-map policy1

入力および出力マーキングの設定
QoS ポリシー マップをインターフェイスに付加することにより、その QoS ポリシー マップ内の
マーキング命令を入力または出力パケットに適用できます。入力または出力を選択するには、
service-policy コマンドで input または output キーワードのいずれかを指定します。詳細について
は、「QoS ポリシー アクションの付加および消去」の項を参照してください。

DSCP ポート マーキングの設定
指定した入力ポリシー マップで定義されているトラフィックの各クラスについて、DSCP 値を設
定できます。
デバイスのデフォルトの動作では、DSCP 値は保存（つまり、DSCP は信頼）されます。ポートを
非信頼にするには、DSCP 値を変更します。QoS ポリシーを設定して、指定したインターフェイ
スにそのポリシーを付加しない限り、DSCP 値は保存されます。

（注）

• 各方向について各インターフェイスに付加できるポリシー タイプ qos マップは 1 つだけ
です。
• DSCP 値は、Cisco NX-OS デバイスのレイヤ 3 ポートで信頼されています。
• デフォルトのポリシー マップ ポリシーを使用すると、DSCP が適切な CoS 値にマップさ
れるため、キューイングは適切に動作します。
• カスタマー ポリシーを使用すると、トラフィックが適切なキューに入るように、CoS 値
にマップする DSCP 値を手動で設定する必要があります。

手順
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)# policy-map [type qos] qos-policy-map-name という名前のポリシー マッ
[match-first] {qos-policy-map-name プを作成するか、またはそのポリシー マップに
| qos-dynamic}
アクセスして、ポリシーマップ モードを開始し
ます。ポリシーマップ名には、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。ポリシー マップ名は大文字と
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コマンドまたはアクション

目的
小文字が区別され、最大 40 文字まで設定できま
す。

ステップ 3

switch(config-pmap-qos)# class [type class-map-name への参照を作成し、ポリシー マッ
qos] {class-map-name | qos-dynamic プ クラス コンフィギュレーション モードを開始
| class-default}
します。insert-before を使用して事前挿入するク
[insert-beforebefore-class-map-name]
ラスを指定しない限り、ポリシー マップの末尾
にクラスが追加されます。ポリシー マップ内の
クラスと現在一致していないトラフィックをす
べて選択するには、class-default キーワードを使
用します。

ステップ 4

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

DSCP 値を dscp-value に設定します。有効な値を
表 16：標準の DSCP 値, （58 ページ） に示しま
す。

ステップ 5

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

ポリシー マップ コンフィギュレーション モード
に戻ります。

ステップ 6

switch(config-pmap-qos)# class [type class-map-name への参照を作成し、ポリシー マッ
qos] {class-map-name | qos-dynamic プ クラス コンフィギュレーション モードを開始
| class-default}
します。insert-before を使用して事前挿入するク
[insert-beforebefore-class-map-name]
ラスを指定しない限り、ポリシー マップの末尾
にクラスが追加されます。ポリシー マップ内の
クラスと現在一致していないトラフィックをす
べて選択するには、class-default キーワードを使
用します。

ステップ 7

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

DSCP 値を dscp-value に設定します。有効な値を
表 16：標準の DSCP 値, （58 ページ） に示しま
す。

ステップ 8

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

ポリシー マップ コンフィギュレーション モード
に戻ります。

ステップ 9

switch(config-pmap-qos)# class [type class-map-name への参照を作成し、ポリシー マッ
qos] {class-map-name | qos-dynamic プ クラス コンフィギュレーション モードを開始
| class-default}
します。insert-before を使用して事前挿入するク
[insert-beforebefore-class-map-name]
ラスを指定しない限り、ポリシー マップの末尾
にクラスが追加されます。ポリシー マップ内の
クラスと現在一致していないトラフィックをす
べて選択するには、class-default キーワードを使
用します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10 switch(config-pmap-c-qos)# set
dscpdscp-value

DSCP 値を dscp-value に設定します。有効な値を
表 16：標準の DSCP 値, （58 ページ） に示しま
す。

ステップ 11 switch(config-pmap-c-qos)# exit

ポリシー マップ コンフィギュレーション モード
に戻ります。

ステップ 12 switch(config)# interface ethernet
{slot/port}

イーサネット インターフェイスを設定するため
にインターフェイス モードを開始します。

ステップ 13 switch(config-if)#service-policy [type policy-map-name をインターフェイスの入力パケッ
qos] {input | output}
トに追加します。インターフェイスに付加でき
{policy-map-name | qos-dynamic}
るのは、1 つの入力ポリシーおよび 1 つの出力ポ
[no-stats]
リシーだけです。

次に、ポリシー マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show policy-map policy1

マーキングで使用するためのテーブル マップの設定
システム定義のテーブル マップを使用して、マッピング元 QoS フィールドからマッピング先 QoS
フィールドに、ある変数から別の変数へと値のマッピングを定義できます。システム定義のテー
ブル マップの一覧については、「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」を参
照してください。マッピング元フィールドとマッピング先フィールドは、set コマンドと police コ
マンドでのテーブルマップのコンテキストによって決定されます。テーブルマップについては、
「テーブル マップを使用したマーキングの設定」の項を参照してください。
システム定義のテーブル マップは設定できません。現在の値を表示するには、show table map コ
マンドを入力します。
マッピングされないマッピング元値のマッピング先値を定義するには、default コマンドを使用し
ます。デフォルトでは、マッピングされない値はマッピング先値にコピーされます。そのため、
マッピング先値はマッピング元値と同じになります。default コマンドの ignore 変数はサポートさ
れなくなりました。

（注）

この手順では、システム定義のテーブル マップのいずれか 1 つだけを使用できます。システ
ム定義のテーブル マップについては、「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使
用」を参照してください。
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テーブル マップを使用したマーキングの設定
システム定義のテーブル マップを使用して、set および police ポリシー マップ クラス コマンドの
中でマーキングを実行できます。

（注）

システム定義のテーブル マップの一覧については、「モジュラ QoS コマンドライン インター
フェイスの使用」を参照してください。
マッピング元フィールドとマッピング先フィールドは、参照先のテーブル マップ内で設定された
マッピング元値とマッピング先値にマッピングするコマンドの中で指定されます。以下の表に、
これらのコマンドで使用できる QoS フィールドの一覧を示します。
表 18：QoS テーブル マップ フィールド

QoS テーブル マップ フィールド

説明

CoS

802.1Q ヘッダー内のサービス クラス フィール
ド

DSCP

IP ヘッダー内の DiffServ コード ポイント

IP precedence

IPv4 ToS フィールドのビット 0 ～ 2

廃棄クラス

システム内部で照合および操作できる、ローカ
ルで有効な値。範囲は 0 ～ 63 です。

システム定義テーブル マップを使用して、異なる値を変更することはできません。ただし、同じ
変数である場合に限り、任意の値を別の値に変更できます。police コマンドの exceed または violate
アクションに対して、set コマンドと同じ構文を使用することによって、マークダウン システム定
義テーブル マップを使用できます。

（注）

内部ラベル QoS グループはテーブル マップを使用してはサポートされていません。

（注）

police コマンドでマークダウンするには、テーブル マップを使用する必要があります。
police コマンドについては、「ポリシングの設定」を参照してください。
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手順
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)# policy-map [type qos] qos-policy-map-name という名前のポリシー マップ
[match-first] {qos-policy-map-name を作成するか、またはそのポリシー マップにアク
| qos-dynamic}
セスして、ポリシーマップ モードを開始します。
ポリシー 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。ポリシー 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。

ステッ
プ3

switch(config-pmap-qos)# class [type class-map-name への参照を作成し、ポリシー マッ
qos] {class-map-name | qos-dynamic プ クラス コンフィギュレーション モードを開始
| class-default}
します。insert-before を使用して事前挿入するク
[insert-beforebefore-class-map-name]
ラスを指定しない限り、ポリシー マップの末尾に
クラスが追加されます。ポリシー マップ内のクラ
スと現在一致していないトラフィックをすべて選
択するには、class-default キーワードを使用しま
す。

ステッ
プ4

switch(config-pmap-c-qos)# set {cos
| dscp | discard-class | precedence |
discard-class} {cos | dscp |
discard-class | precedence |
discard-class} table-map-name

参照先の table-map-name で指定されたマッピング
値に基づいて、1 番目のパケット フィールドに 2
番目のパケット フィールドの値を設定します。

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

ポリシー マップ コンフィギュレーション モード
に戻ります。

ステッ
プ5

（注）

table-map-name は、システム定義のいず
れかのテーブル マップの名前にする必要
があります。これらのテーブル マップは
「モジュラ QoS コマンドライン インター
フェイスの使用」に記載されており、変
更することはできません。この手順では
ユーザ定義テーブルの名前は使用できま
せん。

次に、policy1 ポリシー マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show policy-map policy1
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マーキング設定の確認
マーキングの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
コマンド

目的

show table-map

すべてのテーブル マップが表示されます。

show policy-map

すべてのポリシー マップを表示します。

マーキングの設定例
次に、マーキングの設定例を示します。
configure terminal
policy-map type qos untrust_dcsp
class class-default
set dscp 0
policy-map type queuing untrust_1Gport_policy
class type queuing 2q4t-in-q-default
set cos 0
policy-map type queuing untrust_10Gport_policy
class type queuing 8q2t-in-q-default
set cos 0

マーキングの機能履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
表 19：マーキングの機能履歴

機能名

リリース

機能情報

set cos コマンド

5.0(3)

入力ポリシーの set cos コマンドのサポー
ト。
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章

変換マッピングの設定
この章では、Cisco NX-OS デバイス上でトラフィック クラスを定義するのに使用するパケット値
の変換を設定する方法について説明します。
• 機能情報の確認, 71 ページ
• 変換マッピングについて, 71 ページ
• ライセンス要件, 72 ページ
• 変換マッピングの前提条件, 73 ページ
• 注意事項と制約事項, 73 ページ
• 変換マッピングの設定, 73 ページ
• 変換マッピングの設定の確認, 75 ページ
• 変換マッピングの設定例, 75 ページ
• 変換マッピングの機能履歴, 76 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。

変換マッピングについて
変換マッピングは、インターフェイス上のすべてのパケットの Quality of Service（QoS）フィール
ドを変更する方式です。入力側では、トラフィックの分類前、およびその他のアクションの前に、
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変換マッピングが行われます。出力側では、トラフィックの分類後、およびその他のアクション
の前に、変換マッピングが行われます。サービス クラス（CoS）、Diffserv コード ポイント
（DSCP）、IP precedence のパケット フィールド、または内部フィールド廃棄クラスに変換マッピ
ングを適用できます。
システム定義の変換マップは設定できません。設定できるのは、同じマッピング元変数とマッピ
ング先変数を変更するマップだけです。
変換マッピングの設定には階層ポリシーマップを使用します。変換マッピングのポリシーマップ
では、変換するフィールドと変換で適用するポリシー マップを指定します。

（注）

デバイスでは、変換マッピングに対してのみ階層ポリシーがサポートされます。
入力トラフィックに対する QoS アクションのシーケンスは次のようになります。
1 キューイングおよびスケジューリング
2 変換
3 分類
4 マーキング
5 ポリシング
出力トラフィックに対する QoS アクションのシーケンスは次のようになります。
1 分類
2 マーキング
3 ポリシング
4 変換
5 キューイングおよびスケジューリング

（注）

入力パケットでは、変換がトラフィック アクションの開始直後に発生し、それ以降の分類と
ポリシングは変更された QoS の値に基づきます。出力パケットでは、変換はトラフィック ア
クションの最後で、キューイングおよびスケジューリングの直前に発生します。

ライセンス要件
QoS 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。
仮想デバイス コンテキスト（VDC）の使用には Advanced Services ライセンスが必要です。
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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。

変換マッピングの前提条件
変換マッピングの前提条件は、次のとおりです。
• 「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」の項に精通している。
• スイッチにログインしている。
• VDC 内にいる。VDC は、一連のシステム リソースを論理的に表現する用語です。switchto
vdc コマンドでは VDC 番号を指定できます。

注意事項と制約事項
変換マッピングに関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。
• 変換マッピングには階層ポリシーを使用します。変換マッピング以外での階層ポリシーの使
用はサポートされていません。
• デバイスでサポートされる階層のレベルは 1 レベルだけです。
• 入力インターフェイス用として最大 14 のテーブル マップを設定でき、出力インターフェイ
ス用として最大 15 のテーブル マップを設定できます。
• 参照先のポリシー マップを削除する場合は、その前に、そのポリシー マップへの参照をす
べて削除してください。
• 変換マップを作成する場合、同じパラメータ（cos-cos など）だけが使用できます。異なる種
類を含む変換マップ（cos-dscp など）はサポートされません。

変換マッピングの設定
変換マッピングを設定するには、class-default トラフィック クラスを使用してすべてのパケットを
キャプチャし、それらのパケットに変換マッピングを適用する、階層ポリシー マップを作成しま
す。変換マッピングで適用するポリシー マップを指定するには、service-policy コマンドを使用し
ます。

（注）

ミューテーション マップを作成するときに設定できるのは、類似する値だけです。たとえば、
cos-cos や dscp-dscp を設定でき、cos-dscp や dscp-precedence は設定できません。
変換マッピングを設定するには以下を実行します。
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1 変換マッピングの階層ポリシー内で適用するポリシー マップを作成します。ポリシー マップ
の設定については、「ポリシングの設定」または「キューイングおよびスケジューリングの設
定」を参照してください。
2 変換マッピングの階層ポリシー内で使用するテーブル マップを作成します。テーブル マップ
の設定については、「テーブル マップを使用したマーキングの設定」の項を参照してくださ
い。
3 ここで説明する方法を使用して、変換マッピングの階層ポリシーを設定します。
4 サービス ポリシーをインターフェイスに適用します。インターフェイスへのポリシーの付加に
ついては、「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」を参照してください。

手順
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)# policy-map
[type qos] [match-first]
{qos-policy-map-name |
qos-dynamic}

指定したポリシー マップを作成するか、指定したポリ
シー マップにアクセスし、ポリシー マップ モードを
開始します。ポリシー 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。ポリシー 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。

ステップ 3

switch(config-pmap-qos)# class このポリシー マップ内のすべてのトラフィックを取り
class-default
込むため、class-default を設定します。

ステップ 4

switch(config-pmap-c-qos)# set
{cos | discard-class | dscp |
precedence} {cos | discard-class
| dscp | precedence}
tabletable-map-name

指定したテーブル マップ内のマッピング値に基づい
て、1 番目のパケット フィールドに、2 番目のパケッ
ト フィールドの値を設定します。変換マッピングの場
合は、両方のフィールドを同じ値にする必要がありま
す。指定したテーブル マップはすでに存在している必
要があります。
変換マッピングの場合は、同じフィールド
だけが設定できます（たとえば、
dscp-dscp）。
この例では、テーブル マップ dscp_mutation 内のマッ
ピング値に基づいて、DSCP フィールドに対して変換
マッピングを使用する方法を示しています。
（注）

ステップ 5

switch(config-pmap-c-qos)#
service-policy [type qos]
{policy-map-name |
qos-dynamic} [no-stats]

変換マッピングで適用するポリシー マップを作成しま
す。指定するポリシー マップは既存のポリシー マッ
プでなければなりません。また、そのポリシー マップ
に service-policy コマンドを含めることはできません。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

（注）

このサービスポリシー内部の分類は、パケッ
ト内の元の値ではなく、変換後の値に基づ
きます。
service-policy コマンドは変換マッピングに
対してだけ使用できます。

ステップ 6

switch(config-pmap-c-qos)#
show policy-map [type {qos |
queuing}] [policy-map-name |
qos-dynamic]

（任意）
設定済みのすべてのポリシー マップ、または指定した
ポリシー マップについて情報を表示します。

ステップ 7

switch(config-pmap-c-qos)#
copy running-config
startup-config

（任意）
実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレーショ
ンに保存します。

変換マッピングの設定の確認
変換マッピングの設定情報を表示するには、次のタスクを実行します。
コマンド

目的

show policy-map [type {qos | queuing}]
[policy-map-name | qos-dynamic]

設定済みのすべてのポリシー マップ、または指
定したポリシー マップについて情報を表示しま
す。

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of
Service Command Reference』を参照してください。

変換マッピングの設定例
次に、変換の設定例を示します。

（注）

子サービス ポリシー（この例では child_qos_policy）を親ポリシー マップ（この例では
parent_policy_for_mutation）に設定されていない場合、すべてのパケットが変換マップに従っ
て変更されます。
class-map type qos match-all dscp0-12
match dscp 0-12
match protocol dhcp
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class-map type qos match-all dscp13-63
match dscp 13-60
table-map mutate_dscp
default copy
from 0 to 0
from 1 to 1
from 2 to 1
from 63 to 46
policy-map type qos child_qos_policy
class dscp0-12
police cir 10 mbps bc 200 ms pir 20 mbps be 200 ms conform transmit exceed set dscp
dscp table cir-markdown-map violate drop
class dscp13-63
police cir 20 mbps bc 200 ms pir 40 mbps be 200 ms conform transmit exceed set dscp
dscp table cir-markdown-map violate drop
class class-default
police cir 5 mbps bc 200 ms conform transmit violate drop
policy-map type qos parent_policy_for_mutation
class class-default
set dscp dscp table mutate_dscp
service-policy type qos child_qos_policy

変換マッピングの機能履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
表 20：変換マッピングの機能履歴

機能名

リリース

リリース 4.1(2) からの変更 5.1(1)
はなし

--

変換マッピング

変換マッピングに同じ変数だけが使用で
きる。

4.1(2)
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章

ポリシングの設定
この章では、Cisco NX-OS デバイス上でトラフィック クラスのポリシングを設定する方法につい
て説明します。
• 機能情報の確認, 77 ページ
• ポリシングについて, 78 ページ
• 共有ポリサー, 78 ページ
• ライセンス要件, 79 ページ
• ポリシングの前提条件, 79 ページ
• 注意事項と制約事項, 79 ページ
• ポリシングの設定, 80 ページ
• ポリシング設定の確認, 94 ページ
• ポリシングの設定例, 94 ページ
• ポリシングの機能履歴, 95 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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ポリシングについて
ポリシングとは、トラフィックの特定のクラスについて、そのデータ レートをモニタすることで
す。データ レートがユーザ設定値を超えると、ただちにパケットのマーキングまたはドロップが
発生します。ポリシングではトラフィックがバッファリングされないため、伝搬遅延への影響は
ありません。トラフィックがデータ レートを超えた場合に、パケットをドロップするかパケット
内の Quality of Service（QoS）フィールドをマーキングするかを、ユーザがシステムに指示しま
す。
シングルレート、デュアルレート、およびカラー対応のポリサーを定義できます。
シングルレート ポリサーは、トラフィックの認定情報レート（CIR）をモニタします。デュアル
レート ポリサーは、CIR と最大情報レート（PIR）の両方を監視します。また、システムは、関
連するバースト サイズもモニタします。指定したデータ レート パラメータに応じて、適合（グ
リーン）、超過（イエロー）、違反（レッド）の 3 つのカラー、つまり条件が、パケットごとに
ポリサーによって決定されます。
各条件について設定できるアクションは 1 つだけです。たとえば、最大 200 ミリ秒のバーストで、
256,000 bps のデータ レートに適合するように、クラス内のトラフィックをポリシングするとしま
す。この場合、システムは、このレートの範囲内のトラフィックに対して適合アクションを適用
し、このレートを超えるトラフィックに対して違反アクションを適用します。
カラー対応ポリサーは、トラフィックが以前にカラーによってすでにマーキングされているもの
と見なします。次に、このタイプのポリサーが実行するアクションの中で、その情報が使用され
ます。
ポリサーの詳細については、RFC 2697 および RFC 2698 を参照してください。

共有ポリサー
QoS では、一致したトラフィック内のすべてのフローに対して、共有ポリサーで指定された帯域
幅制限が累積的に適用されます。共有ポリサーによって、同一のポリサーが複数のインターフェ
イスに同時に適用されます。
たとえば、VLAN 1 および VLAN 3 上のすべての Trivial File Transfer Protocol（TFTP）トラフィッ
ク フローについて 1 Mbps を許可するように共有ポリサーを設定した場合、デバイスでは、VLAN
1 および VLAN 3 上で結合されるすべてのフローについて、TFTP トラフィックが 1 Mbps に制限
されます。
共有ポリサーを設定する際の注意事項を以下に示します。
• 名前付き共有ポリサーを作成するには、qos shared-policer コマンドを入力します。共有ポリ
サーを作成し、その共有ポリサーを使用するポリシーを作成して、そのポリシーを複数の入
力ポートに付加した場合、デバイスでは、その付加先となっているすべての入力ポートから
の一致するトラフィックがポリシングされます。
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• 共有ポリサーは、police コマンド内のポリシー マップ クラスで定義します。名前付き共有ポ
リサーを複数の入力ポートに付加した場合、デバイスでは、その付加先となっているすべて
の入力ポートからの一致するトラフィックがポリシングされます。
• 共有ポリサーはモジュールごとに独立して機能します。

ライセンス要件
QoS 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。
仮想デバイス コンテキスト（VDC）の使用には Advanced Services ライセンスが必要です。
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。

ポリシングの前提条件
ポリシングの前提条件は、次のとおりです。
• 「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」に精通している。
• スイッチにログインしている。
• 正しい VDC 内にいる。VDC は、一連のシステム リソースを論理的に表現する用語です。
switchto vdc コマンドでは VDC 番号を指定できます。

注意事項と制約事項
ポリシング設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。
• F1 モジュールはポリシングをサポートしません。
• ポリシングはモジュールごとに独立して実行されます。このことは、複数のモジュールにわ
たって分散しているトラフィックに適用される QoS 機能に影響を与える可能性があります。
このような QoS 機能の例を次に示します。
◦ ポート チャネル インターフェイスに適用されたポリサー。
◦ レイヤ 3 インターフェイスに適用される入力ポリサー。デバイスは、入力モジュールで
出力ポリシングの決定を実行します。
◦ VLAN に適用されるポリサー。
• 入力と出力のどちらの方向においても、すべてのポリサーで同じモードを使用する必要があ
ります。 たとえば、クラスに対してカラー対応モードが必要な場合、そのポリシー内で同じ
方向のすべてのクラスをカラー対応モードにする必要があります。
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• モジュール上の 2 つの異なるポート ASIC のインスタンス間のトラフィックのポリシング
レートは、M1 モジュールおよび F2 モジュールに対し別々に設定されます。
◦ トラフィックが M1 モジュール上の 2 つの異なるインスタンス間にある場合、ポリシン
グ レートはインスタンス間で共有されます。3 番目のインスタンスとして別のインター
フェイスを追加すると、2 つの既存のインスタンス間と同じポリシング レートが共有さ
れます。たとえば、5 Mbps のポリシング レートが 2 つのインスタンス間で共有され、
3 番目のインスタンスにインターフェイスが追加されると、5 Mbps のポリシング レー
トが 3 つすべてのインスタンス間で共有されます。
◦ トラフィックが F2 モジュール上の 2 つの異なるインスタンス間にある場合、ポリシン
グ レートはインスタンス間で共有されません。ポリシング レートは、同じインスタン
ス上のインターフェイス間でのみ共有されます。たとえば、5 Mbps のポリシング レー
トをあるインスタンス上のインターフェイスに設定した場合、この 5 Mbps のポリシン
グ レートは別のインスタンス上のインターフェイスとは共有されません。
◦ M3 モジュールでは、MQC は共有ポリサー コンストラクトをサポートしており、これ
によって、複数のターゲットからのトラフィックが共通ポリサーを共有できます。唯一
の制限として、共有ポリサーのポリシング レートは、単一の意思決定エンジン インス
タンス内でのみサポートできます。
• ポリサーがトラフィック分類に MAC ACL を使用する場合、ポリサーは M1 モジュールおよ
び F2 モジュールにより別々に適用されます（適用は、mac packet-classify コマンドの状態に
よって決まります）。
◦ M1 モジュールでは、ポリサーは、mac packet-classify コマンドがイネーブルの場合にの
み適用されます。
◦ F2 モジュールでは、mac packet-classify コマンドがイネーブルかどうかにかかわらず、
ポリサーが適用されます。

ポリシングの設定
1 レートおよび 2 レート、2 カラーおよび 3 カラーのポリシングの設定
デバイスによって作成されるポリサーのタイプは、以下の表に示す police コマンドの引数の組み
合わせに基づきます。

（注）

1 レート 3 カラーのポリシングを設定する場合は、pir と cir に同じ値を指定する必要がありま
す。
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表 21：police コマンドの引数

引数

説明

cir

ビット レートまたはリンク レートの割合とし
て指定される認定情報レート（必要な帯域
幅）。cir の値は必須ですが、引数そのものは省
略可能です。値の範囲は 1 ～ 80000000000 で
す。ポリシング値の範囲は 8000 ～ 80 Gbps で
す。

percent

レートを、インターフェイス レートの割合とし
て指定します。値の範囲は 1 ～ 100 です。

bc

cir を超過できる量を、ビット レート、または
cir での時間として指定します。デフォルトは、
設定されたレートで 200 ミリ秒のトラフィック
です。デフォルトのデータ レートの単位はバイ
トであり、ギガビット/秒（Gbps）のレートは
このパラメータではサポートされていません。

pir

PIR ビット レートまたはリンク レートの割合と
して指定される最大情報レート。デフォルトは
ありません。値の範囲は 1 ～ 80000000000 で
す。ポリシング値の範囲は 8000 ～ 80 Gbps で
す。割合値の範囲は 1 ～ 100% です。

be

pir を超過できる量を、ビット レート、または
pir 時の時間量として指定します。bc 値を指定
しない場合のデフォルトは、設定されたレート
で 200 ミリ秒のトラフィックです。デフォルト
のデータ レートの単位はバイトであり、ギガ
ビット/秒（Gbps）のレートはこのパラメータ
ではサポートされていません。
（注）

conform

pir の値は、デバイスによってこの引
数が表示される前に指定する必要が
あります。

トラフィックのデータ レートが制限内に収まっ
ている場合に実行される単一のアクション。基
本的なアクションは transmit または以下の表
（Conform に対するポリサー アクション）に一
覧が示された set コマンドのいずれかです。デ
フォルトは transmit です。
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（注）

引数

説明

exceed

トラフィックのデータ レートが超過した場合に
実行される単一のアクション。基本的なアク
ションは、廃棄またはマークダウンです。デ
フォルトは廃棄です。

violate

トラフィックのデータ レートが設定済みのレー
ト値に違反した場合に実行される単一のアク
ション。基本的なアクションは、廃棄または
マークダウンです。デフォルトは廃棄です。

カラー対応の police コマンドの引数の詳細については、「カラー対応ポリシングの設定」の項
を参照してください。
上記の表に示した引数はすべて省略可能ですが、cir の値は指定する必要があります。ここでは、
cir はその値を示しており、必ずしもキーワードそのものを示しているわけではありません。これ
らの引数組み合わせと、その結果得られるポリサーのタイプおよびアクションを次の表に示しま
す。
表 22：police 引数の有無から得られるポリサーのタイプおよびアクション

police の引数の有無

ポリサーのタイプ

ポリサーのアクション

cir（ただし pir、be、または
violate はなし）

1 レート、2 カラー

≤ cir の場合は conform、それ以
外の場合は violate

cir および pir

1 レート、3 カラー

≤ cir の場合は conform、≤ pir
の場合は exceed、それ以外の場
合は violate
（注）

cir および pir

2 レート、3 カラー

≤ cir の場合は conform、≤ pir
の場合は exceed、それ以外の場
合は violate

指定できるポリサー アクションについては、次の 2 つの表で説明します。
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表 23：Exceed または Violate に対するポリサー アクション

Action

説明

drop

パケットをドロップします。このアクション
は、パケットがパラメータを超過した場合また
はパラメータに違反した場合にのみ使用できま
す。

set dscp dscp table {cir-markdown-map |
pir-markdown-map}

テーブル マップから指定したフィールドを設定
して、パケットを送信します。システム定義の
テーブル マップ（デフォルトのテーブル マッ
プ）の詳細については、「マーキングの設定」
を参照してください。このアクションは、パ
ケットがパラメータを超過した場合
（cir-markdown-map を使用）またはパラメータ
に違反した場合（pir-markdown-map を使用）に
のみ使用できます。

表 24：conform に対するポリサー アクション

Action

説明

transmit

パケットを送信します。このアクションは、パ
ケットがパラメータに適合している場合にだけ
使用できます。

set-prec-transmit

IP precedence フィールドを指定した値に設定し
て、パケットを送信します。このアクション
は、パケットがパラメータに適合している場合
にだけ使用できます。

set-dscp-transmit

Diffserv コード ポイント（DSCP）フィールド
を、指定した値に設定して、パケットを送信し
ます。このアクションは、パケットがパラメー
タに適合している場合にだけ使用できます。

set-cos-transmit

サービス クラス（CoS）フィールドを、指定し
た値に設定して、パケットを送信します。この
アクションは、パケットがパラメータに適合し
ている場合にだけ使用できます。
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（注）

Action

説明

set-qos-transmit

QoS グループ内部ラベルを指定した値に設定し
て、パケットを送信します。このアクション
は、入力ポリシーでだけ使用でき、パケットが
パラメータに適合している場合にだけ使用でき
ます。

set-discard-class-transmit

廃棄クラス内部ラベルを指定した値に設定し
て、パケットを送信します。このアクション
は、入力ポリシーでだけ使用でき、パケットが
パラメータに適合している場合にだけ使用でき
ます。

ポリサーは、指定したパラメータに対して超過または違反となっているパケットだけをドロッ
プまたはマークダウンできます。マーキング ダウン パケットについては、「マーキングの設
定」を参照してください。
以下の表に、police コマンドで使用されるデータ レートを示します。
表 25：police コマンドのデータ レート

レート

説明

bps

ビット/秒（デフォルト）

kbps

1,000 ビット/秒

mbps

1,000,000 ビット/秒

gbps

1,000,000,000 ビット/秒

以下の表に、police コマンドで使用されるバースト サイズを示します。
表 26：police コマンドのバースト サイズ

速度

説明

bytes

bytes

kbytes

1,000 バイト

mbytes

1,000,000 バイト
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（注）

速度

説明

ms

milliseconds

us

microseconds

1 レート 3 カラーのポリシングを設定する場合は、pir と cir とでまったく同じ値を指定する必
要があります。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 switch# configure terminal

目的
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)# policy-map [type qos] qos-policy-map-name という名前のポリシー マップ
[match-first] {qos-policy-map-name を作成するか、またはそのポリシー マップにアク
| qos-dynamic}
セスして、ポリシーマップ モードを開始します。
ポリシー 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。ポリシー 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。
ステップ 3 switch(config-pmap-qos)# class [type class-map-name への参照を作成し、ポリシー マッ
qos] {class-map-name | qos-dynamic プ クラス コンフィギュレーション モードを開始
| class-default}
します。insert-before を使用して事前挿入するク
[insert-beforebefore-class-map-name]
ラスを指定しない限り、ポリシー マップの末尾に
クラスが追加されます。ポリシー マップ内のクラ
スと現在一致していないトラフィックをすべて選
択するには、class-default キーワードを使用しま
す。
ステップ 4 switch(config-pmap-c-qos)# police
[cir] {committed-rate [data-rate] |
percentcir-link-percent}
[bccommitted-burst-rate [link-speed]]
[pir] {peak-rate [data-rate] |
percentcir-link-percent}
[bepeak-burst-rate [link-speed]]
{conform {transmit |
set-prec-transmit | set-dscp-transmit
| set-cos-transmit | set-qos-transmit
| set-discard-class-transmit} [exceed
{drop | set dscp dscp table

cir をビット数で、またはリンク レートの割合と
してポリシングします。データ レートが ≤ cir な
らば、conform アクションが実行されます。be お
よび pir を指定しない場合は、他のすべてのトラ
フィックで violate アクションが実行されます。be
または violate を指定した場合は、データ レート
≤ pir ならば exceed アクションが実行され、それ
以外ならば violate アクションが実行されます。
アクション、データ レート、リンク速度について
は、上記の表を参照してください。
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コマンドまたはアクション

目的

{cir-markdown-map}} [violate {drop （注）
| set dscp dscp table
{pir-markdown-map}}]]}

cir と pir に同一の値を指定する必要が
あります。

ステップ 5 switch(config-pmap-c-qos)# exit

ポリシー マップ 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。

ステップ 6 switch(config-pmap-qos)# exit

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。

ステップ 7 switch(config)# show policy-map
[type qos] [policy-map-name |
qos-dynamic]

（任意）
設定済みのすべてのタイプ qos のポリシー マッ
プ、または選択したタイプ qos のポリシー マップ
について情報を表示します。

ステップ 8 switch(config)# copy running-config （任意）
startup-config
実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。

次に、policy1 ポリシー マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show policy-map policy1

+カラー対応ポリシングの設定
カラー対応ポリシングでは、トラフィック クラス内の QoS DSCP フィールドが、ユーザがポリ
サーで使用できる値によって以前にマーキングされているものと見なされます。この機能を使用
すると、ネットワーク内の 1 つのノードでトラフィックをマーキングし、そのマーキングに基づ
いて後続のノードでアクションを実行できるようになります。
police コマンドの詳細については、「1 レートおよび 2 レート、2 カラーおよび 3 カラーのポリシ
ングの設定」の項を参照してください。
police コマンドの 4 つのクラス マップ conform-color または exceed-color のうち 1 つまたは複数を
使用して、カラー対応ポリシングを実行できます。これらのキーワードでは、パケットの分類に
使用されるクラス マップ名が必要です。ユーザがクラス マップ内で指定した一致基準に基づい
て、トラフィックはこれら 2 つのクラスのいずれかに分類されるか、一致がない場合は class-default
に分類されます。次に、ポリサーによって次のアクションが実行されます。
• conform-color クラスに属するパケットは、police コマンドの cir および pir 引数を使用して
ポリシングされます。
• exceed-color クラスに属するパケットは、police コマンドの pir 引数に対してだけポリシング
されます。pir を指定しない場合は、cir の値が使用されます。
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• conform-color クラスにも exceed-color クラスにも一致しなかったために最終的に class-default
に分類されたパケットには、ただちに違反アクションが実行されます。
RFC 2697 および RFC 2698 の規定により、すべてのパケットに必ずカラーを割り当てなければな
らないため、class-default 以外のカラーを違反アクションに割り当てることはできません。
カラー対応ポリシングの DSCP 値に、指定した値を設定できます。有効な DSCP 値の一覧を以下
の表に示します。
表 27：カラー対応ポリシングの有効な DSCP 値

値

DSCP 値のリスト

af11

AF11 dscp（001010）：10 進値 10

af12

AF12 dscp（001100）：10 進値 12

af13

AF13 dscp（001110）：10 進値 14

af21

AF21 dscp（010010）：10 進値 18

af22

AF22 dscp（010100）：10 進値 20

af23

AF23 dscp（010110）：10 進値 22

af31

AF31 dscp（011010）：10 進値 26

af32

AF40 dscp（011100）：10 進値 28

af33

AF33 dscp（011110）：10 進値 30

af41

AF41 dscp（100010）：10 進値 34

af42

AF42 dscp（100100）：10 進値 36

af43

AF43 dscp（100110）：10 進値 38

cs1

CS1（precedence 1）dscp（001000）：10 進値 8

cs2

CS2（precedence 2）dscp（010000）：10 進値 16

cs3

CS3（precedence 3）dscp（011000）：10 進値 24

cs4

CS4（precedence 4）dscp（100000）：10 進値 32

cs5

CS5（precedence 5）dscp（101000）：10 進値 40

cs6

CS6（precedence 6）dscp（110000）：10 進値 48
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値

DSCP 値のリスト

cs7

CS7（precedence 7）dscp（111000）：10 進値 56

デフォルト

デフォルト dscp（000000）：10 進値 0

ef

EF dscp（101110）：10 進値 46

カラー対応ポリシングを適用すると、デバイス内のすべての一致するパケットが、カラー対応ポ
リサーの指定に従ってポリシングされます。
カラー対応ポリシングを設定するには以下を実行します。
1 クラス マップを作成します。クラス マップの設定については、「分類の設定」を参照してく
ださい。
2 ポリシー マップを作成します。ポリシー マップについては、この章と「モジュラ QoS コマン
ドライン インターフェイスの使用」を参照してください。
3 ここで説明する方法を使用して、カラー対応クラス マップを設定します。
4 サービス ポリシーをインターフェイスに適用します。インターフェイスへのポリシーの付加に
ついては、「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」を参照してください。

（注）

共有ポリサーで指定したレートは、サービス ポリシーを適用したインターフェイスの数だけ
共有されます。共有ポリサーで指定するような独自の専用レートを各インターフェイスが指定
することはありません。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 switch# configure terminal

目的
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)# class-map
カラー対応クラス マップにアクセスし、カラー
{conform-color-in |
マップ モードを開始します。このコマンドを入力
conform-color-out | exceed-color-in すると、次のメッセージが返されます。
| exceed-color-out}
Warning: Configuring match for any DSCP values
in this class-map will make
ALL policers in the system color-aware for
those DSCP values.
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コマンドまたはアクション
ステップ 3 switch(config-color-map)# match
dscpdscp-value

目的
カラー対応ポリサーに対して照合する DSCP 値を
指定します。有効な値の一覧については、上記の
表を参照してください。

ステップ 4 switch(config-color-map)# policy-map qos-policy-map-name という名前のポリシー マップ
[type qos] [match-first]
を作成するか、またはそのポリシー マップにアク
{qos-policy-map-name | qos-dynamic} セスして、ポリシーマップ モードを開始します。
ポリシー 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。ポリシー 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。
ステップ 5 switch(config-pmap-qos)# class [type class-map-name への参照を作成し、ポリシー マッ
qos] {class-map-name | qos-dynamic プ クラス コンフィギュレーション モードを開始
| class-default}
します。insert-before を使用して事前挿入するク
[insert-beforebefore-class-map-name]
ラスを指定しない限り、ポリシー マップの末尾に
クラスが追加されます。ポリシー マップ内のクラ
スと現在一致していないトラフィックをすべて選
択するには、class-default キーワードを使用しま
す。
ステップ 6 switch(config-pmap-c-qos)# police
[cir] {committed-rate [data-rate] |
percentcir-link-percent}
[bccommitted-burst-rate [link-speed]]
[pir] {peak-rate [data-rate] |
percentcir-link-percent}
[bepeak-burst-rate [link-speed]]
{conform {transmit |
set-prec-transmit | set-dscp-transmit
| set-cos-transmit | set-qos-transmit
| set-discard-class-transmit} [exceed
{drop | set dscp dscp table
{cir-markdown-map}} [violate {drop
| set dscp dscp table
{pir-markdown-map}}]]}

cir をビット数で、またはリンク レートの割合と
してポリシングします。データ レートが ≤ cir な
らば、conform アクションが実行されます。be お
よび pir を指定しない場合は、他のすべてのトラ
フィックで violate アクションが実行されます。be
または violate を指定した場合は、データ レート
≤ pir ならば exceed アクションが実行され、それ
以外ならば violate アクションが実行されます。ア
クション、データ レート、リンク速度について
は、上記の 1 レートおよび 2 レート、2 カラーお
よび 3 カラーのポリシングの設定, （80 ページ）
を参照してください。

ステップ 7 switch(config-color-map)# exit

カラー 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。

ステップ 8 switch(config)# show policy-map
[type qos] [policy-map-name |
qos-dynamic]

（任意）
設定済みのすべてのタイプ qos のポリシー マッ
プ、または選択したタイプ qos のポリシー マップ
について情報を表示します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 9 switch(config)# copy running-config （任意）
startup-config
実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。

次に、policy1 ポリシー マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show policy-map policy1

入力および出力ポリシングの設定
QoS ポリシー マップをインターフェイスに付加することにより、その QoS ポリシー マップ内の
ポリシング命令を入力または出力パケットに適用できます。入力または出力を選択するには、
service-policy コマンドで input または output キーワードのいずれかを指定します。インターフェイ
スに対する QoS ポリシー アクションの付加および消去については、「モジュラ QoS コマンドラ
イン インターフェイスの使用」を参照してください。

マークダウン ポリシングの設定
マークダウンポリシングとは、ポリシングされたデータレートに対してトラフィックが超過また
は違反している場合にパケット内の QoS フィールドを設定することです。1 レートおよび 2 レー
ト、2 カラーおよび 3 カラーのポリシングの設定, （80 ページ） に示すポリシング アクションに
対して set コマンドを使用することで、マークダウン ポリシングを設定できます。
ここで紹介する例では、テーブル マップを使用してマークダウンを実行する方法を示していま
す。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 switch# configure terminal

目的
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)# policy-map [type qos] qos-policy-map-name という名前のポリシー マップ
[match-first] {qos-policy-map-name を作成するか、またはそのポリシー マップにアク
| qos-dynamic}
セスして、ポリシーマップ モードを開始します。
ポリシー 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。ポリシー 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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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3 switch(config-pmap-qos)# class [type class-map-name への参照を作成し、ポリシー マッ
qos] {class-map-name | qos-dynamic プ クラス コンフィギュレーション モードを開始
| class-default}
します。insert-before を使用して事前挿入するク
[insert-beforebefore-class-map-name]
ラスを指定しない限り、ポリシー マップの末尾に
クラスが追加されます。ポリシー マップ内のクラ
スと現在一致していないトラフィックをすべて選
択するには、class-default キーワードを使用しま
す。
ステップ 4 switch(config-pmap-c-qos)# police
[cir] {committed-rate [data-rate] |
percentcir-link-percent}
[bccommitted-burst-rate [link-speed]]
[pir] {peak-rate [data-rate] |
percentcir-link-percent}
[bepeak-burst-rate [link-speed]]
{conform {transmit |
set-prec-transmit | set-dscp-transmit
| set-cos-transmit | set-qos-transmit
| set-discard-class-transmit} [exceed
{drop | set dscp dscp table
{cir-markdown-map}} [violate {drop
| set dscp dscp table
{pir-markdown-map}}]]}

cir をビット数で、またはリンク レートの割合と
してポリシングします。データ レートが ≤ cir な
らば、conform アクションが実行されます。be お
よび pir を指定しない場合は、他のすべてのトラ
フィックで violate アクションが実行されます。be
または violate を指定した場合は、データ レート
≤ pir ならば exceed アクションが実行され、それ
以外ならば violate アクションが実行されます。ア
クション、データ レート、リンク速度について
は、上記の 1 レートおよび 2 レート、2 カラーお
よび 3 カラーのポリシングの設定, （80 ページ）
を参照してください。

ステップ 5 switch(config-pmap-c-qos)# exit

ポリシー マップ 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。

ステップ 6 switch(config-pmap-qos)# exit

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。

ステップ 7 switch(config)# show policy-map
[type qos] [policy-map-name |
qos-dynamic]

（任意）
設定済みのすべてのタイプ qos のポリシー マッ
プ、または選択したタイプ qos のポリシー マップ
について情報を表示します。

ステップ 8 switch(config)# copy running-config （任意）
startup-config
実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。

次に、policy1 ポリシー マップ設定の表示方法例を示します。
switch# show policy-map policy1

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィグレーション ガイド
91

ポリシングの設定
共有ポリサーの設定

共有ポリサーの設定
共有ポリサー機能を使用すると、同じポリシング パラメータを複数のインターフェイスに同時に
適用できます。共有ポリサーを作成するには、ポリサーに名前を割り当て、指定したインターフェ
イスに付加したポリシー マップにそのポリサーを適用します。シスコの他のマニュアルでは、共
有ポリサーは名前付き集約ポリサーとも呼ばれています。

（注）

共有ポリサーを設定したら、共有ポリサー名を使用して共有ポリシングのタイプを設定できま
す。これについては、「1 レートおよび 2 レート、2 カラーおよび 3 カラーのポリシングの設
定」の項、「カラー対応ポリシングの設定」の項、「入力および出力ポリシングの設定」の
項、および「マークダウン ポリシングの設定」の項で説明されています。
共有ポリシングを設定するには以下を実行します。
1 ここで説明する方法を使用して、共有ポリサーを設定します。
2 クラス マップを作成します。クラス マップの設定については、「分類の設定」を参照してく
ださい。
3 ポリシー マップを作成します。ポリシー マップについては、この章と「モジュラ QoS コマン
ドライン インターフェイスの使用」を参照してください。
4 ここで説明する方法を使用して、ポリシー マップから共有ポリサーを参照します。
5 サービス ポリシーをインターフェイスに適用します。インターフェイスへのポリシーの付加に
ついては、「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」を参照してください。

（注）

共有ポリサーで指定したレートは、サービス ポリシーを適用したインターフェイスの数だけ
共有されます。共有ポリサーで指定するような独自の専用レートを各インターフェイスが指定
することはありません。

手順
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)# qos shared-policer
[type qos] shared-policer-name [cir]
{committed-rate [data-rate] |
percentcir-link-percent}
[bccommitted-burst-rate [link-speed]]
[pir] {peak-rate [data-rate] |
percentcir-link-percent}

共有ポリサーを作成するか、共有ポリサーにアク
セスします。共有ポリサー名には、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。共有ポリサー名は大文字と小
文字が区別され、最大 40 文字まで設定できます。
cir をビット数で、またはリンク レートの割合と
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コマンドまたはアクション

目的

[bepeak-burst-rate [link-speed]]
{{conformconform-action [exceed
{drop | set dscp dscp
tablecir-markdown-map} [violate
{drop | set dscp dscp
tablepir-markdown-map}]]}}

してポリシングします。データ レートが ≤ cir な
らば、conform アクションが実行されます。be お
よび pir を指定しない場合は、他のすべてのトラ
フィックで violate アクションが実行されます。be
または violate を指定した場合は、データ レート
≤ pir ならば exceed アクションが実行され、それ
以外ならば violate アクションが実行されます。ア
クション、データ レート、リンク速度について
は、上記の 1 レートおよび 2 レート、2 カラーお
よび 3 カラーのポリシングの設定, （80 ページ）
を参照してください。

ステッ
プ3

switch(config)# policy-map [type qos] qos-policy-map-name という名前のポリシー マップ
[match-first] {qos-policy-map-name を作成するか、またはそのポリシー マップにアク
| qos-dynamic}
セスして、ポリシーマップ モードを開始します。
ポリシー 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。ポリシー 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。

ステッ
プ4

switch(config-pmap-qos)# class [type class-map-name への参照を作成し、ポリシー マッ
qos] {class-map-name | qos-dynamic プ クラス コンフィギュレーション モードを開始
| class-default}
します。insert-before を使用して事前挿入するク
[insert-beforebefore-class-map-name]
ラスを指定しない限り、ポリシー マップの末尾に
クラスが追加されます。ポリシー マップ内のクラ
スと現在一致していないトラフィックをすべて選
択するには、class-default キーワードを使用しま
す。

ステッ
プ5

switch(config-pmap-c-qos)# police
aggregate shared-policer-name

ポリシー マップで shared-policer-name への参照を
作成します。

ステッ
プ6

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

ポリシー マップ 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。

ステッ
プ7

switch(config-pmap-qos)# exit

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。

ステッ
プ8

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

（任意）
設定済みのすべてのタイプ qos のポリシー マッ
プ、または選択したタイプ qos のポリシー マップ
について情報を表示します。
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コマンドまたはアクション
ステッ
プ9

目的

switch(config)# copy running-config （任意）
startup-config
実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。

次に、test1 共有ポリサー設定を表示する例を示します。
switch# show qos shared-policer test1

ポリシング設定の確認
ポリシングの設定情報を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。
show policy-map

ポリシー マップおよびポリシングについての情
報を表示します。

show qos shared-policer [type qos] [policer-name] すべての共有ポリシングについての情報を表示
します。

ポリシングの設定例
次に、1 レート、2 カラーのポリサーにポリシングを設定する方法の例を示します。
configure terminal
policy-map policy1
class one_rate_2_color_policer
police cir 256000 conform transmit violate drop

次の例は、DSCP マークダウンを使用して 1 レート、2 カラーのポリサーにポリシングを設定する
方法を示しています。
configure terminal
policy-map policy2
class one_rate_2_color_policer_with_dscp_markdown
police cir 256000 conform transmit violate drop

次の例は、1 レート、3 カラーのポリサーにポリシングを設定する方法を示しています。
configure terminal
policy-map policy3
class one_rate_3_color_policer
police cir 256000 pir 256000 conform transmit exceed set dscp dscp table
cir-markdown-map violate drop

次の例は、2 レート、3 カラーのポリサーにポリシングを設定する方法を示しています。
configure terminal
policy-map policy4
class two_rate_3_color_policer
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police cir 256000 pir 256000 conform transmit exceed set dscp dscp table
cir-markdown-map violate drop

次の例は、指定の DSCP 値のカラー対応ポリサーにポリシングを設定する方法を示しています。
configure terminal
class-map conform-color-in
match dscp 0-10
policy-map policy5
class one_rate_2_color_policer
police cir 256000 conform transmit violate drop

次の例は、共有ポリサーにポリシングを設定する方法を示しています。
configure terminal
qos shared-policer type qos udp_10mbps cir 10 mbps pir 20 mbps conform transmit exceed
set dscp dscp table cir-markdown-map violate drop
policy-map type qos udp_policy
class type qos udp_qos
police aggregate udp_10mbps

ポリシングの機能履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
表 28：ポリシングの機能履歴

機能名

リリース

リリース 4.1(2) からの変更 5.1(1)
はなし

機能情報
--
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章

ファブリック QoS マッピングの設定
この章では、Cisco NX-OS デバイス内でファブリック QoS マッピング機能を設定する方法につい
て説明します。
• 機能情報の確認, 97 ページ
• ファブリック QoS マッピングについて, 97 ページ
• 注意事項と制約事項, 99 ページ
• ファブリック QoS マッピングの設定, 99 ページ
• ファブリック QoS マッピングの設定例, 103 ページ
• ファブリック QoS マッピングの機能履歴, 105 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。

ファブリック QoS マッピングについて
ファブリック QoS マッピング機能により、Cisco NX-OS デバイス内のデフォルト設定のコピーと、
ファブリックトラフィック上でフロー制御を実行するコピーされたシステムキューの変更が可能
になります。そのため、ネットワーク、トラフィック、およびトラフィックの優先順位付けの要
件に基づいてファブリック キューイングのパラメータの選択が可能になります。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィグレーション ガイド
97

ファブリック QoS マッピングの設定
COS-to-Queue ファブリック マッピング

（注）

デフォルトのポリシーは変更できません。ファブリックに設定されるユーザ定義のポリシーは
変更できません。
ファブリック キューイング ポリシーは、M1 および M2 のラインカードの QEngine で適用される
COS-to-queue（cos2q）マッピング、入力キューイング ポリシーおよび出力キューイング ポリシー
によって制御されます。

COS-to-Queue ファブリック マッピング
以下は cos2q マッピングに使用可能な 4 つのシステム定義のキューです。
• system-pq1
• system-q2
• system-q3
• system-q-default
CoS 値は、アクティブな QoS ネットワークのデータセンター イーサネット（DCE）cos2q マッピ
ングを示します。各システム定義のキューに対するデフォルトの COS 値割り当ては次のとおりで
す。
以下の表は cos2q ファブリック マッピングを実行する際に使用できるシステム定義のキューを示
します。
表 29：システム定義のキュー タイプ

キュー タイプ

デフォルト CoS 値

system-pq1

5、6、7

system-q2

3、4

system-q3

2

system-q-default

0、1

cos2q ファブリック マッピングの設定については、「Cos2q ファブリック マッピングの設定」の
項を参照してください。

入力バッファ ポリシー
入力方向では、system-q-default キューのキュー制限は、burst-optimized、default、mesh-optimized、
または percent に設定できます。
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ポリシー マップの入力バッファ ポリシーの設定については、「入力バッファ ポリシーの設定」
の項を参照してください。

出力キューの帯域割り当て
出力方向では、プライオリティおよび帯域幅はシステム定義のキューに設定できます。優先でき
るのは system-pq1 キューのみです。system-pq1 がプライオリティに設定されている場合、残りの
3 つのシステム キューは、帯域幅のパーセンテージに基づいて設定できます。system-pq1 がプラ
イオリティに設定されていない場合、すべての 4 つのシステム定義のキューが、それぞれに設定
されている帯域幅を共有します。
ポリシー マップの出力キューの帯域割り当ての設定については、「出力キューの帯域割り当ての
設定」の項を参照してください。

注意事項と制約事項
• ファブリック QoS マッピングと連動している場合は、M シリーズ モジュールのすべてのポー
トがデフォルトの VDC にも割り当てられます。
• M3 モジュールは、ファブリック QoS マッピングをサポートしていません。

ファブリック QoS マッピングの設定
ユーザー定義のファブリック QoS マッピングは次の順序で設定されます。
• ファブリック マッピングのユーザ定義ポリシーを作成するためのデフォルト ポリシーのコ
ピー
• cos2q ファブリック マッピングの設定
• ファブリック マッピングの入力バッファ ポリシーの設定
• ファブリック マッピングの出力バッファ キューの帯域割り当ての設定
• ファブリックに対する新しいポリシーの設定
デフォルトのポリシーをコピーして、ファブリック マッピングのための新しいポリシーを作成
し、QoS 設定を変更することができます。
ユーザ定義のポリシーがファブリックで適用されない場合、デフォルトのポリシーは、入力方向
と出力方向で考慮されます。

（注）

デフォルトの VDC または管理者用 VDC にアクセスできるユーザのみがデフォルトのポリシー
をコピーし、コピーしたポリシーのデフォルトのファブリック QoS 設定を変更できます。
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デフォルト ポリシーのコピー
手順
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)# qos copy policy-map
type fabric-queuing system-in-policy
{prefix | suffix} prefix-or-suffix-name

デフォルトの入力ポリシーをコピーし、指定
したプレフィックスまたはサフィックスを持
つユーザ定義の入力ポリシーを作成します。

ステップ 3

switch(config)# qos copy policy-map デフォルトの出力ポリシーをコピーし、指定
type fabric-queuing system-out-policy したプレフィックスまたはサフィックスを持
{prefix | suffix} prefix-or-suffix-name つユーザ定義の出力ポリシーを作成します。

Cos2q ファブリック マッピングの設定
手順
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)# class-map type タイプ キューイングのクラス マップを設定し、ク
queuing {system-pq1 |
ラス マップ名を選択したシステム定義のキューと
system-q-default | system-q2 | して指定し、クラスマップ キューイング モードを
system-q3}
開始します。

ステップ 3

switch(config-cmap-que)#
match cosvalue-range

ステップ 4

switch(config-cmap-que)# exit クラスマップ キュー 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。

ステップ 5

追加のシステム定義のキューを設定するにはステッ
プ 2 ～ 4 を繰り返します。

このキューによって照合される CoS 値の範囲を設
定します。値の範囲を指定するには、開始値と終
了値をハイフンでつなぎ、値どうしをカンマで区
切ります。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
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入力バッファ ポリシーの設定
手順
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)# policy-map type
queuingingress-policy-name

ユーザ定義の入力ポリシーでタイプ キュー
イングのポリシーマップを設定し、ポリシー
マップ モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-pmap-sys)# class type system-q-default としてクラス タイプ キュー
queuing system-q-default
を指定し、ポリシーマップ クラス システム
モードを開始します。

ステップ 4

switch(config-pmap-c-sys)#
queue-limit {default |
burst-optimized | mesh-optimized |
percentpercent_of_queuelimit}

システムキューのキュー制限を設定します。

ステップ 5

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

ポリシーマップ クラス システム 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。

出力キューの帯域割り当ての設定
手順
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)# policy-map type ユーザ定義の入力ポリシーでタイプ キューイン
queuingingress-policy-name
グのポリシー マップを設定し、ポリシーマップ
モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-pmap-sys)# class
type queuing system-pq1

system-pq1 としてクラス タイプ キューを指定
し、ポリシーマップ クラス システム モードを開
始します。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィグレーション ガイド
101

ファブリック QoS マッピングの設定
ファブリックでの新しいユーザ定義ポリシーの設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch(config-pmap-c-sys)#
priority level 1

system-pq1 のプライオリティをレベル 1 として
設定します。

ステップ 5

switch(config-pmap-c-sys)# exit ポリシーマップ クラス システム 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。

ステップ 6

switch(config-pmap-sys)# class system-q-default としてクラス タイプ キューを指
type queuing system-q-default 定し、ポリシーマップ クラス システム モードを
開始します。

ステップ 7

switch(config-pmap-c-sys)#
bandwidth [remaining]
percentpercent

ステップ 8

switch(config-pmap-c-sys)# exit ポリシーマップ クラス システム 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。

ステップ 9

（任意）
追加のシステム定義のキューに対する帯域幅お
よび帯域幅の残量を割り当てるには、ステップ
6 ～ 8 を繰り返します。

system-q-default の帯域幅を設定します。

ファブリックでの新しいユーザ定義ポリシーの設定
手順
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)# system fabric

システム ファブリック モードを開始します

ステップ 3

switch(config-sys-mfab)#
service-policy type queuing
inputingress-policy-name

ファブリックに対する指定のユーザ定義入
力ポリシーを設定します。

ステップ 4

switch(config-sys-mfab)#
service-policy type queuing
outputegress-policy-name

ファブリックに対する指定のユーザ定義出
力ポリシーを設定します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

switch(config-sys-mfab)# exit

システム ファブリック 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。

ステップ 6

switch(config)# show policy-map
system fabric

（任意）
システムファブリック設定に関する情報を
表示します。

ファブリック QoS マッピングの設定例
例：新しいユーザー定義の入力および出力ポリシーを作成するための
デフォルト ポリシーのコピー
次に、入力ポリシーの場合は「-in」、出力ポリシーの場合は「-out」のサフィックスがつくユー
ザー定義のポリシーを作成する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# qos copy policy-map type fabric-queuing system-in-policy suffix -in
Switch(config)# qos copy policy-map type fabric-queuing system-out-policy suffix -out

例：Cos2q ファブリック マッピングの設定
次に、すべてのシステム定義のキューに対する Cos2q ファブリック マッピングを設定する例を示
します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map type
Switch(config-cmap-que)# match
Switch(config-cmap-que)# exit
Switch(config)# class-map type
Switch(config-cmap-que)# match
Switch(config-cmap-que)# exit
Switch(config)# class-map type
Switch(config-cmap-que)# match
Switch(config-cmap-que)# exit
Switch(config)# class-map type
Switch(config-cmap-que)# match
Switch(config-cmap-que)# exit

queuing system-pq1
cos 0
queuing system-q-default
cos 1
queuing system-q2
cos 2
queuing system-q3
cos 3
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例：ファブリックに対するユーザ定義ポリシーの設定
次に、ファブリックに対するユーザ定義の system-in-policy および system-out-policy を設定する例
を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# system fabric
Switch(config-sys-mfab)# service-policy type queuing input system-in-policy-in
Switch(config-sys-mfab)# service-policy type queuing output system-out-policy-out
Switch(config-sys-mfab)# exit

例：システム ファブリックの設定の確認
次の show policy-map system fabric コマンドからの出力サンプルでは、ファブリックで適用されて
いる入力および出力ポリシーを表示しています。
Switch# show policy-map system fabric
Service-policy (queuing) input: system-in-policy-in
Class-map (queuing): system-q-default (match-any)
queue-limit percent 60
Class-map (queuing): system-pq1 (match-any)
Class-map (queuing): system-q2 (match-any)
Class-map (queuing): system-q3 (match-any)
Service-policy (queuing) output: system-out-policy-out
Class-map (queuing): system-q-default (match-any)
bandwidth remaining percent 5
Class-map (queuing): system-pq1 (match-any)
priority level 1
Class-map (queuing): system-q2 (match-any)
bandwidth remaining percent 5
Class-map (queuing): system-q3 (match-any)
bandwidth remaining percent 5

例：ファブリックでの QoS マッピングの確認
次の show policy-map type queuing コマンドの出力サンプルの抜粋は、ファブリックでの QoS マッ
ピングを示しています。
Switch# show policy-map type queuing
Type queuing policy-maps
========================
policy-map type queuing system-in-policy
class type queuing system-q-default
queue-limit default
class type queuing system-pq1
class type queuing system-q2
class type queuing system-q3
.
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.
.
policy-map type queuing system-out-policy
class type queuing system-q-default
bandwidth remaining percent 33
class type queuing system-pq1
priority level 1
class type queuing system-q2
bandwidth remaining percent 33
class type queuing system-q3
bandwidth remaining percent 33
.
.
.
policy-map type queuing fab_in-system-in-policy
class type queuing system-q-default
queue-limit percent 60
class type queuing system-pq1
class type queuing system-q2
class type queuing system-q3
policy-map type queuing fab_out-system-out-policy
class type queuing system-q-default
bandwidth remaining percent 5
class type queuing system-pq1

ファブリック QoS マッピングの機能履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
表 30：ファブリック QoS マッピングの機能履歴

機能名

リリース

機能情報

ファブリック QoS マッピ
ング

6.2(2)

この機能が導入されました。
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第

9

章

M シリーズ I/O モジュールのキューイングお
よびスケジューリングの設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスの M シリーズ I/O モジュールの QoS キューイングおよびス
ケジューリング機能を設定する方法について説明します。
• 機能情報の確認, 107 ページ
• キューイングおよびスケジューリングについて, 108 ページ
• ライセンス要件, 112 ページ
• キューイングおよびスケジューリングの前提条件, 112 ページ
• 注意事項と制約事項, 112 ページ
• キューイングおよびスケジューリングの設定, 113 ページ
• キューイングおよびスケジューリングの設定の確認, 132 ページ
• キューイングおよびスケジューリングの設定例, 133 ページ
• キューイングおよびスケジューリングの機能履歴, 135 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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キューイングおよびスケジューリングについて
トラフィックのキューイングとは、パケットの順序を設定して、データの入力と出力の両方に適
用することです。デバイス モジュールでは複数のキューをサポートできます。これらのキューを
使用することで、さまざまなトラフィック クラスでのパケットのシーケンスを制御できます。ま
た、重み付けランダム早期検出（WRED）およびテール ドロップしきい値を設定することもでき
ます。デバイスでは、設定したしきい値を超えた場合にだけパケットがドロップされます。
トラフィックのスケジューリングとは、トラフィックの一貫したフローを実現するために、パケッ
トを必要な頻度で定期的に出力することです。トラフィックのスケジューリングをさまざまなト
ラフィック クラスに適用することで、プライオリティによってトラフィックに重み付けを行うこ
とができます。
キューイング プロセスおよびスケジューリング プロセスによって、ユーザはトラフィック クラ
スに割り当てる帯域幅を制御できるので、ネットワークにおけるスループットと遅延の間で適切
なトレードオフを実現できます。
表 31：システム定義のキュー タイプ

キュー タイプ

方向

説明

2q4t

入力

2 つのキュー、キューあたり 4
つの WRED またはテール ド
ロップしきい値

1p3q4t

出力

1 つの完全優先キューと 3 つの
標準キュー、キューあたり 4 つ
の WRED またはテール ドロッ
プしきい値

8q2t

入力

8 つのキュー、キューあたり 2
つのテール ドロップしきい値

1p7q4t

出力

1 つの完全優先キューと 7 つの
標準キュー、キューあたり 4 つ
の WRED またはテール ドロッ
プしきい値

1p7qlt

出力

1 つの完全優先キューと 7 つの
標準キュー、キューあたり 1 つ
の WRED またはテール ドロッ
プしきい値
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キュー タイプ

方向

説明

1p3q1t

出力

1 つの完全優先キューと 3 つの
標準キュー、キューあたり 1 つ
の WRED またはテール ドロッ
プしきい値

2p2q1t

出力

2 つの完全優先キューと 2 つの
標準キュー、キューあたり 1 つ
の WRED またはテール ドロッ
プしきい値

2p6q1t

出力

2 つの完全優先キューと 6 つの
標準キュー、キューあたり 1 つ
の WRED またはテール ドロッ
プしきい値

3p1q1t

出力

3 つの完全優先キューと 1 つの
標準キュー、キューあたり 1 つ
の WRED またはテール ドロッ
プしきい値

3p5qlt

出力

3 つの完全優先キューと 5 つの
標準キュー、キューあたり 1 つ
の WRED またはテール ドロッ
プしきい値

キューの照合は、サービス クラス（CoS）フィールドに関して行われます。デバイスでは、0 ～
7 のすべての CoS 値がキュー タイプごとにキューにマッピングされることが保証されます。キュー
タイプのキューに対して、特定の CoS 値を 1 つだけ割り当てることができます。システム定義の
キューの詳細については、表 6：システム定義のタイプ キューイング クラス マップ, （21 ペー
ジ） を参照してください。
DSCP-to-queue マッピングはデフォルトでディセーブルです。モジュールで DSCP マッピングをイ
ネーブルにするには、hardware qos dscp-to-queue ingress コマンドを使用します。以下の表に、デ
フォルトの DSCP 値を含むシステム定義された DSCP キューイング クラス マップを示します。
表 32：システム定義のキューイング クラス マップとデフォルトの DSCP 値

クラス マップ キュー名

説明

デフォルト DSCP 値

8q2t-in-q1

タイプ 8q2t の入力キュー 1

40 ～ 63

8q2t-in-q2

タイプ 8q2t の入力キュー 2

—

8q2t-in-q3

タイプ 8q2t の入力キュー 3

—
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クラス マップ キュー名

説明

デフォルト DSCP 値

8q2t-in-q4

タイプ 8q2t の入力キュー 4

—

8q2t-in-q5

タイプ 8q2t の入力キュー 5

—

8q2t-in-q6

タイプ 8q2t の入力キュー 6

—

8q2t-in-q7

タイプ 8q2t の入力キュー 7

—

8q2t-in-q-default

タイプ 8q2t の入力デフォルト
キュー

0 ～ 39

入力ポートの CoS の設定
信頼できないポートに対するすべての入力パケット内の CoS フィールドを設定できます。デフォ
ルトでは、ポートは信頼されており、CoS フィールドは変更されませんこの方式を使用して、ポー
トのステータスを「信頼」または「非信頼」に設定できます。
入力ポート CoS の設定については、「入力ポート CoS の設定」の項を参照してください。

クラス マップの変更
システム定義のキューイング クラス マップと照合される CoS 値を変更できます。これにより、
CoS からキューへのマッピングが変更されます。 表 6：システム定義のタイプ キューイング クラ
ス マップ, （21 ページ） デフォルトのシステム定義の CoS 値については、を参照してください。
CoS 値はそれぞれ、同じタイプのキュー内に 1 回だけ出現します。
システムのデフォルトのキューイング クラス マップを変更するには、キューイング クラス マッ
プでのいずれの変更もトラフィックの中断やパケットの廃棄を招く可能性があるため、インター
フェイスに適用されるキューイング ポリシーも変更する必要があります。

注意

（注）

システム定義のキューイング クラス マップを変更すると、その変更がただちに反映されます。
これによって、すべての仮想デバイス コンテキスト（VDC）でトラフィックが中断されるこ
とがあります。

レイヤ 3 を通過するトラフィックの場合、CoS からキューへのキュー マッピングが自動的に
実行されます。
クラス マップの設定については、「COS のキューイング クラス マップの変更」の項を参照して
ください。
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（注）

Cisco NX-OS リリース 6.2(2) 以降では、入力クラス マップでの DSCP-to-queue マッピングは、
M シリーズ 10G モジュールでサポートされます。ただし、すべての出力クラス マップの
DSCP-to-queue マッピングがサポートされるわけではありません。

輻輳回避
次の方式を使用して、デバイス上のトラフィックの輻輳を予防的に回避できます。
• WRED をトラフィックのクラスに適用する方式。これにより、デバイスで CoS フィールドに
基づいてパケットをドロップできるようになります。WRED は TCP トラフィックで機能す
るように設計されています。
• テールドロップをトラフィックのクラスに適用する方式。これにより、デバイスでCoSフィー
ルドに基づいてパケットをドロップできるようになります。
• WRED をトラフィックのクラスに適用する方式。これにより、デバイスで DSCP フィールド
に基づいてパケットをドロップできるようになります。WRED は TCP トラフィックで機能
するように設計されています。
• テール ドロップをトラフィックのクラスに適用する方式。これにより、デバイスで DSCP
フィールドに基づいてパケットをドロップできるようになります。
輻輳回避の設定については、「DSCP のキューイング クラス マップの変更」の項を参照してくだ
さい。

輻輳管理
入力パケットについては、最小データ レートをキューに割り当てる帯域幅を指定することによ
り、輻輳管理を設定できます。
出力パケットについては、次のいずれかの輻輳管理方式を選択できます。
• 最小データ レートをキューに割り当てる帯域幅を指定する方式。
• トラフィックのクラスに対して最大データ レートを適用する方式。これにより余分なパケッ
トがキューに保持され、出力レートがシェーピングされます。
• トラフィックのクラスに対するすべてのデータをプライオリティ キューに割り当てる方式。
残りの帯域幅は、デバイスによって他のキュー間で分配されます。
輻輳管理の設定については、「DSCP 値による WRED の設定」の項を参照してください。
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仮想化のサポート
VDC は、一連のシステム リソースを論理的に表現する用語です。クラス マップの設定以外に、
キューイングおよびスケジューリングが、コマンドが入力される VDC にだけ適用されます。クラ
ス マップの設定については、「COS のキューイング クラス マップの変更」の項を参照してくだ
さい。
VDC の設定方法については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』を参照してください。

ライセンス要件
QoS 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。
仮想デバイス コンテキスト（VDC）の使用には Advanced Services ライセンスが必要です。
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。

キューイングおよびスケジューリングの前提条件
キューイングおよびスケジューリングの前提条件は、次のとおりです。
• 「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」の章に精通している。
• スイッチにログインしている。
• 正しい VDC 内にいる。VDC は、一連のシステム リソースを論理的に表現する用語です。
switchto vdc コマンドでは VDC 番号を指定できます。

注意事項と制約事項
キューイングおよびスケジューリングの設定に関する注意事項および制約事項は、次のとおりで
す。
• システム定義のクラス マップを設定する際は注意が必要です。ただちに変更が行われるた
め、すべての VDC でトラフィックが中断される可能性があります。
• match cos コマンドによる CoS の定義は、カスタム設定済みのクラス マップではサポートさ
れません。
• match dscp コマンドによるクラス マップへの DSCP 値の指定は、カスタム設定済みのクラス
マップではサポートされません。
• 10 ギガビット イーサネット ポートを共有モードで使用している場合、出力キューイング ポ
リシーはポート グループ内のすべてのポートに適用されます。共有モードの 10 ギガビット
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イーサネット ポートでは、ポート グループのすべてのポートが同じ VDC 内に存在する必要
があります。共有モードと専用モードについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』を参照してください。ポート グループについては、『Cisco Nexus 7000
Series Hardware Installation and Reference Guide』を参照してください。
• 8 ポートの 10 ギガビット イーサネット I/O モジュールを除き、10 ギガビット入力イーサネッ
ト ポートではキュー制限や WRED を設定できません。
• M1 モジュールでは、トラフィック シェーピングに実際の値を設定できない場合があります。
たとえば、65% の平均シェーピングの 1 つのギガビット インターフェイスでは、インター
フェイスでの出力レートは 450Mbps までが限度であり、70% の場合は 850Mbps までになり
ます。
• 出力のサービス クラス（CoS）のキュー マッピングを変更する場合は、変更間隔の最小制限
時間として必ず 2 または 3 秒を指定してください。これを行わないと、トラフィックのド
ロップが継続して発生する可能性があります。
• M3 モジュールは、出力ドロップに対してキュー単位のカウンタ（マルチキャスト、不明、
ユニキャスト、ブロードキャスト）をサポートしていません。出力のドロップは、ポート単
位および Q-Default カウンタ単位で行われます。
• M3 モジュールでは 8e テンプレートだけがサポートされます。
• M3 モジュールは、default-nq-8e-4q8q-policy を含む network-qos テンプレートのみをサポート
しています。default-nq-4e-4q8q-policy、default-nq-6e-4q8q-policy、default-nq-7e-4q8q-policy、
default-nq-8021qav-4q8q-policy はサポートされません。
• M3 モジュールは、network-qos テンプレートのみをサポートしています。このテンプレート
には、MTU サイズと一致するすべての CoS 値が含まれています。
• デフォルトでは、dot1q-tunnel ポートは非信頼であるため、すべてのデータ トラフィックは
dot1q-tunnel ポートのデフォルト キューに収容されます。

キューイングおよびスケジューリングの設定
キューイングおよびスケジューリングを設定するには、インターフェイスの一方のトラフィック
方向に適用する、タイプ キューイングのポリシー マップを作成します。システム定義のクラス
マップを変更することができ、それらをポリシー マップ内で使用して、ポリシーの適用先となる
トラフィックのクラスを定義します。
その他の考慮事項は次のとおりです。
• システム クラス マップへの変更は、すべての VDC 間ですぐに反映されます。
指定した CoS 値は、新しいキューにすぐにマッピングされます。
• 変更には中断が伴います。
指定したポート タイプのポートを通過するトラフィックでは、短期間のトラフィック損失が
発生する可能性があります。指定したタイプのポートがすべて影響を受けます。たとえば、
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M1 10G の出力インターフェイス タイプに対する COS-to-queue マッピングを変更すると、す
べての VDC 内のすべての M1 10G ポートに短い中断が発生します。
• パフォーマンスに影響が出ることがあります。
1 つまたは複数の指定されたタイプのポートに、新規キューの動作を定義するために適用さ
れたキューイング ポリシーが存在しない場合、そのキューに対するトラフィック マッピン
グはパフォーマンスの低下が発生する可能性があります。
• キューイング クラス マップを変更することで CoS-to-queue マッピングを変更する場合は、
新しいキューイング ポリシーが新しいキューを使用するそのタイプのすべてのポートに適用
されたことを確認する必要があります。
• キューイング クラス マップを変更することで DSCP-to-ingress-queue マッピングを変更する
場合は、新しいキューイング ポリシーが新しいキューを使用するそのタイプのすべてのポー
トに適用されることを確認する必要があります。
• デフォルトでは、未使用のキューにはバッファが割り当てられていません。これらのキュー
にバッファを割り当てることで、テール ドロップを防止します。
• システム クラスマップへの変更は、デフォルトの VDC でのみ行われます。
ポリシー マップおよびクラス マップについては、「モジュラ QoS コマンドライン インターフェ
イスの使用」を参照してください。
任意のキューで、輻輳回避機能（テール ドロップおよび WRED が含まれる）を設定できます。出
力キューではいずれかの出力輻輳管理機能（プライオリティ、シェーピング、帯域幅など）を設
定でき、入力キューでは帯域幅を設定できます。
ポリシー マップを作成する前に CoS 値を変更することを推奨します。デバイス定義のクラス マッ
プ キューによって照合される CoS 値を変更できます。0 ～ 7 の各 CoS 値を、各キュー タイプの
キューの 1 つまたは複数に割り当てる必要があります。各 CoS 値はキュー タイプごとに 1 回だけ
使用されます。
ポリシー マップを作成する前に DSCP 値を変更することを推奨します。デバイス定義のクラス
マップ キューによって照合される DSCP 値を変更できます。0 ～ 63 の各 DSCP 値を、各キュー
タイプのキューの 1 つまたは複数に割り当てる必要があります。各 DSCP 値はキュー タイプごと
に 1 回だけ使用されます。
システム定義のポリシー マップである default-in-policy と default-out-policy は、キューイング ポリ
シー マップが適用されないすべてのポートに付加されます。デフォルト ポリシー マップは設定
できません。デフォルト ポリシー マップについては、表 8：システム定義のキューイング ポリ
シー マップ, （24 ページ） を参照してください。
次の例に示すように、リリース 4.0（3）からリリース 4.0(2) にダウングレードした場合、show
running-configuration コマンドを入力すると、入力のデフォルトのキューイング ポリシーで unknown
enum と表示されます。
switch# show running-config
version 4.0(2)
…
…
policy-map type queuing default-in-policy
class type queuing unknown enum 0
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queue-limit percent 50
bandwidth percent 80
class type queuing unknown enum 0
queue-limit percent 50
bandwidth percent 20

この設定をコピーして任意の Cisco NX-OS ソフトウェア リリースにペーストした場合、policy-map
type queuing default-in-policy コマンドから始まるすべてのコマンドの実行中にデバイスからエラー
が送られます。これらのエラーは、デバイスの性能に影響を与えないため、無視できます。

入力ポートの CoS の設定
ポートを非信頼にするには、CoS 値に静的な値を設定します。

（注）

• デフォルトでは、ポートは信頼されており（信頼 CoS）、CoS フィールドは変更されませ
ん。入力ポートの CoS 値を設定すると、ポートは非信頼になります。
• タグなしブリッジド トラフィックでは、CoS 値が 0 の場合、Cisco Nexus 7000 シリーズ
デバイスは、入力方向と出力方向で DiffServ コード ポイント（DSCP）およびキューを無
視します。
• デフォルトでは、レイヤ 3 ポートは DSCP を信頼しているだけでなく、DSCP 値を CoS に
コピーします。
システム定義のキュークラスから、ポリシーマップの適用先モジュールのタイプに応じたデフォ
ルトの入力キューを使用してください。各モジュール タイプに対応したシステム定義のクラス
マップの一覧については、表 6：システム定義のタイプ キューイング クラス マップ, （21 ペー
ジ） を参照してください。
この項の手順を使用して設定した CoS 値は、class-default パケットだけではなく、特定のインター
フェイスに着信するすべてのパケットに適用されます。CoS 値を設定した場合、入力のキューイ
ングおよびスケジューリングが行われる前に、デバイスによって値が変更されます。したがって、
CoS が変更されたパケットは分類のされ方が異なります。

（注）

システム定義のキューイング クラス マップを変更する必要がある場合は、設定済みのキュー
イング ポリシーを変更するか、キューイング ポリシーを新規に作成して、影響を受けるイン
ターフェイスにそれらのポリシーを付加する必要があります。システム定義のキューイング
クラス マップを変更しない場合は、デフォルトのキューイング ポリシーまたは設定済みの
キューイング ポリシーを無効にすることができます。この場合、複数の VDC のインターフェ
イスが影響を受ける可能性があります。

（注）

DSCP がキューでイネーブルで設定されている場合、ポートが信頼できず、入力ポート cos が
設定されている場合は、DSCP にはキューイングが考慮されます。
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手順
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)# policy-map type タイプ キューイングのポリシー マップを設定し、
queuing [match-first]
指定したポリシー マップ名のポリシー マップ モー
{policy-map-name |
ドを開始します。ポリシー マップ名は、最大 40 文
que-dynamic}
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。

ステップ 3

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

タイプ キューイングのクラス マップを設定し、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。
（注）

ポートの CoS を設定する場合、使用でき
るのは入力のデフォルトのシステム定義
のキュー タイプだけです。

ステップ 4

switch(config-pmap-c-que)# set すべての入力パケット内の CoS フィールドを、指
cosvalue
定した値に設定します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 5

switch(config-pmap-c-que)# exit ポリシーマップ キュー 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。

ステップ 6

switch(config)# show
policy-map type queuing
[policy-map-name |
que-dynamic]

ステップ 7

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。

（任意）
設定済みのすべてのタイプキューイングのポリシー
マップ、または選択したタイプ キューイングのポ
リシー マップについて、情報を表示します。

COS のキューイング クラス マップの変更
システム定義のクラス マップと照合される CoS 値を変更できます。デフォルトのシステム定義の
CoS 値の一覧については、表 6：システム定義のタイプ キューイング クラス マップ, （21 ペー
ジ） を参照してください。
システム定義のクラス マップは、デフォルトの VDC からのみ変更できます。変更はただちに実
行され、変更されたクラス マップを使用しているすべての VDC 上のすべてのポートに適用され
ます。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィグレーション ガイド
116

M シリーズ I/O モジュールのキューイングおよびスケジューリングの設定
COS のキューイング クラス マップの変更

（注）

システム定義のクラス マップを変更すると、ただちに変更が行われます。そのため、変更さ
れたクラス マップを使用しているすべての VDC でトラフィックが中断される可能性がありま
す。

（注）

match cos コマンドによる CoS の定義は、カスタム設定のクラスマップではサポートされませ
ん。
デバイスでは、ユーザが他のキューで設定した CoS 値は自動的に変更されます。そのため、各
CoS 値は同じタイプのキューに 1 回しか出現しません。

はじめる前に
デバイスのデフォルトの VDC にいることを確認します。

手順
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)# class-map type タイプ キューイングのクラス マップを設定し、クラ
queuing match-any
ス マップ キューイング モードを開始します。
{class-queuing-name | WORD}
WORD の一致は、キューイング ポリシーの階層型ク
ラスマップを定義するために使用されます。引数
WORD は、F シリーズ モジュールでのみサポートさ
れます。

ステップ 3

switch(config-cmap-que)#
match cosvalue-range

このキューによって照合される CoS 値の範囲を設定
します。値の範囲を指定するには、開始値と終了値
をハイフンでつなぎ、値どうしをカンマで区切りま
す。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
（注）

他のキューの CoS 値を変更するには、ス
テップ 2 および 3 を繰り返します。

ステップ 4

switch(config-pmap-c-que)# exit ポリシーマップ キュー 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。

ステップ 5

switch(config)# show
policy-map type queuing
[policy-map-name |
que-dynamic]

（任意）
設定済みのすべてのタイプ キューイングのポリシー
マップ、または選択したタイプ キューイングのポリ
シー マップについて、情報を表示します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。

DSCP のキューイング クラス マップの変更
システム定義のクラス マップによって照合される DSCP 値を変更できます。システム定義のクラ
ス マップは、デフォルトの VDC からのみ変更できます。変更はただちに実行され、変更された
クラス マップを使用しているすべての VDC 上のすべてのポートに適用されます。
実行される変更を許可するには、DSCP-to-queue マッピングをイネーブルにする必要があります。
先に DSCP-to-queue マッピングをイネーブルにしていない場合は、hardware qos dscp-to-queue
ingress module type コマンドを使用して DSCP-to-queue マッピングをイネーブルにすることができ
ます。
DSCP マッピングをディセーブルにするには、no hardware qos dscp-to-queue ingress コマンドを使
用します。

（注）

システム定義のクラス マップを変更すると、ただちに変更が行われます。そのため、変更さ
れたクラス マップを使用しているすべての VDC でトラフィックが中断される可能性がありま
す。
デバイスでは、ユーザが他のキュー内で設定した DSCP 値が自動的に変更されます。そのため、
DSCP 値はそれぞれ、同じタイプのキュー内に 1 回だけ出現します。

はじめる前に
デバイスのデフォルトの VDC にいることを確認します。

手順
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)# hardware qos （任意）
dscp-to-queue ingress module 指定したモジュールで dscp-to-queue マッピングをイ
type {all | f-series | m-series} ネーブルにします。
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コマンドまたはアクション

目的
dscp-to-queue マッピングをイネーブルにしていない
場合は、hardware qos dscp-to-queue ingress module
type コマンドを使用します。

ステップ 3

switch(config)# class-map type タイプ キューイングのクラス マップを設定し、ク
queuing
ラス マップ キューイング モードを開始します。
match-anyclass-queuing-name

ステップ 4

switch(config-cmap-que)# match このキューによって照合される DSCP 値の範囲を設
dscpvalue-range
定します。値の範囲を指定するには、開始値と終了
値をハイフンでつなぎ、値どうしをカンマ/スペース
で区切ります。範囲は 0 ～ 63 です。
（注）

ステップ 5

switch(config-cmap-que)# exit

他のキューの DSCP 値を変更するには、
ステップ 5 および 6 を繰り返します。

クラスマップ キュー 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。

輻輳回避の設定
テール ドロップまたは WRED の機能を使用して輻輳回避を設定できます。どちらの機能も、入力
および出力のポリシー マップで使用できます。

（注）

WRED およびテール ドロップを同じクラス内で設定することはできません。

CoS 値によるテール ドロップの設定
CoS 値によってしきい値を設定することにより、入力キューと出力キューの両方にテール ドロッ
プを設定できます。しきい値を超えるパケットは、デバイスによってドロップされます。しきい
値は、キューで使用されるキュー サイズまたはバッファ メモリに基づいて指定できます。

（注）

8 ポートの 10 ギガビット イーサネット I/O モジュールを除き、10 ギガビット イーサネット入
力ポートではキュー サイズを設定できません。
ポリシーマップの適用先となるモジュールのタイプに対応した、システム定義のキュークラスを
使用します。表 6：システム定義のタイプ キューイング クラス マップ, （21 ページ）を参照し
てください。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィグレーション ガイド
119

M シリーズ I/O モジュールのキューイングおよびスケジューリングの設定
輻輳回避の設定

（注）

WRED およびテール ドロップを同じクラス内で設定することはできません。

手順
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)# policy-map
type queuing [match-first]
{policy-map-name |
que-dynamic}

タイプ キューイングのポリシー マップを設定し、指
定したポリシー マップ名のポリシー マップ モードを
開始します。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。

ステップ 3

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

タイプ キューイングのクラス マップを設定し、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。

ステップ 4

switch(config-pmap-c-que)#
queue-limit cosvalue {threshold
[packets | bytes | kbytes |
mbytes | ms | us] | percent
percent_of_queuelimit}

キューで使用されるキュー サイズまたはバッファ メ
モリの割合に基づいて、テール ドロップしきい値を割
り当てます。指定したしきい値を超えるパケットは、
デバイスによってドロップされます。しきい値は、パ
ケット数、バイト数、または基になるインターフェイ
スで最低限保証されたリンク レートでの時間間隔で設
定できます。デフォルトのしきい値はパケット数で
す。サイズは 1 ～ 83886080 です。時間間隔は 1 ～
83886080 です。割合は 1 ～ 100 です。
（注）

他の CoS 値に対するテール ドロップしきい
値を割り当てるには、ステップ 4 を繰り返
します。
他のキュー クラスに対するテール ドロップ
しきい値を割り当てるには、ステップ 3 ～
5 を繰り返します。

ステップ 5

switch(config-pmap-c-que)# exit ポリシーマップ キュー 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。

ステップ 6

switch(config)# show
policy-map type queuing
[policy-map-name |
que-dynamic]

（任意）
設定済みのすべてのタイプ キューイングのポリシー
マップ、または選択したタイプ キューイングのポリ
シー マップについて、情報を表示します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 7

目的

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレーショ
ンに保存します。

DSCP 値によるテール ドロップの設定
DSCP 値によるしきい値を設定することにより、入力キューのテール ドロップを設定できます。
しきい値を超えるパケットは、デバイスによってドロップされます。しきい値は、キューで使用
されるキュー サイズまたはバッファ メモリに基づいて指定できます。

手順
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)# policy-map type タイプ キューイングのポリシー マップを設定し、
queuing
指定したポリシー マップ名のポリシー マップ モー
{queuing-policy-map-name}
ドを開始します。

ステップ 3

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

ステップ 4

switch(config-pmap-c-que)#
キューで使用されるキュー サイズまたはバッファ
queue-limit dscpvalue
メモリの割合に基づいて、テール ドロップしきい値
{queue-size |
を割り当てます。指定したしきい値を超えるパケッ
percentpercent_of_queuelimit}
トは、デバイスによってドロップされます。

タイプ キューイングのクラス マップを設定し、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。

他の DSCP 値に対するテール ドロップしきい値を割
り当てるには、ステップ 4 を繰り返します。
他の DSCP キュー クラスに対するテール ドロップ
しきい値を割り当てるには、ステップ 3 ～ 5 を繰り
返します。
ステップ 5

switch(config-pmap-c-que)# exit ポリシーマップ キュー 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

目的

ステップ 6

switch(config)# show
policy-map type queuing
[policy-map-name

（任意）
設定済みのすべてのタイプ キューイングのポリシー
マップ、または選択したタイプ キューイングのポリ
シー マップについて、情報を表示します。

ステップ 7

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。

COS 値による WRED の設定
WRED を設定する前に、CoS 値が存在することを確認します（「COS のキューイング クラス マッ
プの変更」の項を参照）。
入力キューと出力キューの両方に WRED を設定し、パケット ドロップの最大しきい値と最小しき
い値を設定できます。キュー サイズが最小しきい値を超えるにつれて、ドロップされるパケット
の頻度が高くなります。最大しきい値を超えると、CoS 値に対するすべてのパケットがドロップ
されます。

（注）

8 ポートの 10 ギガビット イーサネット I/O モジュールを除き、10 ギガビット イーサネット入
力ポートでは WRED を設定できません。
WRED のしきい値は CoS 値別に設定でき、特に設定しなかったすべての CoS 値で単一の WRED
しきい値を使用するように設定できます。

（注）

WRED およびテール ドロップを同じクラス内で設定することはできません。
ポリシーマップの適用先となるモジュールのタイプに対応した、システム定義のキュークラスを
使用します。

手順
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)# policy-map type タイプ キューイングのポリシー マップを設定し、指
queuing [match-first]
定したポリシー マップ名のポリシー マップ モードを
{policy-map-name | que-dynamic} 開始します。ポリシー マップ名は、最大 40 文字の英
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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステッ
プ3

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

タイプ キューイングのクラス マップを設定し、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。

ステッ
プ4

switch(config-pmap-c-que)#
random-detect cos-based
[aggregate [minimum-threshold]
{min-threshold [packets | bytes |
kbytes | mbytes | ms | us] |
percentmin-percent-of-qsize}
[maximum-threshold]
{max-threshold [packets | bytes |
kbytes | mbytes | ms | us] |
percentmin-percent-of-qsize}]

CoS 固有の random-detect コマンドによって設定され
ていない CoS 値のすべてに対応する WRED を設定し
ます。パケットをキューからドロップするのに使用す
る最小および最大のしきい値を指定できます。しきい
値は、パケット数、バイト数、または基になるイン
ターフェイスで最低限保証されたリンク レートでの
時間間隔で設定するか、あるいはキュー サイズの割
合として設定できます。最小および最大のしきい値は
同じタイプにする必要があります。集約引数を指定し
ない場合は、集約 WRED は設定されません。デフォ
ルトのしきい値はパケット数です。しきい値は 1 ～
83886080 です。割合の範囲は 1 ～ 100 です。
（注）

（注）

ステッ
プ5

switch(config-pmap-c-que)#
random-detect {coscos-list
[minimum-threshold]
{min-threshold [packets | bytes |
kbytes | mbytes | ms | us] |
percentmin-percent-of-qsize}
[maximum-threshold]
{max-threshold [packets | bytes |
kbytes | mbytes | ms | us] |
percentmin-percent-of-qsize}}

値をまったく指定せずにコマンドを入力す
る場合でも、このコマンドは必ず入力する
必要があります。
クラス内では random-detect cos-based コマ
ンドを 1 つだけ指定できます。

（任意）
特定の CoS 値に対する WRED を設定します。パケッ
トをキューからドロップするのに使用する最小および
最大のしきい値を指定できます。しきい値は、パケッ
ト数、バイト数、または基になるインターフェイスで
最低限保証されたリンク レートでの時間間隔で設定
するか、あるいはキュー サイズの割合として設定で
きます。最小および最大のしきい値は同じタイプにす
る必要があります。デフォルトのしきい値はパケット
数です。しきい値は 1 ～ 83886080 です。割合の範囲
は 1 ～ 100 です。
任意：他の CoS 値に対する WRED を設定するには、
ステップ 5 を繰り返します。
任意：他のキューイング クラスに対する WRED を設
定するには、ステップ 3 ～ 6 を繰り返します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ6

switch(config-pmap-c-que)# exit ポリシーマップ キュー 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。

ステッ
プ7

switch(config)# show policy-map （任意）
type queuing [policy-map-name | 設定済みのすべてのタイプ キューイングのポリシー
que-dynamic]
マップ、または選択したタイプ キューイングのポリ
シー マップについて、情報を表示します。

ステッ
プ8

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

（任意）
実行中の設定をスタートアップコンフィギュレーショ
ンに保存します。

DSCP 値による WRED の設定
WRED を設定する前に、DSCP 値が存在することを確認します（「DSCP のキューイング クラス
マップの変更」の項を参照）。
入力キューで WRED を設定し、最小および最大のパケット ドロップしきい値を設定できます。
キュー サイズが最小しきい値を超えるにつれて、ドロップされるパケットの頻度が高くなりま
す。最大しきい値を超えると、DSCP 値に対するすべてのパケットがドロップされます。
8 ポートの 10 ギガビット イーサネット I/O モジュールを除き、10 ギガビット イーサネット入力
ポートでは WRED を設定できません。
WRED のしきい値は DSCP 値別に設定でき、特に設定しなかったすべての DSCP 値で単一の WRED
しきい値を使用するように設定できます。

（注）

WRED およびテール ドロップを同じクラス内で設定することはできません。

手順
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)# policy-map type タイプ キューイングのポリシー マップを設定し、指定
queuing [match-first]
したポリシー マップ名のポリシー マップ モードを開
{policy-map-name | que-dynamic} 始します。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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ3

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

タイプ キューイングのクラス マップを設定し、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。

ステッ
プ4

switch(config-pmap-c-que)#
random-detect dscp-based
[aggregate [minimum-threshold]
{min-threshold [packets | bytes |
kbytes | mbytes | ms | us] |
percentmin-percent-of-qsize}
[maximum-threshold]
{max-threshold [packets | bytes |
kbytes | mbytes | ms | us] |
percentmin-percent-of-qsize}]

DSCP 固有の random-detect コマンドによって設定され
ていない DSCP 値のすべてに対応する WRED を設定し
ます。パケットをキューからドロップするのに使用す
る最小および最大のしきい値を指定できます。しきい
値は、パケット数、バイト数、または基になるインター
フェイスで最低限保証されたリンク レートでの時間間
隔で設定するか、あるいはキュー サイズの割合として
設定できます。最小および最大のしきい値は同じタイ
プにする必要があります。集約引数を指定しない場合
は、集約 WRED は設定されません。デフォルトのしき
い値はパケット数です。しきい値は 1 ～ 52428800 で
す。割合の範囲は 1 ～ 100 です。
（注）

（注）

ステッ
プ5

switch(config-pmap-c-que)#
random-detect {dscpdscp-value
[minimum-threshold]
{min-threshold [packets | bytes |
kbytes | mbytes | ms | us] |
percentmin-percent-of-qsize}
[maximum-threshold]
{max-threshold [packets | bytes |
kbytes | mbytes | ms | us] |
percentmin-percent-of-qsize}}

値をまったく指定せずにコマンドを入力する
場合でも、このコマンドは必ず入力する必要
があります。
クラス内では random-detect cos-based コマ
ンドを 1 つだけ指定できます。

（任意）
特定の DSCP 値に対する WRED を設定します。パケッ
トをキューからドロップするのに使用する最小および
最大のしきい値を指定できます。しきい値は、パケッ
ト数、バイト数、または基になるインターフェイスで
最低限保証されたリンク レートでの時間間隔で設定す
るか、あるいはキュー サイズの割合として設定できま
す。最小および最大のしきい値は同じタイプにする必
要があります。デフォルトのしきい値はパケット数で
す。しきい値は 1 ～ 52428800 です。割合の範囲は 1 ～
100 です。
任意：他の DSCP 値に対する WRED を設定するには、
ステップ 5 を繰り返します。
任意：他の DSCP キューイング クラスに対する WRED
を設定するには、ステップ 3 ～ 6 を繰り返します。

ステッ
プ6

switch(config-pmap-c-que)# exit ポリシーマップ キュー 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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輻輳管理の設定
次の輻輳管理方式のうちいずれか 1 つだけをポリシー マップで設定できます。
• bandwidth および bandwidth remaining コマンドを使用して、最小のデータ レートをキューに
割り当てる方式。
• priority コマンドを使用して、トラフィックのクラスに対するすべてのデータをプライオリ
ティ キューに割り当てる方式。bandwidth remaining コマンドを使用して、残りのトラフィッ
クを非プライオリティ キュー間で分配できます。デフォルトでは、残りの帯域幅はシステム
によって非プライオリティ キュー間で均等に分配されます。
• shape コマンドを使用して、最大のデータ レートをキューに割り当てる方式。
選択する輻輳管理機能に加えて、次のいずれかのキュー機能をポリシー マップの各クラスで設定
できます。
• キューサイズとキュー制限の使用に基づくテールドロップしきい値。詳細については、「COS
値によるテール ドロップの設定」の項および「DSCP 値によるテール ドロップの設定」の項
を参照してください。
• CoS に基づく優先パケットのドロップに対する WRED。詳細については、「COS 値による
WRED の設定」の項および「DSCP 値による WRED の設定」の項を参照してください。

帯域幅および帯域幅の残量の設定
入力キューと出力キューの両方に帯域幅と帯域幅の残量を設定し、インターフェイス帯域幅の最
小パーセンテージをキューに割り当てることができます。ポリシーマップの適用先となるモジュー
ルのタイプに応じた、システム定義の入力または出力キュー クラスを使用します。各モジュール
タイプに対応したシステム定義の入力または出力キュー クラスの一覧については、表 6：システ
ム定義のタイプ キューイング クラス マップ, （21 ページ） を参照してください。

（注）

保証帯域幅が設定されている場合、プライオリティ キューは同じポリシー マップでディセー
ブルにする必要があります。

手順
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)# policy-map type タイプ キューイングのポリシー マップを設定し、
queuing [match-first]
指定したポリシー マップ名のポリシー マップ モー
{policy-map-name | que-dynamic} ドを開始します。ポリシー マップ名は、最大 40 文
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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステップ 3

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

タイプ キューイングのクラス マップを設定し、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。

ステップ 4

switch(config-pmap-c-que)#
bandwidth {rate [bps | kbps |
mbps | gbps] | percent}

インターフェイス帯域幅の最小レートを出力キュー
に割り当てます。データレートをビットレートで、
または基になるインターフェイスのリンク レート
の割合として設定できます。デフォルトの単位は
kbps です。データ レートは 1 ～ 10,000,000,000 で
す。割合の範囲は 1 ～ 100 です。

• bandwidth remaining
percentpercent
残りの帯域幅の割合をこ
のキューに割り当てます。
自動ネゴシエーションに設定されたインターフェイ
範囲は 0 ～ 100 です。
スに対しては、percent キーワードだけが使用でき
ます。
他のキューイング クラスに対する帯域幅および帯
域幅の残量を割り当てるには、ステップ 3 ～ 4 を繰
り返します。
ステップ 5

switch(config-pmap-c-que)# exit ポリシーマップ キュー 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。

ステップ 6

switch(config)# show policy-map （任意）
type queuing [policy-map-name | 設定済みのすべてのタイプキューイングのポリシー
que-dynamic]
マップ、または選択したタイプ キューイングのポ
リシー マップについて、情報を表示します。

ステップ 7

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

（任意）
実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。

プライオリティの設定
プライオリティを指定しない場合、システム定義の出力pqキューは標準キューと同様に動作しま
す。システム定義のタイプ キューイング クラス マップについては、「モジュラ QoS コマンドラ
イン インターフェイスの使用」を参照してください。
出力プライオリティ キューで設定できるプライオリティのレベルは 1 レベルだけです。ポリシー
マップの適用先となるモジュールのタイプに対応した、システム定義のプライオリティキューク
ラスを使用します。各モジュールタイプに対して使用可能なシステム定義のクラスマップの一覧
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については、表 6：システム定義のタイプ キューイング クラス マップ, （21 ページ） を参照し
てください。
非プライオリティ キューについては、残りの帯域幅のうち各キューに割り当てる量を設定できま
す。デフォルトでは、デバイスは残りの帯域幅を非プライオリティ キューに均等に配分します。

（注）

プライオリティ キューが設定されている場合、もう一方のキューは、同じポリシー マップ内
の残りの帯域幅しか使用できません。

手順
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)# policy-map type タイプ キューイングのポリシー マップを設定し、
queuing [match-first]
指定したポリシー マップ名のポリシー マップ モー
{policy-map-name |
ドを開始します。ポリシー マップ名は、最大 40 文
que-dynamic}
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。

ステップ 3

switch(config-pmap-c-que)#
class type
queuingclass-queuing-name

タイプ キューイングのクラス マップを設定し、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。システム定義のプライオリティ キューのいず
れかを選択する必要があります。

ステップ 4

switch(config-pmap-c-que)#
priority [levelvalue]

このキューをプライオリティ キューとして選択しま
す。サポートされているプライオリティ レベルは 1
レベルだけです。

ステップ 5

switch(config-pmap-c-que)#
class type
queuingclass-queuing-name

タイプ キューイングのクラス マップを設定し、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。残りの帯域幅を設定する非プライオリティ
キューを選択します。デフォルトでは、残りの帯域
幅はシステムによって非プライオリティ キュー間で
均等に分配されます。

ステップ 6

switch(config-pmap-c-que)#
bandwidth remaining
percentpercent

残りの帯域幅の割合をこのキューに割り当てます。
範囲は 0 ～ 100 です。
他の非プライオリティ キューに対する帯域幅の残量
を割り当てるには、ステップ 5 ～ 6 を繰り返しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7

switch(config-pmap-c-que)# exit ポリシーマップ キュー 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。

ステップ 8

switch(config)# show
policy-map type queuing
[policy-map-name |
que-dynamic]

ステップ 9

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。

（任意）
設定済みのすべてのタイプ キューイングのポリシー
マップ、または選択したタイプ キューイングのポリ
シー マップについて、情報を表示します。

シェーピングの設定
（注）

デバイスは、パーセンテージ 100、50、33、25、12.5、6.25、3.13、1.07 のうち最も近い値を
シェイプ レートとして適用します。
出力キューに対してシェーピングを設定し、出力キューに最大レートを適用できます。ポリシー
マップの適用先となるモジュールのタイプに対応した、システム定義の出力キュー クラスを使用
します。各モジュール タイプに対して使用可能なシステム定義のクラス マップの一覧について
は、表 6：システム定義のタイプ キューイング クラス マップ, （21 ページ） を参照してくださ
い。

（注）

キューのシェーピング設定は、同じポリシー マップ内でプライオリティや帯域幅に依存しま
せん。

手順
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)# policy-map
type queuing [match-first]
{policy-map-name |
que-dynamic}

タイプ キューイングのポリシー マップを設定し、指
定したポリシー マップ名のポリシー マップ モードを
開始します。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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

switch(config-pmap-c-que)#
class type
queuingclass-queuing-name

タイプ キューイングのクラス マップを設定し、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。システム定義のプライオリティ キューのいずれ
かを選択する必要があります。

ステップ 4

switch(config-pmap-c-que)#
shape [average] {rate [bps |
kbps | mbps | gbps] |
percentpercent}

出力キューでの最大レートを割り当てます。データ
レートをビット レートで、または基になるインター
フェイスのリンクレートの割合として設定できます。
デフォルトのビット レートは bps です。データ レー
トは 8000 bps ～ 10 Gbps です。割合の範囲は 1 ～ 100
です。
自動ネゴシエーションに設定されたインター
フェイスに対しては、percent キーワードだ
けが使用できます。
他のキューイング クラスに対するシェーピングを設
定するには、ステップ 3 ～ 4 を繰り返します。
（注）

ステップ 5

switch(config-pmap-c-que)# exit ポリシーマップ キュー 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。

ステップ 6

switch(config)# show
policy-map type queuing
[policy-map-name |
que-dynamic]

ステップ 7

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 実行中の設定をスタートアップコンフィギュレーショ
ンに保存します。

（任意）
設定済みのすべてのタイプ キューイングのポリシー
マップ、または選択したタイプ キューイングのポリ
シー マップについて、情報を表示します。

キュー制限の設定
入力キューと出力キューの両方にキュー制限を設定できます。キュー制限を超えるパケットはす
べて、デバイスによってドロップされます。ポリシー マップの適用先となるモジュールのタイプ
に対応した、システム定義のキュー クラスを使用します。表 6：システム定義のタイプ キューイ
ング クラス マップ, （21 ページ）を参照してください。
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手順
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)# policy-map type タイプ キューイングのポリシー マップを設定し、指
queuing [match-first]
定したポリシー マップ名のポリシー マップ モード
{policy-map-name |
を開始します。ポリシー マップ名は、最大 40 文字
que-dynamic}
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。

ステップ 3

switch(config-pmap-que)# class タイプ キューイングのクラス マップを設定し、ポリ
type
シー マップ クラス キューイング モードを開始しま
queuingclass-queuing-name
す。システム定義のプライオリティ キューのいずれ
かを選択する必要があります。

ステップ 4

switch(config-pmap-c-que)#
queue-limit {threshold [packets
| bytes | kbytes | mbytes | ms |
us] |
percentpercent_of_queuelimit}

ステップ 5

switch(config-pmap-c-que)# exit クラス マップ キュー モードを終了し、ポリシー マッ
プ キュー モードを開始します。

ステップ 6

switch(config-pmap-que)# exit ポリシー マップ キュー 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。

ステップ 7

switch(config)# show
policy-map type queuing
[policy-map-name |
que-dynamic]

ステップ 8

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。

キューで使用されるキュー サイズまたはバッファ メ
モリの割合に基づいて、キュー制限を割り当てます。
指定したしきい値を超えるパケットはデバイスによっ
てドロップされます。しきい値は、パケット数、バ
イト数、または基になるインターフェイスで最低限
保証されたリンク レートでの時間間隔で設定できま
す。デフォルトのしきい値はパケット数です。サイ
ズは 1 ～ 83886080 です。時間間隔は 1 ～ 83886080
です。割合の範囲は 1 ～ 100 です。

（任意）
設定済みのすべてのタイプ キューイングのポリシー
マップ、または選択したタイプ キューイングのポリ
シー マップについて、情報を表示します。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィグレーション ガイド
131

M シリーズ I/O モジュールのキューイングおよびスケジューリングの設定
DSCP to Queue マッピングのイネーブル化

DSCP to Queue マッピングのイネーブル化
手順
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)# hardware qos
dscp-to-queue ingress module type
{all | f-series | m-series }

指定したモジュールで dscp-to-queue マッピ
ングをイネーブルにします。

ステップ 3

switch(config)# show hardware qos
dscp-to-queue ingress

（任意）
入力方向の dscp-to-queue マッピングのス
テータスに関する情報を表示します。

ステップ 4

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

（任意）
実行中の設定をスタートアップ コンフィ
ギュレーションに保存します。

キューイングおよびスケジューリングの設定の確認
キューイングとスケジューリングを設定するには、次のいずれかのタスクを実行します。
コマンド

目的

show class-map type queuing[class-queuing-name] 設定済みのすべてのタイプ キューイングのクラ
ス マップ、または選択したタイプ キューイン
グのクラス マップについて、情報を表示しま
す。クラス キューイング名については、表 6：
システム定義のタイプキューイングクラスマッ
プ, （21 ページ） を参照してください。
show policy-map type queuing [policy-map-name
| que-dynamic]

設定済みのすべてのタイプ キューイングのポリ
シー マップ、または選択したタイプ キューイ
ングのポリシー マップについて、情報を表示し
ます。

show policy-map system

システムの設定済みのすべてのポリシー マップ
に関する情報を表示します。
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コマンド

目的

show queuing interface
指定されたインターフェイスに関するキューイ
ethernetslot/port[.subinterface [module | summary] ング情報を表示します。

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of
Service Command Reference』を参照してください。

キューイングおよびスケジューリングの設定例
例：入力ポートの CoS 設定
（注）

入力ポートの CoS 値を設定すると、指定したインターフェイスが非信頼になります。

（注）

設定しようとしているポート タイプのデフォルトのキューを使用していることを確認してく
ださい。ポート タイプのデフォルトのキューについては、「モジュラ QoS コマンドライン イ
ンターフェイスの使用」を参照してください。
次に、1 ギガビット イーサネット ポートで入力ポートの CoS を設定する例を示します。
configure terminal
policy-map type queuing untrusted_port_cos
class type queuing 2q4t-in-q-default
set cos 5
interface ethernet 2/1
service-policy type queuing input untrusted_port_cos

次に、10 ギガビット イーサネット ポートに入力ポートの CoS を設定する例を示します。
configure terminal
policy-map type queuing untrusted_port_cos
class type queuing 8q2t-in-q-default
set cos 5
interface ethernet 2/1
service-policy type queuing input untrusted_port_cos

例：プライオリティおよびキュー制限の設定
次に、プライオリティ機能とキュー制限機能の設定例を示します。
configure terminal
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-pq1
match cos 5-7
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-q2
match cos 3-4
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-q3
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match cos 0-2
policy-map type queuing priority_queue1
class type queue 1p3q4t-out-pq1
priority
class type queue 1p3q4t-out-q2
bandwidth remaining percent 60
queue-limit 1 mbytes
class type queue 1p3q4t-out-q3
bandwidth remaining percent 40
queue-limit 2 mbytes

例：シェーピングおよびテール ドロップの設定
次に、シェーピング機能とテール ドロップ機能の設定例を示します。
configure terminal
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-pq1
match cos 5-7
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-q2
match cos 3-4
policy-map type queuing shape_dt
class type queue 1p3q4t-out-pq1
shape percent 50
queue-limit cos 5 percent 10
queue-limit cos 6 percent 10
class type queue 1p3q4t-out-q2
shape percent 25
queue-limit cos 4 percent 15

（注）

pq1 キューに対して priority キーワードを指定しない場合、そのキューはプライオリティ キュー
ではなく標準キューと見なされます。

例：帯域幅および WRED の設定
次に、COS キューに対する帯域幅機能と WRED 機能の設定例を示します。
configure terminal
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-pq1
match cos 5-7
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-q2
match cos 3-4
policy-map type queuing bandwidth_wred
class type queuing 1p3q4t-out-pq1
bandwidth percent 50
random-detect cos-based
random-detect cos 5 minimum-threshold percent 10 maximum-threshold percent 30
random-detect cos 6 minimum-threshold percent 40 maximum-threshold percent 60
class type queuing 1p3q4t-out-q2
bandwidth percent 25
random-detect cos-based
random-detect cos 4 minimum-threshold percent 20 maximum-threshold percent 40

次に、DSCP キューに対する帯域幅機能と WRED 機能の設定例を示します。
configure terminal
class-map type queuing match-any 8q2t-in-q1
match dscp 5-6
class-map type queuing match-any 8q2t-in-q2
match dscp 0-4
policy-map type queuing dscp_wred
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class type queuing 8q2t-in-q1
bandwidth percent 50
random-detect dscp-based
random-detect dscp 5 minimum-threshold percent 10 maximum-threshold percent 30
random-detect dscp 6 minimum-threshold percent 40 maximum-threshold percent 60
class type queuing 8q2t-in-q2
bandwidth percent 25
random-detect dscp-based
random-detect dscp 4 minimum-threshold percent 20 maximum-threshold percent 40

例：DSCP-to-queue マッピングのステータスの確認
以下の show hardware qos dscp-to-queue ingress コマンドからの出力サンプルでは、M シリーズ モ
ジュールの入力方向でイネーブルな DSCP-to-queue マッピングのステータスを表示しています。
Switch# show hardware qos dscp-to-queue ingress
status: Enabled
module_type : m-series

キューイングおよびスケジューリングの機能履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
表 33：キューイングおよびスケジューリングの機能履歴

機能名

リリース

機能情報

DSCP to Queue マッピング 6.2(2)

この機能が導入されました。

システム定義のキュー タ
イプ

システム定義のキュータイプの表が更新
され、Cisco Nexus 7710 スイッチおよび
Cisco Nexus 7718 スイッチで 4q8q ポリ
シーテンプレートの新しいシステム定義
のキュー タイプが追加されました。

6.2(2)

リリース 4.1(2) からの変更 5.1(1)
はなし

—
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章

F シリーズ I/O モジュールのキューイングお
よびスケジューリングの設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスの F シリーズ I/O モジュールに QoS キューイング機能とスケ
ジューリング機能を設定する方法について説明します。
• 機能情報の確認, 137 ページ
• キューイングおよびスケジューリングについて, 138 ページ
• キューイングおよびスケジューリングの前提条件, 149 ページ
• 注意事項と制約事項, 150 ページ
• キューイングおよびスケジューリングの設定, 153 ページ
• キューイングおよびスケジューリングの設定の確認, 158 ページ
• F シリーズ モジュールのキューイングおよびスケジューリングの設定例, 159 ページ
• F シリーズ モジュールのキューイングおよびスケジューリングの機能履歴, 160 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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キューイングおよびスケジューリングについて
F シリーズ モジュールでは、キューイング ポリシーは、ネットワーク qos ポリシーと密接に関連
しています。アクティブ化された各ネットワーク qos ポリシーの場合は、対応するデフォルトの
キューイング ポリシーがシステムのターゲットに自動的に選択されます。入力方向では、2 つま
たは 4 つのキュー（バッファ プール）がポリシー テンプレートに応じて形成されます。出方向で
は、Cisco Nexus 7710 スイッチおよび Cisco Nexus 7718 スイッチを除く Cisco Nexus 7000 シリーズ
デバイスで qos ポリシー テンプレートに対する 4 つの物理的なキューがあり、Cisco リリース 6.2(2)
以降では、8 つの物理的なキューに対するサポートがあります。
デフォルトで適用されるシステムキューイングポリシーは、ポート単位で上書きできます。一般
に、ユーザ設定のキューイング ポリシーは仮想デバイス コンテキスト（VDC）単位です。
入力キューイングは次の属性を決定します。
• キュー制限：サービス クラス（CoS）に割り当てるバッファの量。
• 帯域幅：データセンター ブリッジング機能交換プロトコル（DCBXP）を使用してアドバタ
イズされるプライオリティ グループ化と帯域幅割り当て。
• Cos のセット：信頼できないポートのデフォルト CoS（M1 モジュールと同様）。
出力キューイングは次の属性を決定します。
• 帯域幅：所定のキューおよびグループの差分加重ラウンドロビン（DWRR）。
• プライオリティ レベル：キューのプライオリティ レベル。
• 形状：キューのシェーパー。

入力キューイング
1.25 MB と一時停止が送信されてから送信中のフレームを吸収するための追加の 256 KB（合計 1.5
MB）を有するポート入力バッファを仕切るには入力キューイングを使用します。このバッファは
8 つの CoS 値の間で仕切られます。パーティション数は、所定のネットワークで qos テンプレー
トに対して固定されています。着信 CoS 値は、各パーティションにマップされます。各バッファ
のパーティションが入力キューと見なされます。
しきい値に達したときにポーズ フレームまたは再開フレームが生成される上限しきい値と下限し
きい値があります。この要件は、no-drop CoS のみに適用できます。送信中のフレームは、一時停
止が生成された後にスキッドバッファにより吸収されます。フレーム数がスキッドバッファのし
きい値を超えた場合、フレームはテール ドロップされます。drop eligible フレーム、非 DE フレー
ム、およびブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）フレームに対しドロップのしきい値が
3 つあります。ドロップ CoS の場合は、上限と下限のしきい値は同じです。
デフォルトのポリシー入力キューは次のように作成されます。
• ドロップ クラスごとに異なるキュー：
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ドロップ キュー = 70% バッファ、no-drop キュー = 30% バッファ
• 所定のドロップ クラス内のプライオリティ CoS および非プライオリティ CoS によって異な
るキュー
非プライオリティ キュー = 90% バッファ、プライオリティ キュー = 10% バッファ
各ネットワーク qos ポリシーには、対応するデフォルトの入力キューイング ポリシー（テンプレー
ト）があり、システムに自動的にアクティブ化されます。これには default-4q-8e-in-policy、
default-4q-7e-in-policy、default-4q-6e-in-policy、default-4q-4e-in-policy、default-8e-4q8q-in-policy、
default-7e-4q8q-in-policy、default-6e-4q8q-in-policy、default-4e-4q8q-in-policy、および
default-8e-4q4q-in-policy があります。
以下の表では、入力キューイングの定義済みクラス マップ名（キュー名）について説明します。
表 34：入力キューイングに対する定義済みクラス マップ

入力ポリシー マップ

入力クラス マップ名

default-4q-8e-in-policy

2q4t-8e-in-q1 および 2q4t-8e-in-q-default

default-4q-7e-in-policy

4q4t-7e-in-q1、4q4t-7e-in-q-default、
4q4t-7e-in-q3、および 4q4t-7e-in-q4

default-4q-6e-in-policy

4q4t-6e-in-q1、4q4t-6e-in-q-default、
4q4t-6e-in-q3、および 4q4t-6e-in-q4

default-4q-4e-in-policy

4q4t-4e-in-q1、4q4t-4e-in-q-default、
4q4t-4e-in-q3、および 4q4t-4e-in-q4

default-8e-4q4q-in-policy

4q1t-8e-4q4q-in-q1、4q1t-8e-4q4q-in-q-default、
4q1t-8e-4q4q-in-q3、および 4q1t-8e-4q4q-in-q4

default-8e-4q8q-in-policy（Cisco Nexus 7710/7718 8e-4q8q-in-q1、8e-4q8q-in-q-default、
スイッチでのみ）
8e-4q8q-in-q3、および 8e-4q8q-in-q4
default-7e-4q8q-in-policy（Cisco Nexus 7710/7718 c-7e-4q8q-drop-in、c-7e-4q8q-ndrop-in
スイッチのみ）
7e-4q8q-in-q1、7e-4q8q-in-q-default、および
7e-4q8q-in-q3
• default-7e-4q8q-drop-in-policy
7e-4q8q-in-q4
• default-7e-4q8q-ndrop-in-policy
default-6e-4q8q-in-policy（Cisco Nexus 7710/7718 c-6e-4q8q-drop-in および c-6e-4q8q-ndrop-in
スイッチのみ）
6e-4q8q-in-q1 および 6e-4q8q-in-q-default
• default-6e-4q8q-drop-in-policy
6e-4q8q-in-q3 および 6e-4q8q-in-q4
• default-6e-4q8q-ndrop-in-policy
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入力ポリシー マップ

入力クラス マップ名

default-4e-4q8q-in-policy（Cisco Nexus 7710/7718 c-4e-4q8q-drop-in および c-4e-4q8q-ndrop-in
スイッチのみ）
4e-4q8q-in-q1 および 4e-4q8q-in-q-default
• default-4e-4q8q-drop-in-policy
4e-4q8q-in-q3 および 4e-4q8q-in-q4
• default-4e-4q8q-ndrop-in-policy

（注）

• キューの命名規則は M1 モジュールと同様です。また、キューイング クラス マップを参
照し、CoS to queue マップを変更するプロセスもまた M1 モジュールと同様です。
• ポートがポート チャネルの一部になると、そのポートはポート チャネルのポリシーを継
承します。ポートがポート チャネルから移動と、デフォルトのシステム キューイング ポ
リシーはそのポートでアクティブになります。
デフォルトでは、キューイング ポリシーがプライオリティ CoS 値（CoS 5 ～ 7）および非プライ
オリティ CoS 値（CoS 0 ～ 4）を異なる入力キュー（IVL）にマップします。入力キューへの CoS
のマッピングは、デフォルトの VDC から設定され、その設定はシステム全体に適用されます。
ネットワーク管理者のユーザ ロールは、CoS を IVL に変更するときに必要になります。
Cisco NX-OS 6.1 リリース以降では、2q4t-8e-in-q1 クラス マップと 2q4t-8e-in-q-default クラス マッ
プを指定して match dscp コマンドを使用することにより、F2 モジュールで入力方向に対して DSCP
to IVL をサポートできます。

（注）

Cisco NX-OS 6.1(2) リリース以降では、DSCP to IVL は F2e モジュールを使用して IPv6 でサポー
トされます。
match dscp コマンドのガイドラインは次のとおりです。
• match dscp コマンドは、関連付けられた少なくとも 1 つの CoS 値を持つキューにのみ適用可
能です。すべての DSCP 値がデフォルト以外の入力キューにマッピングされていない場合、
デフォルト キューには関連付けられた CoS 値が必要です。
• DSCP キューイングは、ユーザがすべての match dscp コマンドを（no match ステートメント
を使用して）削除すると自動的に無効になります。
• match dscp コマンドが 2q4t-8e-in-q1 クラス マップで使用され複数の DSCP 値が設定される
と、残りの DSCP 値はすべて、デフォルト キューに自動的にマッピングされます。
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ブリッジド トラフィック

DSCP to ingress queue がイネーブルの場合、
入力キュー選択は DSCP 値に基づきます。た
だし、出力キュー選択はパケットの CoS 値に
基づきます。CoS 値が存在しない場合、パ
ケットはすべて CoS 0 として受け付けられま
す。
この動作をオーバーライドして出力キューの
選択に DSCP を使用するには、入力 QoS ポ
リシーを適用する必要があります。入力 QoS
ポリシーで、DSCP 値を照合し、set dscp value
コマンドを使用して、その DSCP にクラス
マップの一致した DSCP と同じ値を設定しま
す。
CoS to ingress queue がイネーブルの場合、入
力キュー選択は CoS 値に基づきます。出力
キュー選択は、非 IP パケットなどのパケッ
トの CoS 値に基づきます。CoS 値が存在しな
い場合、パケットはすべて CoS 0 として受け
付けられます。
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プロキシモードのないルーティングされたト ポート タイプ Layer 3-to-Layer L3/SVI の場
ラフィック（ネイティブな F シリーズ モ
合：DSCP-to-ingress queue がイネーブルの場
ジュール）
合、入力キュー選択は DSCP に基づきます。
ただし、入力ポートがレイヤ 3 タイプの場
合、出力キュー選択は DSCP 値に基づきま
す。
サブインターフェイスに対して CoS-to-ingress
queue がイネーブルの場合、入力キュー選択
は CoS に基づきます。ただし、入力ポートが
レイヤ 3 タイプ（サブインターフェイス）の
場合、パケットはルーティングされ
DSCP-to-egress queue が生じるため、出力
キュー選択は DSCP 値に基づきます。
ポート タイプ Layer 2 SVI-to-SVI Layer 2 の場
合：出力キューの選択は DSCP 値に基づきま
す。入力で DSCP-to-ingress queue がイネーブ
ルかどうかには依存しません。
CoS-to-ingress queue がイネーブルの場合、入
力キュー選択は CoS に基づきます。転送決定
が CoS 値を使用して出力キューを取得するた
め、出力キュー選択は CoS 値（CoS 値がない
場合は 0）に基づきます。出力キュー選択に
DSCP/CoS 値を使用するには、タイプ QoS ポ
リシーを適用して、DSCP 値を one-to-one に
変換するか one-to-one に設定します。
プロキシ モードでルーティングされたトラ DSCP-to-ingress queue がイネーブルの場合、
フィック（F シリーズ モジュールと M シリー 入力キュー選択は DSCP に基づきます。ただ
ズ モジュールの混合）
し、パケットは M シリーズ モジュールでプ
ロキシ ルーティングされ DSCP-to-egress queue
が生じるため、出力キュー選択は DSCP 値に
基づきます。
CoS-to-ingress queue がイネーブルの場合、入
力キュー選択は CoS に基づきます。ただし、
パケットは M シリーズ モジュールでプロキ
シ ルーティングされ DSCP-to-egress queue が
生じるため、出力キュー選択は DSCP 値に基
づきます。

次の表の例は、特定の DSCP 値を設定するために 2q4t-8e-in-q1 クラス マップで match dscp コマン
ドが使用される場合を示しています。
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コマンド

説明

class-map type queuing match-any 2q4t-8e-in-q1 match dscp コマンドによって設定された値は、
show run コマンドで表示されます。
match cos 5-7
match dscp 40-45
class-map type queuing match-any
2q4t-8e-in-q-default

残りの DSCP 値（0 ～ 39、46 ～ 63）はデフォ
ルト キューに自動的にマッピングされます。

match dscp 0-39,46-63.

デフォルト キューに関連付けられた値は、show
run コマンドで表示されません。これらの値は
ハードウェアで暗黙的にプログラムされます。

class-map type queuing match-any
2q4t-8e-in-q-default

特定の DSCP 値がデフォルト キュー
（2q4t-8e-in-q-default）にマッピングされると、
残りの DSCP 値は、デフォルト キューに自動的
にマッピングされます。

match dscp 40-45

残りの DSCP 値をすべてデフォルト キューに指
定するときの制約はありません。
match dscp コマンドによって設定された値は、
show run コマンドで表示されます。
class-map type queuing match-any
2q4t-8e-in-q-default
match dscp 0-39,46-63

DSCP 値（0 ～ 39、46 ～ 63）はデフォルト
キュー（2q4t-8e-in-q-default）に自動的にマッピ
ングされます。
デフォルト キューに関連付けられた値は、show
run コマンドで表示されません。これらの値は
ハードウェアで暗黙的にプログラムされます。

（注）

デフォルトのキューイング ポリシー マップの変更は、フレームのドロップを招きかねない破
壊的な操作です。
各入力キューに帯域幅のパーセンテージを割り当てることができます。各キューおよび帯域幅の
CoS 値（プライオリティ グループ）は、DCBXP を使用してピアにリレーされます。
Enhanced Transmission Selection（ETS：プライオリティに基づいてキューのスケジューリングを指
定する）を実装して、非 8e ネットワーク qos ポリシー テンプレート内のドロップ クラスおよび
no-drop クラスの両方を定義するとキューイングは階層的なパターンに従います。階層型キューイ
ング パターンでは、クラス内のキューは最初のレベルのバッファに対して設定され、キューイン
グ グループ間のバッファは第 2 レベルで設定されます。
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入力キューのサイズ（バッファ）を調整するには queue-limit コマンドを使用します。キューに割
り当てられる全バッファの割合を定義できます。queue-limit コマンドの詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Command Reference』を参照してください。
入力キューのトラフィック クラス（CoS）に割り当てられた帯域幅を制御するには bandwidth コ
マンドを使用します。入力キューのトラフィック クラスに割り当てられた帯域幅は、スイッチに
は影響しません。代わりに、ピアが送信するトラフィック クラス（CoS）の帯域幅の指標として
帯域幅情報をピアに送信します。bandwidth コマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS Quality of Service Command Reference』を参照してください。
set cos コマンドは、デフォルトのキューで信頼できないポートを作成するためにデフォルトの
キューでのみ使用できます。
Cisco NXOS 6.2(2) リリース以降では、デフォルトの dscp 値が F シリーズ モジュール上の次の 5
つのテンプレートすべてに提供されます。
• default-nq-4e-policy template 4e
• default-nq-6e-policy template 6e
• default-nq-7e-policy template 7e
• default-nq-8e-policy template 8e
• default-nq-8e-4q4q-policy template 8e-4q4q
次の表に、4q モード テンプレートに対するデフォルトの dscp 値を示します。
入力キュー

DSCP マップ値

テンプレート：default-nq-4e-policy template 4e
4q4t-4e-in-q-default

0 ～ 39

4q4t-4e-in-q1

40 ～ 63

4q4t-4e-in-q3

—

4q4t-4e-in-q4

—

default-nq-6e-policy template 6e
4q4t-6e-in-q-default

0 ～ 39

4q4t-6e-in-q1

40 ～ 63

4q4t-6e-in-q3

—

4q4t-6e-in-q4

—

default-nq-7e-policy template 7e
4q4t-7e-in-q-default

0 ～ 15
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入力キュー

DSCP マップ値

4q4t-7e-in-q1

40 ～ 63

4q4t-7e-in-q3

16 ～ 39

4q4t-7e-in-q4
default-nq-8e-policy template 8e
2q4t-8e-4q4q-in-q-default

0 ～ 39

2q4t-8e-4q4q-in-q1

40 ～ 63

default-nq-8e-4q4q-policy template 8e-4q4q
4q1t-8e-4q4q-in-q-default

0 ～ 15

4q1t-8e-4q4q-in-q1

40 ～ 63

4q1t-8e-4q4q-in-q3

24 ～ 39

4q1t-8e-4q4q-in-q4

16 ～ 23

同様に、デフォルトの dscp 値は Cisco 7710/7718 スイッチの入力キューにマッピングされます。

出力キューイング
ポートの出力キューからのトラフィックをスケジューリングする方法を決定するために出力キュー
イングを使用します。クラス マップ名はキューを表し、一致 CoS はそれらにマッピングされた
CoS 値を表します。出力クラス マップを変更し、CoS を一致させ、目的の CoS-to-queue マッピン
グを達成できます。

（注）

CoS のリマッピングは、完全な F シリーズ VDC のみでサポートされます。これは F シリー
ズ/M1 混合 VDC ではサポートされません。
各出力ポートには、0.7 MB のバッファがあり、8 つの CoS 値に均等に分散されます。CoS には、
約 0.1 MB のバッファがあります。
デフォルトのポリシー出力キューは次のように作成されます。
• ドロップ CoS および no-drop CoS は異なるキューにマッピングする必要があります。
• プライオリティ CoS は、完全優先（SP）キューにマッピングされます。すべての非プライオ
リティの CoS 値は DWRR キューにマッピングされます。
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• すべての非 8e テンプレートについては、第 2 レベルのスケジューリングが使用されます。

（注）

• 出力キューのサイズは固定されており、ユーザは設定できません。
• Cisco Nexus 7710 スイッチおよび Cisco Nexus 7718 スイッチを除き、出力ポートには 4 つ
のキューがあり、Cisco リリース 6.2(2) 以降では、8 つのキュー（4q8q モード）に対する
サポートがあります。
各ネットワーク qos ポリシーには、対応するデフォルトの出力キューイング ポリシー（テンプレー
ト）があり、システムに自動的にアクティブ化されます。これには、default-4q-8e-out-policy、
default-4q-7e-out-policy、default-4q-6e-out-policy、default-4q-4e-out-policy、default-8e-4q8q-out-policy、
default-7e-4q8q-out-policy、default-6e-4q8q-out-policy、default-4e-4q8q-out-policy、
default-8e-4q4q-out-policy などがあります。柔軟な出力キュー設定は、次のキュー タイプに基づい
ています。1p7qlt-8e、1p7qlt-7e、1p3q1t-8e、1p3q1t-7e、2p2q1t-4e、2p6q1t-4e、3p1q1t-6e、および
3p5qlt-6e。
Cisco Nexus 7710 スイッチおよび Cisco Nexus 7718 スイッチの場合は、7e-4q8q、6e-4q8q および
4e-4q8q テンプレートで階層型スケジューリング パターンに従います。
以下の表では、出力キューイングの定義済みクラス マップ名（キュー名）について説明します。
表 35：出力キューイングに対する定義済みクラス マップ

出力ポリシー名

出力クラス マップ名

default-4q-8e-out-policy

1p3q1t-8e-out-pq1、1p3q1t-8e-out-q2、
1p3q1t-8e-out-q3、および 1p3q1t-8e-out-q-default

default-4q-7e-out-policy

1p3q1t-7e-out-pq1、1p3q1t-7e-out-q2、
1p3q1t-7e-out-q3、および 1p3q1t-7e-out-q-default

default-4q-6e-out-policy

3p1q1t-6e-out-pq1、3p1q1t-6e-out-pq2、
3p1q1t-6e-out-pq3、および 3p1q1t-6e-out-q-default

default-4q-4e-out-policy

2p2q1t-4e-out-pq1、2p2q1t-4e-out-pq2、
2p2q1t-4e-out-q3、および 2p2q1t-4e-out-q-default

default-8e-4q4q-out-policy

1p3q1t-8e-4q4q-out-pq1、1p3q1t-8e-4q4q-out-q2、
1p3q1t-8e-4q4q-out-q3、および
1p3q1t-8e-4q4q-out-q-default

default-8e-4q8q-out-policy（Cisco Nexus 7710/7718 8e-4q8q-out-q1（プライオリティ キュー）、
スイッチのみ）
8e-4q8q-out-q2、8e-4q8q-out-q3、8e-4q8q-out-q4、
8e-4q8q-out-q5、8e-4q8q-out-q6、8e-4q8q-out-q7、
および 8e-4q8q-out-q-default
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出力ポリシー名

出力クラス マップ名

default-7e-4q8q-out-policy（Cisco Nexus 7710/7718 c-7e-4q8q-drop-out および c-7e-4q8q-ndrop-out
スイッチのみ）
7e-4q8q-out-q1（プライオリティ キュー）、
7e-4q8q-out-q2、7e-4q8q-out-q3、7e-4q8q-out-q4、
• default-7e-4q8q-drop-out-policy
7e-4q8q-out-q6、7e-4q8q-out-q7、および
• default-7e-4q8q-ndrop-out-policy
7e-4q8q-out-q-default
7e-4q8q-out-q5
default-6e-4q8q-out-policy（Cisco Nexus 7710/7718 c-6e-4q8q-drop-out および c-6e-4q8q-ndrop-out
スイッチのみ）
6e-4q8q-out-q1（プライオリティ キュー）、
6e-4q8q-out-q2、6e-4q8q-out-q3、6e-4q8q-out-q6、
• default-6e-4q8q-drop-out-policy
6e-4q8q-out-q7、および 6e-4q8q-out-q-default
• default-6e-4q8q-ndrop-out-policy
6e-4q8q-out-q4（プライオリティ キュー）およ
び 6e-4q8q-out-q5（プライオリティ キュー）
default-4e-4q8q-out-policy（Cisco Nexus 7710/7718 c-4e-4q8q-drop-out および c-4e-4q8q-ndrop-out
スイッチのみ）
4e-4q8q-out-q1（プライオリティ キュー）、
4e-4q8q-out-q2、4e-4q8q-out-q3、および
• default-4e-4q8q-drop-out-policy
4e-4q8q-out-q-default 4e-4q8q-out-q4（プライオリ
• default-4e-4q8q-ndrop-out-policy
ティ キュー）、4e-4q8q-out-q5、および
4e-4q8q-out-q6、4e-4q8q-out-q7

入力 CoS to queue マップに関係なく、match cos コマンドを使用して出力 CoS to queue マップを変
更して、目的の CoS to queue マッピングを設定することができます。
出力キューは、両方のドロップクラスが存在する場合、階層型スケジューリングパターンに従い
ます。詳細については、「入力キューイング」の項を参照してください。所定のネットワーク qos
テンプレートの場合、出力キューイングの設定（DWRRキューの数、プライオリティ キューの数
およびスケジューリング階層）は固定されます。所定ポートに対する帯域幅の割合、プライオリ
ティ レベルおよびシェーパーを変更できます。
出力キュー（トラフィック クラス）に割り当てられた帯域幅を制御するには bandwidth コマンド
を使用します。bandwidth コマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of
Service Command Reference』を参照してください。

（注）

帯域幅とプライオリティは、クラス マップ（キュー）で相互に排他的です。
トラフィックのあるクラスが他のクラスに対して低遅延要件を持つように指定するには priority
コマンドを使用します。トラフィックキューに対するプライオリティレベルを高または低に設定
できます。完全優先サービス モデルの複数のレベルを定義するには、priority コマンドを使用しま
す。priority コマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Command
Reference』を参照してください。
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シェーパーはパーセント値で設定でき、任意のキューでイネーブルにできます。トラフィックの
クラスが最大レートを持ち、発信トラフィックがスムーズな出力レートを持つように指定するに
は shape コマンドを使用します。スムーズな出力レートを達成するために、超過パケットがキュー
に保持され、後で送信される予定です。shape コマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000
Series NX-OS Quality of Service Command Reference』を参照してください。

（注）

シェーパーは、プロファイルに適合しない超過トラフィックをバッファ内にキューイングする
ことでフローをシェーピングしてそのトラフィックを遅らせます。

F3 シリーズ モジュールでの共有バッファ キューイング
（注）

この機能は、F3 シリーズ モジュールでのみ使用できます。他のモジュールで共有バッファ
キューイングを設定しようとすると、スイッチはエラーを返します。
Cisco NX-OS リリース 6.2(10) から、QoS バッファを専用バッファと共有バッファに分割できま
す。CoS 値に基づいた専用バッファのみがある場合、他のキューの一部に関連付けられたメモリ
がアイドル状態であるにもかかわらず、1 つのキューのトラフィックが非常に多量になる場合が
あります。共有バッファプールはこの問題に対処します。共有バッファはポートグループのポー
ト間にあります。
共有バッファ キューイングはデフォルトではディセーブルです。
この機能をイネーブルにする場合、特定のモジュールごとにイネーブルにします。共有バッファ
キューイングをイネーブルにすると、デフォルトでは、指定されたモジュールが 50:50 になるよ
うに、そのキューは専用と共有のバッファ プールに均等に分割されます。専用バッファ プール
は、これまでどおりに常に機能し続けます。
次に、別の比率を使用する場合、コマンド ライン インターフェース（CLI）を使用して、指定さ
れたモジュールでのポート グループあたりの比率を変更します。最初に、特定のモジュールに対
するポートグループを指定し、続いて、そのポートグループのデフォルトのキュー制限の比率を
変更できます。そのモジュールでの別のポート グループに対するデフォルトのキュー制限の比率
を変更する場合は、ポート グループごとに別々にコマンドを入力する必要があります。
最後に、指定したポート グループにカスタム キューイング ポリシーを適用できます。

（注）

グローバル レベルの共有バッファ キューイングがディセーブルの場合、その VDC でのすべて
のポート グループの共有バッファはディセーブルです。グローバル レベルがイネーブルの場
合、VDC でのすべてのポート グループはイネーブルです。
共有バッファ キューイングは、物理インターフェイスのポート グループにのみ適用されます。
ポート グループでの共有バッファ キューイングは、ポート チャネルでのメンバーシップとは関
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係ありません。したがって、ポートチャネルのメンバーは、異なる共有バッファキューイングを
設定している場合があります。
コマンドは、動作している VDC でのポートにのみ適用されます。この VDC からポート グループ
を移動すると、共有バッファ キューイング機能はデフォルトのディセーブル状態に戻ります。
ポート グループを VDC に移動すると、ポート グループは、その VDC のグローバルな共有バッ
ファの設定を前提とします（たとえば、共有バッファが VDC でイネーブルの場合、新たに移動し
たポート グループに対してもイネーブルです）。最後に、この機能がイネーブルな VDC からす
べてのポート グループが削除される場合、ポートのないその VDC に対する共有バッファはデフォ
ルトのディセーブル状態に戻ります。
共有バッファをイネーブルにすると、共有バッファプールは、デフォルトの入力キューイングポ
リシーで、アクティブなテンプレートを使用して設定されます。テンプレートを変更すると、共
有バッファの設定は、この機能を直前に設定したまま、イネーブルまたはディセーブルのいずれ
かで残ります。次に、共有バッファは、新しいテンプレートの入力キューイング ポリシーに基づ
いて再設定されます。ユーザ定義ポリシーがポート グループに付加されていない場合、デフォル
トの同じ入力キューイング ポリシーが、専用バッファ プールと同様に、共有バッファ プールに
適用されます。

（注）

ポート グループにユーザ定義ポリシーが付加されている場合、テンプレートは変更できませ
ん。テンプレートを変更するには、最初にポート グループからすべてのユーザ定義キューイ
ング ポリシーを削除する必要があります。
共有バッファ キューイングをイネーブルにし、設定する場合、共有バッファ プールは専用バッ
ファキューの前に使用されます。必要なドロップされたパケットは専用バッファプールから取得
され、一時停止は専用バッファ プールから常に考慮されます。

（注）

cos2q マップおよび dscp2 マップの適用範囲はグローバルです。共有バッファ プールには同じ
マップが適用されます。

キューイングおよびスケジューリングの前提条件
キューイングおよびスケジューリングの前提条件は、次のとおりです。
• 「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」に精通している。
• スイッチにログインしている。
• 正しい VDC 内にいる。VDC は、一連のシステム リソースを論理的に表現する用語です。
switchto vdc コマンドでは VDC 番号を指定できます。
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注意事項と制約事項
F シリーズ モジュールのキューイングおよびスケジューリングの設定に関する注意事項および制
約事項は、次のとおりです。
• アクティブ化しているキューイング ポリシーは、システム ネットワーク qos ポリシーと一致
している必要があります。
• デフォルトのキューイング ポリシーは、システム ターゲット（すべての F シリーズ モジュー
ル ポートを含む）に付随しています。それは、default-in-policy が各ポートに単独で付随して
いる M1 シリーズの設定とは異なっています。
• 所定のポートに付随するキューイング ポリシーは、そのポートのシステム キューイング ポ
リシーを上書きします。
• 出力キューへの DSCP 選択の DSCP 値 2 ～ 7 は、CoS 2 ～ 7 の値と同じに設定されます。こ
の設定を変更するには、タイプ QoS ポリシーにアクセスし、set cos コマンドを使用して特定
の出力キューを変更します（アクセス、トランク、ルーテッドなど、すべてのタイプのイン
ターフェイスに適用可能）。
• VLAN 設定での出力ポリシーは、CoS での set match をサポートしません。
• VLAN 設定での出力ポリシーは、QoS グループまたは廃棄クラスの set をサポートしません。
• 入力タイプ QoS ポリシーは、set dscp/cos と set qos-group コマンドをサポートしています。
set dscp/cos または set qos-group のいずれかを設定できます。両方を設定することはできませ
ん。これらの設定の間でいつでも移行できます。
• F シリーズ モジュールは、QoS ポリシーの次のコマンドをサポートしていません。
◦ set discard-class または match discard-class
◦ set qos-group または match qos-group
• F シリーズ モジュールは、入力キューイング ポリシーの WRED をサポートしていません。
• F2 モジュールは、M1 モジュールもスイッチにインストールされている場合は、CoS-to-queue
マッピングの変更をサポートしません。
• F シリーズ モジュールと M2 モジュールはプライオリティ キューのシェーピングをサポート
します。M1 モジュールはプライオリティ キューのシェーピングをサポートしません。
• F シリーズ モジュールと M2 モジュールはプライオリティ キューのシェーピングをサポート
します。M1 モジュールはプライオリティ キューのシェーピングをサポートしません。
• 4 つの入力バッファをサポートする default-nq-8e-4q4q-policy テンプレートについては、以下
を参照してください。
◦ default-nq-8e-4q4q-policy テンプレートは、F2 モジュールのみでサポートされます。
◦ F1 モジュールがオンラインの場合、default-nq-8e-4q4q-policy テンプレートは、システム
qos に付加できません。
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◦ default-nq-8e-4q4q-policy テンプレートがシステム qos に付加されている場合、F1 モジュー
ルはオンラインになることができます。ただし、F1 モジュールのすべてのインターフェ
イスは、対応する VDC の未割り当てプールになります。
◦ ソフトウェアのダウングレードを無停止にするには、ソフトウェアのダウングレード前
に以下を行う必要があります。
◦ すべてのユーザ定義およびクローンの 8e-4q4q テンプレート キューイング ポリシー
を、各 VDC ですべてのインターフェイスから手動で削除する必要があります。
◦ default-nq-8e-4q4q-policy またはユーザ定義/クローンの 8e-4q4q テンプレート ネッ
トワーク qos ポリシーを、システム qos から削除する必要があります。
◦ すべてのユーザ定義およびクローンの 8e-4q4q テンプレート ネットワーク qos ポリ
シーを、デフォルト VDC から手動で削除する必要があります。
◦ すべてのユーザ定義の 8e-4q4q テンプレート キューイング ポリシーをすべての
VDC から手動で削除する必要があります。
◦ デフォルトの VDC で clear qos policies 8e-4q4q コマンドを使用して、デフォルトの
8e-4q4q テンプレート ポリシーをクリアします。このコマンドは 8e-4q4q テンプ
レート ポリシーの PPF（ポリシー伝搬機能）ノードをクリアします。
◦ clear qos policies 8e-4q4q コマンドの実行後、インサービス ソフトウェア ダウング
レード（ISSD）を実行する必要があります。ISSD が実行されないと、予期せぬ結
果が発生する可能性があります。
◦ clear qos policies 8e-4q4q コマンドは、デフォルトの VDC でのみサポートされます。デ
フォルトの VDC でこのコマンドを使用すると、デフォルト以外の VDC で 8e-4q4q
policy-maps をクリアすることもできます。
◦ F2 モジュールをリロードすると、すべてのクリアされたデフォルトの 8e-4q4q テンプ
レート関連ポリシーマップが clear qos policies 8e-4q4q コマンドを使用して稼働します。
◦ デフォルトの 8e-4q4q-policy テンプレートは、ソフトウェア アップグレードが完了する
と公開されます。
• Cisco 7710/7718 スイッチと、これらのスイッチで 8 つの出力キューをサポートする 4 つのデ
フォルトの 4p8q ポリシー テンプレートについては以下を参照してください。
◦ デフォルトの 4q8q ポリシー テンプレートは、Cisco Nexus 7710 スイッチおよび Cisco
Nexus 7718 スイッチでのみサポートされ、デフォルトでイネーブルになっています。
◦ デフォルトの 4q8q ポリシー テンプレートは、F2e モジュールでのみサポートされます。
◦ DSCP キューイングは、Cisco Nexus 7710/7718 スイッチ上でデフォルトでイネーブルに
なっています。スイッチ上でDSCPキューイングをディセーブルにするには、nohardware
qos dscp-to-queue コマンドを使用する必要があります。hardware qos dscp-to-queue
command module type command コマンドを使用して、DSCP キューイングを再度イネー
ブルにすることができます。
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• match dscp コマンドについては以下の情報を参照してください。
◦ 8E テンプレートに対する F2 モジュールの入力キューのみをサポートします。（これ
は、出力キュー、M1 キュー、またはファブリック qos キューをサポートしません）。
◦ CoS 値の使用に対する制約なしで、関連付けられた少なくとも 1 つの CoS 値を持つ入力
キューのみをサポートします。
◦ ユーザ定義のクラス マップで使用できません。
◦ ユーザ コンフィギュレーション セッションでは使用できません。
◦ ISSD に対してディセーブルにしなければなりません（ディセーブルにされていない場
合、ISSD は停止します）。
◦ DSCP to IVL マッピングは、デフォルトでディセーブルになっています。
◦ queue-limit コマンドは、CoS 値または DSCP 値に基づいて指定できません。設定された
queue-limit のサイズは DSCP 値および CoS 値の両方に適用されます。
◦ どれくらいのパケットが DSCP または CoS で一致したかを区別するために、追加統計情
報は生成されません。
◦ DSCP to IVL がイネーブルの場合、インターフェイスは DSCP 値を IP パケットに対し信
頼できる値として使用し、CoS 値は、非 IP パケットに対して信頼されます。
◦ DSCP to IVL マッピングは、Cisco Nexus 7710/7718 スイッチでデフォルトでイネーブル
になっています。DSCP to IVL マッピングをディセーブルにするには、no hardware qos
dscp-to-queue コマンドを使用する必要があります。
◦ FabricPath インターフェイスの DSCP to IVL マッピングはサポートされません。
◦ IPv6 パケットの DSCP to IVL マッピングはサポートされません。
◦ DSCP to IVL マッピングの変更は中断を伴う操作で、BFD/ルーティング プロトコルがフ
ラップする場合があります。
• ポート グループのポート間での共有バッファ キューイングは、F3 シリーズ モジュールでの
み使用可能です。
• 共有バッファは、8e および 8e-4q4q テンプレートでのみサポートされます。
• ブレークアウト ポートは共有バッファをサポートしません。
• M1、M2、F1、F2、および F2e モジュールは共有バッファをサポートしません。
• ユーザ定義ポリシーが付加されたポート チャネルのポートでは、この同じユーザ定義ポリ
シーがポート グループに付加されていることが必要です。
• ユーザ定義ポリシー マップがポート グループに付加されている場合、set cos および bandwidth
コマンドはそのポート グループに適用されません。
• 共有バッファ キューイングは FEX Hif ポートに適用されません。
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• 出力のサービス クラス（CoS）のキュー マッピングを変更する場合は、変更間隔の最小制限
時間として必ず 2 または 3 秒を指定してください。これを行わないと、トラフィックのド
ロップが継続して発生する可能性があります。
• M3 モジュールは、出力ドロップに対してキュー単位のカウンタ（マルチキャスト、不明、
ユニキャスト、ブロードキャスト）をサポートしていません。出力のドロップは、ポート単
位および Q-Default カウンタ単位で行われます。
• M3 モジュールでは 8e テンプレートだけがサポートされます。
• M3 モジュールは、default-nq-8e-4q8q-policy を含む network-qos テンプレートのみをサポート
しています。default-nq-4e-4q8q-policy、default-nq-6e-4q8q-policy、default-nq-7e-4q8q-policy、
default-nq-8021qav-4q8q-policy はサポートされません。
• M3 モジュールは、network-qos テンプレートのみをサポートしています。このテンプレート
には、MTU サイズと一致するすべての CoS 値が含まれています。
• デフォルトでは、dot1q-tunnel ポートは非信頼であるため、すべてのデータ トラフィックは
dot1q-tunnel ポートのデフォルト キューに収容されます。

キューイングおよびスケジューリングの設定
キューイングおよびスケジューリングを設定するには、インターフェイスの一方のトラフィック
方向に適用するタイプ キューイングのポリシー マップを作成します。これらの方法の 1 つに従っ
てキューイング ポリシーを設定できます。
• 定義済みポリシーのコピー：キューイング ポリシーのテンプレートをコピーし、必要に応じ
て変更できます。

（注）

入力または出力キューイング ポリシーをコピーする場合、階層型キューイン
グ ポリシーに関する内部ポリシーもコピーしています。コピーすると、default
サブストリングと policy サブストリングが取り除かれるため、デフォルトのポ
リシー名が短くなります。

• ユーザ定義のポリシー：システム定義のキューイング ポリシー テンプレートの 1 つに準拠
するキューイング ポリシーを作成できます。
ポリシー マップおよびクラス マップについては、「モジュラ QoS コマンドライン インターフェ
イスの使用」を参照してください。

入力キューイング ポリシーの設定
入力キューイングポリシーを変更できるのは、ポートがシステムデフォルトから継承したデフォ
ルトのポリシーを変更する場合のみです。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# qos copy policy type
システム定義のキューイング ポリシーをコピー
queuing default-4q-8e-in-policy し、プレフィックスまたはサフィックス付きの名
{prefixprefix | suffixsuffix}
前に変更します。

ステップ 2

switch# show policy-map type
queuing [policy-map-name]

（任意）
コピーして名前を変更したキューイングポリシー
を表示します。

ステップ 3

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 4

switch(config)# policy-map type タイプキューイングのポリシーマップを設定し、
queuing [policy-map-name]
指定したポリシーマップ名のポリシーマップモー
ドを開始します。ポリシー マップ名には、最大
40 文字の英字、ハイフン、またはアンダースコア
を使用でき、大文字と小文字が区別されます。

ステップ 5

switch(config)# class type
queuing [2q4t-8e-in-q-default |
2q4t-8e-in-q1]

タイプ キューイングのクラス マップを設定し、
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。

ステップ 6

switch(config)# queue-limit
percent [1-100]

キューにキュー制限を設定します。範囲は 1 ～
100 です。
ポリシー内のすべてのキューに対する
キュー制限の合計が 100 を超えること
はできません。
この例では、キュー制限が 2q4t-8e-in-q-default で
は 40 %、2q4t-8e-in-q1 では 60 % に設定されてい
ます。
（注）

ステップ 7

switch(config-pmap-c-que)#
bandwidth percent [1-100]

ステップ 8

switch(config-pmap-c-que)# exit ポリシーマップキューモードを終了し、コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 9

switch(config)# service-policy
type queuing input
[policy-map-name]

ステップ 10

switch(config)# show policy-map （任意）
type queuing [policy-map-name] 設定済みのすべてのタイプ キューイングのポリ
シー マップ、または選択したタイプ キューイン

ピアとのやり取りのためキューにマッピングされ
た CoS 値に帯域幅を割り当てます。範囲は 1 ～
100 です。

ポリシーをインターフェイスに適用します。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィグレーション ガイド
154

F シリーズ I/O モジュールのキューイングおよびスケジューリングの設定
出力キューイング ポリシーの設定

コマンドまたはアクション

目的
グのポリシー マップについて、情報を表示しま
す。

ステップ 11

switch(config)# show policy-map （任意）
interface ethernet [slot/port]
イーサネット インターフェイスのサービス ポリ
シーに関する情報を表示します。

出力キューイング ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# qos copy policy type
queuing default-4q-8e-in-policy
{prefixprefix | suffixsuffix}

システム定義のキューイング ポリシーをコピー
し、プレフィックスまたはサフィックス付きの
名前に変更します。

ステップ 2

switch# show policy-map type
queuing [policy-map-name]

（任意）
コピーして名前を変更したキューイング ポリ
シーを表示します。

ステップ 3

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 4

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

タイプ キューイングのポリシー マップを設定
し、指定したポリシー マップ名のポリシーマッ
プ モードを開始します。ポリシー マップ名に
は、最大 40 文字の英字、ハイフン、またはアン
ダースコアを使用でき、大文字と小文字が区別
されます。

ステップ 5

switch(config)# class type queuing タイプ キューイングのクラス マップを設定し、
[1p3q1t-8e-out-pq1 |
ポリシー マップ クラス キューイング モードを
1p3q1t-8e-out-q-default |
開始します。
1p3q1t-8e-out-q2 |
1p3q1t-8e-out-q3]

ステップ 6

switch(config-pmap-c-que)#
bandwidth percent [1-100]

指定した値にすべての入力パケットの帯域幅を
割り当てます。範囲は 1 ～ 100 です。また、
Gbps、Mbps、Kbps の絶対値を指定することも
できます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7

switch(config-cmap-que)# priority トラフィック キューのプライオリティ レベルを
level {1 | 2}
マークします。最高優先度の場合はスタンド 1
つ、最低優先度の場合はスタンド 2 つです。

ステップ 8

switch(config-cmap-que)# shape
[average | percent {1-100}]

キューからのトラフィック レートを構築しま
す。範囲は 80000 ビット/秒～ 10 ギガバイト/秒
です。

ステップ 9

switch(config-pmap-que)# exit

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

ステップ 10

switch(config)# service-policy type ポリシーをインターフェイスに適用します。
queuing input [policy-map-name]

ステップ 11

switch(config)# show policy-map （任意）
type queuing [policy-map-name] 設定済みのすべてのタイプ キューイングのポリ
シー マップ、または選択したタイプ キューイン
グのポリシー マップについて、情報を表示しま
す。

DSCP to Queue マッピングのイネーブル化
手順
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)# hardware qos
dscp-to-queue ingress module type
{all | f-series | m-series}

指定したモジュールで dscp-to-queue マッピ
ングをイネーブルにします。

ステップ 3

switch(config)# show hardware qos
dscp-to-queue ingress

（任意）
入力方向の dscp-to-queue マッピングのス
テータスに関する情報を表示します。

ステップ 4

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

（任意）
実行中の設定をスタートアップ コンフィ
ギュレーションに保存します。
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共有バッファ キューイングの設定
共有バッファ キューイングはモジュールごとにイネーブルまたはディセーブルにします。次に
ポート グループを指定して、専用プールと共有プールの 50:50 のデフォルトのキュー制限の比率
を変更します。
現在、M3 モジュールでは共有バッファ キューイング機能の設定はサポートされていません。
共有バッファ キューイングなしがデフォルト値です。

（注）

このコマンドは、F3 シリーズ モジュールにのみ適用されます。

手順
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)# hardware qos shared-buffer
modulemodule-number

指定したモジュールに対して共有バッ
ファ キューイングをイネーブルにし
ます。このコマンドは、専用キューと
共有キューに対して、50:50 のデフォ
ルトの比率で共有バッファ キューイ
ングをイネーブルにします。
共有バッファ キューイングのデフォ
ルト値はディセーブルになります。
指定したモジュールで共有バッファ
キューイングをディセーブルにするに
は、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

ステッ
プ3

switch(config)# hardware
（任意）
modulemodule-numberport-groupport-group-number モジュールで指定したポート グルー
プの設定を入力します。デフォルトの
キュー制限の比率を変更する場合、指
定したモジュールでポート グループ
ごとに行います。

ステッ
プ4

switch(config-port-group)# qos shared-buffer
queue-limitpercent

（任意）
指定したポート グループの共有バッ
ファ キューに対して、キュー制限を
設定します。有効値は 10 ～ 80 パーセ
ントです。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステッ
プ5

ポリシー内のすべての
キューに対するキュー制限
の合計が 100 を超えること
はできません。

switch(config)# copy running-config startup-config （任意）
実行中の設定をスタートアップ コン
フィギュレーションに保存します。

キューイングおよびスケジューリングの設定の確認
キューイング ポリシーの設定を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

（注）

show コマンドは、アクティブなテンプレートに対応するデフォルトのポリシーのみを表示し
ます。
コマンド

目的

show queuing interface ethernet

キューイング ポリシーがモジュールに正しく適
用されているかどうかに関する情報を表示しま
す。

show class-map type queuing

設定済みのすべてのタイプ キューイングのクラ
ス マップ、または選択したタイプ キューイン
グのクラス マップについて、情報を表示しま
す。

show policy-map type queuing

設定済みのすべてのタイプ キューイングのポリ
シー マップ、または選択したタイプ キューイ
ングのポリシー マップについて、情報を表示し
ます。

show policy-map system

システムで現在有効なネットワーク qos および
キューイング ポリシーマップに関する情報を表
示します。

show hardware qos dscp-to-queue

DSCP キューイングのステータスを示します。
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ネットワーク QoS テンプレートを変更する際に、F シリーズ モジュールおよび M3 インターフェ
イスにのみ付加されているキューイング ポリシーがある場合は、それらを削除します。それらの
ポリシーは、新しいネットワーク QoS テンプレートと矛盾するからです。
これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of
Service Command Reference』を参照してください。

F シリーズ モジュールのキューイングおよびスケジュー
リングの設定例
例：入力キューイング ポリシーの設定
次に、入力キューイング ポリシーを設定する例を示します。
policy-map type queuing p-4que-7e-drop-in
class type queuing 4q4t-7e-in-q1
queue-limit percent 45
bandwidth percent 25
class type queuing 4q4t-7e-in-q2
queue-limit percent 10
bandwidth percent 25
class type queuing 4q4t-7e-in-q3
queue-limit percent 45
bandwidth percent 25
policy-map type queuing p-4que-7e-ndrop-in
class type queuing 4q4t-7e-in-q4
queue-limit percent 100
bandwidth percent 25
policy-map type queuing p-4que-7e-in
class type queuing c-4q-7e-drop-in
service-policy type queuing p-4que-7e-drop-in
queue-limit percent 70
class type queuing c-4q-7e-drop-in
service-policy type queuing p-4que-7e-ndrop-in
queue-limit percent 30

例：出力キューイング ポリシーの設定
次に、出力キューイング ポリシーを設定する例を示します。
policy-map type queuing p-4que-6e-drop-out
class type queuing 1q3p1t-6e-out-pq1
priority level 1
shape average percent 50
class type queuing 1q3p1t-6e-out-q4
bandwidth remaining percent 100
policy-map type queuing p-4que-6e-ndrop-out
class type queuing 1q3p1t-6e-out-pq2
priority level 1
shape average percent 50
class type queuing 1q3p1t-6e-out-pq3
priority level 2
policy-map type queuing p-4que-6e-out
class type queuing c-4q-6e-drop-out
service-policy type queuing p-4que-6e-drop-out
bandwidth percent 70
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class type queuing c-4q-6e-ndrop-out
service-policy type queuing p-4que-6e-ndrop-out
bandwidth percent 30

例：階層型キューイング ポリシーの設定
次に、階層型キューイング ポリシーを設定する例を示します。
policy-map type queuing inner-policy-1
class type queuing 1p3q1t-out-q1
bandwidth percent 40
class type queuing 1p3q1t-out-q2
bandwidth percent 60
policy-map type queuing inner-policy-2
class type queuing 1p3q1t-out-q3
bandwidth percent 40
class type queuing 1p3q1t-out-q4
bandwidth percent 60
class-map type queuing drop-class
match class-map 1p3q1t-out-q1
match class-map 1p3q1t-out-q2
class-map type queuing nodrop-class
match class-map 1p3q1t-out-q3
match class-map 1p3q1t-out-q4
policy-map type queuing example-hierarchical-policy
class type queuing drop-class
bandwidth percent 40
service-policy type queuing inner-policy-1
match class nodrop-class
percent 60
service-policy type queuing inner-policy-2

•

例：DSCP-to-queue マッピングのステータスの確認
以下の show hardware qos dscp-to-queue ingress コマンドからの出力サンプルでは、F シリーズ モ
ジュールの入力方向でイネーブルな DSCP-to-queue マッピングのステータスを表示しています。
Switch# show hardware qos dscp-to-queue ingress
status: Enabled
module_type : f-series

F シリーズ モジュールのキューイングおよびスケジュー
リングの機能履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
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表 36：F シリーズ モジュールのキューイングおよびスケジューリングの機能履歴

機能名

リリース

機能情報

F3 シリーズ モジュールで 6.2(10)
の共有バッファ キューイ
ング

F3 シリーズ モジュールのみでの共有メ
モリ バッファ キューのサポート。

DSCP to Queue マッピング 6.2(2)

F シリーズ モジュールでの DSCP to
Queue マッピングをイネーブルにする 5
つのデフォルトのテンプレートのサポー
ト。
hardware qos dscp-to-queue ingress
module-type コマンドを使用した DSCP
to Queue マッピングをイネーブルにする
ためのサポート。

4q8q ポリシー テンプレー 6.2(2)
トのサポート

Cisco Nexus 7710 スイッチおよび Cisco
Nexus 7718 スイッチのみで 8 個の出力
キューを提供する 4 つの 4q8q ポリシー
テンプレートのサポート。

4 つの入力バッファのサ
ポート

6.1(3)

4 つの入力バッファをサポートする
default-8e-4q4q-policy テンプレートのサ
ポート。

F2 モジュールの DSCP
マッピング

6.1(1)

F2 モジュールの DSCP マッピングのサ
ポート。

F1 シリーズ モジュールの 5.1(1)
スケジューリングおよび
キューイング

この章が追加されました（章タイトルは
その後、他の F シリーズ モジュールを
収容するために変更されました）。
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第

11

章

ネットワーク QoS の設定
この章では、データセンター ブリッジング（DCB）ネットワークで Cisco NX-OS デバイスにネッ
トワーク qos ポリシーを設定する方法について説明します。

（注）

この章は、F シリーズ I/O モジュールにのみに適用されます。
• 機能情報の確認, 163 ページ
• ネットワーク QoS について, 164 ページ
• ライセンス要件, 170 ページ
• ネットワーク QoS の前提条件, 171 ページ
• 注意事項と制約事項, 171 ページ
• ネットワーク QoS ポリシーの設定, 172 ページ
• ユーザ定義ネットワークの設定, 173 ページ
• ターゲットに対するネットワーク QoS ポリシーの適用, 175 ページ
• ネットワーク QoS の確認, 175 ページ
• ネットワーク QoS の設定例, 176 ページ
• ネットワーク QoS の機能履歴, 176 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
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トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。

ネットワーク QoS について
データセンター ブリッジング（DCB）ネットワーク（別名「DCB クラウド」）は、I/O の統合を
実現するネットワークです。このネットワークは、サービス クラス（CoS）ベースのトラフィッ
クの差別化をサポートするスイッチで構成されます。DCB ネットワークは、さまざまなタイプの
トラフィックを伝送します。たとえば、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）、ローカル エ
リア ネットワーク（LAN）、プロセス間通信（IPC）トラフィックなどを伝送します。SAN トラ
フィックは、パケット ドロップの影響を受けやすく、順序どおりの配信に依存します。これは、
トラフィック（フレームおよびパケット）が送信時と同じ順序で配信されることを意味します。
LANトラフィックでは、パケットの廃棄が可能で、ベストエフォート方式で配信されます。LAN
トラフィックでは、異なるプライオリティ レベルを指定できるため、輻輳中にタイムリーな形で
配信できる可能性があります。IPC ネットワークの場合は、超低遅延が必要です。したがって、
DCB ネットワークはトラフィックの差別化をサポートし、Quality Of Service（QoS）を提供する必
要があります。
DCB ネットワークでは、トラフィック クラスを差別化するために仮想リンク（VL）が使用され
ます。CoS の拡張である VL は、トラフィックの差別化を可能にし、802.1Q または S-Tag のプラ
イオリティ ビットで伝送されます。CoS により、CoS でのトラフィックが他の CoS でのトラフィッ
クに影響を与えないように、複数の論理リンク内に物理リンクを形成することができます。
DCB ネットワークには 8 つの CoS 値があります。DCB クラウドに入るすべてのトラフィックは、
これら 8 つの CoS 値の 1 つにマッピングされる必要があります。DCB ネットワークの各フレーム
は CoS に属します。Cos に特定の動作を与えるパラメータのセットによって Cos を定義できます。
ネットワーク qos ポリシーは各 CoS 値の特性を定義します。これらの特性は、仮想デバイス コン
テキスト（VDC）とスイッチを介してネットワーク全体に適用できます。ネットワーク qos ポリ
シーを使用して、次を設定できます。
• 一時停止動作：CoSがロスレス動作を必要とするかどうかを決定できます（ロスレス動作は、
輻輳時のパケット損失を防ぐプライオリティ フロー制御（PFC）メカニズムを使用して提供
されます）。drop（ドロップできるこの CoS 値を持つフレーム）および no drop（ドロップで
きないこの CoS 値を持つフレーム）を設定できます。また、ドロップおよび非ドロップ設定
では、ポート単位で PFC をイネーブルにする必要があります。PFC の詳細については、「プ
ライオリティ フロー制御の設定」を参照してください。
• 輻輳制御メカニズム：ドロップ CoS に対してのみ、テール ドロップ（TD：VL 単位の占有に
基づいて差別化なしでフレームをドロップします）または重み付けランダム早期検出（WRED：
VL 単位の占有および確率因子に基づいて差別化なしでフレームをドロップします）を選択
できます。デフォルトでは、TD がデフォルト ポリシーのドロップ Cos でイネーブルになっ
ています。CoS の予想トラフィック パターンに基づくパケット廃棄アルゴリズムに対して、
TD および WRED のバースト最適化またはメッシュ最適化されたしきい値を選択できます。
輻輳制御アルゴリズムが選択されていない場合に、輻輳が発生すると、単一のしきい値に基
づく厳格なテールドロップがドロップ CoS に対して発生します。
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• MTU：Cos に対する最大伝送単位（MTU）または最大ペイロード長を設定できます。MTU
の範囲は 1500 ～ 9216 です。MTU は、すべての VDC のシステム ジャンボ MTU より小さい
必要があります。MTU は同じ入力キューにマッピングされた CoS に対し同じである必要が
あります。入力キューの詳細については、「F シリーズ I/O モジュールのキューイングおよ
びスケジューリングの設定」を参照してください。
• プロトコル：CoS 値に対するプロトコルとして、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）、iSCSI、
または TCP を選択できます。プロトコルの値は DCB 交換で使用されます。

ドロップ CoS 値と no-drop CoS 値の違い
以下の表に、異なるポリシー テンプレートの drop と no-drop の CoS 値を示します。
表 37：ドロップ CoS 値と no-drop CoS 値の違い

Templates
default-4q-8e-policy

0～7

—

default-4q-7e-policy

0 ～ 2、4 ～ 7

3

default-4q-6e-policy

0 ～ 2、5 ～ 7

3、4

default-4q-4e-policy

0、5、6、7

1～4

default-8e-4q4q-policy

0～7

—

default-8e-4q8q-policy（Cisco
0～7
Nexus 7706/7710/7718 スイッチ
でのみ）

—

default-7e-4q8q-policy（Cisco
0 ～ 2、4 ～ 7
Nexus 7706/7710/7718 スイッチ
でのみ）

3

default-6e-4q8q-policy（Cisco
0 ～ 2、5 ～ 7
Nexus 7706/7710/7718 スイッチ
でのみ）

3、4

default-4e-4q8q-policy（Cisco
0、5、6、7
Nexus 7706/7710/7718 スイッチ
でのみ）

1～4
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出力/入力キューに対するキュー名と CoS 値のデフォルト マッピング
以下の表に、出力および入力キューに対する CoS 値のキュー名とデフォルト マッピングを示しま
す。
表 38：出力/入力キューに対するキュー名と CoS 値のデフォルト マッピング

Templates

入力キューの
キュー名

入力 CoS
値

出力キューの
キュー名

出力 CoS 値 プライオリ
ティ CoS 値

default-4q-8e-policy

2q4t-8e-in-q1

5～7

1p3q1t-8e-out-pq1

5～7

2q4t-8e-in-qdefault

0～4

1p3q1t-8e-out-q2

3～4

1p3q1t-8e-out-q3

2

1p3q1t-8e-out-qdefault

0～1

1p3q1t-7e-out-pq1

5～7

4q4t-7e-in-q-default 0 ～ 1
4q4t-7e-in-q3
2、4

1p3q1t-7e-out-q2

3

1p3q1t-7e-out-q3

2、4

4q4t-7e-in-q4

3

1p3q1t-7e-out-qdefault

0、1

4q4t-6e-in-q1

5～7

3p1q1t-6e-out-pq1

5～7

5～7

4q4t-6e-in-q-default 0 ～ 2
4q4t-6e-in-q3
4

3p1q1t-6e-out-pq2

4

4

3p1q1t-6e-out-pq3

3

3

4q4t-6e-in-q4

3

3p1q1t-6e-out-qdefault

0～2

4q4t-4e-in-q1

5～7

2p2q1t-4e-out-pq1

5～7

5～7

4q4t-4e-in-q-default 0

2p2q1t-4e-out-pq2

4

4

4q4t-4e-in-q3

4

2p2q1t-4e-out-q3

1～3

4q4t-4e-in-q4

1～3

2p2q1t-4e-out-qdefault

0

default-8e-4q4q-policy 4q1t-8e-4q4q-in-q1 5 ～ 7

1p3q1t-8e-4q4qout-pq1

5～7

default-4q-7e-policy

default-4q-6e-policy

default-4q-4e-policy

4q4t-7e-in-q1

5～7

4q1t-8e-4q4q-in-qdefault 0、1
4q1t-8e-4q4q-in-q3 3、4
4q1t-8e-4q4q-in-q4 2

1p3q1t-8e-4q4qout-q2
1p3q1t-8e-4q4qout-q3
1p3q1t-8e-4q4qoutq-default
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0、1
3、4
2

5～7

5～7

5～7
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Templates

入力キューの
キュー名

default-8e-4q8q-policy 8e-4q8q-in-q1
（Cisco Nexus
8e-4q8q-in-q-default
7710/7718 スイッチ
8e-4q8q-in-q3
のみ）
8e-4q8q-in-q4

入力 CoS
値

出力キューの
キュー名

出力 CoS 値 プライオリ
ティ CoS 値

5～7
0～4

8e-4q8q-out-q1（プ 5
ライオリティ
7

—

キュー）

6

—

8e-4q8q-out-q2

4

8e-4q8q-out-q3

3

8e-4q8q-out-q4

2

8e-4q8q-out-q5

1

8e-4q8q-out-q6

0

5
（ドロップ
カテゴリ）

8e-4q8q-out-q7
8e-4q8q-out-qdefault
default-7e-4q8q-policy default-7e-4q8qdrop- 5 ～ 7
in-policy:
（Cisco Nexus
0～1
7710/7718 スイッチ 7e-4q8q-in-q1
2～4
のみ）
7e-4q8q-in-q-default
7e-4q8q-in-q3

default-7e-4q8qdrop- 5
out-policy:
7
7e-4q8q-out-q1
6
（プライオリティ
キュー）
7e-4q8q-out-q2
7e-4q8q-out-q3

5（ドロッ
プ カテゴ
リ）

4
2
1
0

7e-4q8q-out-q4
7e-4q8q-out-q6
7e-4q8q-out-q7
7e-4q8q-out-qdefault
default-7e-4q8qndrop- 3
in-policy:

default-7e-4q8qndrop- 3
out-policy:

7e-4q8q-in-q4

7e-4q8q-out-q5
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Templates

入力キューの
キュー名

入力 CoS
値

default-6e-4q8q-policy default-6e-4q8qdrop- 5 ～ 7
in-policy:
（Cisco Nexus
0～2
7710/7718 スイッチ 6e-4q8q-in-q1
のみ）
6e-4q8q-in-q-default

出力キューの
キュー名

出力 CoS 値 プライオリ
ティ CoS 値

default-6e-4q8qdrop- 5
out-policy:
7
6e-4q8q-out-q1（プ 6
ライオリティ
2
キュー）
1
6e-4q8q-out-q2
0
6e-4q8q-out-q3

5（ドロッ
プ カテゴ
リ）

6e-4q8q-out-q6
6e-4q8q-out-q7
6e-4q8q-out-qdefault
default-6e-4q8qndrop- 4
in-policy:
3
6e-4q8q-in-q3
6e-4q8q-in-q4

default-6e-4q8qndrop- 4
out-policy:
3
6e-4q8q-out-q4（プ
ライオリティ
キュー）
6e-4q8q-out-q5（プ
ライオリティ
キュー）
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カテゴリ、
最高優先
度）
3（2 番め
の最高優先
度）
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Templates

入力キューの
キュー名

入力 CoS
値

default-4e-4q8q-policy default-4e-4q8qdrop- 5 ～ 7
in-policy:
（Cisco Nexus
0
7710/7718 スイッチ 4e-4q8q-in-q1
のみ）
4e-4q8q-in-q-default

出力キューの
キュー名

出力 CoS 値 プライオリ
ティ CoS 値

default-4e-4q8qdropout-policy:
4e-4q8q-out-q1（プ 5
ライオリティ
7
キュー）
6
4e-4q8q-out-q2
0
4e-4q8q-out-q3

5（ドロッ
プ カテゴ
リ）

4e-4q8q-out-qdefault
default-4e-4q8qndrop-out-policy: 4
4e-4q8q-in-q3

1～3

4e-4q8q-in-q4

default-4e-4q8q-ndropoutpolicy:

4（no drop
カテゴリ）

4e-4q8q-out-q4（プ 4
ライオリティ
3
キュー）
2
4e-4q8q-out-q5
1
4e-4q8q-out-q6
4e-4q8q-out-q7

デフォルトの DSCP マッピング
以下の表に、Cisco Nexus 7710/7718 スイッチの入力キューへのデフォルトの DSCP 値を示します。
表 39：Cisco Nexus 7710/7718 スイッチのデフォルトの DSCP マッピング

テンプレート

入力キュー

デフォルトの DSCP マッピング

default-8e-4q8q-policy

8e-4q8q-in-q-default

0 ～ 39

8e-4q8q-in-q1

40 ～ 63

8e-4q8q-in-q4

0 ～ 39

8e-4q8q-in-q3

0 ～ 39

7e-4q8q-in-q-default

0 ～ 15

7e-4q8q-in-q1

40 ～ 63

7e-4q8q-in-q4

—

7e-4q8q-in-q3

16 ～ 39

default-7e-4q8q-policy
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テンプレート

入力キュー

デフォルトの DSCP マッピング

default-6e-4q8q-policy

6e-4q8q-in-q-default

0 ～ 39

6e-4q8q-in-q1

40 ～ 63

6e-4q8q-in-q4

—

6e-4q8q-in-q3

—

4e-4q8q-in-q-default

0 ～ 39

4e-4q8q-in-q1

40 ～ 63

4e-4q8q-in-q4

—

4e-4q8q-in-q3

—

default-4e-4q8q-policy

デフォルトのネットワーク ポリシー テンプレート名では、数字 4、6、7、および 8 は、ポリシー
で定義されるドロップ CoS の番号を意味し、e はイーサネットを意味します。

（注）

4q8q ポリシー テンプレートは、Cisco Nexus 7710 スイッチおよび Cisco Nexus 7718 スイッチで
のみサポートされ、デフォルトでイネーブルになっています。

（注）

default-8e-4q8q-in-policy の場合は、入力バッファが 2 つのキュー（8e-4q8q-in-q1 と
8e-4q8q-in-q-default）に制限されているので、8e-4q8q-in-q3 および 8e-4q8q-in-q4 に対する
CoS2q/dscp-to-queue マッピングの変更が行われる前に、queue limit コマンドを使用してキュー
制限を変更する必要があります。
ネットワーク qos ポリシー テンプレートは、最初の F シリーズ モジュールが動作可能になるか、
またはテンプレートがスタートアップ コンフィギュレーションで保存されたときに作成されま
す。

（注）

システム定義のポリシー テンプレートに準拠しないポリシーは現在サポートされていません。

ライセンス要件
QoS 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。
仮想デバイス コンテキスト（VDC）の使用には Advanced Services ライセンスが必要です。
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。
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ネットワーク QoS の前提条件
ネットワークの QoS ポリシーには、次の前提条件があります。
• 「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」に精通している。
• スイッチにログインしている。
• デフォルトの VDC にいる。VDC は、一連のシステム リソースを論理的に表現する用語で
す。switchto vdc コマンドでは VDC 番号を指定できます。

注意事項と制約事項
ネットワークの QoS ポリシーの設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

（注）

これらの注意事項と制約事項は、すべての F シリーズのエッジ、M3、および FabricPath モー
ドのポートに適用されます。
• ネットワーク qos ポリシーは、デフォルトの VDC のみに設定および適用する必要がありま
す。
• no-drop CoS 値を持つテンプレートを選択すると、no-drop 動作が自動的に与えられません。
no-drop 動作は、プライオリティ フロー制御（PFC）が正常にネゴシエーションされるまたは
作動するポート上でのみこれらの CoS 値に対してイネーブルになります。
• ポート MTU がインターフェイスで設定されている場合、ネットワーク qos MTU をオーバー
ライドします。
• Cisco NX-OS Release 6.2(1) よりも前のリリースでは、ファブリック エクステンダ（FEX）イ
ンターフェイスは QoS ポリシー テンプレートに対する MTU の変更をサポートしていませ
ん。
• FEX ポート チャネルには、CoS 5 ～ CoS 7 のトラフィックに 1058 の最小 MTU 設定が必要で
す。FEX は、MTU が 1058 よりも小さいと失敗し、スイッチに登録されません。
• ネットワーク qos ポリシーの変更は中断を伴う操作ですが、VDC 間の一部またはすべての
ポートでトラフィック ドロップが発生する可能性があります。
• DCB ネットワーク qos ポリシーは、F シリーズ モジュールに関係します。DCE ネットワー
ク qos ポリシーは、DCE ネットワーク対応のラインカードがシャーシに挿入された場合にの
み作成されます。
PFC および F1 シリーズ モジュール ポート
• PFC がポートでイネーブルの場合、高精度時間プロトコル（PTP）はポートでサポートされ
ません。
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• PFC が同じ VDC 内のポートのいずれかでイネーブルにされている場合は、pong ユーティリ
ティは VDC でサポートされません。
• PTP が同じポートでイネーブルになっているか、または pong ユーティリティが同じ VDC で
イネーブルになっている場合は、PFC はサポートされません。
iSCSI の設定
• ベスト プラクティスとして、iSCSI と FCoE の両方が default-nq-7e-policy および
default-nq-6e-policy テンプレートに対するネットワーク qos ポリシーの同じ CoS（vl）で設定
される必要があります。
◦ default-nq-6e-policy テンプレートで iSCSI に対し Cos 4 を使用することは避けてくださ
い。
（Cos 4 は、no-drop 制御トラフィック用に予約されています。）
◦ default-nq-4e-policy テンプレートで iSCSI に対し Cos 4 を使用することは避けてくださ
い。
（Cos 4 は、no-drop 制御トラフィック用に予約されています。）
◦ iSCSI が FCoE と Cos（vl）を共有する場合は、ネットワーク qos ポリシーを MTU = 2112
で設定します。

ネットワーク QoS ポリシーの設定
これらの方法の 1 つに従ってネットワーク qos ポリシーを設定できます。
• 定義済みポリシー：要件に合わせて事前定義されたネットワーク qos ポリシー テンプレート
を適用できます。定義済みポリシーの詳細については、表 39：Cisco Nexus 7710/7718 スイッ
チのデフォルトの DSCP マッピング, （169 ページ） を参照してください。デフォルトでは、
default-nq-8e-policy が設定されます。番号は、ドロップ（イーサネット）CoS 値の数を意味し
ます。テンプレートの CoS 値は、標準規則および使用パターンに基づいて選択されます。
• 定義済みテンプレートのコピー：ネットワーク qos ポリシー テンプレートをコピーし、必要
に応じて変更できます。ネットワーク qos ポリシーをコピーすると、default サブストリング
と policy サブストリングが取り除かれるため、デフォルトのポリシー名が短くなります。
• ユーザ定義のポリシー：システム定義のポリシー テンプレートの 1 つに準拠するネットワー
ク qos ポリシーを作成できます。
•
（注）

デフォルト以外の仮想デバイスコンテキスト（VDC）にあるポートは、デフォ
ルトの VDC からネットワーク qos ポリシーを継承します。
ネットワーク qos ポリシー テンプレートをコピーおよび変更して、デフォル
ト VDC からのみネットワーク qos ポリシー コマンドを使用できます。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィグレーション ガイド
172

ネットワーク QoS の設定
ユーザ定義ネットワークの設定

定義済みネットワーク qos ポリシー テンプレートをコピーします。

手順
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)# qos copy
定義済みネットワークのqosポリシーをコピーし、
policy-map type network-qos
名前にサフィックスまたはプレフィックスを追加
default-nq-7e-policy {prefixprefix します。プレフィックスまたはサフィックスの名
| suffixsuffix}
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。

ステップ 3

switch(config)# show policy-map タイプ ネットワーク qos ポリシー マップを表示し
type network-qos
ます。

ユーザ定義ネットワークの設定
手順
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)# class-map type
network-qos match-any
{class-map-name}

タイプ ネットワーク qos のクラス マップを
設定して、クラス マップ名として eth を指定
し、クラスマップ モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-cmap-nqos)# match
cos [0-7]

照合する CoS 値を指定します。有効な範囲は
0 ～ 7 です。

ステップ 4

switch(config-cmap-nqos)# class-map タイプ ネットワーク qos のクラス名を指定し
type network-qos match-any
ます。
{class-map-name}

ステップ 5

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

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 6

switch(config-cmap-nqos)# match
cos [0-7]

照合する CoS 値を指定します。有効な範囲は
0 ～ 7 です。

ステップ 7

switch(config-cmap-nqos)# class-map タイプ ネットワーク qos のクラス名を指定し
type network-qos match-any
ます。
{class-map-name}

ステップ 8

switch(config-cmap-nqos)# match
cos [0-7]

照合する CoS 値を指定します。有効な範囲は
0 ～ 7 です。

ステップ 9

switch(config-cmap-nqos)#
policy-map type network-qos
[my_template]

ポリシーマップを作成するか、アクセスしま
す。ポリシー 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。ポリシーマップ名は
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。

ステップ 10

switch(config-pmap-nqos-c)# class
type network-qos eth

ステップ 2 で設定したタイプ ネットワーク
qos のクラス マップを参照します。

ステップ 11

switch(config-pmap-nqos-c)# no
pause

CoS のドロップを指定します。

ステップ 12

switch(config-pmap-nqos-c)# mtu
[mtu_size]

MTU またはペイロード長を指定します。範
囲は 1500 ～ 9216 です。この例の MTU サイ
ズは 1600 に設定されています。

ステップ 13

switch(config-pmap-nqos-c)#
congestion-control [random-detect
{threshold [burst-optimized |
mesh-optimized]} |
tail-drop{threshold
[burst-optimized |
mesh-optimized]}]

バースト トラフィックまたはメッシュ トラ
フィックに最適化された WRED または TD の
輻輳制御プロトコルおよびしきい値を指定し
ます。

ステップ 14

switch(config-pmap-nqos-c)# class
type network-qos

タイプ ネットワーク qos のクラス マップを
設定し、クラス マップ名を指定します。

ステップ 15

switch(config-pmap-nqos-c)# pause no-drop を指定します。デフォルトは no pause
です。

ステップ 16

switch(config-pmap-nqos-c)# class
type network-qos

ステップ 17

switch(config-pmap-nqos-c)# pause no-drop を指定します。デフォルトは no pause
です。

タイプ ネットワーク qos のクラス マップを
設定し、クラス マップ名を指定します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 18

switch(config-pmap-nqos-c)# mtu
[mtu_size]

MTU 値を指定します。範囲は 1500 ～ 9216
です。

ステップ 19

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

ポリシーマップ ネットワーク qos 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。

ターゲットに対するネットワーク QoS ポリシーの適用
ネットワーク qos ポリシーは、VDC 間のシステム上でグローバルにのみ適用します。ネットワー
ク qos ポリシーを適用すると、対応するキューイング ポリシーが自動的に適用されます。
ターゲットにネットワーク qos ポリシーを適用するには、service-policy コマンドを使用します。

手順
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)# system qos

システム qos モードを開始します。

ステップ 3

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

ポリシー マップをシステムの入力パケット
または出力パケットに追加します。

ステップ 4

switch(config-sys-qos)#exit

config-sys-qos モードを終了し、コンフィギュ
レーション モードを開始します。

ネットワーク QoS の確認
ネットワーク qos ポリシー設定を表示するには、次の作業のいずれかを行います。
コマンド

目的

show class-map type network-qos

タイプ ネットワーク qos クラス マップを表示
します。
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コマンド

目的

show policy-map type network-qos

ネットワーク QoS タイプのポリシー マップを
表示します。

show policy-map system type network-qos

アクティブなネットワーク qos タイプのクラス
マップを表示します。

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of
Service Command Reference』を参照してください。

ネットワーク QoS の設定例
次に、ネットワーク QoS ポリシーを設定する例を示します。
policy-map type network-qos default-nq-6e-policy
class type network-qos c-nq-6e-drop
match cos 0-2,5-7
congestion-control tail-drop
mtu 1500
class type network-qos c-nq-6e-ndrop-fcoe
match cos 3
match protocol fcoe
pause
mtu 2112
class type network-qos c-nq-6e-ndrop
match cos 4
pause
mtu 1500

ネットワーク QoS の機能履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
表 40：ネットワーク QoS の機能履歴

機能名

リリース

4q8q ポリシー テンプレー 6.2(2)
トのサポート
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機能名

リリース

機能情報

4 つの入力バッファのサ
ポート

6.1(3)

4 つの入力バッファをサポートする
default-8e-4q4q-policy テンプレートのサ
ポート。

ネットワーク qos ポリシー 5.1(1)

この機能が導入されました。
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プライオリティ フロー制御の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスでのプライオリティ フロー制御（PFC）の設定方法について
説明します。
• 機能情報の確認, 179 ページ
• プライオリティ フロー制御に関する情報, 180 ページ
• ライセンス要件, 180 ページ
• プライオリティ フロー制御の前提条件, 180 ページ
• 注意事項と制約事項, 181 ページ
• プライオリティ フロー制御のデフォルト設定, 181 ページ
• プライオリティ フロー制御の設定, 182 ページ
• プライオリティ フロー制御の設定の確認, 182 ページ
• プライオリティ フロー制御の設定例, 183 ページ
• プライオリティ フロー制御の機能履歴, 183 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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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 802.1bb）は、輻輳に起因する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
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。

ライセンス要件
QoS 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。
仮想デバイス コンテキスト（VDC）の使用には Advanced Services ライセンスが必要です。
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 インターフェイスの使用」に精通している。
• スイッチにログインしている。
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• VDC 内にいる。VDC は、一連のシステム リソースを論理的に表現する用語です。switchto
vdc コマンドでは VDC 番号を指定できます。

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。
• フラップは、PFC および LFC の両方がイネーブルで、LFC が設定される前に PFC がディセー
ブルにされている場合に発生します。
• 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。
• 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）に対応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。
• M3 モジュールは、プライオリティ フロー制御をサポートしていません。
PFC および F1 シリーズ モジュール ポート
• PFC がポートでイネーブルの場合、高精度時間プロトコル（PTP）はポートでサポートされ
ません。
• PFC が同じ VDC 内のポートのいずれかでイネーブルにされている場合は、pong ユーティリ
ティは VDC でサポートされません。
• PTP が同じポートでイネーブルになっているか、または pong ユーティリティが同じ VDC で
イネーブルになっている場合は、PFC はサポートされません。

プライオリティ フロー制御のデフォルト設定
表 41：デフォルトの PFC 設定

パラメータ

デフォルト

PFC

自動
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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。

（注）

また PFC がイネーブルの同じポートでも、リンクレベル フロー制御（LFC）をイネーブルに
できます。ただし、PFC をイネーブルにすると、優先順位付けが行われます。

手順
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)# interface ethernet
[slot/port-number]

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。

ステップ 3

switch(config-if)#
PFC を auto、off、または on モードに設定し
priority-flow-control mode {auto | ます。デフォルトでは、PFC モードがすべて
off | on}
のポートで auto に設定されます。

ステップ 4

switch(config-if)# 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。

プライオリティ フロー制御の設定の確認
コマンド

目的

show interface priority-flow-control

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。
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これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of
Service Command Reference』を参照してください。

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

プライオリティ フロー制御の機能履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
表 42：PFC の機能履歴

機能名

リリース

機能情報

PFC

5.1(1)

この機能が導入されました。
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ローカルポリシーベースルーティングの設
定
この章では、Cisco NX-OS デバイスでローカル ポリシーベース ルーティング（PBR）を設定す
る方法について説明します。
• 機能情報の確認, 185 ページ
• ローカル ポリシーベース ルーティングについて, 186 ページ
• ライセンス要件, 187 ページ
• ローカル ポリシーベース ルーティングの前提条件, 187 ページ
• 注意事項と制約事項, 188 ページ
• ローカル ポリシーベース ルーティングのデフォルト設定, 188 ページ
• ローカル ポリシーベース ルーティングの設定, 188 ページ
• ローカル ポリシーベース ルーティングの設定の確認, 191 ページ
• ローカル ポリシーベース ルーティングの設定例, 192 ページ
• ローカル ポリシーベース ルーティングの機能履歴, 192 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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ローカル ポリシーベース ルーティングについて
ローカル ポリシーベース ルーティングを使用すると、IPv6 トラフィック フローに定義済みのポ
リシーを設定して、ルーティング プロトコルから派生したルートへの依存を弱めることができま
す。ローカル ポリシーベース ルーティングを備えたインターフェイスで受信されたすべてのパ
ケットは、ルートマップに設定されます。ルートマップでは、パケットの転送先を決定するポリ
シーを記述します。
ルート マップは match 文および set 文からなり、許可または拒否を指定できます。文の解釈は次
のとおりです。
• パケットがあらゆるルート マップと一致する match 文の場合、すべての set 文が適用されま
す。そのアクションの 1 つに、ネクスト ホップの選択が含まれます。
• 文に拒否が指定されている場合、一致基準を満たすパケットは標準のフォワーディング チャ
ネルを通じて送り返され、宛先ベース ルーティングが実行されます。
文に許可が指定されていて、パケットがいずれのルート マップ文にも一致しない場合、そのパ
ケットは通常の転送チャネルを介して返送され、宛先ベースのルーティングが実行されます。

ルート マップ
ルート マップは、ルートの再配布やポリシーベース ルーティングに使用できます。ルート マッ
プ エントリは、一致基準および設定基準のリストからなります。一致基準では、着信ルートまた
はパケットの一致条件を指定します。設定基準では、一致基準を満たした場合のアクションを指
定します。
同じルートマップに複数のエントリを設定できます。これらのエントリには、同じルートマップ
名を指定し、シーケンス番号で区別します。
一意のルート マップ名の下に 1 つまたは複数のルート マップ エントリをシーケンス番号に従っ
て並べ、ルート マップを作成します。ルート マップ エントリのパラメータは、次のとおりです。
• シーケンス番号
• アクセス権：許可または拒否
• 一致基準
• 設定変更
ルート マップではデフォルトで、最小のシーケンス番号から順にルートまたは IP パケットが処理
されます。continue 文を使用すると、次に処理するルート マップ エントリを決定できるので、別
の順序で処理するようにルート マップを設定できます。
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一致基準
さまざまな基準を使用して、ルート マップのルートや IP パケットを照合できます。ルート マッ
プに従ってルートまたはパケットを処理する場合、Cisco NX-OS は設定されている個々の match
文とルートまたはパケットを比較します。ルートまたはパケットが設定されている基準と一致し
た場合、Cisco NX-OS はルート マップ内で一致するエントリに対する許可または拒否設定、およ
び設定されている設定基準に基づいて、このルートやパケットを処理します。
一致のカテゴリおよびパラメータは、次のとおりです。
• IP アクセス リスト：（ポリシーベース ルーティングの場合のみ）送信元または宛先 IP アド
レス、プロトコル、または QoS（Quality of Service）パラメータに基づく一致

設定変更
ルートまたはパケットがルート マップのエントリと一致したら、設定済みの 1 つ以上の set 文に
基づいて、そのルートまたはパケットを変更できます。
設定変更は次のとおりです。
• ポリシーベース ルーティングのみ：インターフェイスまたはデフォルト ネクストホップ ア
ドレスの変更

ライセンス要件
QoS 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。
仮想デバイス コンテキスト（VDC）の使用には Advanced Services ライセンスが必要です。
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。

ローカル ポリシーベース ルーティングの前提条件
ローカル ポリシーベース ルーティングの前提条件は、次のとおりです。
• 有効なライセンスをインストールします。
• ローカル ポリシーベース ルーティングをイネーブルにする必要があります（「ポリシーベー
ス ルーティング機能のイネーブル化」の項を参照）。
• インターフェイスに IP アドレスを割り当て、インターフェイスをアップにしてから、ポリ
シーベース ルーティング用のルート マップをインターフェイス上で適用します。
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• VDC を設定する場合は、適切なライセンスをインストールし、目的の VDC を入力します（設
定情報については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』
を、ライセンス情報については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照）。

注意事項と制約事項
ローカルポリシーベースルーティングの設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。
• ローカル ポリシーベース ルーティングのルート マップでは、1 つのルート マップ文に match
文または set 文を 1 つだけ指定できます。
• match コマンドで、ローカル ポリシーベース ルーティング用ルート マップの複数の ACL を
参照できません。
• ローカル ポリシーベース ルーティングのルート マップで使用する ACL には、deny 文を含め
ることができません。
• インターフェイスが同じ仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスに所属している
場合は、ローカル ポリシーベース ルーティング対応のさまざまなインターフェイス間で、
同じルート マップを共有できます。
• ローカル ポリシーベース ルーティングのポリシーでネクスト ホップとしてのトンネル イン
ターフェイスを介したトンネル インターフェイスまたは IP アドレスの設定はサポートされ
ません。

ローカルポリシーベースルーティングのデフォルト設定
表 43：デフォルトのローカル ポリシーベース ルーティングの設定

パラメータ

デフォルト

ローカル ポリシーベース ルーティング

ディセーブル

ローカル ポリシーベース ルーティングの設定
ルート マップの設定
ルートマップを使用して、ルートの再配布やルートフィルタリングを行うことができます。ルー
ト マップには、複数の一致基準と複数の設定基準を含めることができます。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

ステップ 2

switch(config)#
route-mapmap-name [permit |
deny] [seq]

ルート マップを作成するか、または既存のルー
ト マップに対応するルート マップ コンフィギュ
レーション モードを開始します。seq を使用し
て、ルート マップ エントリを順序付けます。

ステップ 3

switch(config-route-map)#
continueseq

（任意）
ルート マップで次を処理するシーケンス文を決
定します。使用するのは、フィルタリングおよ
び再配布の場合だけです。

ステップ 4

switch(config-route-map)#exit

（任意）
ルート マップ コンフィギュレーション モードを
終了します。

ステップ 5

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

（任意）
この設定変更を保存します。

ルート マップ コンフィギュレーション モードで、ルート マップに対して次のオプションの match
パラメータを設定できます。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

switch(config-route-map)# match ipv6 address 1 つまたは複数の IP アクセス リス
ip access listnumber
トと照合。

ルート マップ コンフィギュレーション モードで、ルート マップに対して次のオプションの set
precedence パラメータを設定できます。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1 [no] set precedence
{number | name}

ポリシーベース ルーティング用の IPv6 precedence を設定
します。オプションは次のとおりです。
• 0：routine
• 1：priority
• 2：immediate
• 3：flash
• 4：flash-override
• 5：critical
• 6：internet
• 7：network
この機能をディセーブルにする場合は、このコマンドの
no 形式を使用します。

ポリシーベース ルーティング機能のイネーブル化
ルートポリシーを設定する前に、ポリシーベースルーティング機能をイネーブルにしておく必要
があります。

はじめる前に
正しい VDC を使用していることを確認します（または switchto vdc コマンドを使用します）。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

ステップ 2

switch(config)# [no] feature pbr ポリシーベース ルーティング機能をイネーブ
ルにします。
この機能をディセーブルにする場合は、この
コマンドの no 形式を使用します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

switch(config)# show feature

（任意）
イネーブルおよびディセーブルにされた機能
を表示します。

ステップ 4

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

（任意）
この設定変更を保存します。

ローカル ルート ポリシーの設定
ローカル ポリシーベース ルーティングのルート マップは、ルーティング ポリシーを割り当てる
ために使用します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

コンフィギュレーション モードに入ります。

ステップ 2

switch(config)# feature pbr

ポリシーベース ルーティング機能をイネーブ
ルにします。

ステップ 3

switch(config)# [no] ipv6 local
policy route-mapmap-name

ローカル ポリシーベース ルーティング用の
ルート マップをインターフェイスに割り当て
ます。
この機能をディセーブルにする場合は、この
コマンドの no 形式を使用します。

ステップ 4

switch(config)# show ipv6 local
policy

（任意）
ポリシーに関する情報を表示します。

ステップ 5

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

（任意）
この設定変更を保存します。

ローカル ポリシーベース ルーティングの設定の確認
ローカル ポリシーベース ルーティングの設定を表示するには、次のタスクを実行します。
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コマンド

目的

show ipv6 local policy

ローカル IPv6 ポリシーに関する情報を表示し
ます。

show route-mapname

ルート マップの情報を表示します。

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of
Service Command Reference』を参照してください。

ローカル ポリシーベース ルーティングの設定例
次に、インターフェイスにシンプルなローカル ルート ポリシーを設定する例を示します。
feature pbr
route-map Testmap, permit, sequence 10
ip address 10
ip next-hop
ip precedence: internet

ローカル ポリシーベース ルーティングの機能履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
表 44：ローカル ポリシーベース ルーティングの機能履歴

機能名

リリース

機能情報

ローカル ポリシーベース
ルーティング

6.2(2)

この機能が導入されました。
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QoS 統計情報のモニタリング
この章では、Cisco NX-OS デバイスで QoS 統計情報をイネーブル化、表示、クリアする方法につ
いて説明します。
• 機能情報の確認, 193 ページ
• QoS 統計情報について, 194 ページ
• ライセンス要件, 194 ページ
• QoS 統計情報のモニタリングの前提条件, 194 ページ
• 統計情報のイネーブル化, 194 ページ
• 統計情報のモニタリング, 195 ページ
• 統計情報のクリア, 195 ページ
• QoS 統計情報のモニタリングの設定例, 196 ページ
• 統計情報の機能履歴, 197 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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QoS 統計情報について
デバイスの各種の QoS 統計情報を表示できます。統計情報の機能はデフォルトでイネーブルに
なっていますが、ディセーブルにすることができます。詳細については、「QoS 統計情報のモニ
タリングの設定例」の項を参照してください。

ライセンス要件
QoS 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。
仮想デバイス コンテキスト（VDC）の使用には Advanced Services ライセンスが必要です。
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。

QoS 統計情報のモニタリングの前提条件
QoS 統計情報のモニタリングの前提条件は、次のとおりです。
• 「モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスの使用」のコンセプトに精通している。
• スイッチにログインしている。
• 正しい VDC 内にいる。VDC は、一連のシステム リソースを論理的に表現する用語です。
switchto vdc コマンドでは VDC 番号を指定できます。

統計情報のイネーブル化
デバイスのすべてのインターフェイスについて、QoS 統計情報をイネーブルまたはディセーブル
にできます。デフォルトでは、QoS 統計情報はイネーブルになっています。

（注）

M1 モジュールでは、QoS 統計情報がディセーブルの場合、show policy-map interface num type
queuing コマンドからの出力が 90 秒ほど遅れることがあります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

switch(config)# [no] qos
statistics

すべてのインターフェイスで QoS 統計情報をイ
ネーブルにします。
no オプションは QoS 統計情報をディセーブルし
ます。

ステップ 3

switch(config)# show
policy-map interface

（任意）
すべてのインターフェイス上の統計情報のステー
タスおよび設定済みのポリシー マップを表示し
ます。

ステップ 4

switch(config)# show
policy-map vlan

（任意）
すべての VLAN 上の統計情報のステータスおよ
び設定済みのポリシー マップを表示します。

ステップ 5

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config 実行中の設定をスタートアップコンフィギュレー
ションに保存します。

統計情報のモニタリング
すべてのインターフェイスについて、あるいは選択したインターフェイス、データ方向、または
QoS タイプについて、QoS 統計情報を表示できます。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

switch# show policy-map
[policy-map-name] [interface] [vlan]
[input | output] [type {control-plane |
network-qos | qos | queuing}]

すべてのインターフェイスまたは指定したイン
ターフェイス、すべての VLAN または指定し
た VLAN、データ方向、および QoS タイプに
ついて、統計情報および設定済みのポリシー
マップを表示します。

統計情報のクリア
すべてのインターフェイスについて、あるいは選択したインターフェイス、データ方向、または
QoS タイプについて、QoS 統計情報をクリアできます。
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手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 switch# clear qos statistics
[interface] [vlan] [input | output]
[type {qos | queuing}]

目的
すべてのインターフェイスまたは指定したインター
フェイス、すべてのVLANまたは指定したVLAN、
データ方向、または QoS タイプについて、統計情
報および設定済みのポリシー マップをクリアしま
す。

QoS 統計情報のモニタリングの設定例
次に、QoS 統計情報の表示方法の例を示します。
switch(config)# show policy-map interface ethernet 8/1
Global statistics status: enabled
Ethernet8/1
Service-policy (qos) input: pmap
policy statistics status: enabled
Class-map (qos): map (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: cos 0
police cir 10 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop
Class-map (qos): map1 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: dscp 0
police cir 10 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop
Class-map (qos): map2 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: precedence 5
police cir 20 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop
Class-map (qos): map3 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: cos 3
police cir 30 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop
Class-map (qos): map4 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: packet length 100
police cir 40 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop
Class-map (qos): map5 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: access-group foo
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police cir 50 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop
Class-map (qos): class-default (match-any)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
police cir 60 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop

show policy-map コマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service
Command Reference』を参照してください。

統計情報の機能履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
表 45：統計情報の機能履歴

機能名

リリース

リリース 4.1(2) からの変更 5.1(1)
はなし

機能情報
—
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付録

A

Quality of Service 設定機能の設定制限値
• QoS の設定制限値, 199 ページ

QoS の設定制限値
設定の制限は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』に記載されています。
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