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概要

この資料は Unified Computing System （UCS）および Nexus デバイス内のサービス品質
（QoS）の設定を説明したものです。



前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

UCS ファブリック相互接続（FI） 6100、および 6200●

Nexus 5000 および 5500●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

背景説明

この資料は UCS(6100 についてあり、6200 ファブリックは相互接続し、） Nexus(5000 は
FlexPod および vBlock に 5500） QoS とりわけ関連し。

このドキュメントで使用されている QoS に関連している用語。

CoS = Class of Service（CoS） = 802.1p = スイッチに言う各パケットの .1q ヘッダの 3 ビット
分類する方法を。

スイッチがそれぞれをどのように Class of Service（CoS）処理するか QoS = Quality of
Service（QoS） =。

MTU = 最大伝送ユニットはスイッチで = フレーム/パケットの最大サイズ許しました。 もっとも
一般的なおよびデフォルト（標準は下記の UCS スクリーン ショットが示すものです） 1500 で
す。

設定

UCS QoS out-of-the-box

参照（UCSM/LAN/QoS システム クラス）用の UCS QoS 設定:



注: 最もよい努力および Fibre Channel はグレイ アウト して、UCS の内で無効に なること
ができません。

デフォルト QoS 設定

P10-UCS-A(nxos)# show running-config ipqos

logging level ipqosmgr 2

class-map type qos class-fcoe

class-map type queuing class-fcoe

  match qos-group 1

class-map type queuing class-all-flood

  match qos-group 2

class-map type queuing class-ip-multicast

  match qos-group 2

policy-map type qos system_qos_policy

  class class-fcoe

    set qos-group 1

  class class-default

policy-map type queuing system_q_in_policy

  class type queuing class-fcoe

    bandwidth percent 50

  class type queuing class-default

    bandwidth percent 50

policy-map type queuing system_q_out_policy

  class type queuing class-fcoe

    bandwidth percent 50

  class type queuing class-default

    bandwidth percent 50

class-map type network-qos class-fcoe

  match qos-group 1

class-map type network-qos class-all-flood

  match qos-group 2

class-map type network-qos class-ip-multicast

  match qos-group 2

policy-map type network-qos system_nq_policy

  class type network-qos class-fcoe

    pause no-drop

    mtu 2158

  class type network-qos class-default

system qos

  service-policy type qos input system_qos_policy

  service-policy type queuing input system_q_in_policy

  service-policy type queuing output system_q_out_policy

  service-policy type network-qos system_nq_policy

関連情報:

qos-group は内部で スイッチがある特定の CoS をどのように扱うかです。 各パケットが入
るレーンかバケットとして qos-group を捉えて下さい。

●

最もよい努力は qos-group 0 に明示的 な qos-group、従ってそれをデフォルト得ません●

Fibre Channel over Ethernet（FCoE） （FCoE） qos-group 1 に入る CoS 3 および gets を持
っています

●

CoS <=> qos-group カンニング ペーパー

  CoS qos-group
Platinum 5 2
Gold 4 3



Silver 2 4
Bronze 1 5
ベスト エフォート [Any] 0
ファイバ チャネル 3 1

CoS は UCS の CoS 6 に変更することができます。 CoS 7 は内部 UCS 通信のために予約済みで
す。

キューインターフェイス コマンドを示して下さい

P10-UCS-A(nxos)# show queuing interface

Ethernet1/1 queuing information:

  TX Queuing

    qos-group  sched-type  oper-bandwidth

        0       WRR             50

        1       WRR             50

  RX Queuing

    qos-group 0

    q-size: 360640, HW MTU: 1500 (1500 configured)

    drop-type: drop, xon: 0, xoff: 360640

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 27957

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 27957

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

        Pkts sent to the port                   : 347

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

    qos-group 1

    q-size: 79360, HW MTU: 2158 (2158 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 20480, xoff: 40320

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 0

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

        Pkts sent to the port                   : 0

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

  Total Multicast crossbar statistics:

    Mcast pkts received from the cross-bar      : 347

この出力にどのようにこのインターフェイスキュー各クラス示されています。

スイッチポート イーサネット 1/1 についての情報:

最もよい努力は qos-group 0 および 360640 バイトのバッファの q サイズをおよび 1500 の
MTU 得ます。

●

このポートは最もよい努力の 27957 のパケットを ingressed/受け取り、egressed/347 のパケ
ットを送信しました。

●

「Pkts 入力で」はですパケットの数廃棄しました受け取られたが、バッファ（q サイズ）が
完全、スイッチだったその期間の間にこれです別名テール ドロップ廃棄することにしました
。

●



IOM ポート que

UCS シャーシで入出力 モジュール（IOM）ポートのためのキューインターフェイスを示して下さ
い:

Ethernet1/1/1 queuing information:

  Input buffer allocation:

  Qos-group: 1

  frh: 3

  drop-type: no-drop

  cos: 3

  xon       xoff      buffer-size

  ---------+---------+-----------

  8960      14080     24320

  Qos-group: 0

  frh: 8

  drop-type: drop

  cos: 0 1 2 4 5 6

  xon       xoff      buffer-size

  ---------+---------+-----------

  0         117760    126720

  Queueing:

  queue    qos-group    cos            priority  bandwidth mtu

  --------+------------+--------------+---------+---------+----

  2        0            0 1 2 4 5 6     WRR        50      1600

  3        1            3               WRR        50      2240

  Queue limit: 66560 bytes

  Queue Statistics:

  queue  rx              tx

  ------+---------------+---------------

  2      18098           28051

  3      0               0

  Port Statistics:

  rx drop         rx mcast drop   rx error        tx drop         mux ovflow

  ---------------+---------------+---------------+---------------+--------------

  0               0               0               0                InActive

  Priority-flow-control enabled: yes

  Flow-control status:

  cos     qos-group   rx pause  tx pause  masked rx pause

  -------+-----------+---------+---------+---------------

  0              0    xon       xon       xon

  1              0    xon       xon       xon

  2              0    xon       xon       xon

  3              1    xon       xon       xon

  4              0    xon       xon       xon

  5              0    xon       xon       xon

  6              0    xon       xon       xon

  7            n/a    xon       xon       xon

qos-group 0 および qos-group 1 があります、qos-group 0 はパケットを cos でマークされて 0 1
2 4 5 6 取得し、qos-group 1 は cos 3.を得ます。 ファブリック エクステンダー（FEX）の buffer-
size は /IOMs 少しより小さく、たった 126720 バイトです。 FEX は QoS をわずかに別様にし、
複数の qos-group を奪取 し、キューにそれらを組み込みます。 各キューのための rx および tx カ
ウンターは見られる場合があります。



show interface 優先順位フロー コントロール

チェックするべき最後の出力は次のとおりです: show interface 優先順位フロー コントロール

P10-UCS-A(nxos)# show interface priority-flow-control

============================================================

Port               Mode Oper(VL bmap)  RxPPP      TxPPP

============================================================

Ethernet1/1        Auto Off           0          0

Ethernet1/2        Auto Off           0          0

Ethernet1/3        Auto Off           0          0

Ethernet1/4        Auto Off           6          0

Ethernet1/5        Auto Off           0          0

Ethernet1/6        Auto Off           0          0

Ethernet1/7        Auto Off           0          0

Ethernet1/8        Auto Off           0          0

Ethernet1/9        Auto Off           0          0

Ethernet1/10       Auto Off           2          0

..snip..

Vethernet733       Auto Off           0          0

Vethernet735       Auto Off           0          0

Vethernet737       Auto Off           0          0

Ethernet1/1/1      Auto On  (8)       0          0

Ethernet1/1/2      Auto Off           0          0

Ethernet1/1/3      Auto On  (8)       0          0

Ethernet1/1/4      Auto Off           0          0

これはでおよびどんなインターフェイスを PFC がネゴシエートしないかどんなインターフェイス
を優先順位 フロー制御（PFC）がネゴシエートするか示します（自動） （自動）。 PFC は短い
時間のための特定の CoS のパケットを送信しないために隣接スイッチを頼むスイッチのための方
法です。 バッファが完全/ほとんど完全であると PFC 一時停止（1 優先順位一時停止あたりの
PPP、）は発生します。 この 1/1-4 シャーシ 1 の FEX/IOM へイーサネットことをダウンし、イ
ーサネット 1/9-10 が Nexus 5000 まである fex が詳細`私達に告げることを`show cdp neighbors
`の出力および`は示します。 この出力で 6 一時停止はアップストリーム Nexus ずっと 5000 へイ
ーサネット 1/4 および 2 一時停止の FEX/IOM にです送信された Ethernet1/10 送信 されました。

PPP 自身は BAD 事柄ではないです!●

注: FEX/IOM が Ethernet1/1-4 でそのの間で実際に切り替える PFC をネゴシエートしない
ないのでエンドポイント Ethernet1/1/1 にネゴシエートできます。 FEX/IOM に送信 される
PPP はリモート スイッチポート Ethernet1/1/1 に沿って送出されます。

それは UCS QoS が独自にのように….見えるものにです

銀が有効に なる場合はどうしたらいいのですか。

これは設定という結果に終ります:

class-map type qos class-fcoe

class-map type qos match-all class-silver match cos 2 class-map type queuing class-silver match

qos-group 4

class-map type queuing class-all-flood

  match qos-group 2



class-map type queuing class-ip-multicast

  match qos-group 2

policy-map type qos system_qos_policy

 class class-silver set qos-group 4

policy-map type queuing system_q_in_policy

class type queuing class-silver bandwidth percent 44

  class type queuing class-fcoe

    bandwidth percent 29 class type queuing class-default bandwidth percent 27 policy-map type

queuing system_q_out_policy class type queuing class-silver bandwidth percent 44

  class type queuing class-fcoe

    bandwidth percent 29 class type queuing class-default bandwidth percent 27 policy-map type

queuing org-root/ep-qos-Default-Qos class type queuing class-fcoe class type queuing class-

default bandwidth percent 50 shape 40000000 kbps 10240 class-map type network-qos class-silver

match qos-group 4class-map type network-qos class-all-flood match qos-group 2 class-map type

network-qos class-ip-multicast match qos-group 2 policy-map type network-qos system_nq_policy

class type network-qos class-silver

  class type network-qos class-fcoe

    pause no-drop

    mtu 2158

  class type network-qos class-default

system qos

  service-policy type qos input system_qos_policy

  service-policy type queuing input system_q_in_policy

  service-policy type queuing output system_q_out_policy

  service-policy type network-qos system_nq_policy

Ethernet1/1 queuing information:

  TX Queuing

    qos-group  sched-type  oper-bandwidth

        0       WRR             27

        1       WRR             29

        4       WRR             44

  RX Queuing

    qos-group 0

    q-size: 308160, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: drop, xon: 0, xoff: 301120

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 12

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 12

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 17

        Pkts sent to the port                   : 17

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

    qos-group 1

    q-size: 79360, HW MTU: 2158 (2158 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 20480, xoff: 40320

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 7836003

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 7836003

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 4551954

        Pkts sent to the port                   : 4551954

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

 qos-group 4 q-size: 22720, HW MTU: 1500 (1500 configured)

    drop-type: drop, xon: 0, xoff: 22720

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 0

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 0



        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

        Pkts sent to the port                   : 0

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

最もよい努力に注意して下さい（qos-group 0） q サイズは 360640 から 308160 ので銀行きまし
たから（qos-group は 4） 22720 バッファ領域の割り当てられました。

銀何をジャンボにされますか。

9216 に MTU を設定 して下さい。

Ethernet1/1 queuing information:

  TX Queuing

    qos-group  sched-type  oper-bandwidth

        0       WRR             27

        1       WRR             29

        4       WRR             44

  RX Queuing

    qos-group 0

    q-size: 301120, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: drop, xon: 0, xoff: 301120

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 3

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 3

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

        Pkts sent to the port                   : 0

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

    qos-group 1

    q-size: 79360, HW MTU: 2158 (2158 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 20480, xoff: 40320

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 7842224

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 7842224

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 4555791

        Pkts sent to the port                   : 4555791

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

 qos-group 4

    q-size: 29760, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: drop, xon: 0, xoff: 29760

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 0

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

        Pkts sent to the port                   : 0

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

銀を着せて下さい（qos-group は 22720 からの上の 4）今 29760 q サイズを、得ます。



銀が非ドロップするになされる場合はどうしたらいいのですか。

パケット破棄設定のチェックを外して下さいか。 

Ethernet1/1 queuing information:

  TX Queuing

    qos-group  sched-type  oper-bandwidth

        0       WRR             27

        1       WRR             29

        4       WRR             44

  RX Queuing

    qos-group 0

    q-size: 240640, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: drop, xon: 0, xoff: 240640

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 20

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 20

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 1

        Pkts sent to the port                   : 1

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

    qos-group 1

    q-size: 79360, HW MTU: 2158 (2158 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 20480, xoff: 40320

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 7837323

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 7837323

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 4552726

        Pkts sent to the port                   : 4552726

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

 qos-group 4 q-size: 90240, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 17280, xoff: 37120

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 0

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

        Pkts sent to the port                   : 0

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

銀に注意して下さい（90240 への 4） qos-group q サイズの増加、ドロップ タイプ変更非ドロッ
プするおよび最もよい努力 qos-group 0 は 240640 に減ります。

最もよい努力 qos-group 0 バッファ領域は他の QoS クラスに再割当てされます。

アップストリーム Nexus 5000

Nexus 5000 デフォルト QoS 構成は類似したでが、強要しません。

show running-config ipqos



Ethernet1/1 queuing information:

  TX Queuing

    qos-group  sched-type  oper-bandwidth

        0       WRR             27

        1       WRR             29

        4       WRR             44

  RX Queuing

    qos-group 0

    q-size: 240640, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: drop, xon: 0, xoff: 240640

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 20

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 20

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 1

        Pkts sent to the port                   : 1

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

    qos-group 1

    q-size: 79360, HW MTU: 2158 (2158 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 20480, xoff: 40320

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 7837323

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 7837323

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 4552726

        Pkts sent to the port                   : 4552726

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

 qos-group 4 q-size: 90240, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 17280, xoff: 37120

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 0

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

        Pkts sent to the port                   : 0

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

Nexus 5000 非表示省略時のオプションが従って show running-config ipqos はすべて全設定を見
るために必要となります。

キューインターフェイスを示して下さい

Ethernet1/1 queuing information:

  TX Queuing

    qos-group  sched-type  oper-bandwidth

        0       WRR             27

        1       WRR             29

        4       WRR             44

  RX Queuing

    qos-group 0

    q-size: 240640, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: drop, xon: 0, xoff: 240640

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 20



        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 20

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 1

        Pkts sent to the port                   : 1

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

    qos-group 1

    q-size: 79360, HW MTU: 2158 (2158 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 20480, xoff: 40320

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 7837323

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 7837323

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 4552726

        Pkts sent to the port                   : 4552726

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

 qos-group 4 q-size: 90240, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 17280, xoff: 37120

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 0

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

        Pkts sent to the port                   : 0

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

show interface 優先順位フロー コントロール

ポート UCS （Ethernet1/1 -に 2） PFC を持って下さい（自動）。

Ethernet1/1 queuing information:

  TX Queuing

    qos-group  sched-type  oper-bandwidth

        0       WRR             27

        1       WRR             29

        4       WRR             44

  RX Queuing

    qos-group 0

    q-size: 240640, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: drop, xon: 0, xoff: 240640

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 20

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 20

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 1

        Pkts sent to the port                   : 1

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

    qos-group 1

    q-size: 79360, HW MTU: 2158 (2158 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 20480, xoff: 40320

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 7837323

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 7837323

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 4552726



        Pkts sent to the port                   : 4552726

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

 qos-group 4 q-size: 90240, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 17280, xoff: 37120

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 0

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

        Pkts sent to the port                   : 0

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

設定に FCoE を追加して下さい

これらのポリシーは Nexus 5000 にデフォルトでそこにありますが、イネーブルにならなかった
、そうちょうどそれらを使用する必要があって下さい。

Ethernet1/1 queuing information:

  TX Queuing

    qos-group  sched-type  oper-bandwidth

        0       WRR             27

        1       WRR             29

        4       WRR             44

  RX Queuing

    qos-group 0

    q-size: 240640, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: drop, xon: 0, xoff: 240640

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 20

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 20

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 1

        Pkts sent to the port                   : 1

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

    qos-group 1

    q-size: 79360, HW MTU: 2158 (2158 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 20480, xoff: 40320

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 7837323

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 7837323

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 4552726

        Pkts sent to the port                   : 4552726

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

 qos-group 4 q-size: 90240, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 17280, xoff: 37120

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 0

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

        Pkts sent to the port                   : 0

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)



show interface 優先順位フロー コントロール

 ポート UCS （Ethernet1/1 -に 2） PFC を持って下さい（自動）。

Ethernet1/1 queuing information:

  TX Queuing

    qos-group  sched-type  oper-bandwidth

        0       WRR             27

        1       WRR             29

        4       WRR             44

  RX Queuing

    qos-group 0

    q-size: 240640, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: drop, xon: 0, xoff: 240640

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 20

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 20

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 1

        Pkts sent to the port                   : 1

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

    qos-group 1

    q-size: 79360, HW MTU: 2158 (2158 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 20480, xoff: 40320

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 7837323

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 7837323

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 4552726

        Pkts sent to the port                   : 4552726

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

 qos-group 4 q-size: 90240, HW MTU: 9216 (9216 configured)

    drop-type: no-drop, xon: 17280, xoff: 37120

    Statistics:

        Pkts received over the port             : 0

        Ucast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

        Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

        Pkts sent to the port                   : 0

        Pkts discarded on ingress               : 0

        Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

PFC

PFC(802.1Qbb) は Nexus/UCS デバイスがデータセンタ Bridging（DCBX）の一部として無損失
のファブリックをどのように作成するかです。 FCoE は無損失のファブリックを、マルチホップ
FCoE この設定 に関する 問題に特に傾向があります必要とします。 アップストリーム スイッチ
は、一般的に Nexus 5000、UCS で行われる QoS 設定を一致する必要があります。

停止するように隣接スイッチを知らせる追加帯を送信 するために以前に示された PFC としてス
イッチ用の方法はあります。 隣接スイッチに多分トラフィックがその入力 マルチポート（複数の
バッファ）あるので多くの方向すぐに行くトラフィックのマルチプルスイッチ ネットワーク環境
という点においてこれについて、だけでなく、これ追加します path1(source1/destintion1) これの
バッファを増加していますバッファを考えて下さい。 IP ストレージを使用するとき PFC が必要



とならない間、頻繁に不必要なパケットロスを防ぐこのバッファ乗算効果によるパフォーマンス
の改善を劇的に助けます。

優秀な PFC/DCBX 外観。

PFC がネゴシエートしない理由

非ドロップする QoS ポリシーは両方の側で一致する必要があります。

QoS クラスが非ドロップするとない非ドロップすると 1 スイッチで他方では定義される場合、
PFC はネゴシエートしません。 UCS が非ドロップする無効 out-of-the-box でプラチナを設定す
るが、ので、これは頻繁にプラチナが有効に なるとき発生します。

システム QoS は両方の側で一致する必要があります

キューイング 入力およびキューイング出力および QoS 入力が一致する場合、PFC はネゴシエー
トしません。

NetApp

Gold 

CoS 4(Gold) の NetApp によってタグ付けされる VLAN である NetApp ファイラはデフォルトで
すべての IP ストレージ トラフィックを送信 します。 NetApp がアクセス ポート NetApp トラフ
ィックに接続される時 CoS ビットが .1q ヘッダに最もよい努力に入るあると同時に。

非対称的な QoS

一般的な設定誤りは UCS からの NFS トラフィックをにネットワーク ファイル システム
（NFS）入れるために CoS 別の color（Silver）を選択することであり、NetApp からの戻り NFS
トラフィックは金に入ります。 従ってトラフィックは何かのようです:

server UCS Nexus 5k NetApp
送信 銀 > 銀 > ベスト エフォート
受信 <金 <金 <金

UCS が銀ない金のためにジャンボであるために設定されたが、場合、これは問題を引き起こしま
す。

未定義 QoS

QoS クラス（プラチナ/金/銀/青銅）が有効に ならないとき、UCS および Nexus デバイスは最も
よい努力としてそれらのパケットを処理し、qos-group 0 に入れます。

server UCS Nexus 5k NetApp
送信 銀 > 最もよい努力 > ベスト エフォート
受信 <金 <最もよい努力 <金

注： パケットの CoS ビットは変更されませんでしたりが/マークし直されます、パケットは別様

/content/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/ieee-802-1-data-center-bridging/at_a_glance_c45-460907.pdf


に処理されます。

仮想 な 計算環境（VCE） QoS

VCE QoS設計は理想よりより少なくあります。

  Nexus 1k UCS Nexus 5k
0 あって下さい/CoS 1500 1500 1600
FC/CoS 1 - 2158(no-drop) -
CoS 6 mgmt - -
プラチナ/CoS 5 - 1500(no-drop) 1500
金/CoS 4 vmotion 1500 1500
銀/CoS 2 NFS - 9216(no-drop)

持っていれば CoS のクラスは 1 つのレベルで定義しましたが、別のレベルで無視されて複雑で
、事柄ない作業にそれが意図されていた方法をする可能性があります。 たとえば VCE は NFS の
ために銀を使用しますが、UCS に定義される銀がなければこのトラフィックはジャンボではない
し、NFS トラフィックを廃棄されるか、またはフラグメント化します場合がある最もよい努力で
並べられます。 PFC は非ドロップするポリシーの不一致がネゴシエートされなかった原因ではな
いですが、PFC がイーサネットに必要とならないので明らかにこれは良いです。

浅いバッファ

インターネット プロトコル（IP）基底付き記憶域プロトコルはすべてに非常にバースト性プロト
コル 9000 MTU で頻繁に設定されてであり。 そのようにそれらはプラチナ/金/バッファに 29760
q サイズ/9000 MTU 割り当てだけに 3 つのパケットよる銀/青銅でテール ドロップが引き起こさ
れる前に不完全に実行します。

より大きいバッファ

UCS イーサネット ポリシーは vNIC バッファ（リングのサイズ）が高められるようにします。
デフォルトは 512 であり、最大は 4096 です。 最大にこの値を変更する場合、完全なバッファ レ
イテンシー（##KB/10Gbps）は 0.4ms から 3.2ms に増加します。 従ってこので少数のドロップ
のための、高められた レイテンシーを犠牲にするバッファ許可を変更します。

9216 MTU vs 9000 MTU

ジャンボ フレームの設定のポイントは 9000 のバイト レイヤ3 パケットが付いている別のエンド
ポイント デバイスに話すようにエンドポイント デバイスがすることです。 レイヤ2 カプセル化
手法が使用されるときエンドポイント デバイス間のスイッチおよびルータはカプセル化 オーバー
ヘッドを説明するために 9000 の MTU レイヤ3 パケットよりわずかに大きいレイヤ2 帯を処理で
きる必要があります。 確かでない時はスイッチの割り当て 9216 MTU。

PFC および PPP



新しいパケットがキューに入ると同時に、バッファは充満します。

バッファが 20k に到達するとき、バッファは充満し続けます。

バッファが 40k に到達するときトラフィックを送信 するために、スイッチは停止するようにこの
キューが非ドロップするなら PPP 一時停止を、whixh 示しますリモートスイッチを送信 します
。

理想的にはリモート側はすぐにバッファ（79360-40320）保持着信飛行中パケットのトラフィッ
クおよび残りを送信 するために停止します。

「バッファが完全なとき Pkts 入力で」はカウンター増分廃棄しました。

FC および FCoE はトラフィックおよびバッファ レベルを送信 するためにリモートスイッチ停止
が結局および reache 20k 落ちる理想的な状態の無損失のプロトコルです。 スイッチはリモート
スイッチにトラフィックを再度送信 し始めるように指示するこの非ドロップする キューのための
別の PPP unpause を送信 します。

トラブルシューティング

現在仕様が解決しますこの設定のための入手可能な情報をありません。

関連情報

UCS Manager ネットワーク管理 ガイド、リリース 4.0●

Nexus 5000 シリーズ Quality of Service（QoS） コンフィギュレーション ガイド●

VMware Esxi エンドツーエンド ジャンボ MTU 設定例の UCS●



テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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