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はじめに

はじめに
ここでは、 『Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーション ガイ
ド』の対象読者、構成、および表記法について説明します。 また、関連マニュアルの入手方法
についても説明します。
• 対象読者, v ページ
• マニュアルの構成, v ページ
• 表記法, vi ページ
• Nexus 5000 シリーズ NX-OS ソフトウェア関連資料, vii 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, viii ページ

対象読者
ここでは、 『Cisco Nexus 5000 NX-OS Quality of Service Configuration Guide, Release XX』の対象読
者、構成、および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入手方法についても説明
します。

マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。
章

説明

新機能と変更された機能

新しい Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの新機能および変更
された機能について説明します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアでサポートされる Quality of Service
（QoS）機能について説明します。

Quality of Service（QoS）の設 Quality of Service、注意事項と制限事項、Quality of Service 機能の
設定方法に関する情報について説明します。
定
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表記法

表記法
コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

太字

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。

イタリック体

イタリック体の文字は、ユーザが値を指定する引数です。

[x]

角カッコで囲まれているものは、省略可能な要素（キーワードま
たは引数）です。

[x | y]

角カッコで囲まれ、縦棒で区切られたキーワードまたは引数は、
任意の選択肢です。

{x | y}

波カッコで囲まれ、縦棒で区切られたキーワードまたは引数は、
必須の選択肢です。

[x {y | z}]

角カッコまたは波カッコが重複している場合、任意または必須の
要素内の、任意または必須の選択肢を示します。 角カッコ内の
波カッコおよび縦棒は、任意の要素内の必須の選択肢です。

variable

イタリック体を使用できないコンテキストで、ユーザが値を指定
する変数です。

string

引用符を付けない一組の文字。 ストリング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ストリ
ングとみなされます。

出力例では、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 フォント

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
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。
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はじめに
Nexus 5000 シリーズ NX-OS ソフトウェア関連資料

表記法

説明

[]

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。

! または #

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。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注）

注意

「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

「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。

Nexus 5000 シリーズ NX-OS ソフトウェア関連資料
Cisco NX-OS 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/ps9670/tsd_products_support_series_home.html
Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連マニュアルは、次のとおりです。
リリース ノート
• 『Cisco Nexus 5000 シリーズおよび Cisco Nexus 2000 シリーズ リリース ノート』
• 『Cisco Nexus 5000 Series Switch Release Notes』
Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS コンフィギュレーション ガイド
• 『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Fibre Channel over Ethernet Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーション ガイド』
• 『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS SAN Switching Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Security Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5000 Series Switch CLI Software Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5000 Series Fabric Manager Configuration Guide, Release 3.4(1a)』
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

インストレーションおよびアップグレード ガイド
• 『Cisco Nexus 5000 Series Hardware Installation Guide』
• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Nexus 5000 Series』
Cisco NX-OS コマンド リファレンス
• 『Cisco Nexus 5000 Series Command Reference』
Cisco NX-OS テクニカル リファレンス
• 『Cisco Nexus 5000 MIBs Reference』
Cisco NX-OS エラーおよびシステム メッセージ
• 『Cisco NX-OS System Messages Reference』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、 テクニカル サポート、その他の有用な情報について、 次の URL で、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。 シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、 リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコ は現在、RSS バージョン 2.0 をサ
ポートしています。
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章

新機能と変更された機能
この章では、 『Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーション ガイ
ド』に記載されている新機能および 変更された機能について、リリース固有の情報を示します。
• 新機能と変更された機能, 1 ページ

新機能と変更された機能
この章では、 『Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーション ガイ
ド』に記載されている新機能および 変更された機能について、リリース固有の情報を示します。
このマニュアルの最新バージョンは、次の シスコ Web サイトから入手できます。 http://
www.cisco.com/en/US/products/ps9670/products_installation_and_configuration_guides_list.html
Cisco NX-OS リリース 4.1(3)N2(1) に関する追加情報については、 次のシスコ Web サイトから入
手できる 『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Release Notes』を 参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/prod_release_notes_list.html
Cisco NX-OS リリース 4.1(3)N2(1) より、次の Nexus 5000 シリーズ 構成情報が、 機能個別のコン
フィギュレーション ガイドで 新しく提供されます。
• システム管理
• レイヤ 2 スイッチング
• Storage Area Networking（SAN; ストレージ エリア ネットワーキング）スイッチング
• Fibre Channel over Ethernet（FCoE）
• セキュリティ
• Quality Of Service（QoS）
これらの新しいガイドの情報は、以前は 『Cisco Nexus 5000 Series CLI Configuration Guide』に 記
載されていました。これらの情報は、Cisco.com で現在でも入手でき、Cisco Nexus 5000 NX-OS Rel
4.1(3) 以前のすべてのソフトウェア リリースに使用します。 それぞれの新しいコンフィギュレー
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新機能と変更された機能
新機能と変更された機能

ション ガイドは、 特定のリリースで導入または提供される機能を扱います。 ご使用のスイッチ
にインストールされたソフトウェアに関連するコンフィギュレーションガイドを選び、確認して
ください。
新しい『Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーション ガイド』の情
報は、これまで『Cisco Nexus 5000 Series CLI Configuration Guide』の「Part 6: Quality of Service」に
記載されていました。
Nexus 5000 シリーズ参照先の一覧については、「はじめに」にある関連 資料を参照してくださ
い。
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章

概要
Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチは、 このマニュアルに説明されている Quality Of Service
（QoS）機能をサポートします。
• 概要, 3 ページ

概要
このマニュアルでは、設定可能な Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Quality of Service（QoS）機能
について説明します。 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、および 輻輳回避の実現が可能になります。 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。 Modular QoS
CLI（MQC; モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス）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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概要
概要

Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーション ガイド
4

OL-20921-01-J

第

3

章

Quality Of Service（QoS）の設定
この章では、Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチで Quality of Service（QoS）を設定する方法につ
いて説明します。 内容は次のとおりです。
• QoS の概要, 5 ページ
• QoS 設定の注意事項と制限事項, 15 ページ
• システム クラスの設定, 16 ページ
• インターフェイスでの QoS の設定, 36 ページ
• プライオリティ フロー制御とリンクレベル フロー制御の設定, 39 ページ
• QoS 設定の確認, 41 ページ
• QoS 設定の例, 47 ページ

QoS の概要
Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチの 設定可能な Cisco NX-OS QoS 機能を使用すると、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、および輻輳回避の実
現が可能になります。
スイッチ上のデフォルトの QoS 設定により、ファイバ チャネルおよび Fibre Channel Over Ethernet
（FCoE）トラフィックのロスレス サービスと、ファイバ チャネルのベストエフォート型サービ
スを提供します。 イーサネット トラフィックの Class of Service（CoS; サービス クラス）を追加
するよう QoS を設定できます。 Cisco Nexus 5000 シリーズ QoS 機能は、Cisco Modular QoS CLI
（MQC; モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス）を使用して設定されます。
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MQC
QoS の概要

（注）

標準のイーサネットはベストエフォート型メディアです。つまり、いずれの形式のフロー制御
もありません。 輻輳や衝突が発生した場合、イーサネットはパケットを ドロップします。 脱
落したデータは上位のプロトコルで検出し、 ドロップされたパケットを再送信します。
ファイバチャネルには各パケットの配信を保証する信頼できる送信システムが必要です。FCoE
を適切にサポートするために、イーサネットは輻輳を回避する Priority Flow Control（PFC; プ
ライオリティ フロー制御）メカニズムで拡張されています。

MQC
Cisco モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）は、 QoS を設定するための標準コ
マンド セットを提供します。
MQC を使用して、追加のトラフィック クラスを定義し、システム全体および個々の インターフェ
イスで QoS ポリシーを設定できます。 MQC で QoS ポリシーを設定するには、次の手順を実行し
ます。
1 トラフィック クラスを 定義します。
2 ポリシーとアクションを各トラフィック クラスに関連付けます。
3 ポリシーは、 論理または物理インターフェイスに追加するほか、グローバル システム レベル
で追加します。
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 2 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。
クラス マップは、IEEE 802.1p Class of Service（CoS; サービス クラス）値などの一致基準に
基づいて、着信パケットを分類します。 ユニキャストまたはマルチキャスト パケットが分
類されます。
• policy-map：クラス単位で クラス マップ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 マップは、帯域幅の制限や パケットのドロップなどの、関連付けられたトラフィッ
ク クラスで 実行するアクション セットを定義します。
クラス マップおよびポリシー マップを作成する場合は、次の class-map および policy-map オブジェ
クト タイプ を定義します。
• network-qos：システム レベル関連のアクションに使用できる MQC オブジェクトを定義しま
す。
• qos：分類に使用できる MQC オブジェクトを定義します。
• queuing：キューイングおよび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。
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QoS の概要

（注）

qos タイプは、 class-map コマンドおよび policy-map コマンドのデフォルト ですが、タイプを
明示的に指定する必要がある service-policy では 、デフォルトではありません。
ポリシーは、 service-policy コマンドを使用して、インターフェイスまたは EtherChannel に追加で
きるほか、グローバル システム レベルで追加できます。
show class-map コマンドおよび show policy-map 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。
MQC ターゲットは、パケットのフローを表すエンティティ（イーサネット インターフェイスな
ど）です。 サービス ポリシーは、 ポリシー マップを MQC ターゲットに関連付け、 着信または
発信パケットでポリシーを適用するかどうか指定します。 このマッピングにより、マーキング、
帯域割り当て、バッファ割り当てなど、 QoS ポリシーの設定をイネーブルにします。

システム クラス
システム qos は MQC ターゲットのタイプを示します。 service-policy を使用して、 ポリシー マッ
プをシステム qos ターゲットに関連付けます。 優先的な service-policy 設定が特定のインターフェ
イスにないかぎり、システム qos ポリシーがスイッチのすべての インターフェイスに適用されま
す。 システム qos ポリシーは、システム クラスやスイッチ全体のトラフィック クラスのほか、そ
れらの属性を定義するために使用します。 QoS の一貫性を確保するため（および設定しやすくす
るため）に、スイッチは Data Center Bridging Exchange（DCBX）プロトコルを使用して接続され
たネットワーク アダプタのすべてにシステム クラス パラメータ値を配布します。
サービス ポリシーがインターフェイス レベルで設定されている場合、インターフェイス レベル
のポリシーは常にシステム クラス 設定またはデフォルト値よりも優先されます。
Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチでは、システム クラスは qos-group 値によって一意に識別され
ます。 全体で 6 つのシステム クラスがサポートされています。 6 つのシステム クラスのうち 2
つはデフォルトで、必ず スイッチに存在します。 最大 4 つの追加システム クラスを 管理者が作
成できます。

デフォルトのシステム クラス
Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチは次のデフォルトのシステム クラスを提供します。
• ドロップ システム クラス
デフォルトでは、すべてのユニキャストおよびマルチキャスト イーサネット トラフィック
は、デフォルトのドロップ システム クラスに分類されます。 このクラスは qos-group 0 で識
別されます。
システムの起動時にこのクラスは自動的に作成されます（クラス名は CLI で class-default で
す）。 このクラスは削除できません。このデフォルト クラスに関連付けられた一致基準 も
変更できません。
• FCoE システム クラス

Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーション ガイド
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ポリシー タイプ
QoS の概要

すべてのファイバ チャネルおよび FCoE 制御トラフィックおよびデータ トラフィックは、自
動的に FCoE システム クラスに分類されます。これにより、 no-drop サービスを提供します。
このクラスは、 システムの起動時に自動的に作成されます（クラス名は CLI で class-fcoe で
す）。 このクラスは削除できません。このクラスに関連付ける IEEE 802.1p CoS 値の変更だ
け可能です。 このクラスは qos-group 1 で識別されます。
スイッチは、次のようにパケットを FCoE システム クラスに分類します。
◦ FCoE トラフィックは EtherType に基づいて分類されます。
◦ ネイティブ ファイバ チャネル トラフィックは、 物理インターフェイス タイプに基づい
て分類されます。

（注）

オプションの N5K-M1404 または N5K-M1008 拡張モジュールには、ネイティ
ブ 1/2/4 ギガビット ファイバ チャネル ポートがあります。

ポリシー タイプ
Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチは、複数のポリシー タイプをサポートしています。 ポリシー
タイプでクラス マップを作成します。
3 つのポリシー タイプがあります。 各クラスのタイプには、次の QoS パラメータを 指定できま
す。
• タイプ network-qos：network-qos ポリシーを使用して、システム クラスを配置し、 システム
全体のスコープを持つそれらのクラスにパラメータを関連付けます。
◦ 分類：このクラスに一致するトラフィックは次のとおりです。
◦ QoS グループ：タイプ network-qos のクラス マップはシステム クラスを示し、 関
連付けられた qos-group によって照合されます。
◦ ポリシー：一致したトラフィックで実行されるアクションは次のとおりです。

（注）

network-qos ポリシーは、システム qos ターゲットだけに追加できます。

◦ MTU：システム クラスにマッピングされた トラフィックに適用する必要のある
Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）。 システム クラスごとに
デフォルトの MTU があります。システム クラス MTU は設定可能です。
◦ マルチキャスト最適化：このクラスにマッピングされている マルチキャスト トラ
フィックのパフォーマンスを最適化する場合に指定します。
◦ Pause no-drop：No drop は、 システム クラスのロスレス サービスを指定します。
Drop は、この システム クラスのキューが満杯である場合にテール ドロップを使

Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーション ガイド
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Quality Of Service（QoS）の設定
QoS の概要

用する（キューが 割り当てサイズに達すると、着信パケットがドロップされる）
よう指定します。
追加パラメータ pfc-cos を設定できます。 この パラメータは、no-drop システム ク
ラスのトラフィックが、サービス クラス（CoS）だけに基づいてマッピングされ
ず、輻輳が発生する場合に、 プライオリティ フロー制御（PFC）をアサートする
CoS 値を示します。
◦ キュー制限：このシステム クラスのキューに確保する 必要があるバッファ数を指
定します。 このオプションは no-drop システム クラスには設定できません。
◦ CoS 値の設定：このシステム クラスにマッピングされたすべてのトラフィックに
802.1p 値をマーク付けする場合に使用します。 システム クラスのマーキング値 は
一意である必要があり、他のシステム クラスの マーキング値として使用できませ
ん。
• タイプ キューイング：タイプ キューイング ポリシーを使用して、システム クラスと関連付
けられたキューの スケジューリング特性を定義します。

（注）

一部の設定パラメータは、EtherChannel に適用されていると、 メンバ ポート
の設定に反映されません。

◦ 分類：このクラスに一致するトラフィックは次のとおりです。
◦ QoS グループ：タイプ キューイングのクラス マップは、システム クラスを示し、
関連付けられた qos-group によって照合されます。
◦ ポリシー：一致したトラフィックで実行されるアクションは次のとおりです。

（注）

これらのポリシーは、システム qos ターゲットまたは任意のインターフェイス
に追加できます。 出力キューイング ポリシーを使用して、システム クラスに
関連付けられた スイッチの出力キューを設定します。 入力キューイング ポリ
シーを使用して、 Converged Network Adapter（CNA; 統合ネットワーク アダプ
タ）のキューのスケジューリングを設定します。 入力キューイング ポリシー
パラメータは、DCBX プロトコルで CNA に発信されます。

◦ 帯域幅：システム クラスに保証される Deficit Weighted Round Robin（DWRR）スケ
ジューリングの割合を設定します。
◦ プライオリティ：システム クラスを完全優先 スケジューリング用に設定します。
指定された キューイング ポリシーで優先するシステム クラスを 1 つだけ設定でき
ます。
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リンクレベル フロー制御（LLC）
QoS の概要

• タイプ qos：タイプ qos ポリシーを使用して、フレーム内にある レイヤ 2、レイヤ 3、レイヤ
4 の各種フィールドに基づいたトラフィックを分類し、システム クラスにマッピングしま
す。

（注）

一部の設定パラメータは、EtherChannel に適用されていると、 メンバ ポート
の設定に反映されません。

◦ 分類：このクラスに一致するトラフィックは次のとおりです。
◦ Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）：既存の ACL の基準に
基づいてトラフィックを分類します。
◦ サービス クラス：フレーム ヘッダーの CoS フィールドに基づいてトラフィックを
照合します。
◦ DSCP：IP ヘッダーの DiffServ フィールドにある Differentiated Services Code Point
（DSCP; DiffServ コード ポイント）値に基づいてトラフィックを分類します。
◦ IP リアルタイム プロトコル：リアルタイム アプリケーションで使用されるポート
番号に基づいてトラフィックを分類します。
◦ 優先順位：IP ヘッダーの Type of Service（ToS; サービス タイプ）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します。
◦ プロトコル：IP ヘッダーのプロトコル フィールドに基づいてトラフィックを分類
します。
◦ ポリシー：一致したトラフィックで実行されるアクションは次のとおりです。

（注）

このポリシーは、システムまたは任意のインターフェイスに追加できます。
入力トラフィックだけに適用されます。

◦ QoS グループ：このトラフィック フローがマッピングされた システム クラスに対
応する qos-group を設定します。

リンクレベル フロー制御（LLC）
IEEE 802.3x Link-Level Flow Control（LLC; リンクレベル フロー制御）により、輻輳レシーバーは
リンクのもう一方の端にあるトランスミッタと通信して、短時間の間データの転送を停止できま
す。 リンクレベル フロー制御は、リンク上のすべてのトラフィックに適用されます。
送受信方向は個別に設定できます。 デフォルトでは、リンクレベル フロー制御は両方向でディ
セーブルです。
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プライオリティ フロー制御
QoS の概要

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチでは、イーサネット インターフェイスはリンクレベル フロー
制御機能を自動検出しません。イーサネットインターフェイスでこの機能を明示的に設定する必
要があります。
各イーサネットインターフェイスで、スイッチはプライオリティフロー制御またはリンクレベル
フロー制御のいずれか（両方は不可）をイネーブルにできます。

プライオリティ フロー制御
プライオリティ フロー制御（PFC）により、 ポーズ機能をリンク上のすべてのトラフィックでは
なく、 リンク上の特定のトラフィック クラスに適用できます。 PFC は、IEEE 802.1p CoS 値に基
づいて、 ポーズ機能を適用します。 スイッチが PFC をイネーブルにすると、ポーズ機能を適用
する CoS 値を アダプタに伝えます。
イーサネット インターフェイスは PFC を使用して、ロスレス サービスを no-drop システム クラス
に提供します。 PFC はクラス単位でポーズ フレームを実装し、 IEEE 802.1p CoS 値を使用して ロ
スレス サービスを必要とするクラスを特定します。
スイッチにおいて各システム クラスには、関連付けられた IEEE 802.1p CoS 値があります。この
CoS 値はデフォルトで割り当てられるか、システム クラスで設定されます。 PFC をイネーブルに
すると、スイッチは no-drop CoS 値をアダプタに送信し、 PFC をこれらの CoS 値に適用します。
FCoE システム クラスのデフォルトの CoS 値は 3 です。 この値は設定可能です。
デフォルトでは、スイッチは PFC 機能をイネーブルにするようネゴシエーションを行います。 ネ
ゴシエーションが成功すると、設定に関係なく、PFC はイネーブルになり、リンクレベル フロー
制御はディセーブルのままです。 PFC ネゴシエーションが失敗した場合、インターフェイスで
PFC を強制的にイネーブルにするか、または IEEE 802.x リンクレベル フロー制御をイネーブルに
できます。
PFC をインターフェイスでイネーブルにしていない場合、 IEEE 802.3X リンクレベル ポーズをイ
ネーブルにできます。 デフォルトでは、リンクレベル ポーズはディセーブルです。

MTU
Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチはレイヤ 2 スイッチで、パケット フラグメンテーションをサ
ポートしません。入力インターフェイスと出力インターフェイスの間で最大伝送ユニット（MTU）
の設定が一致していない場合、 パケットが切り捨てられることがあります。
MTU を設定する場合は、次の注意事項に従ってください。
• MTU はシステム クラス単位で指定されます。 システム クラスではトラフィック クラスごと
に異なる MTU を指定できますが、スイッチ全体のすべてのポートで矛盾しないようにする
必要があります。 インターフェイスで MTU を設定できません。
• ファイバ チャネルおよび FCoE ペイロード MTU は、スイッチで 2112 バイトです。 その結
果、ファイバ チャネル インターフェイスの rxbufsize は 2112 バイトに固定されます。 Cisco
Nexus 5000 シリーズ スイッチが 2112 バイトではない rxbufsize をピアから受信すると、
Exchange Link Parameter（ELP）ネゴシエーションに 失敗し、リンクはアップ状態になりませ
ん。
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信頼境界
QoS の概要

• system jumbomtu コマンドを入力すると、システム内の MTU の上限が定義されます。 シス
テム ジャンボ MTU のデフォルト値は 9216 バイトです。 最小 MTU は 2240 バイトで、最大
MTU は 9216 バイトです。
• システム クラス MTU により、クラス内のすべての パケットの MTU が設定されます。 シス
テム クラス MTU は、グローバル ジャンボ MTU よりも 大きく設定できません。
• FCoE システム クラス（ファイバ チャネルおよび FCoE トラフィックの場合）のデフォルト
MTU は 2240 バイトです。 この値は変更できません。
• デフォルトのドロップ システム クラスのデフォルト MTU は 1538 バイトです。 この値は設
定可能です。
• スイッチは、DCBX をサポートする ネットワーク アダプタに MTU 設定を送信します。

（注）

MTU は DCBX の Converged Enhanced Ethernet（CEE）モードでは サポートさ
れません。

信頼境界
信頼境界は、次のように着信インターフェイスによって実行されます。
• すべてのファイバ チャネルおよび仮想ファイバ チャネル インターフェイスは、FCoE システ
ム クラスに自動的に分類されます。
• デフォルトでは、すべてイーサネット インターフェイスは信頼できるインターフェイスで
す。 802.1p CoS 値でタグ付けされたパケットは、パケット内の値を使用して、システム クラ
スに分類されます。
• 802.1p CoS 値でタグ付けされていないパケットは、デフォルトのドロップ システム クラスに
分類されます。 タグなしパケットがトランク上で送信される場合、このパケットにはデフォ
ルトのタグなし Cos 値（この値は 0）がタグ付けされます。
• イーサネット インターフェイスまたはポート チャネルのデフォルトのタグなし Cos 値は上
書きできます。
システムがタグなし CoS 値を適用しても、QoS は、CoS 値をタグ付けしてシステムに入ったパ
ケットと同様に機能します。

入力キューイング ポリシー
入力ポリシー マップをイーサネット インターフェイスに 関連付けて、指定されたトラフィック
クラスの帯域幅を確保したり、 プライオリティ キューを指定したりできます。
アダプタの入力ポリシーは、指定された Cos 値と一致するすべての 発信トラフィックに適用され
ます。
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入力分類ポリシー
QoS の概要

インターフェイスの入力ポリシーを設定すると、スイッチはアダプタに設定データを送信します。
アダプタが DCBX プロトコルや入力ポリシー Type-Length-Value（TLV）をサポートしていない場
合、 入力ポリシーの設定は無視されます。

入力分類ポリシー
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。トラフィックは、ポート特性（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分類します。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、複数の一致基準を指定でき、特定の基準について照合しないこ
とを選択するか、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
ことができます。
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。

出力キューイング ポリシー
出力ポリシー マップを イーサネット インターフェイスに関連付けて、指定されたトラフィック
クラス の帯域幅を確保したり、出力キューを設定したりできます。
帯域割り当ての制限は、FCoE トラフィックなど、インターフェイス上のすべての トラフィック
に適用されます。
イーサネット インターフェイスごとに最大 6 つのキュー（システム クラスごとに 1 つ）をサポー
トします。 キューには次のデフォルト 設定があります。
• 6 つのキューに加え、CPU に転送される制御トラフィックは 完全優先キューを使用します。
ユーザ設定ではこのキューには アクセスできません。
• FCoE トラフィック（FCoE システム クラスにマッピングされるトラフィック）にキューが割
り当てられます。 このキューは、帯域幅の 50% で Weighted Round-Robin（WRR; 重み付けラ
ウンドロビン） スケジューリングを使用します。
• デフォルトのドロップ システム クラスの標準イーサネット トラフィックにキューが割り当
てられます。 このキューは、帯域幅の 50 % で WRR スケジューリングを使用します。
システム クラスを追加すると、キューが クラスに割り当てられます。 影響を受けたすべての イ
ンターフェイスで帯域割り当てを再設定する必要があります。 帯域幅は、自動的にユーザ定義の
システム クラス専用にはなりません。
完全優先キューを設定できます。 この キューは、制御トラフィック キュー （データ トラフィッ
クではなく制御トラフィックを伝送）以外の他のすべてのキューより先に処理されます。
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マルチキャスト トラフィックの QoS
QoS の概要

マルチキャスト トラフィックの QoS
システムは、インターフェイスごとに 6 つのマルチキャスト キューを提供し、各システム クラス
に 1 つのキューを割り当てます。 デフォルトでは、すべての マルチキャスト イーサネット トラ
フィックは、デフォルトのドロップ システム クラスに分類されます。 このトラフィックは、1 つ
のマルチキャスト キューで処理されます。
最適化マルチキャスティングにより、未使用のマルチキャストキューを使用して、マルチキャス
トフレームのスループットを向上させることができます。最適化マルチキャストがデフォルトの
ドロップ システム クラスでイネーブルにされると、システムは 6 つのキューすべてを使用してマ
ルチキャスト トラフィックを処理します（6 つのキューには 同等のプライオリティが与えられま
す）。
新しいシステム クラスを定義すると、専用の マルチキャスト キューがこのクラスに割り当てら
れます。 このキューは、最適化マルチキャスト クラスで利用できるキューのセット から除外さ
れます。
最適化マルチキャスティングにより、マルチキャスト フレームのスループットおよびパフォーマ
ンスが 向上します。
システムは、 ブロードキャスト トラフィックまたはマルチキャスト トラフィックを照合するた
めに、2 つの定義済みクラス マップを備えています。 これらのクラス マップは、ユニキャスト
トラフィックとマルチキャスト トラフィックに 別々のポリシー マップを作成する場合に便利で
す。 定義済みの クラス マップは、次のとおりです。
• class-all-flood
class-all-flood クラス マップは、すべての ブロードキャスト トラフィック、マルチキャスト
トラフィック、および未知のユニキャスト トラフィックを（すべての Cos 値で）照合しま
す。 class-all-flood クラス マップでポリシー マップを設定した場合、システムは このトラ
フィックに利用できるすべてのマルチキャスト キューを自動的に使用します。
• class-ip-multicast
class-ip-multicast クラス マップは、すべての IP マルチキャスト トラフィックを照合します。
このクラス マップに設定されたポリシー オプションが、すべてのイーサネット CoS 値でト
ラフィック に適用されます。 たとえば、このクラスの最適化マルチキャスト をイネーブル
にすると、IP マルチキャスト トラフィックはすべての CoS 値で最適化されます。

（注）

これら定義済みの クラス マップのいずれかを no-drop クラスとして設定すると、 プライオリ
ティ フロー制御機能がすべてのイーサネット CoS 値に適用されます。 この設定では、ポーズ
がユニキャスト トラフィックおよびマルチキャスト トラフィックに適用されます。
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ファイバ チャネル インターフェイスのポリシー
QoS 設定の注意事項と制限事項

ファイバ チャネル インターフェイスのポリシー
出力キューは、ネイティブ ファイバ チャネル インターフェイスに設定できません。 次のように
2 つのキューが使用できます。
• ハイプライオリティ制御トラフィックを処理する完全優先キュー
• すべてのデータ トラフィックとロー プライオリティ制御トラフィックを処理するキュー

CPU に転送されるトラフィックの QoS
CPU がパケットで満杯にならないようにするために、スイッチは、CPU に転送されるトラフィッ
クに自動的に QoS ポリシーを適用します。 確実に配信するために、Bridge Protocol Data Unit（BPDU;
ブリッジ プロトコル データ ユニット）フレームなどの制御トラフィックにはより高いプライオ
リティが与えられます。

QoS 設定の注意事項と制限事項
スイッチ リソース（バッファ、仮想出力キュー、および出力 キューなど）は、デフォルト クラ
スおよびユーザ設定のシステム クラスに基づいて分割されます。 Cisco NX-OS は自動的にリソー
ス割り当てを調整して、設定済み システム クラスに対応します。
最適なスイッチ パフォーマンスを維持するには、システム クラスおよびポリシーの設定時に 次
の注意事項に従ってください。
• 4 つ未満のイーサネット クラスを定義する場合、最大 2 つの クラスを no-drop クラスとして
設定できます。 4 つ以上のイーサネット クラスを定義する場合、これらのクラスのうち 1 つ
だけを no-drop クラスとして設定できます。 デフォルトの drop クラスはイーサネット クラ
スとしてカウントされます。
• イーサネット インターフェイスで プライオリティ フロー制御がイネーブルの場合、 ポーズ
はドロップ システム クラスを持つトラフィックに適用されません。 PFC はポーズを drop ク
ラスに適用しません。 PFC が設定されたインターフェイスでは、リンクレベル ポーズ機能
はイネーブル になりません。
• イーサネット インターフェイス上のすべての FCoE トラフィックは 1 つの no-drop システム
クラスにマッピングされます。 デフォルトではこのクラスに CoS 値 3 が関連付けられていま
す。ただし、別の値を設定できます。 FCoE と同じ CoS 値を使用するように標準イーサネッ
ト トラフィックを 設定すると、このトラフィックは FCoE システム クラスに引き続きマッ
ピングされ、スイッチはプライオリティ フロー制御を FCoE CoS 値に適用します。
• Cisco Nexus 2148T Fabric Extender を接続して使用している場合、データ トラフィックを CoS
値 7 でマーク付けしないでください。 CoS 7 は、 Fabric Extender を通過する制御トラフィッ
ク用に予約されています。
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クラス マップの設定
システム クラスの設定

（注）

タイプ qos ポリシーは、 Cisco Nexus 5000 シリーズ インターフェイスおよび Cisco Nexus 2000
シリーズ Fabric Extender インターフェイスだけでアクティブにできます。 Fabric Extender ファ
ブリック インターフェイスまたは Fabric Extender ファブリック EtherChannel インターフェイス
では、 Cisco NX-OS CLI で設定を拒否しなくてもタイプ qos ポリシーは使用されません。
ハードウェア リソースを浪費しないためには、 Fabric Extender ファブリック インターフェイ
スまたは Fabric Extender ファブリック EtherChannel インターフェイスでタイプ qos ポリシー
マップを設定しないことを推奨します。
EtherChannel を設定する場合、次の点に注意してください。
• EtherChannel に設定されたサービス ポリシーは、すべての メンバ インターフェイスに適用
されます。
• EtherChannel に設定されたプライオリティ フロー制御は、 すべてのメンバ インターフェイ
スに適用されます。

システム クラスの設定
クラス マップの設定
class-map コマンドでクラス マップを作成または変更できます。 クラス マップは、トラフィック
のクラスを表す名前付きオブジェクト です。 クラス マップでは、パケットを分類する 一致基準
を指定します。 作成または変更後に、クラス マップ をポリシー マップ内で参照できます。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# class-map [type {network-qos | qos | queuing}] class-name
3. (オプション) switch(config)# no class-map [type {network-qos | queuing | qos | queuing}] class-name

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

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

指定された トラフィックのクラスを表す名前付きオブジェクトを作成
するか、名前付きオブジェクトにアクセスします。 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。

Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーション ガイド
16

OL-20921-01-J

Quality Of Service（QoS）の設定
ACL 分類の設定

コマンドまたはアクション

目的
次のように 3 つのクラス マップ コンフィギュレーション モードがあり
ます。
• network-qos：ネットワーク全体（グローバル）モード。 CLI プロ
ンプト： switch(config-cmap-nq)#。
• qos：分類モード。これはデフォルト モードです。 CLI プロンプ
ト： switch(config-cmap-qos)#。
• queuing：キューイング モード。 CLI プロンプト：
switch(config-cmap-que)#。

ステップ 3

switch(config)# no class-map [type (オプション)
{network-qos | queuing | qos |
指定されたクラス マップを削除します。
queuing}] class-name
（注）
システム定義の 2 つのクラス マップ（class-fcoe と
class-default）は削除できません。

ACL 分類の設定
既存の アクセス コントロール リスト（ACL）に基づいてパケットを照合することによって、ト
ラフィックを分類できます。 トラフィックは ACL に定義されている基準で分類されます。 permit
および deny ACL キーワードは照合では 無視されます。アクセス リストの一致基準に deny アク
ションが存在している場合でも、この クラスの照合に使用されます。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# class-map type qos class-name
3. switch(config-cmap-qos)# match access-group name acl-name
4. (オプション) switch(config-cmap-qos)# no match access-group name acl-name

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

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

トラフィックのクラス を表す名前付きオブジェクトを作成しま
す。 クラス マップ名には、アルファベット、ハイフン、またはア
ンダースコア 文字を含めることができます。クラス マップ名は大
文字と小文字が区別され、最大 40 文字まで設定できます。
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Quality Of Service（QoS）の設定
CoS 分類の設定

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 name acl-name

acl-name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。 permit および deny ACL キーワードは照
合では 無視されます。
（注）

1 つのクラス マップで定義できる ACL は 1 つだけです。
match access-group が定義されたクラスには、その他の
一致基準を追加できません。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# no match
access-group name acl-name

(オプション)
一致するトラフィックをトラフィック クラスから削除します。

次の例は、既存の ACL に基づいてパケットを 照合することにより、トラフィックを分類する方
法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type qos class_acl
switch(config-cmap-qos)# match access-group name acl-01

ACL のクラス マップ設定を表示するには、 show class-map コマンドを使用します。
switch# show class-map class_acl

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
めに規定されています。 CoS は Virtual Local Area Network（VLAN; バーチャル LAN）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。
システム クラスに no-drop 機能が設定されている場合、 match cos コマンドは追加目的で機能しま
す。 スイッチは CoS 値を アダプタに送信するので、アダプタはこの CoS 値の PFC ポーズを適用
します。
FCoE システム クラスのデフォルトの CoS 値は 3 です。 match cos 設定を FCoE システム クラス
に追加して、異なる CoS 値を設定できます。 PFC ポーズ は新しい値と一致するトラフィックに
適用されます。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# class-map type qos class-name
3. switch(config-cmap-qos)# match cos cos-value
4. (オプション) switch(config-cmap-qos)# no match cos cos-value
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Quality Of Service（QoS）の設定
DSCP 分類の設定

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

switch(config)# class-map type qos トラフィックのクラス を表す名前付きオブジェクトを作成します。
class-name
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。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)# match cos パケットをこのクラスに分類する ために照合する CoS 値を指定しま
cos-value
す。 CoS 値は、0 ～ 7 の範囲 で設定できます。
（注）

ステップ 4

Cisco Nexus 2148T Fabric Extender を接続して使用している
場合、データ トラフィックを CoS 値 7 でマーク付けしな
いでください。 CoS 7 は、 Fabric Extender を通過する制御
トラフィック用に予約されています。

switch(config-cmap-qos)# no match (オプション)
cos cos-value
一致するトラフィックをトラフィック クラスから削除します。
次の例は、 定義された CoS 値に基づいてパケットを照合することにより、トラフィックを分類す
る方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type qos class_cos
switch(config-cmap-qos)# match cos 4, 5-6

CoS 値のクラス マップ設定を表示するには、 show class-map コマンドを使用します。
switch# show class-map class_cos

DSCP 分類の設定
IP ヘッダー（IPv4 または IPv6 のいずれか）の DiffServ フィールドにある DiffServ コード ポイン
ト（DSCP）値に基づいてトラフィックを分類できます。 標準の DSCP 値については、次の表を
参照してください。
表 1：標準の DSCP 値

値

DSCP 値の一覧

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
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値

DSCP 値の一覧

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

AF32 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（優先順位 1）dscp（001000）：10 進値 8

cs2

CS2（優先順位 2）dscp（010000）：10 進値 16

cs3

CS3（優先順位 3）dscp（011000）：10 進値 24

cs4

CS4（優先順位 4）dscp（100000）：10 進値 32

cs5

CS5（優先順位 5）dscp（101000）：10 進値 40

cs6

CS6（優先順位 6）dscp（110000）：10 進値 48

cs7

CS7（優先順位 7）dscp（111000）：10 進値 56

default

デフォルト dscp（000000）：10 進値 0

ef

EF dscp（101110）：10 進値 46

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# class-map type qos class-name
3. switch(config-cmap-qos)# match dscp dscp-list
4. (オプション) switch(config-cmap-qos)# no match dscp dscp-list
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IP Real-time Transport Protocol（RTP）分類の設定

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

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

トラフィックのクラス を表す名前付きオブジェクトを作成しま
す。クラスマップ名には、アルファベット、ハイフン、または
アンダースコア文字を含めることができます。クラスマップ名
は大文字と小文字が区別され、最大 40 文字まで設定できます。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)# match dscp dscp-list の値に基づいてパケットを照合することによって 、ト
dscp-list
ラフィック クラスを設定します。 標準の DSCP 値については、
前の 表を参照してください。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# no match
dscp dscp-list

(オプション)
一致するトラフィックをトラフィック クラスから削除します。

次の例は、IP ヘッダーの DiffServ フィールドの DSCP 値に基づいてパケットを照合することによ
り、 トラフィックを分類する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type qos class_dscp
switch(config-cmap-qos)# match dscp af21, af32

DSCP のクラス マップ設定を表示するには、 show class-map コマンドを使用します。
switch# show class-map class_dscp

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 User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データ
グラム プロトコル）ポートは使用されませんが、 通常はポート 16384 ～ 32767 を使用するように
RTP を設定します。 偶数ポートを UDP 通信に使用し、次の上位の奇数ポートを 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。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# class-map type qos class-name
3. switch(config-cmap-qos)# match ip rtp port-number
4. (オプション) switch(config-cmap-qos)# no match ip rtp port-number
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手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

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

トラフィックのクラスを表す名前付きオブジェクトを作成しま
す。 クラス マップ名には、アルファベット、ハイフン、または
アンダースコア 文字を含めることができます。クラス マップ名
は大文字と小文字が区別され、最大 40 文字まで設定できます。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)# match ip
rtp port-number

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。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# no match
ip rtp port-number

(オプション)
一致するトラフィックをトラフィック クラスから削除します。

次の例は、RTP アプリケーションで一般に使用される UDP ポート範囲に 基づいてパケットを照
合することにより、トラフィックを分類する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type qos class_rtp
switch(config-cmap-qos)# match ip rtp 2000-2100, 4000-4100

RTP のクラス マップ 設定を表示するには、 show class-map コマンドを使用します。
switch# show class-map class_rtp

Precedence 分類の設定
IP ヘッダー（IPv4 または IPv6 のいずれか）のサービス タイプ（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。 次の表に、優先順位値を示します。
表 2：優先順位値

値

優先順位値の一覧

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）

Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーション ガイド
22

OL-20921-01-J

Quality Of Service（QoS）の設定
Precedence 分類の設定

値

優先順位値の一覧

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）

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# class-map type qos class-name
3. switch(config-cmap-qos)# match precedence precedence-values
4. (オプション) switch(config-cmap-qos)# no match precedence precedence-values

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

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

トラフィックのクラス を表す名前付きオブジェクトを作成し
ます。 クラス マップ名には、アルファベット、ハイフン、ま
たはアンダースコア 文字を含めることができます。クラス
マップ名は大文字と小文字が区別され、最大 40 文字まで設定
できます。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)# match
precedence precedence-values

precedence-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。 値については、前の
表を参照してください。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# no match
precedence precedence-values

(オプション)
一致するトラフィックをトラフィッククラスから削除します。

次の例は、IP ヘッダーの ToS バイトの優先順位値に基づいてパケットを照合することにより、 ト
ラフィックを分類する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type qos class_precedence
switch(config-cmap-qos)# match precedence 1-2, critical

IP precedence 値のクラス マップ設定を表示するには、 show class-map コマンドを使用します。
switch# show class-map class_precedence
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プロトコル分類の設定

プロトコル分類の設定
IP ヘッダーのプロトコル フィールドに基づいてトラフィックを分類できます。 次の表に、protocol
引数を示します。
表 3：Protocol 引数

引数

説明

arp

Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決
プロトコル）

clns_es

Connectionless Network Service（CLNS; コネク
ションレス型ネットワーク サービス）エンド
システム

clns_is

CLNS 中継システム

dhcp

Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）

ldp

Label Distribution Protocol（LDP; ラベル配布プ
ロトコル）

netbios

NetBIOS Extended User Interface（NetBEUI）

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# class-map type qos class-name
3. switch(config-cmap-qos)# match protocol {arp | clns_es | clns_is | dhcp | ldp | netbios}
4. (オプション) switch(config-cmap-qos)# no match protocol {arp | clns_es | clns_is | dhcp | ldp |
netbios}

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

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

トラフィックのクラス を表す名前付きオブジェクトを作成
します。 クラス マップ名には、アルファベット、ハイフ
ン、またはアンダースコア 文字を含めることができます。
クラス マップ名は大文字と小文字が区別され、最大 40 文
字まで設定できます。
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QoS グループ分類の設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)# match protocol 指定したプロトコルに基づいてパケットを照合する ことに
{arp | clns_es | clns_is | dhcp | ldp | netbios} よって、トラフィック クラスを設定します。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# no match protocol (オプション)
{arp | clns_es | clns_is | dhcp | ldp | netbios} 一致するトラフィックをトラフィック クラスから削除しま
す。
次の例は、プロトコルフィールドに基づいてパケットを照合することにより、トラフィックを分
類する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type qos class_protocol
switch(config-cmap-qos)# match protocol arp

プロトコルのクラス マップ設定を表示するには、 show class-map コマンドを使用します。
switch# show class-map class_protocol

QoS グループ分類の設定
システム クラスを表す 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。
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。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# class-map type {network-qos | queuing} class-name
3. switch(config-cmap-que)# match qos-group qos-group-value
4. (オプション) switch(config-cmap-que)# no match qos-group qos-group-value

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

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

トラフィックのクラス を表す名前付きオブジェクトを作成しま
す。 クラス マップ名には、アルファベット、ハイフン、または
アンダースコア 文字を含めることができます。クラス マップ名
は大文字と小文字が区別され、最大 40 文字まで設定できます。

ステップ 3

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

QoS グループ値のリストに基づいてパケットを照合する ことに
よって、トラフィック クラスを設定します。 値の範囲は 0 ～ 5
です。 QoS グループ 0 は class-default に、QoS グループ 1 は
class-fcoe に相当します。

Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーション ガイド
OL-20921-01-J

25

ポリシー マップの設定
QoS グループ分類の設定

コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 4

switch(config-cmap-que)# no match
qos-group qos-group-value

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

(オプション)
一致するトラフィックをトラフィック クラスから削除します。

次の例は、QoS グループの値に 基づいてトラフィックを分類する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type queuing class_qos_group
switch(config-cmap-que)# match qos-group 4

QoS グループのクラス マップ設定を表示するには、 show class-map コマンドを使用します。
switch# show class-map class_qos_group

ポリシー マップの設定
policy-map コマンドを使用して、トラフィック クラスのセットに適用される ポリシーのセットを
表す名前付きオブジェクトを作成します。
ロスレス サービス用の no-drop クラス（class-fcoe）と ベストエフォート型サービス用の drop クラ
ス（class-default）の 2 つのデフォルト システム クラスがスイッチにあります。 イーサネット ト
ラフィックには最大 4 つの追加 システム クラスを定義できます。
次の定義済みポリシー マップはデフォルトのサービス ポリシーとして使用されます。
• network-qos：default-nq-policy
• 入力 qos：default-in-policy
• 入力キューイング：default-in-policy
• 出力キューイング：default-out-policy
ポリシーマップを作成して、任意のユーザ定義のクラスにポリシーを指定する必要があります。
このポリシー マップで、各クラスに QoS パラメータを設定できます。 同じポリシー マップを使
用して、 デフォルト クラスの設定を変更できます。
スイッチは、接続されたネットワーク アダプタにすべてのポリシー マップ 設定値を配布します。

操作を行う前に
ポリシー マップを作成する前に、 新しいシステム クラスごとにクラス マップを定義します。

Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーション ガイド
26

OL-20921-01-J

Quality Of Service（QoS）の設定
QoS グループ分類の設定

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# policy-map [type {network-qos | qos | queuing}] policy-name
3. (オプション) switch(config)# no policy-map [type {network-qos | qos | queuing}] policy-name
4. switch(config-pmap)# class [type {network-qos | qos | queuing}] class-name
5. (オプション) switch(config-pmap)# no class [type {network-qos | qos | queuing}] class-name

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

switch(config)# policy-map [type
{network-qos | qos | queuing}]
policy-name

トラフィック クラスのセットに適用される ポリシーのセットを表す名
前付きオブジェクトを作成します。 ポリシー マップ名には、 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。
次のように 3 つのポリシー マップ コンフィギュレーション モードが
あります。
• network-qos：ネットワーク全体（グローバル）モード。 CLI プロ
ンプト： switch(config-pmap-nq)#。
• qos：分類モード。これは デフォルト モードです。 CLI プロンプ
ト： switch(config-pmap-qos)#。
• queuing：キューイング モード。 CLI プロンプト：
switch(config-pmap-que)#。

ステップ 3

switch(config)# no policy-map [type (オプション)
{network-qos | qos | queuing}]
指定されたポリシー マップを削除します。
policy-name

ステップ 4

switch(config-pmap)# class [type
{network-qos | qos | queuing}]
class-name

クラス マップをポリシー マップに関連付け、 指定されたシステム ク
ラスのコンフィギュレーション モードを開始します。 次のように 3 つ
の クラス マップ コンフィギュレーション モードがあります。
• network-qos：ネットワーク全体（グローバル）モード。 CLI プロ
ンプト： switch(config-pmap-c-nq)#。
• qos：分類モード。これは デフォルト モードです。 CLI プロンプ
ト： switch(config-pmap-c-qos)#。
• queuing：キューイング モード。 CLI プロンプト：
switch(config-pmap-c-que)#。
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Quality Of Service（QoS）の設定
タイプ ネットワーク QoS ポリシーの設定

コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 5

関連付けられるクラス マップは、ポリシー マップ タイプと
同じ タイプにする必要があります。

switch(config-pmap)# no class [type (オプション)
{network-qos | qos | queuing}]
クラス マップの関連付けを削除します。
class-name

タイプ ネットワーク QoS ポリシーの設定
タイプ ネットワーク qos ポリシーは、システム qos 接続ポイントだけで設定できます。 特定のク
ラス用にスイッチ全体に 適用されます。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# policy-map type network-qos policy-name
3. switch(config-pmap-nq)# class type network-qos class-name
4. switch(config-pmap-c-nq)# mtu mtu-value
5. (オプション) switch(config-pmap-c-nq)# no mtu
6. switch(config-pmap-c-nq)# multicast-optimize
7. (オプション) switch(config-pmap-c-nq)# no multicast-optimize
8. switch(config-pmap-c)# pause no-drop [pfc-cos pfc-cos-value]
9. (オプション) switch(config-pmap-c-nq)# no pause no-drop
10. switch(config-pmap-c-nq)# queue-limit number-bytes bytes
11. (オプション) switch(config-pmap-c-nq)# no queue-limit number-bytes bytes
12. switch(config-pmap-c-nq)# set cos cos-value
13. (オプション) switch(config-pmap-c-nq)# no set cos cos-value

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

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

トラフィック クラスのセットに適用される ポリシーのセットを表
す名前付きオブジェクトを作成します。 ポリシー マップ名には、
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-nq)# class type クラス マップをポリシー マップに関連付け、 指定したシステム ク
network-qos class-name
ラスのコンフィギュレーション モードを開始します。
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Quality Of Service（QoS）の設定
タイプ ネットワーク QoS ポリシーの設定

コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 4

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

関連付けるクラス マップは、ポリシー マップ タイプと
同じタイプにする必要があります。

MTU 値をバイト単位で指定します。
（注）

設定する mtu-value は system jumbomtu コマンドで設定し
た値より小さいことが必要です。

ステップ 5

switch(config-pmap-c-nq)# no mtu (オプション)
このクラスの MTU 値をリセットします。

ステップ 6

switch(config-pmap-c-nq)#
multicast-optimize

マルチキャストの最適化をイネーブルにします。 このクラスのマル
チキャスト トラフィックは、使用可能なすべてのマルチキャスト
キューによってサポートされます。
（注）

ポリシー マップのクラスのうち、1 つだけを マルチキャ
ストの最適化用に設定できます。

ステップ 7

switch(config-pmap-c-nq)# no
multicast-optimize

(オプション)
マルチキャストの最適化をディセーブルにします。

ステップ 8

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

no-drop クラスを設定します。 このコマンドを指定しない場合、 デ
フォルトのポリシーはドロップです。
ドロップ ポリシーの動作はテール ドロップと似ていま
す。キューが割り当てサイズまで増加すると、着信パケッ
トはドロップされます。
pfc-cos-value の範囲は 0 ～ 7 です。 このオプションがサポートされ
るのは、ACL ベースのシステム クラス （CoS ベース以外の一致基
準を使用してトラフィックをフィルタリングします）だけです。
（注）

注意

CoS 値のリストは、class-fcoe の FCoE トラフィックに 使用
される CoS 値を含む可能性があります。 ご使用のトポロジ
に望ましい動作かどうかを 判断する必要があります。

ステップ 9

switch(config-pmap-c-nq)# no pause (オプション)
no-drop
no-drop オプションをこのクラスから削除します。

ステップ 10

switch(config-pmap-c-nq)#
queue-limit number-bytes bytes

このインターフェイスのテール ドロップしきい値を 指定します。
しきい値の範囲は 20480 ～ 204800 バイトです。
（注）

ステップ 11

switch(config-pmap-c-nq)# no
queue-limit number-bytes bytes

キュー制限を設定できるのは ドロップ クラスだけです。
no-drop クラスにキュー制限を設定するか、 キュー制限が
定義済みのクラスで no-drop を設定すると、CLI にエラー
が返されます。

(オプション)
このクラスのキュー制限の指定を ディセーブルにします。
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Quality Of Service（QoS）の設定
タイプ 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

ステップ 12

switch(config-pmap-c-nq)# set cos
cos-value

このインターフェイスでパケットのマーキングに 使用する 802.1Q
CoS 値を指定します。 値の範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 13

switch(config-pmap-c-nq)# no set
cos cos-value

(オプション)
このクラスのマーキング動作をディセーブルにします。

次の例は、タイプ network-qos ポリシー マップを定義する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type network-qos policy-que1
switch(config-pmap-nq)# class type network-qos class-que1
switch(config-pmap-c-nq)# mtu 5000
switch(config-pmap-c-nq)# pause no-drop pfc-cos 1-3,5
switch(config-pmap-c-nq)# set cos 4

タイプ キューイング ポリシーの設定
タイプ キューイング ポリシーは、特定のシステム クラスのトラフィックをスケジューリングお
よび バッファリングする場合に使用します。 タイプ キューイング ポリシーは qos-group で識別さ
れ、 入力または出力トラフィック用にシステムまたは個々の インターフェイス（ Fabric Extender
ホスト インターフェイスを除く）に 追加できます。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# policy-map type queuing policy-name
3. switch(config-pmap-que)# class type queuing class-name
4. switch(config-pmap-c-que)# bandwidth percent percentage
5. (オプション) switch(config-pmap-c-que)# no bandwidth percent percentage
6. switch(config-pmap-c-que)# priority
7. (オプション) switch(config-pmap-c-que)# no priority

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

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

トラフィック クラスのセットに適用される ポリシーのセットを
表す名前付きオブジェクトを作成します。 ポリシー マップ名に
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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Quality Of Service（QoS）の設定
タイプ QoS 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 3

switch(config-pmap-que)# class type クラス マップをポリシー マップに関連付け、 指定したシステム
queuing class-name
クラスの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-pmap-c-que)#
bandwidth percent percentage

このクラスに割り当てられたインターフェイスの 保証帯域幅の割
合を指定します。 デフォルトでは、クラスの帯域幅は 指定され
ていません。
（注）

まず class-default と class-fcoe の デフォルトの帯域幅設
定を小さくすれば、 そのクラスに帯域幅を正常に割り
当てることができます。

ステップ 5

switch(config-pmap-c-que)# no
bandwidth percent percentage

ステップ 6

switch(config-pmap-c-que)# priority このクラスのトラフィックが完全優先キューに マッピングされる
よう指定します。

(オプション)
帯域幅の指定をこの クラスから削除します。

（注）

ステップ 7

switch(config-pmap-c-que)# no
priority

各ポリシー マップで、完全優先を 設定できるクラスは
1 つだけです。

(オプション)
完全優先キューイングをこのクラスのトラフィック から削除しま
す。

次の例は、タイプ キューイング ポリシー マップを 定義する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type queuing policy-queue1
switch(config-pmap-que)# class type queuing class-queue1
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth 20

タイプ QoS ポリシーの設定
タイプ qos ポリシーは、一意の qos-group 値で 識別される特定のシステム クラスのトラフィック
を分類する場合に使用します。 タイプ qos ポリシーは、入力トラフィック用だけでシステムまた
は 個々のインターフェイス （ Fabric Extender ホスト インターフェイスを含む）に追加できます。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# policy-map type qos policy-name
3. switch(config-pmap-qos)# class type qos class-name
4. switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group qos-group-value
5. (オプション) switch(config-pmap-c-qos)# no set qos-group qos-group-value
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システム サービス ポリシーの追加
タイプ QoS ポリシーの設定

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

switch(config)# policy-map type qos トラフィック クラスのセットに適用される ポリシーのセットを表
policy-name
す名前付きオブジェクトを作成します。 ポリシー マップ名には、
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 クラス マップをポリシー マップに関連付け、 指定したシステム ク
qos class-name
ラスのコンフィギュレーション モードを開始します。
（注）

ステップ 4

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

トラフィックをこのクラス マップに分類する場合に照合する 1 つ
または複数の qos-group 値を 設定します。 qos-group-value の範囲
は 2 ～ 5 です。 デフォルト値はありません。
（注）

ステップ 5

switch(config-pmap-c-qos)# no set
qos-group qos-group-value

関連付けるクラス マップは、ポリシー マップ タイプと同
じ タイプにする必要があります。

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチでサポートできるの
は、 この範囲内の最大 5 つの qos-group だけです。

(オプション)
qos-group 値をこのクラスから削除します。

次の例は、タイプ qos ポリシー マップを 定義する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type qos policy-s1
switch(config-pmap-qos)# class type qos class-s1
switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 2

システム サービス ポリシーの追加
service-policy コマンドを使用して、システム クラス ポリシー マップをシステムのサービス ポリ
シー として関連付けることができます。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# system qos
3. switch(config-sys-qos)# service-policy type {network-qos | qos | queuing} [input | output] policy-name
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デフォルト システム サービス ポリシーの復元
タイプ QoS ポリシーの設定

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

switch(config)# system qos

システム クラス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-sys-qos)#
service-policy type
{network-qos | qos | queuing}
[input | output] policy-name

ポリシー マップをシステムのサービス ポリシーとして使用するよう指定
します。 3 つのポリシー マップ コンフィギュレーション モードがありま
す。
• network-qos：ネットワーク全体（システム qos）モード
• qos：分類モード（システム qos 入力 またはインターフェイス入力の
み）
• queuing：キューイング モード（システム qos およびインターフェイ
スの入出力）
（注）

デフォルトのポリシー マップ コンフィギュレーション モード
はありません。 type を指定する必要があります。 input キーワー
ド は、このポリシー マップを インターフェイスの受信トラ
フィックに適用することを指定します。 output キーワード は、
このポリシー マップを インターフェイスの送信トラフィックに
適用することを指定します。 qos ポリシーには input しか適用
できません。キューイング ポリシーには input と output の両方
を適用できます。

次の例は、no-drop イーサネット ポリシー マップをシステム クラスとして設定する方法を示して
います。
switch(config)# class-map type network-qos ethCoS4
switch(config-cmap-nq)# match cos 4
switch(config-cmap-nq)# exit
switch(config)# policy-map type network-qos ethNoDrop
switch(config-pmap-nq)# class type network-qos ethCoS4
switch(config-pmap-c-nq)# pause no-drop
switch(config-pmap-c-nq)# exit
switch(config-pmap-nq)# exit
switch(config)# system qos
switch(config-sys-qos)# service-policy type network-qos ethNoDrop

デフォルト システム サービス ポリシーの復元
新しいポリシーを作成し、システム qos 設定に追加した場合、システムを復元するためには、デ
フォルトのポリシーを再適用する必要があります。
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Quality Of Service（QoS）の設定
タイプ QoS ポリシーの設定

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# system qos
3. switch(config-sys-qos)# service-policy type qos input default-in-policy
4. switch(config-sys-qos)# service-policy type network-qos default-nq-policy
5. switch(config-sys-qos)# service-policy type queuing output default-out-policy
6. switch(config-sys-qos)# service-policy type queuing input default-in-policy

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

switch(config)# system qos

システム クラス コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 3

switch(config-sys-qos)# service-policy type qos 分類モードのポリシー マップをリセットします。 こ
input default-in-policy
の ポリシー マップ設定はシステム qos 入力またはイ
ンターフェイス入力だけに使用します。

ステップ 4

switch(config-sys-qos)# service-policy type
network-qos default-nq-policy

ネットワーク全体のポリシー マップをリセットしま
す。

ステップ 5

switch(config-sys-qos)# service-policy type
queuing output default-out-policy

出力キューイング モードのポリシー マップをリセッ
トします。

ステップ 6

switch(config-sys-qos)# service-policy type
queuing input default-in-policy

入力キューイングモードのポリシー マップをリセッ
トします。

次の例は、システム qos 設定をリセットする方法を 示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# system qos
switch(config-sys-qos)# service-policy
switch(config-sys-qos)# service-policy
switch(config-sys-qos)# service-policy
switch(config-sys-qos)# service-policy

type
type
type
type

qos input default-in-policy
network-qos default-nq-policy
queuing output default-out-policy
queuing input default-in-policy

次の例ではデフォルト サービス ポリシーを表示しています。
switch# show policy-map
Type qos policy-maps
====================
policy-map type qos default-in-policy
class type qos class-fcoe
set qos-group 1
class type qos class-default
set qos-group 0
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ジャンボ MTU のイネーブル化
タイプ QoS ポリシーの設定

Type queuing policy-maps
========================
policy-map type queuing default-in-policy
class type queuing class-fcoe
bandwidth percent 50
class type queuing class-default
bandwidth percent 50
policy-map type queuing default-out-policy
class type queuing class-fcoe
bandwidth percent 50
class type queuing class-default
bandwidth percent 50
Type network-qos policy-maps
===============================
policy-map type network-qos default-nq-policy
class type network-qos class-fcoe
pause no-drop
mtu 2240
class type network-qos class-default
mtu 1538

ジャンボ MTU のイネーブル化
スイッチ全体のジャンボ MTU は、デフォルトのイーサネット システム クラス （class-default）の
ポリシー マップで MTU を最大サイズ（9216 バイト）に 設定することによって、イネーブルにで
きます。
次の例は、ジャンボ MTU をサポートするようにデフォルトのイーサネット システム クラスを設
定する方法を示しています。
switch(config)# policy-map type network-qos jumbo
switch(config-pmap-nq)# class type network-qos class-default
switch(config-pmap-c-nq)# mtu 9216
switch(config-pmap-c-nq)# exit
switch(config-pmap-nq)# exit
switch(config)# system qos
switch(config-sys-qos)# service-policy type network-qos jumbo

（注）

system jumbomtu コマンドを実行すると、スイッチの最大 MTU サイズが定義されます。 ただ
し、ジャンボ MTU は MTU が設定されたシステム クラスに 対してだけ、サポートされます。

ジャンボ MTU の確認
ジャンボ MTU がイネーブルであるか確認するには、 ジャンボ MTU のあるトラフィックを伝送す
るイーサネット インターフェイスの show interface ethernet slot/port コマンドを入力します。
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タグなし CoS の設定
インターフェイスでの QoS の設定

次に、Ethernet 1/2 のジャンボ MTU 情報の要約を 表示する例を示します（出力の関連部分を 太字
で示します）。
switch# show interface ethernet 1/2
Ethernet1/2 is up
...
Rx
1547805598 Input Packets 1547805596 Unicast Packets 0 Multicast Packets
0 Broadcast Packets 1301767362 Jumbo Packets 33690 Storm Suppression Packets
7181776513802 Bytes
Tx
1186564478 Output Packets 7060 Multicast Packets
0 Broadcast Packets 997813205 Jumbo Packets
4813632103603 Bytes
...

次に、Ethernet 1/2 の詳細な ジャンボ MTU 情報を表示する例を示します（出力の関連部分を 太字
で示します）。
switch# show interface ethernet 1/2 counters detailed
Rx Packets: 1547805598
Rx Unicast Packets: 1547805596
Rx Jumbo Packets: 1301767362
Rx Bytes: 7181776513802
Rx Storm Suppression: 33690
Rx Packets from 0 to 64 bytes: 169219
Rx Packets from 65 to 127 bytes: 10657133
Rx Packets from 128 to 255 bytes: 21644488
Rx Packets from 256 to 511 bytes: 43290596
Rx Packets from 512 to 1023 bytes: 86583071
Rx Packets from 1024 to 1518 bytes: 83693729
Rx Trunk Packets: 1547805596
Tx Packets: 1186564481
Tx Unicast Packets: 1005445334
Tx Multicast Packets: 7063
Tx Jumbo Packets: 997813205
Tx Bytes: 4813632103819
Tx Packets from 0 to 64 bytes: 137912
Tx Packets from 65 to 127 bytes: 8288443
Tx Packets from 128 to 255 bytes: 16596457
Tx Packets from 256 to 511 bytes: 33177999
Tx Packets from 512 to 1023 bytes: 66363944
Tx Packets from 1024 to 1518 bytes: 64186521
Tx Trunk Packets: 1005451729

インターフェイスでの QoS の設定
タグなし CoS の設定
802.1p CoS 値でタグ付けされていない着信パケットは、 デフォルトのタグなし CoS 値（0）に割
り当てられます（これは デフォルトのイーサネット ドロップ システム クラスにマッピングされ
ます）。 イーサネットまたは EtherChannel インターフェイスのデフォルトの タグなし Cos 値は上
書きできます。
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インターフェイスのサービス ポリシーの設定
インターフェイスでの QoS の設定

（注）

イーサネットまたは EtherChannel インターフェイスのタグなし CoS とタイプ qos 入力ポリシー
は 同時に使用できません。 タイプ qos ポリシーがインターフェイスで設定されている場合、
そのインターフェイスで受信された タグなしフレームはポリシー内の match cos 0 コマンドで
は照合されません。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface {ethernet [chassis/]slot/port | port-channel channel-number}
3. switch(config-if)# untagged cos cos-value

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

switch(config)# interface {ethernet
指定されたインターフェイスまたは ポート チャネ
[chassis/]slot/port | port-channel channel-number} ルのコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3

switch(config-if)# untagged cos cos-value

タグなし CoS 値を設定します。

インターフェイスのサービス ポリシーの設定
入力 qos ポリシーは、イーサネット インターフェイスで 着信トラフィックに適用される分類用の
サービス ポリシーです。 タイプ キューイングでは、指定された クラスと一致するすべての発信
トラフィックに 出力ポリシーが適用されます。 インターフェイスまたは EtherChannel の入力キュー
イング ポリシーを設定すると、スイッチは DCBX プロトコルでアダプタに設定データを送信しま
す。

（注）

タイプ qos ポリシーは、 Cisco Nexus 5000 シリーズ インターフェイスおよび Cisco Nexus 2000
シリーズ Fabric Extender インターフェイスだけでアクティブにできます。 Fabric Extender ファ
ブリック インターフェイスまたは Fabric Extender ファブリック EtherChannel インターフェイス
では、 Cisco NX-OS CLI で設定を拒否しなくてもタイプ qos ポリシーは使用されません。
ハードウェア リソースを浪費しないためには、 Fabric Extender ファブリック インターフェイ
スまたは Fabric Extender ファブリック EtherChannel インターフェイスでタイプ qos ポリシー
マップを設定しないことを推奨します。
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Quality Of Service（QoS）の設定
インターフェイスでの QoS の設定

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface {ethernet [chassis/]slot/port | port-channel channel-number}
3. switch(config-if)# service-policy [type {qos | queuing}] [input | output]policy-name
4. switch(config-if)# service-policy input policy-name

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

switch(config)# interface {ethernet 指定された インターフェイスのコンフィギュレーション モードを開
[chassis/]slot/port | port-channel
始します。
channel-number}
（注）
ポート チャネルに設定されたサービス ポリシーは、 すべて
のメンバ インターフェイスに適用されます。

ステップ 3

switch(config-if)# service-policy
[type {qos | queuing}] [input |
output]policy-name

ポリシー マップをシステムのサービス ポリシーとして使用するよう
指定します。 2 つのポリシー マップ コンフィギュレーション モード
があります。
• qos：分類モード。これは デフォルト モードです。
• queuing：キューイング モード。
（注）

ステップ 4

switch(config-if)# service-policy
input policy-name

input キーワード は、このポリシー マップをインターフェ
イスの受信トラフィックに適用することを指定します。
output キーワード は、このポリシー マップを インターフェ
イスの送信トラフィックに適用することを指定します。 qos
ポリシーには input しか適用できません。キューイング ポ
リシーには input と output の両方を適用できます。

ポリシー マップをインターフェイスに適用します。
（注）

制約事項として、システム タイプ qos ポリシーは、インター
フェイスや EtherChannel に適用されるタイプ qos ポリシーと
同じものにできません。

次の例は、イーサネット インターフェイスにポリシー を適用する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# service-policy type qos input policy1
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プライオリティ フロー制御の設定
プライオリティ フロー制御とリンクレベル フロー制御の設定

プライオリティフロー制御とリンクレベルフロー制御の
設定
Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチは、イーサネット インターフェイスでプライオリティ フロー
制御（PFC）およびリンクレベル フロー制御（LLC） をサポートします。 イーサネット インター
フェイスは、FCoE モードまたは標準イーサネット モードの 2 つの異なる モードで動作します。
インターフェイスが FCoE モードで動作している場合、 イーサネット リンクは統合ネットワーク
アダプタ （CNA）を使用してサーバ ポートに接続されます。
インターフェイスが標準イーサネット モードで動作している場合、イーサネット リンクは標準
イーサネット ネットワーク アダプタ（Network Interface Card（NIC; ネットワーク インターフェイ
ス カード））を使用してサーバ ポートに接続されます。 ネットワーク アダプタは、インターフェ
イスでサポートされる、PFC の Data Center Bridging Exchange（DCBX） プロトコルまたは入力ポ
リシングをサポートする必要があります。

（注）

PFC がイーサネット トラフィックで動作するように pause no-drop パラメータでシステム クラ
スを設定する必要があります（PFC は、このクラスに設定された CoS 値と一致するトラフィッ
クに適用 されます）。

プライオリティ フロー制御の設定
デフォルトでは、イーサネット インターフェイスは、DCBX プロトコルを使用してネットワーク
アダプタと PFC についてネゴシエーションします。 PFC が イネーブルの場合、PFC は、 no-drop
クラスに設定された CoS 値と一致するトラフィックに適用されます。
インターフェイスの PFC を強制的にイネーブルにすることで、 ネゴシエーション結果を上書きで
きます。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface type slot/port
3. switch(config-if)# priority-flow-control mode {auto | on}
4. (オプション) switch(config-if)# no priority-flow-control mode on

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

コンフィギュレーション モードを開始します。
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リンクレベル フロー制御の設定
プライオリティ フロー制御とリンクレベル フロー制御の設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

switch(config)# interface type slot/port

変更するインターフェイスを指定します。

ステップ 3

switch(config-if)# priority-flow-control
mode {auto | on}

選択したインターフェイスの PFC モードを設定します。
PFC 機能についてネゴシエーションを行うには、 auto を
指定します。 これはデフォルトです。
PFC を強制的にイネーブル にするには、 on を指定します。

ステップ 4

switch(config-if)# no priority-flow-control (オプション)
mode on
選択した インターフェイスの PFC 設定をディセーブルに
します。
次の例は、インターフェイスで PFC を強制的にイネーブルにする方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# priority-flow-control mode on

リンクレベル フロー制御の設定
イーサネット インターフェイスの LLC は、デフォルトでディセーブルです。 送受信方向で LLC
をイネーブルにできます。

手順の概要
1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface type slot/port
3. switch(config-if)# flowcontrol [receive {on | off}] [transmit {on | off}]
4. (オプション) switch(config-if)# no flowcontrol [receive {on | off}] [transmit {on | off}]

手順の詳細
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 モードを開始します。

ステップ 2

switch(config)# interface type slot/port

変更するインターフェイスを指定します。

ステップ 3

switch(config-if)# flowcontrol [receive {on | off}] 選択されたインターフェイスの LLC をイネーブルに
[transmit {on | off}]
します。 receive や transmit を on または off に設定
します。
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Quality Of Service（QoS）の設定
QoS 設定の確認

コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

switch(config-if)# no flowcontrol [receive {on | (オプション)
off}] [transmit {on | off}]
選択されたインターフェイスの LLC をディセーブル
にします。
次の例は、インターフェイスで LLC をイネーブルにする方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# flowcontrol receive on transmit on

QoS 設定の確認
QoS の設定情報を確認するには、次のうちいずれかの作業を 行います。
コマンド

目的

switch# show class-map

スイッチで 定義されているクラス マップを表
示します。

switch# show policy-map [name]

スイッチで 定義されているポリシー マップを
表示します。 指定したポリシーだけを表示する
こともできます。

switch# show policy-map interface [interface
number]

1つまたはすべてのインターフェイスのポリシー
マップ設定を表示します。

switch# show policy-map system

システム qos に追加された ポリシー マップ設
定を表示します。

switch# show policy-map type {network-qos | qos 特定のポリシー タイプのポリシー マップ設定
| queuing} [name]
を表示します。 指定したポリシーだけを表示す
ることもできます。
switch# show queuing interface [interface number] キューの設定および 統計情報を表示します。
QoS ポリシー統計情報はクリアできます。
コマンド

目的

switch# clear qos statistics

ポリシー統計情報をクリアします。

次の例は、スイッチで定義されている クラス マップの表示方法を示しています。
switch# show class-map
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Type qos class-maps
===================
class-map type qos c1
match cos 0,7
class-map type qos c2
match protocol ldp
match ip rtp 2000-65535
match dscp 10,12
match precedence 6-7
match protocol dhcp
match protocol arp
class-map type qos c3
match cos 2,4-6
class-map type qos c4
match access-group name ipv4
class-map type qos class-fcoe
match cos 3
class-map type qos class-default
match any
class-map type qos class-ip-multicast
match ip multicast
Type queuing class-maps
=======================
class-map type queuing c1
match qos-group 2
class-map type queuing c2
match qos-group 3
class-map type queuing c3
match qos-group 4
class-map type queuing class-fcoe
match qos-group 1
class-map type queuing class-default
match qos-group 0
Type network-qos class-maps
==============================
class-map type network-qos c1
match qos-group 2
class-map type network-qos c2
match qos-group 3
class-map type network-qos c3
match qos-group 4
class-map type network-qos c4
match qos-group 5
class-map type network-qos class-fcoe
match qos-group 1
class-map type network-qos class-default
match qos-group 0
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次の例は、スイッチで定義されている ポリシー マップの表示方法を示しています。
switch# show policy-map
Type qos policy-maps
====================
policy-map type qos p1
class type qos c1
set qos-group 2
class type qos c3
set qos-group 4
class type qos c4
set qos-group 5
class type qos c2
set qos-group 3
class type qos c22
set qos-group 3
class type qos class-fcoe
set qos-group 1
class type qos class-default
set qos-group 0
Type queuing policy-maps
========================
policy-map type queuing p1
class type queuing c2
bandwidth percent 10
class type queuing c4
bandwidth percent 25
class type queuing c1
bandwidth percent 20
class type queuing c3
bandwidth percent 5
class type queuing class-fcoe
bandwidth percent 30
class type queuing class-default
bandwidth percent 10
Type network-qos policy-maps
===============================
policy-map type network-qos p1
class type network-qos c1
mtu 5000
class type network-qos c2
mtu 9216
queue-limit 30000 bytes
class type network-qos c3
mtu 8000
class type network-qos c4
pause no-drop
class type network-qos class-fcoe
pause no-drop
mtu 2240
class type network-qos class-default
mtu 1538

次の例は、システム qos に追加された ポリシー マップの表示方法を示しています。
switch# show policy-map system
Type network-qos policy-maps
===============================
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policy-map type network-qos p1
class type network-qos c1

match qos-group 2

mtu 5000
class type network-qos c2

match qos-group 3

mtu 9216
queue-limit 30000 bytes
class type network-qos c3

match qos-group 4

mtu 8000
class type network-qos c4

match qos-group 5

pause no-drop
class type network-qos class-fcoe
pause no-drop
mtu 2240
class type network-qos class-default

match qos-group 1

match qos-group 0

mtu 1538
Service-policy (queuing) input:
p1
policy statistics status:
disabled
Class-map (queuing):
c2 (match-any)
Match: qos-group 3
bandwidth percent 10
Class-map (queuing):
c4 (match-any)
Match: qos-group 5
bandwidth percent 25
Class-map (queuing):
c1 (match-any)
Match: qos-group 2
bandwidth percent 20
Class-map (queuing):
Match: qos-group 4
bandwidth percent 5

c3 (match-any)

Class-map (queuing):
class-fcoe (match-any)
Match: qos-group 1
bandwidth percent 30
Class-map (queuing):
class-default (match-any)
Match: qos-group 0
bandwidth percent 10
Service-policy (queuing) output:
default-out-policy
policy statistics status:
disabled
Class-map (queuing):
class-fcoe (match-any)
Match: qos-group 1
bandwidth percent 50
Class-map (queuing):
class-default (match-any)
Match: qos-group 0
bandwidth percent 50

次の例は、インターフェイスに追加された ポリシー マップの表示方法を示しています。
switch# show policy-map interface ethernet 1/1
Global statistics status :

disabled

Ethernet1/1
Service-policy (qos) input:
policy statistics status:

p2
disabled
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QoS 設定の確認

Class-map (qos):
Match: cos 0,7
set qos-group 2

c1 (match-any)

Class-map (qos):
c2 (match-any)
Match: protocol ldp
Match: ip rtp 2000-65535
Match: dscp 10,12
Match: precedence 6-7
Match: protocol dhcp
Match: protocol arp
set qos-group 3
Class-map (qos):
c3 (match-any)
Match: cos 2,4-6
set qos-group 4
Class-map (qos):
class-ip-multicast (match-any)
Match: ip multicast
set qos-group 5
Class-map (qos):
class-fcoe (match-any)
Match: cos 3
set qos-group 1
Class-map (qos):
Match: any
set qos-group 0

class-default (match-any)

Service-policy (queuing) input:
p1
policy statistics status:
disabled
Class-map (queuing):
c2 (match-any)
Match: qos-group 3
bandwidth percent 10
Class-map (queuing):
c4 (match-any)
Match: qos-group 5
bandwidth percent 25
Class-map (queuing):
c1 (match-any)
Match: qos-group 2
bandwidth percent 20
Class-map (queuing):
Match: qos-group 4
bandwidth percent 5

c3 (match-any)

Class-map (queuing):
class-fcoe (match-any)
Match: qos-group 1
bandwidth percent 30
Class-map (queuing):
class-default (match-any)
Match: qos-group 0
bandwidth percent 10
Service-policy (queuing) output:
p2
policy statistics status:
disabled
Class-map (queuing):
Match: qos-group 2
bandwidth percent 5
priority

c1 (match-any)

Class-map (queuing):
c2 (match-any)
Match: qos-group 3
bandwidth percent 20
Class-map (queuing):
c3 (match-any)
Match: qos-group 4
bandwidth percent 20
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Class-map (queuing):
c4 (match-any)
Match: qos-group 5
bandwidth percent 40
Class-map (queuing):
class-fcoe (match-any)
Match: qos-group 1
bandwidth percent 10
Class-map (queuing):
Match: qos-group 0
bandwidth percent 5

class-default (match-any)

次の例は、 キューの設定および統計情報を表示する方法を示しています。
switch# show queuing interface ethernet 1/1
Interface Ethernet1/1 TX Queuing
qos-group sched-type oper-bandwidth
0
WRR
5
1
WRR
10
2
priority
5
3
WRR
20
4
WRR
20
5
WRR
40
Interface Ethernet1/1 RX Queuing
qos-group 0:
q-size: 21120, MTU: 1538
drop-type: drop, xon: 0, xoff: 132
Statistics:
Pkts received over the port
Ucast pkts sent to the cross-bar
Mcast pkts sent to the cross-bar
Ucast pkts received from the cross-bar
Pkts sent to the port
Pkts discarded on ingress
Per-priority-pause status

:
:
:
:
:
:
:

1265258330
0
2883444539
0
367529517
781087 (36419)
Rx (Inactive), Tx (Inactive)

qos-group 1:
q-size: 76800, MTU: 2240
drop-type: no-drop, xon: 128, xoff: 240
Statistics:
Pkts received over the port
Ucast pkts sent to the cross-bar
Mcast pkts sent to the cross-bar
Ucast pkts received from the cross-bar
Pkts sent to the port
Pkts discarded on ingress
Per-priority-pause status

:
:
:
:
:
:
:

0
0
0
0
0
0 (0)
Rx (Inactive), Tx (Inactive)

qos-group 2:
q-size: 20480, MTU: 5000
drop-type: drop, xon: 0, xoff: 128
Statistics:
Pkts received over the port
Ucast pkts sent to the cross-bar
Mcast pkts sent to the cross-bar
Ucast pkts received from the cross-bar
Pkts sent to the port
Pkts discarded on ingress
Per-priority-pause status

:
:
:
:
:
:
:

0
0
0
0
0
0 (0)
Rx (Inactive), Tx (Inactive)
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qos-group 3:
q-size: 30080, MTU: 9216
drop-type: drop, xon: 0, xoff: 188
Statistics:
Pkts received over the port
Ucast pkts sent to the cross-bar
Mcast pkts sent to the cross-bar
Ucast pkts received from the cross-bar
Pkts sent to the port
Pkts discarded on ingress
Per-priority-pause status

:
:
:
:
:
:
:

0
0
0
0
0
0 (0)
Rx (Inactive), Tx (Inactive)

qos-group 4:
q-size: 20480, MTU: 8000
drop-type: drop, xon: 0, xoff: 128
Statistics:
Pkts received over the port
Ucast pkts sent to the cross-bar
Mcast pkts sent to the cross-bar
Ucast pkts received from the cross-bar
Pkts sent to the port
Pkts discarded on ingress
Per-priority-pause status

:
:
:
:
:
:
:

0
0
0
0
0
0(0)
Rx (Inactive), Tx (Inactive)

qos-group 5:
q-size: 76800, MTU: 1538
drop-type: no-drop, xon: 128, xoff: 242
Statistics:
Pkts received over the port
Ucast pkts sent to the cross-bar
Mcast pkts sent to the cross-bar
Ucast pkts received from the cross-bar
Pkts sent to the port
Pkts discarded on ingress
Per-priority-pause status

:
:
:
:
:
:
:

0
0
0
0
0
0(0)
Rx (Inactive), Tx (Inactive)

Total Multicast crossbar statistics:
Mcast pkts received from the cross-bar

: 557155515

QoS 設定の例
QoS 例 1
次の例は、システム全体でアクセス コントロール リストに 一致するトラフィックに対して、フ
レームの CoS フィールドを 5 に書き換えるように設定する方法を示しています。

手順の概要
1. 入力分類ポリシーを設定します（ アクセス コントロール リストは定義済みです）。
2. 分類ポリシーをシステムに追加します。
3. システム クラスの割り当てを設定し、ポリシーを 書き換えます。 システム クラスを qos-group
4 に割り当て、書き換え アクションを定義します。
4. 割り当ておよび書き換えポリシーをシステムに 追加します。
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QoS 設定の例

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

入力分類ポリシーを設定します（ アクセス
コントロール リストは定義済みです）。

(config)# class-map type qos cmap-qos-acl
(config-cmap-qos)# match access-group ACL-CoS
(config-cmap-qos)# exit
(config)# policy-map type qos pmap-qos-acl
(config-pmap-qos)# class cmap-qos-acl
(config-pmap-c-qos)# set qos-group 4
(config-pmap-c-qos)# exit
(config-pmap-qos)# exit

ステップ 2

分類ポリシーをシステムに追加します。

(config)# system qos
(config-sys-qos)# service-policy type qos input
pmap-qos-acl
(config-sys-qos)# exit

ステップ 3

システム クラスの割り当てを設定し、ポリ
シーを 書き換えます。 システム クラスを
qos-group 4 に割り当て、書き換え アクショ
ンを定義します。

(config)# class-map type network-qos cmap-nq-acl
(config-cmap-nq)# match qos-group 4
(config-cmap-nq)# exit
(config)# policy-map type network-qos pmap-nq-acl
(config-pmap-nq)# class type network-qos cmap-nq-acl
(config-pmap-c-nq)# set cos 5
(config-pmap-c-nq)# exit
(config-pmap-nq)# exit

ステップ 4

割り当ておよび書き換えポリシーをシステム
に 追加します。

(config)# system qos
(config-sys-qos)# service-policy type network-qos
pmap-nq-acl
(config-sys-qos)# exit

QoS 例 2
次の例は、アクセス コントロール リストを使用して、 イーサネット インターフェイス 1/1 のト
ラフィックに一致するイーサネット インターフェイス 1/3 のトラフィックに、 50% の帯域幅を適
用する方法を示しています。
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手順の概要
1. 入力分類ポリシーを設定します。
2. 分類ポリシーをインターフェイス イーサネット 1/1 に 追加します。
3. 初めにシステム全体で qos-group の定義を 設定します。
4. 出力帯域幅ポリシーを設定します。
5. 帯域幅ポリシーを出力インターフェイスに追加します。
6. システム クラスを qos-group 2 に割り当てます。
7. network-qos ポリシーを設定します。
8. network-qos ポリシーをシステムに追加します。
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

入力分類ポリシーを設定します。

(config)# class-map type qos cmap-qos-bandwidth
(config-cmap-qos)# match access-group ACL-bandwidth
(config-cmap-qos)# exit
(config)# policy-map type qos pmap-qos-eth1-1
(config-pmap-qos)# class cmap-qos-bandwidth
(config-pmap-c-qos)# set qos-group 2
(config-pmap-c-qos)# exit
(config-pmap-qos)# exit

ステップ 2

分類ポリシーをインターフェイス
イーサネット 1/1 に 追加します。

(config)# interface ethernet 1/1
(config-if)# service-policy type qos input pmap-qos-eth1-1
(config-if)# exit

ステップ 3

初めにシステム全体で qos-group の
定義を 設定します。

(config)# class-map type queuing cmap-que-bandwidth
(config-cmap-que)# match qos-group 2
(config-cmap-que)# exit

ステップ 4

出力帯域幅ポリシーを設定します。 （注）

まず class-default と class-fcoe のデフォルトの 帯域幅設
定を小さくすれば、ユーザ定義のクラス
cmap-que-bandwidth に 帯域幅を正常に割り当てること
ができます。

(config)# policy-map type queuing pmap-que-eth1-2
(config-pmap-que)# class type queuing class-default
(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 10
(config-pmap-c-que)# exit
(config-pmap-que)# class type queuing class-fcoe
(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 40
(config-pmap-c-que)# exit
(config-pmap-que)# class type queuing cmap-que-bandwidth
(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 50
(config-pmap-c-que)# exit
(config-pmap-que)# exit
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

帯域幅ポリシーを出力インターフェ
イスに追加します。

(config)# interface ethernet 1/3
(config-if)# service-policy type queuing output
pmap-que-eth1-2
(config-if)# exit

ステップ 6

システム クラスを qos-group 2 に割
り当てます。

(config)# class-map type network-qos cmap-nq-bandwidth
(config-cmap-nq)# match qos-group 2
(config-cmap-nq)# exit

ステップ 7

network-qos ポリシーを設定します。

(config)# policy-map type network-qos pmap-nq-bandwidth
(config-pmap-nq)# class type network-qos cmap-nq-bandwidth
(config-pmap-c-nq)# exit
(config-pmap-nq)# exit

ステップ 8

network-qos ポリシーをシステムに追
加します。

(config)# system qos
(config-sys-qos)# service-policy type network-qos
pmap-nq-bandwidth
(config-sys-qos)# exit

QoS 例 3
次の例は、CoS 値 3 の 802.1p タグを着信タグなしパケットに追加し、イーサネット インターフェ
イス 1/15 に プライオリティ フロー制御ネゴシエーションを強制的に設定する方法を示していま
す。

手順の概要
1. 入力分類ポリシーを設定します（ アクセス コントロール リストは定義済みです）。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

入力分類ポリシーを設定します（ アクセス コント
ロール リストは定義済みです）。

(config)# interface Ethernet 1/15
(config-if)# untagged cos 3
(config-if)# priority-flow-control mode on
(config-if)# exit
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