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Quality of Service
設定可能なCisco NX-OS Quality of Service（QoS）機能を使用して、ネットワークトラフィックを
分類し、トラフィックフローに優先順位を付けて、輻輳回避を実行できます。

デバイス上のデフォルトの 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、Ethernetトラフィックのベストエフォート型サー
ビスが提供されます。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 NX-OS QoS機能は、Cisco Modular QoS CLI（MQC）を
使用して設定されます。
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標準のイーサネットは、ベストエフォート型のメディアであるため、どのような形のフロー

制御も備えていません。輻輳や衝突が発生した場合、イーサネットではパケットが廃棄され

ます。失われたデータの検出および廃棄されたパケットの再送信は、上位プロトコルにより

行われます。

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プライオリティフロー制御

（PFC）メカニズムで拡張されています。

（注）

モジュラ QoS CLI
Cisco 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別のインターフェ
イスに対して 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 各トラフィッククラスにポリシーおよびアクションをアソシエートします。

3 ポリシーを論理インターフェイスまたは物理インターフェイスに結合します。同様にグローバ

ルシステムレベルで結合できます。

MQCには、トラフィックのクラスとポリシーを定義するために、2つのコマンドタイプが用意さ
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 CoS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。ユニキャストパケットおよびマルチキャストパケットが分類されます。

policy-map

：クラスマップ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、アソシエートされたトラ

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。

クラスマップと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

システムレベルの関連アクションに使用できるMQCオブジェクトを定義します。
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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。

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。

（注）

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コマンドを使用して、MQCオブジェクトのすべ
て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を指定します。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は一種のMQCターゲットです。 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。特定のインターフェイスでサービスポリシー設定を上書き
しない限り、システム qosポリシーはスイッチのインターフェイス全体に適用されます。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一貫性の確保（および設定の利便性）の目的で、スイッチ
は、Data Center Bridging Exchange（DCBX）プロトコルを使用して、システムクラスパラメータ
値を接続されたすべてのネットワークアダプタに配布します。

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

スイッチは、次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
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デフォルトでは、ソフトウェアによって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が、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。

データトラフィック（class-default）と FCoEトラフィック（class-fcoe）が同
時にフローしているときに輻輳が発生した場合、キューイングのパーセンテー

ジ設定が開始されます。

FCoEトラフィックは no-dropクラスであり、キューイングクラスによって割
り当てられた帯域幅にポリシングされません。FCoEトラフィックはロスレス
メディアを想定しているため、ドロップすることはできません。輻輳が発生

すると、PFCフレームが FCoEの入力インターフェイスで生成されます。ま
た、データトラフィックが割り当てられた帯域幅を下回っていても、ドロッ

プはデータトラフィックでのみ行われます。

スループットを最適化するために、より長い期間、データトラフィックの負

荷を分散することができます。

（注）

• FCoEシステムクラス（Cisco Nexus 5010スイッチと Cisco Nexus 5020スイッチの場合）

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）。

class-fcoeは削除できません。IEEE 802.1p CoS値を変更して、このクラスに関連付けること
のみ行えます。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。

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。

（注）

• FCoEシステムクラス（Cisco Nexus 5548スイッチの場合）

Cisco Nexus 5548スイッチの場合、class-fcoeは自動作成されません。 Cisco NX-OS Release
5.0(2) N 1(1)を実行している Cisco Nexus 5548スイッチで FCoEをイネーブルにする前に、次
の 3種類の QoSポリシーで class-fcoeをイネーブルにする必要があります。
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◦タイプ qosのポリシーマップ

◦タイプ network-qosのポリシーマップ（システム qosに追加する）

◦タイプ queuingのポリシーマップ（class-fcoeは入力キューイングポリシーマップの非
ゼロの帯域幅のパーセンテージで設定する必要があります）。

class-fcoeが QoSポリシーに含まれていない場合、vFCインターフェイスはアップにな
らず、さらにドロップが発生します。

Cisco Nexus 5548スイッチは、5つのユーザ定義クラスと 1つのデフォルトの
ドロップシステムクラスをサポートします。

（注）

ポリシータイプに関する情報

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。クラスマップはポリシータイプで

作成します。

3つのポリシータイプがあります。クラスの各タイプには、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、システムクラスをインスタンス化し、
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。

network-qosポリシーは、システム qosターゲットのみに結合できます。（注）

◦ 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
MTU。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、この設定を指定します。

◦ 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

に指定します。
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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。

◦ no-dropクラス用のバッファを変更できます。

◦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。 Cisco Nexus 5020スイッチと Cisco
Nexus 5010スイッチの場合、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することはできません。マー

キング値は、Cisco Nexus 5548スイッチについては一意である必要はありません。

•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、システムクラスに関連付
けられたキューのスケジューリング特性を定義します。

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

（注）

◦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 queuingのクラスマップは、system-class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。

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結合できます。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、

CNA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。

（注）

◦帯域幅：保証されるスケジューリング Deficit Weighted Round Robin（DWRR）の割
合（%）をシステムクラスに設定します。

◦プライオリティ：システムクラスを完全プライオリティ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
のみ設定できます。
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•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。

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

（注）

◦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。

◦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DiffServコードポイント（DSCP）
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ヘッダーのタイプオブサービス（ToS）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 [IPv4 Protocol]フィールドまたは [IPv6 Next Header]
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。

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。

このポリシーは入力トラフィックだけに適用されます。

（注）

◦ QoSグループ：このトラフィックフローがマッピングされる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

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機能は、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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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ための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ネゴシエーションに失敗した場合は、PFCをインター
フェイスで強制的にイネーブルにするか、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単位（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は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、スイッチ全体で 2158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 158バイトに固定されます。
Cisco Nexus 5000シリーズスイッチが 2158バイトとは異なるピアから rxbufsizeを受信した
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場合、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。

• 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 21 58バイトで、最大
MTUは 9216バイトです。

•システムクラスMTUはクラス内のすべてのパケットのMTUを設定します。システムクラ
スMTUを、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 2158バイトです。この値は変更できません。

•デフォルトの dropシステムクラスのデフォルトMTUは 1500バイトです。この値は設定で
きます。

•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。

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

（注）

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、すべての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。マーキングが設定されていない場合、802.1pCoSおよびDSCP値は保持されます。キュー
イングするデフォルトのCoS、およびキューマッピングするDSCPはありません。これらの
マッピングを作成するポリシーを定義し、適用できます。デフォルトでは、ユーザ定義のポ

リシーがない場合、すべてのトラフィックは、デフォルトキューに割り当てられます。

• 802.1p Class of Service（CoS;サービスクラス）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 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。

• untagged cos cos-valueコマンドを使用して、イーサネットインターフェイスまたはポート
チャネルインターフェイスのデフォルトのタグなし Cos値を上書きできます。

• untagged cos cos-valueコマンドを使用して、イーサネットまたはレイヤ 3インターフェイス
またはポートチャネルインターフェイスのタグ付けされていないデフォルトの CoS値を上
書きできます。
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システムがタグなし CoS値を適用しても、QoSは、CoS値がタグ付けされたシステムに入るパ
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。

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、一致基準を複数指定することも、特定の基準について照合しな

いように選択することも、一部または全部の基準を照合することによってトラフィッククラスを

決定することもできます。

どのクラスにも一致しないトラフィックは、class-defaultと呼ばれるデフォルトのトラフィックク
ラスに割り当てられます。

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プライオリティキューを使
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、重み付けラウンドロビン（WRR）スケ
ジューリングを使用します。
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•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。

完全プライオリティ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も先に処理され

ます。

Cisco Nexus 5500 プラットフォームのバッファとキュー制限
Nexus 5500プラットフォームでは、ポートごとのパケットバッファは640KBです。Nexus 5548P、
Nexus 5548UP、および Nexus 5596UPスイッチは同じバッファアーキテクチャを共有します。
Nexus 5500プラットフォームは仮想出力キューイング（VOQ）および入力に割り当てられるバッ
ファの大半の入力バッファのアーキテクチャを実装します。アーキテクチャは、輻輳が発生する

1つの出力ポートにトラフィックを送信する複数のポートがある場合に、スイッチが複数の入力
ポートにパケットを格納できるようにします。

Cisco Nexus 5500プラットフォームには、ポートごとに次のデフォルトバッファ割り当てがあり
ます。

表 1：ポートごとの Cisco Nexus 5500 プラットフォームのデフォルトのバッファ割り当て

入力バッファサイズ（KB）トラフィッククラス

79.360Class-fcoe

79.360MTUが 2240未満のユーザ定義の no-drop

90.204MTUが 2240を超えるユーザ定義の no-dropク
ラス

22.720テールドロップのトラフィッククラス

残りのすべてのバッファ（デフォルトQoS設定
では 470）

Class-default

デフォルトのバッファ割り当てはクラスのタイプによって異なります。たとえば、通常のテール

ドロップトラフィッククラスを作成するときのデフォルトの割り当ては、queue-limitコマンドを
使用して大規模なサイズを指定しない場合、22.7KBです。

network-qos policy-mapから、user-created qos-groupに使用可能な入力バッファスペースを増やす
には、queue-limitコマンドを使用します。

各ユーザ作成 qos-groupに割り当てられる入力バッファに加えて、qos-groupごとに出力で必要に
なる追加の 28.6KBバッファがあります。
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デフォルトの QoS設定では、使用可能なすべてのバッファ（470KB）が class-defaultに割り当て
られます。新しい qos-groupを作成すると、新しい qos-groupに必要なバッファが class-defaultか
ら削除されます。 class-defaultに残されるバッファサイズは、470から他の qos-groupで使用され
る入力バッファを減算し、さらにそれから 28.6KBを減算したものに、qos-groupの数を乗算した
ものと同じになります。

各新規クラスにはさらに 28.6KBが必要になるため、class defaultに残っているバッファの正確
な量は、478から他のqos-groupによって使用されるバッファを減算し、さらにそれから18.880KB
を減算したものに qos-groupの数を乗算したものと同じになります。

（注）

Nexus 5500プラットフォームのデフォルト QoSポリシーは、class-fcoeを作成せず、FCoEトラ
フィック用にバッファおよび qos-groupを予約しません。

show queuing interfaceコマンドは、qos-groupごとに割り当てられた入力バッファの量を表示でき
ます。

Cisco Nexus 5000 プラットフォームのバッファとキュー制限
Cisco Nexus 5000プラットフォームには、次のバッファリング制限があります。

•最大入力ポートのバッファリング:ポートごとに 320KB。

•最大出力ポートのバッファリング:ポートごとに 160KB。

CiscoNexus5000プラットフォームには、ポートごとに次のデフォルトのバッファ割り当てがあり
ます。

表 2：ポートごとの Cisco Nexus 5000 プラットフォームのデフォルトのバッファ割り当て

入力バッファサイズ（KB）トラフィッククラス

76.8Class-fcoe

76.8MTUが 2240未満のユーザ定義の no-dropサー
ビスクラス

81.9MTUが2240を超えるユーザ定義のno-dropサー
ビスクラス

20.4テールドロップのサービスクラス

残りのすべてのバッファ（デフォルトQoS設定
では 243.2KB）

Class-default

デフォルトのバッファ割り当てはクラスのタイプによって異なります。たとえば、通常のテール

ドロップトラフィッククラスを作成するときのデフォルトの割り当ては、queue-limitコマンドを
使用して大規模なサイズを指定しない場合、22.7KBです。
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network-qos policy-mapから、user-created qos-groupに使用可能なバッファスペースを増やすには、
queue-limitコマンドを使用します。

使用可能なすべてのバッファは class-defaultに割り当てられます。新しい qos-groupを定義する
と、新しい qos-groupに必要なバッファは class-defaultバッファから取得されます。

各新規クラスにはさらに 18.880KBが必要になるため、class defaultに残っているバッファの正
確な量は、243.2KBから他の qos-groupによって使用されるバッファを減算し、さらにそれか
ら 18.880KBを減算したものに qos-groupの数を乗算したものと同じになります。

（注）

Nexus 5000プラットフォームのデフォルト QoS設定によって、class-fcoeおよび class-defaultが作
成されます。

show queuing interfaceコマンドは、各 qos-groupに割り当てられた設定済みの qos-groupおよび入力
バッファを表示します。

マルチキャストトラフィックの QoS
Nexus 5000シリーズのスイッチにはインターフェイスごとに 6個のマルチキャスト入力キューが
あります。また、Nexus 5500シリーズには 128個あります。各スイッチには、システムクラスご
とに 1つのキューが割り当てられます。

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、システムはマルチキャストトラフィックを

処理するため、6つのキューすべてを使用します。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、6つすべて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。

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

の定義済みのクラスマップを 2つ備えています。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。
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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。

これらの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。

（注）

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プライオリティキュー

•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 方向のトラフィックの QoS
デバイスは、CPUでパケットがフラッディングしないように、CPU方向のトラフィックに自動的
に QoSポリシーを適用します。ブリッジプロトコルデータユニット（BPDU）フレームなどの
制御トラフィックには、確実に配信できるように、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
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。

•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。CiscoNX-OSは、設定
済みシステムクラスに対応するためにリソース割り当てを自動的に調整します。

•

• 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。
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•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はポーズをドロッ
プ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。別の値を設定できても、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。 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ファブリックエクステンダ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、ファブリックエクステンダ
を通過する制御トラフィック用に予約されています。

• Cisco Nexus 5548スイッチでは、FCoE class-fcoeシステムクラスが QoS設定でデフォルトで
イネーブルになりません。 FCoEをイネーブルにする前に、3つのポリシータイプ
（network-qos、queuing、および qos）のそれぞれに class-fcoeを含める必要があります。

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
シリーズファブリックエクステンダインターフェイスのみでアクティブにできます。ファブ

リックエクステンダファブリックインターフェイスまたはファブリックエクステンダファ

ブリック EtherChannelインターフェイス上のタイプ qosポリシーは、Cisco NX-OSCLIによっ
て設定が拒否されなくても無効です。

ハードウェアリソースを浪費しないためには、ファブリックエクステンダファブリックイン

ターフェイスまたはファブリックエクステンダファブリック 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。

（注）

EtherChannelを設定する場合は、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ー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ーインターフェイス
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コマンドを使用して、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。以降は、クラスマップをポリシーマップで参照できるようになります。
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クラスマップタイプのデフォルトは、タイプ qosであり、デフォルト一致基準は match-allで
す。

（注）

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# class-map [type {network-qos | qos | queuing}] class-map name
3. （任意） switch(config)# class-map [type qos] [match-all |match-any] class-map name
4. （任意） switch(config)# no class-map [type {network-qos | qos | queuing}] class-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

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。

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

ステップ 2   

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。

次のように 3つの class-map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。これが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 prompt: switch(config-cmap-que)#

（任意）

パケットが、クラスマップに定義されている一部またはすべての基準を満

たす必要があることを指定します。

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

ステップ 3   

• match-all：パケットが、指定した class mapに定義されているすべての
基準を満たす場合（たとえば、定義されたCoSとACL基準の両方が一
致する場合）、トラフィックを分類します。

• match-any：パケットが、指定した classmapに定義されているいずれか
の基準を満たす場合（たとえば、CoSまたはACLの基準のいずれかが
一致する場合）、トラフィックを分類します。
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目的コマンドまたはアクション

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。

（任意）

指定されたクラスマップを削除します。

switch(config)# no class-map
[type {network-qos | qos |
queuing}] class-name

ステップ 4   

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。

（注）

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。

ACL 分類の設定
既存のアクセスコントロールリスト（ACL）に基づいたパケットの照合により、トラフィックを
分類できます。ACLで定義された基準によってトラフィックが分類されます。permitおよびdeny
ACLキーワードは無視されます。つまり、access-list内の一致基準に denyアクションが含まれて
いても、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. （任意） switch(config-cmap-qos)# no match access-group name acl-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

トラフィックのクラスを表す名前付きオブジェクトを作成しま

す。クラスマップ名には、アルファベット、ハイフン、または

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

ステップ 2   

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。

acl-nameに基づいて、パケットの照合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。

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

1つのクラスマップで定義できる ACLは 1つだけで
す。

matchaccess-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。

（注）

（任意）

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。

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

ステップ 4   

次に、既存の ACLに基づいたパケットの照合により、トラフィックを分類する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type qos class_acl
switch(config-cmap-qos)# match access-group name acl-01

ACLの class-map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
IEEE802.1Q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VLANID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。

Cisco Nexus 2148ファブリックエクステンダは dot1p vlan 0のタグを持つフレームをサポート
しません。

（注）

システムクラスに no-drop機能が設定されている場合、match cosコマンドはさらに役立ちます。
スイッチは CoS値をアダプタに送信するため、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. （任意） switch(config-cmap-qos)# no match cos cos-value
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

トラフィックのクラスを表す名前付きオブジェクトを作成します。

クラスマップ名には、アルファベット、ハイフン、またはアンダー

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

ステップ 2   

スコア文字を含めることができます。クラスマップ名は大文字と小

文字が区別され、最大 40文字まで設定できます。

パケットをこのクラスに分類する場合に照合するCoS値を指定しま
す。 CoS値は、0～ 7の範囲で設定できます。

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

ステップ 3   

Cisco Nexus 2148Tファブリックエクステンダを接続して
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、ファブリック
エクステンダを通過する制御トラフィック用に予約され

ています。

（注）

（任意）

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。

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

ステップ 4   

次に、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
法の例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# class-map type qos match-any 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。

表 3：標準の DSCP 値

DSCP 値のリスト値

AF11 dscp（001010）：10進数の 10af11

AF12 dscp（001100）：10進数の 12af12

AF13 dscp（001110）：10進数の 14af13
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DSCP 値のリスト値

AF21 dscp（010010）：10進数の 18af21

AF22 dscp（010100）：10進数の 20af22

AF23 dscp（010110）：10進数の 22af23

AF31 dscp（011010）：10進数の 26af31

AF32 dscp（011100）：10進数の 28af32

AF33 dscp（011110）：10進数の 30af33

AF41 dscp（100010）：10進数の 34af41

AF42 dscp（100100）：10進数の 36af42

AF43 dscp（100110）：10進数の 38af43

CS1（優先順位 1）dscp（001000）：10進数の
8

cs1

CS2（優先順位 2）dscp（010000）：10進数の
16

cs2

CS3（優先順位 3）dscp（011000）：10進数の
24

cs3

CS4（優先順位 4）dscp（100000）：10進数の
32

cs4

CS5（優先順位 5）dscp（101000）：10進数の
40

cs5

CS6（優先順位 6）dscp（110000）：10進数の
48

cs6

CS7（優先順位 7）dscp（111000）：10進数の
56

cs7

デフォルト dscp（000000）：10進数の 0default

EF dscp（101110）：10進数の 46ef
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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. （任意） switch(config-cmap-qos)# no match dscp dscp-list

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

トラフィックのクラスを表す名前付きオブジェクトを作成しま

す。クラスマップ名には、アルファベット、ハイフン、または

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

ステップ 2   

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。

dscp-list変数の値に基づいて、パケットの照合によってトラフィッ
ククラスを設定します。DSCP値の一覧については、標準のDSCP
値の表を参照してください。

switch(config-cmap-qos)#match
dscp dscp-list

ステップ 3   

（任意）

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。

DSCP値の一覧については、標準の DSCP値の表を参照してくだ
さい。

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

ステップ 4   

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 match-any 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 RTP 分類の設定
IPReal-timeTransport Protocol（RTP）は、オーディオやビデオなどのデータを送信するリアルタイ
ムアプリケーション用のトランスポートプロトコルで、Request For Comments（RFC）3550で規
定されています。 RTPでは一般的な TCPポートや UDPポートは使用されませんが、通常はポー
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。これは、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。
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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. （任意） switch(config-cmap-qos)# no match ip rtp port-number

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

トラフィックのクラスを表す名前付きオブジェクトを作成しま

す。クラスマップ名には、アルファベット、ハイフン、または

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

ステップ 2   

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。

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

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

ステップ 3   

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。

（任意）

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。

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

ステップ 4   

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 match-any class_rtp
switch(config-cmap-qos)# match ip rtp 2000-2100, 4000-4100

RTPの class-map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 4：優先順位値

優先順位値の一覧値

IP precedence値<0-7>
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優先順位値の一覧値

クリティカル precedence（5）critical

フラッシュ precedence（3）flash

フラッシュ上書き precedence
（4）

flash-override

即時 precedence（2）immediate

インターネットワークコント

ロール precedence（6）
internet

ネットワークコントロール

precedence（7）
network

優先 precedence（1）priority

ルーチン precedence（0）routine

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# class-map type qos match-any class-name
3. switch(config-cmap-qos)#match precedence precedence-values
4. （任意） switch((config-cmap-qos)# no match precedence precedence-values

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

トラフィックのクラスを表す名前付きオブジェクトを作成しま

す。クラスマップ名には、アルファベット、ハイフン、また

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

ステップ 2   

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。

優先順位の値に基づいたパケットの照合により、トラフィック

クラスを設定します。優先順位値の一覧については、優先順位

値の表を参照してください。

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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。

優先順位値の一覧については、優先順位値の表を参照してくだ

さい。

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

ステップ 4   

次の例は、IPヘッダーのToSバイトフィールドの優先順位値に基づいて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 match-any class_precedence
switch(config-cmap-qos)# match precedence 1-2, critical

IP優先順位値の class-map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

プロトコル分類の設定

IPヘッダーの [IPv4 Protocol]フィールドまたは [IPv6 Next Header]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 5：Protocol 引数

説明引数

アドレス解決プロトコル（ARP）arp

CLNSエンドシステムclns_es

CLNS中継システムclns_is

Dynamic Host Configuration（DHCP）dhcp

ラベル配布プロトコル（LDP）ldp

NetBIOS Extended User Interface（NetBEUI）netbios

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. （任意） switch(config-cmap-qos)# no match protocol {arp | clns_es | clns_is | dhcp | ldp | netbios}

   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リリース 5.1(3)N1(1)
24 OL-25858-02-J   

QoS の設定
クラスマップの設定



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

トラフィックのクラスを表す名前付きオブジェクトを作成

します。クラスマップ名には、アルファベット、ハイフ

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

ステップ 2   

ン、またはアンダースコア文字を含めることができます。

クラスマップ名は大文字と小文字が区別され、最大 40文
字まで設定できます。

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

よって、トラフィッククラスを設定します。

switch(config-cmap-qos)#match protocol
{arp | clns_es | clns_is | dhcp | ldp | netbios}

ステップ 3   

（任意）

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。

switch(config-cmap-qos)#nomatch protocol
{arp | clns_es | clns_is | dhcp | ldp | netbios}

ステップ 4   

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 class-map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. （任意） switch(config-cmap-que)# no match qos-group qos-group-value
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

トラフィックのクラスを表す名前付きオブジェクトを作成しま

す。クラスマップ名には、アルファベット、ハイフン、または

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

ステップ 2   

アンダースコア文字を含めることができます。クラスマップ名

は大文字と小文字が区別され、最大 40文字まで設定できます。

QoSグループ値のリストに基づいてパケットを照合することに
よって、トラフィッククラスを設定します。値の範囲は 0～ 5

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

ステップ 3   

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

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

（注）

（任意）

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。

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

ステップ 4   

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 class-map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

ポリシーマップの作成

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。

スイッチには、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。

Cisco Nexus 5548スイッチは、5つのユーザ定義クラスと 1つのデフォルトのドロップシステ
ムクラスをサポートします。

（注）

次の事前定義ポリシーマップが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
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•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

Cisco Nexus 5548スイッチの場合、FCoE用に 4つの定義済みポリシーマップがあります。

• service-policyタイプの qosの入力 fcoe-default-in-policy

• service-policyタイプのキューイングの入力 fcoe-default-in-policy

• service-policyタイプのキューイングの出力 fcoe-default-out-policy

• service-policyタイプの network-qos fcoe-default-nq-policy

Cisco NX-OS Release 5.0(2) N 1(1)を実行している Cisco Nexus 5548スイッチで FCoEをイネー
ブルにする前に、次の 3種類の QoSポリシーで class-fcoeをイネーブルにする必要がありま
す。

（注）

•タイプ qosのポリシーマップ

•タイプ network-qosのポリシーマップ（システム qosに追加する）

•タイプ queuingのポリシーマップ（class-fcoeは入力キューイングポリシーマップの非ゼ
ロの帯域幅のパーセンテージで設定する必要があります）。

class-fcoeがQoSポリシーに含まれていない場合、vFCインターフェイスはアップにならず、さら
にドロップが発生します。

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。

はじめる前に

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。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# policy-map [type {network-qos | qos | queuing}] policy-name
3. （任意） 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. （任意） switch(config-pmap)# no class [type {network-qos | qos | queuing}] class-name
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

トラフィッククラスのセットに適用されるポリシーのセットを表す

名前付きオブジェクトを作成します。ポリシーマップ名は、最大

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

ステップ 2   

40文字の英字、ハイフン、または下線文字を使用でき、大文字と小
文字が区別されます。

次のように 3つの policy-map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。これがデフォルトモードです。 CLI prompt:
switch(config-pmap-qos)#

• queuing：キューイングモード。 CLIプロンプト：
switch(config-pmap-que)#

（任意）

指定されたポリシーマップを削除します。

switch(config)# no policy-map [type
{network-qos | qos | queuing}]
policy-name

ステップ 3   

クラスマップをポリシーマップにアソシエートし、指定されたシス

テムクラスのコンフィギュレーションモードを開始します。次の

ように3つの class-mapコンフィギュレーションモードがあります。

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

ステップ 4   

• 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。これが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)#

関連付けられるクラスマップには、policy-mapタイプと同
じタイプが必要です。

（注）

（任意）

クラスマップの関連付けを削除します。

switch(config-pmap)# no class [type
{network-qos | qos | queuing}]
class-name

ステップ 5   
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type qos ポリシーの設定
一意の qosグループ値で識別される特定のシステムクラスのトラフィックを分類するには、type
qosポリシーを使用します。タイプ qosポリシーは、入力トラフィックに関してのみ、システム
または個々のインターフェイス（ファブリックエクステンダのホストインターフェイスを含む）

に追加できます。

入力トラフィック用に、最大 5種類の QoSグループを設定できます。

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

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

トラフィッククラスのセットに適用されるポリシーのセットを表

す名前付きオブジェクトを作成します。ポリシーマップ名は、最

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

ステップ 2   

大40文字の英字、ハイフン、または下線文字を使用でき、大文字
と小文字が区別されます。

クラスマップをポリシーマップにアソシエートし、指定されたシ

ステムクラスのコンフィギュレーションモードを開始します。

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

ステップ 3   

アソシエートされるクラスマップには、ポリシーマッ

プタイプと同じタイプが必要です。

（注）

トラフィックをこのクラスマップに分類するため照合に使用する

1つ以上の qos-group値を設定します。次のリストは、
switch(config-pmap-c-qos)# set
qos-group qos-group-value

ステップ 4   

qos-group-valueの範囲を示しています。デフォルト値はありませ
ん。

Cisco Nexus 5020スイッチと Cisco Nexus 5010スイッチの場合、範
囲は 2～ 5です。 Cisco Nexus 5548スイッチの場合、範囲は 1～
5です。

（任意）

このクラスから qos-group値を削除します。
switch(config-pmap-c-qos)# no set
qos-group qos-group-value

ステップ 5   
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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

type network-qos ポリシーの設定
type network-qosポリシーは、システム qosの結合時だけで設定でき、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. （任意） switch(config-pmap-c-nq)# no mtu
6. switch(config-pmap-c-nq)#multicast-optimize
7. （任意） switch(config-pmap-c-nq)# no multicast-optimize
8. switch(config-pmap-c)# pause no-drop [pfc-cos pfc-cos-value]
9. （任意） switch(config-pmap-c-nq)# no pause no-drop
10. switch(config-pmap-c-nq)# queue-limit number-bytes bytes
11. （任意） switch(config-pmap-c-nq)# no queue-limit number-bytes bytes
12. switch(config-pmap-c-nq)# set cos cos-value
13. （任意） switch(config-pmap-c-nq)# no set cos cos-value

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

トラフィッククラスのセットに適用されるポリシーのセットを表す

名前付きオブジェクトを作成します。ポリシーマップ名は、最大 40
switch(config)# policy-map type
network-qos policy-name

ステップ 2   

文字の英字、ハイフン、または下線文字を使用でき、大文字と小文

字が区別されます。

クラスマップをポリシーマップにアソシエートし、指定されたシス

テムクラスのコンフィギュレーションモードを開始します。

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

ステップ 3   

アソシエートされるクラスマップには、ポリシーマップ

タイプと同じタイプが必要です。

（注）

MTU値をバイト単位で指定します。switch(config-pmap-c-nq)#mtu
mtu-value

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

設定するmtu-valueは、system jumbomtuコマンドによって
設定される値より少なくする必要があります。

（注）

（任意）

このクラスのMTU値をリセットします。
switch(config-pmap-c-nq)#nomtuステップ 5   

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。

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

ステップ 6   

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。

（注）

Cisco Nexus 5548スイッチの場合、マルチキャストの最適
化は class-defaultでデフォルトでイネーブルになっていま
す。これを class-defaultから削除してから、ユーザ定義ク
ラスでそれをイネーブルにする必要があります。

（注）

（任意）

マルチキャストの最適化をディセーブルにします。

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

ステップ 7   

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

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

ステップ 8   

ドロップポリシーの動作は単純なテールドロップであり、

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。

（注）

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）のみです。

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。これがご使用のトポ
ロジに望ましい動作かどうかを判断する必要があります。

注意

（任意）

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

ステップ 9   

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。CiscoNexus 5548スイッ
チの場合、範囲は 20480～ 426880バイトです。

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

ステップ 10   

キュー制限を設定できるのはドロップクラスのみです。

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はエラーを
返します。

（注）

no-dropクラスのバッファサイズと休止のしきい値を変更するには、
休止の no-dropバッファサイズオプションを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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。

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

ステップ 11   

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802.1QCoS
値を指定します。値の範囲は 0～ 7です。

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

ステップ 12   

（任意）

このクラスのマーキング動作をディセーブルにします。

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

ステップ 13   

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

type queuing ポリシーの設定
typequeuingポリシーを使用して、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（ホストファブリックエクステンダ

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. （任意） switch(config-pmap-c-que)# no bandwidth percent percentage
6. switch(config-pmap-c-que)# priority
7. （任意） switch(config-pmap-c-que)# no priority

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

トラフィッククラスのセットに適用されるポリシーのセットを

表す名前付きオブジェクトを作成します。ポリシーマップ名

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

は、最大 40文字の英字、ハイフン、または下線文字を使用で
き、大文字と小文字が区別されます。

クラスマップをポリシーマップにアソシエートし、指定された

システムクラスのコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

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

ステップ 3   

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。

switch(config-pmap-c-que)#
bandwidth percent percentage

ステップ 4   

帯域幅をクラスに正常に割り当てるには、最初に

class-defaultおよび class-fcoeで帯域幅のデフォルト設
定を下げる必要があります。

（注）

（任意）

帯域幅の指定をこのクラスから削除します。

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

ステップ 5   

このクラスの該当するトラフィックが完全プライオリティキュー

にマッピングされるよう指定します。

switch(config-pmap-c-que)# priorityステップ 6   

完全プライオリティを設定できるクラスは、各ポリ

シーマップで 1つだけです。
（注）

（任意）

完全プライオリティ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。

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

ステップ 7   

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

マーキングについて

マーキングは、着信および発信パケットのQuality of Service（QoS）フィールドを変更するために
使用する方式です。

マーキングのコマンドは、ポリシーマップ内で参照されるトラフィッククラスで使用できます。

設定できるマーキング機能を次に示します。

• DSCP（Cisco Nexus 5548スイッチでのみサポートされます）。

• IP precedence

• CoS
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Cisco Nexus 5548 スイッチの DSCP マーキングの設定
Cisco Nexus 5548スイッチの場合、IPヘッダーの DiffServフィールドの上位 6ビットの DSCP値
を、指定した値に設定できます。次の表に示す標準の DSCP値のほか、0～63の数値を入力でき
ます。

DSCPと IP precedenceのいずれかの値は設定できますが、IPパケットの同じフィールドを変更
するため、両方の値は設定できません。

（注）

表 6：標準の DSCP 値

DSCP 値のリスト値

AF11 dscp（001010）：10進数の 10af11

AF12 dscp（001100）：10進数の 12af12

AF13 dscp（001110）：10進数の 14af13

AF21 dscp（010010）：10進数の 18af21

AF22 dscp（010100）：10進数の 20af22

AF23 dscp（010110）：10進数の 22af23

AF31 dscp（011010）：10進数の 26af31

AF40 dscp（011100）：10進数の 28af32

AF33 dscp（011110）：10進数の 30af33

AF41 dscp（100010）：10進数の 34af41

AF42 dscp（100100）：10進数の 36af42

AF43 dscp（100110）：10進数の 38af43

CS1（優先順位 1）dscp（001000）：10進数の
8

cs1

CS2（優先順位 2）dscp（010000）：10進数の
16

cs2
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DSCP 値のリスト値

CS3（優先順位 3）dscp（011000）：10進数の
24

cs3

CS4（優先順位 4）dscp（100000）：10進数の
32

cs4

CS5（優先順位 5）dscp（101000）：10進数の
40

cs5

CS6（優先順位 6）dscp（110000）：10進数の
48

cs6

CS7（優先順位 7）dscp（111000）：10進数の
56

cs7

デフォルト dscp（000000）：10進数の 0default

EF dscp（101110）：10進数の 46ef

手順の概要

1. config t
2. policy-map type qos qos-policy-map-name
3. class [type qos] {class-map-name | class-default}
4. set dscp dscp-value
5. set qos-group y

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config tステップ 1   

policy-map-nameという名前のポリシーマップを作成するか、そのポリ
シーマップにアクセスし、ポリシーマップモードを開始します。ポ

policy-map type qos
qos-policy-map-name

ステップ 2   

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。

class-map-nameへの参照を作成し、ポリシーマップクラスコンフィ
ギュレーションモードを開始します。ポリシーマップ内のクラスと

class [type qos]
{class-map-name |
class-default}

ステップ 3   

現在一致していないトラフィックをすべて選択するには、class-default
キーワードを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

DSCP値を dscp-valueに設定します。標準の DSCP値の表を参照して
ください。

set dscp dscp-valueステップ 4   

qos-groupを指定します。グループ値には 1～ 5を指定できます。set qos-group yステップ 5   

class-defaultのシステムクラス（qos-group 0）トラフィック
は DSCPでマークを付けることができません。

（注）

次に、DSCP値を 10に設定し、qos-groupを 2に指定する例を示します。
policy-map type qos test-bulkdata

class type qos bulkdata
set dscp 10
set qos-group 2

Cisco Nexus 5548 スイッチでの IP precedence マーキングの設定
IP precedenceのフィールドの値を、サービス（ToS）フィールド、または IPヘッダーの IPv6の同
等の [Traffic Class]フィールドの IPv4タイプの 0～ 2ビットに設定できます。次の表に、優先順
位値を示します。

IP precedenceとDSCPのいずれかの値は設定できますが、IPパケットの同じフィールドを変更
するため、両方の値は設定できません。

（注）

表 7：優先順位値

優先順位値の一覧値

IP precedence値<0-7>

クリティカル precedence（5）critical

フラッシュ precedence（3）flash

フラッシュ上書き precedence（4）flash-override

即時 precedence（2）immediate

インターネットワークコントロール precedence
（6）

internet

ネットワークコントロール precedence（7）network
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優先順位値の一覧値

優先 precedence（1）priority

ルーチン precedence（0）routine

手順の概要

1. config t
2. policy-map [type qos] qos-policy-map-name
3. class [type qos] {class-map-name | class-default}
4. set precedence precedence-value

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config tステップ 1   

policy-map-nameという名前のポリシーマップを作成するか、そのポ
リシーマップにアクセスし、ポリシーマップモードを開始します。

policy-map [type qos]
qos-policy-map-name

ステップ 2   

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。

class-map-nameへの参照を作成し、ポリシーマップクラスコンフィ
ギュレーションモードを開始します。ポリシーマップ内のクラスと

class [type qos] {class-map-name
| class-default}

ステップ 3   

現在一致していないトラフィックをすべて選択するには、class-default
キーワードを使用します。

IP precedence値を precedence-valueに設定します。優先順位値の一覧
に表示されている値の 1つを入力できます。

set precedence precedence-valueステップ 4   

switch(config)# policy-map type qos my_policy
switch(config-pmap-qos)# class type qos my_class
switch(config-pmap-c-qos)# set precedence 5
switch(config-pmap-c-qos)#

CoS マーキングの設定
CoSフィールドの値は、IEEE 802.1Qヘッダーの VLAN IDタグフィールドの上位 3ビットに記録
されます。
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手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config) # policy-map [type network-qos] policy-map name
3. switch(config-pmap-nq) # class [type network-qos] {class-map name |class-default}
4. switch(config-pmap-c-nq) # set cos cos-value

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

policy-map-nameという名前のポリシーマップを作成するか、その
ポリシーマップにアクセスし、ポリシーマップモードを開始し

ます。

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

ステップ 2   

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。

class-map-nameへの参照を作成し、ポリシーマップクラスコン
フィギュレーションモードを開始します。

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

ステップ 3   

ポリシーマップ内のクラスと現在一致していないトラフィックを

すべて選択するには、class-defaultキーワードを使用します。

CoS値を cos-valueに指定します。switch(config-pmap-c-nq) # set cos
cos-value

ステップ 4   

cos-value値は、0～ 7の範囲で指定します。

このコマンドは、出力ポリシーに対してのみサポートさ

れます。

（注）

レイヤ 3 ルーティング用の QoS の設定

レイヤ 3 トポロジでの必須 CoS マーキングの設定
レイヤ 3トポロジでは、一意の cos値でネットワークQoSポリシーに各 qos-groupを設定する必要
があります。
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手順の概要

1. switch# show policy-map system
2. switch# configure terminal
3. switch(config) # policy-map [type network-qos] policy-map name
4. switch(config-pmap-nq) # class [type network-qos] {class-map name |class-default}
5. switch(config-pmap-nq-c) # set cos cos-value

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

設定済みの policy-mapsおよび CoS値を表示します。switch# show policy-map systemステップ 1   

レイヤ 3トポロジでは、各 qos-groupに一意の CoS値が必要です。
show policy-map systemコマンドを使用して、使用されている CoS
値と、qos-groupには使用できない CoS値を表示します。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 2   

policy-map-nameという名前のポリシーマップを作成するか、そのポ
リシーマップにアクセスし、ポリシーマップモードを開始します。

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

ステップ 3   

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。

class-map-nameへの参照を作成し、ポリシーマップクラスコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

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

ステップ 4   

ポリシーマップ内のクラスと現在一致していないトラフィックをす

べて選択するには、class-defaultキーワードを使用します。

CoS値を指定します。switch(config-pmap-nq-c) # set cos
cos-value

ステップ 5   

値の範囲は 0～ 7です。

このコマンドは出力ポリシーだけで使用できます。

レイヤ 3トポロジでは、各 qos-groupに固有の cos設定が
必要です。

（注）

次に、レイヤ 3トポロジで、CoS値を 4に設定する例を示します。
switch# show policy-map system
Type network-qos policy-maps
===============================

policy-map type network-qos pn-01
class type network-qos cn-01 match qos-group 1
mtu 8500
pause no-drop
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set cos 2
class type network-qos cn-02 match qos-group 2
set cos 4
mtu 9216

class type network-qos cn-03 match qos-group 3
mtu 8000
set cos 6

class type network-qos cn-04 match qos-group 4
mtu 8750
set cos 7

class type network-qos cn-ip-multicast match qos-group 5
set cos 5
mtu 7500

class type network-qos class-default match qos-group 0
mtu 1500
multicast-optimize
set cos 1

...
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type network-qos pn-01
switch(config-pmap-nq)# class type network-qos cn-05
switch(config-pmap-c-nq)# set cos 3

レイヤ 3 マルチキャストのキューイングの設定
NX-OSRelease 5.0(3)N1(1)以降では、CiscoNexus 5000プラットフォームスイッチで、出力キュー
に CoS値をマッピングできます。レイヤ 3マルチキャストトラフィック用に、最大 4つのマル
チキャストキューを使用できます。

この手順を使用すると、各キューが異なる重み付けラウンドロビン（WRR）パラメータで設定さ
れたさまざまなキューに、トラフィックを配信できます。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# wrr-queue cos-map queue-id cos1 ...cos8

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

割り当てられた CoS値を出力キューにマッピングします。switch(config)# wrr-queue
cos-map queue-id cos1 ...cos8

ステップ 2   

出力キューの範囲は 1～ 4であり、4は緊急キューとして設定できま
す。

CoS値を、最大8つまで入力できます。各値はスペースで区切ります。
有効な範囲は 0～ 7です。

デフォルトの設定は次のとおりです。

•受信キュー 0および送信キュー 0：CoS 0および 1。

•受信キュー 1および送信キュー 1：CoS 2および 3。
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目的コマンドまたはアクション

•受信キュー 2および送信キュー 2：CoS 4および 5。

•受信キュー 3および送信キュー 3：CoS 6および 7。

次に、レイヤ 3インターフェイスを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# wrr-queue cos-map 1 0 1
switch(config)#

レイヤ 3 インターフェイスのサービスポリシーの設定
レイヤ 3インターフェイスのサービスポリシーを設定できます。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface ethernet slot/port
3. switch(config-if)# no switchport
4. switch(config-if)# service-policy [type {qos | queuing} [input | output]policy-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

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

始します。

switch(config)# interface ethernet
slot/port

ステップ 2   

レイヤ 3インターフェイスを選択します。switch(config-if)# no switchportステップ 3   

レイヤ 3インターフェイスのサービスポリシーとして使用するよう
にポリシーマップを指定します。 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。

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

ステップ 4   

• qos：分類モード。これがデフォルトモードです。

• queuing：キューイングモード。
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目的コマンドまたはアクション

inputキーワードは、そのポリシーマップがインターフェ
イスで受信されたトラフィックに適用される必要があるこ

とを示します。 outputキーワードは、そのポリシーマッ
プがインターフェイスから送信されたトラフィックに適用

される必要があることを示します。 inputのみを qosポリ
シーに適用できます。また、inputとoutputの両方をキュー
イングポリシーに適用できます。

（注）

次に、キューイングポリシーマップをレイヤ 3インターフェイスに関連付ける例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/5
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# service-policy type queuing output my_output_q_policy
switch(config-if)#

ユニキャストおよびマルチキャストトラフィックに割り当てられた帯域幅の変更

出力キューに対するインターフェイスのデータレートの割合として重み付けラウンドロビン

（WRR）を割り当てることによって、ユニキャストおよびマルチキャストトラフィックに割り当
てられた帯域幅を変更できます。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface ethernet slot/port
3. switch(config-if)# wrr unicast-bandwidth percentage-value

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

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

モードを開始します。

switch(config)# interface ethernet
slot/port

ステップ 2   

トラフィック輻輳で、ユニキャストおよびマルチキャスト

トラフィックに割り当てられた帯域幅を変更します。パー

switch(config-if)#wrr unicast-bandwidth
percentage-value

ステップ 3   

セント帯域幅値は 0パーセントから 100パーセントの範囲
です。
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次に、キューイングポリシーマップをレイヤ 3インターフェイスに関連付ける例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/5
switch(config-if)# wrr unicast-bandwidth 75
switch(config-if)#

システムサービスポリシーの追加

service-policyコマンドは、システムのサービスポリシーとしてシステムクラスポリシーマップ
を指定します。

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

fcoe default policy-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

システムクラスコンフィギュレーションモードを開始します。switch(config)# system qosステップ 2   

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

ステップ 3   

• network-qos：ネットワーク全体（system qos）モード

• qos：分類モード（システム qosの inputまたはインターフェイスの
input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 inputと output）

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を指定してください。 inputキーワードは、そ
のポリシーマップがインターフェイスで受信されたトラフィッ

クに適用される必要があることを示します。 outputキーワード
は、そのポリシーマップがインターフェイスから送信されたト

ラフィックに適用される必要があることを示します。 inputのみ
を qosポリシーに適用できます。また、inputと outputの両方を
キューイングポリシーに適用できます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

システムのサービスポリシーとして使用するように、デフォルトの FCoE
ポリシーマップを指定します。 FCoE用に 4つの定義済みポリシーマップ
があります。

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

ステップ 4   

• service-policyタイプの qosの入力 fcoe-default-in-policy

• service-policyタイプのキューイングの入力 fcoe-default-in-policy

• service-policyタイプのキューイングの出力 fcoe-default-out-policy

• service-policyタイプの network-qos fcoe-default-nq-policy

Cisco Nexus 5548スイッチで FCoEをイネーブルにする前に、事
前定義された FCoEポリシーマップをタイプ qos、タイプ
network-qos、およびタイプ queuingの各ポリシーマップに追加す
る必要があります。

（注）

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 qos-group
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て、それをシステムQoSコンフィギュレーションに追加した場合、コマ
ンドの noフォームを入力して、デフォルトポリシーを再適用します。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# system qos
3. switch(config-sys-qos)# no service-policy type qos input policy-map name
4. switch(config-sys-qos)# no service-policy type network-qos policy-map name
5. switch(config-sys-qos)# no service-policy type queuing output policy-map name
6. switch(config-sys-qos)# no service-policy type queuing input policy-map name
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

システムクラスコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch(config)# system qosステップ 2   

分類モードのポリシーマップをリセットします。こ

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のみに使用します。

switch(config-sys-qos)# no service-policy type
qos input policy-map name

ステップ 3   

ネットワーク全体のポリシーマップをリセットしま

す。

switch(config-sys-qos)# no service-policy type
network-qos policy-map name

ステップ 4   

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。

switch(config-sys-qos)# no service-policy type
queuing output policy-map name

ステップ 5   

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。

switch(config-sys-qos)# no service-policy type
queuing input policy-map name

ステップ 6   

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)# no service-policy type qos input my-in-policy
switch(config-sys-qos)# no service-policy type network-qos my-nq-policy
switch(config-sys-qos)# no service-policy type queuing output my-out-policy
switch(config-sys-qos)# no service-policy type queuing input my-in-policy

この例は、デフォルトのサービスポリシーを示しています。

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

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
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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

ファブリックエクステンダのキュー制限の設定

システムレベルでは、出力方向のファブリックエクステンダのテールドロップをイネーブルま

たはディセーブルにできます（ネットワークからホストへ）。

デフォルトでは、テールドロップしきい値が各ファブリックエクステンダポートに割り当てら

れ、各ポートに割り当てられるバッファの量が制限されます。デフォルトのキュー制限を復元す

るには、fexqueue-limitコマンドを使用します。テールドロップしきい値をディセーブルにして、
ファブリックエクステンダポートがすべての使用可能なバッファ領域を使用できるようにするに

は、このコマンドの no形式を使用します。

hardware fex-card-type queue-limitコマンドを使用して、指定したファブリックエクステンダ
のキュー制限を設定することもできます。特定のファブリックエクステンダを設定すると、

そのファブリックエクステンダのグローバルシステムレベルで設定されたキュー制限設定が

上書きされます。

（注）

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# system qos
3. switch(config-sys-qos)# fex queue-limit
4. switch(config-sys-qos)# no fex queue-limit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure terminalステップ 1   

システムクラスコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch(config)# system qosステップ 2   

各ファブリックエクステンダポートに割り当てられた入

力バッファスペースの量を制限します。

switch(config-sys-qos)# fex queue-limitステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ファブリックエクステンダポートが使用可能なすべての

バッファ領域を使用できるようになります。

switch(config-sys-qos)# no fex
queue-limit

ステップ 4   

次に、各ファブリックエクステンダポートの入力バッファにキュー制限を設定する例を示しま

す。

switch# configure terminal
switch(config)# system qos
switch(config-sys-qos)# fex queue-limit

次に、デフォルトでイネーブルになっているキュー制限を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# system qos
switch(config-sys-qos)# no fex queue-limit

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

system jumbomtuコマンドは、スイッチの最大MTUサイズを定義します。ただし、ジャンボ
MTUはMTUが設定されたシステムクラスだけにサポートされます。

（注）

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。

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
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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
802.1pCoS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。

Cisco NX-OS Release 5.0(3) N 1(1)以降では、レイヤ 2またはレイヤ 3インターフェイスにフロー
制御を設定できます。レイヤ 3インターフェイスを設定するには、no switchportコマンドを使用
します。

Cisco NX-OS Release 5.0(2) N 1(1)以降では、Cisco Nexus 5548スイッチで、タイプ qosのポリシー
マップとタグなし CoSを同じインターフェイスで設定できます。
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Cisco Nexus 5010スイッチと Cisco Nexus 5020スイッチでは、タグなし CoSとタイプ QoSの入
力ポリシーはイーサネットまたは EtherChannelインターフェイス上で相互に排他的です。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。

（注）

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface {ethernet [chassis/]slot/port | port-channel channel-number}
3. （任意） switch(config-if)# no switchport
4. switch(config-if)# untagged cos cos-value

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

指定されたインターフェイスまたはポートチャネル

のコンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface {ethernet
[chassis/]slot/port | port-channel
channel-number}

ステップ 2   

（任意）

レイヤ 3インターフェイスを選択します。
switch(config-if)# no switchportステップ 3   

タグなし CoS値を設定します。指定できる値は 1
～ 7です。

switch(config-if)# untagged cos cos-valueステップ 4   

次に、インターフェイスで受信するタグなしフレームに CoS値 4を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# untagged cos 4

次に、レイヤ 3インターフェイスで受信するタグなしフレームに CoS値 3を設定する例を示しま
す。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/5
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# untagged cos 3
switch(config-if)#

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の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。 type queuingの場合、出力ポリシーは、指定されたクラスに一致するす
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べての発信トラフィックに適用されます。インターフェイスまたは EtherChannelで入力キューイ
ングポリシーを設定すると、スイッチはDCBXプロトコルを使用して設定データをアダプタに送
信します。

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
シリーズファブリックエクステンダインターフェイスのみでアクティブにできます。ファブ

リックエクステンダファブリックインターフェイスまたはファブリックエクステンダファ

ブリック EtherChannelインターフェイス上のタイプ qosポリシーは、Cisco NX-OSCLIによっ
て設定が拒否されなくても無効です。

ハードウェアリソースを浪費しないためには、ファブリックエクステンダファブリックイン

ターフェイスまたはファブリックエクステンダファブリック 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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

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始

します。

switch(config)# interface {ethernet
[chassis/]slot/port | port-channel
channel-number}

ステップ 2   

ポートチャネルのサービスポリシーはすべてのメンバーイ

ンターフェイスに適用されます。

（注）

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。

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

ステップ 3   

• qos：分類モード。これがデフォルトモードです。

• queuing：キューイングモード。
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目的コマンドまたはアクション

inputキーワードは、そのポリシーマップがインターフェイ
スで受信されたトラフィックに適用される必要があること

を示します。 outputキーワードは、そのポリシーマップが
インターフェイスから送信されたトラフィックに適用され

る必要があることを示します。 inputのみを qosポリシーに
適用できます。また、inputと outputの両方をキューイン
グポリシーに適用できます。

（注）

インターフェイスにポリシーマップを適用します。switch(config-if)# service-policy
input policy-name

ステップ 4   

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。

（注）

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

指定したファブリックエクステンダのキュー制限の設定

ファブリックエクステンダコンフィギュレーションレベルで、出力方向の指定したファブリッ

クエクステンダのキュー制限を制御できます（ネットワークからホストへ）。ファブリックエ

クステンダでより低いキュー制限値を使用することで、1つのブロックされたレシーバが、他の
非輻輳レシーバに送信されるトラフィックに影響を及ぼすことを回避できます（「ヘッドオフラ

インブロッキング」）。より高いキュー制限値を設定すると、バースト吸収が改善され、ヘッド

オフラインブロッキング保護が少なくなります。このコマンドのno形式を使用して、ファブリッ
クエクステンダが使用可能なすべてのハードウェア領域を使用できるようにすることができま

す。

システムレベルでは、fexqueue-limitコマンドを使用して、ファブリックエクステンダにキュー
制限を設定できます。ただし、特定のファブリックエクステンダにキュー制限を設定すると、

そのファブリックエクステンダのシステムレベルで設定されたキュー制限の設定が上書きさ

れます。

（注）

次のファブリックエクステンダのキューの制限を指定できます。

• Cisco Nexus 2148Tファブリックエクステンダ（48x1G 4x10G SFP+モジュール）

• Cisco Nexus 2224TPファブリックエクステンダ（24x1G 2x10G SFP+モジュール）

• Cisco Nexus 2232Pファブリックエクステンダ（32x10G SFP+ 8x10G SFP+モジュール）
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• Cisco Nexus 2248Tファブリックエクステンダ（48x1G 4x10G SFP+モジュール）

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# fex fex-id
3. switch(config-fex)# hardware fex_card_type queue-limit queue-limit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

ファブリックエクステンダを指定し、ファブリックエクステン

ダモードを開始します。

switch(config)# fex fex-idステップ 2   

指定したファブリックエクステンダにキュー制限を設定します。

キュー制限は、バイト単位で指定されます。有効な範囲は、

switch(config-fex)# hardware
fex_card_type queue-limit queue-limit

ステップ 3   

Cisco Nexus 2148Tファブリックエクステンダの場合は 81920～
652800、その他すべてのサポート対象のファブリックエクステ
ンダの場合は 2560～ 652800です。

次に、CiscoNexus 2248Tファブリックエクステンダのデフォルトキュー制限を復元する例を示し
ます。

switch# configure terminal
switch(config-if)# fex 101
switch(config-fex)# hardware N2248T queue-limit 327680

次に、Cisco Nexus 2248Tファブリックエクステンダ上でデフォルトで設定されているキュー制限
を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# fex 101
switch(config-fex)# no hardware N2248T queue-limit 327680

no-drop バッファしきい値の設定
3000mロスレスイーサネットの no-dropバッファしきい値を設定できます。

両方向のロスレスイーサネットを実現するには、Cisco Nexus 5548スイッチに接続されている
デバイスに同様の機能が必要です。 no-drop用のデフォルトのバッファおよびしきい値は最大
300メートルの長さのロスレスイーサネットを使用できます。

（注）
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手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# policy-map type network-qos policy-map name
3. switch(config-pmap-nq)# class type network-qos class-map name
4. switch(config-pmap-nq-c)# pause no-drop buffer-size buffer-size pause-threshold xoff-size

resume-threshold xon-size
5. （任意） switch(config-pmap-nq-c)# no pause no-drop buffer-size buffer-size pause-threshold xoff-size

resume-threshold xon-size
6. switch(config-pmap-nq-c)# exit
7. switch(config-pmap-nq)# exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

policy-map network-qosクラスモードを開始し、タイプ network-qos
ポリシーマップに割り当てられているポリシーマップを特定しま

す。

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

ステップ 2   

既存のネットワーク QoSクラスマップをポリシーマップで参照
し、クラスモードを開始します。

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

ステップ 3   

一時停止用のバッファのしきい値設定と、3000mロスレスイーサ
ネットの再開を指定します。

switch(config-pmap-nq-c)# pause
no-drop buffer-size buffer-size
pause-threshold xoff-size
resume-threshold xon-size

ステップ 4   

• buffer-size：入力トラフィックのバイト単位のバッファサイ
ズ。有効な値は 10240～ 490880です。

Cisco Nexus 5020スイッチでは、143680バイトの最
大バッファサイズを設定できます。

Cisco Nexus 5548スイッチでは、152000バイトの最
大バッファサイズを設定できます。

（注）

• pause-threshold：ポートがピアを一時停止するバッファ制限を
指定します。

• xoff-size：一時停止用のバイト単位のバッファ制限。有効な
値は 0～ 490880です。

Cisco Nexus 5020スイッチでは、58860バイトの最
大ポーズしきい値を設定できます。

Cisco Nexus 5548スイッチでは、103360バイトの最
大ポーズしきい値を設定できます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

• resume-threshold：ポートがピアを再開するバッファ制限を指
定します。

• xon-size：再開時のバイト単位のバッファ制限。有効な値は 0
～ 490880です。

Cisco Nexus 5020スイッチでは、38400バイトの最
大再開しきい値を設定できます。

Cisco Nexus 5548スイッチでは、83520バイトの最
大再開しきい値を設定できます。

（注）

（任意）

一時停止用のバッファのしきい値設定と、3000mロスレスイーサ
ネットのレジュームを削除します。

switch(config-pmap-nq-c)# no pause
no-drop buffer-size buffer-size
pause-threshold xoff-size
resume-threshold xon-size

ステップ 5   

クラスモードを終了します。switch(config-pmap-nq-c)# exitステップ 6   

policy-map network-qosモードを終了します。switch(config-pmap-nq)# exitステップ 7   

次に、3000メートルの Cisco Nexus 5548スイッチに対する no-dropバッファしきい値の設定方法
を示します。

switch(config-pmap-nq)# policy-map type network-qos nqos_policy
switch(config-pmap-nq)# class type network-qos nqos_class
switch(config-pmap-nq-c)# pause no-drop buffer-size 152000 pause-threshold 103360
resume-threshold 83520
switch(config-pmap-nq-c)# exit
switch(config-pmap-nq)# exit
switch(config)# exit
switch#

次に、3000メートルの Cisco Nexus 5020スイッチに対する no-dropバッファしきい値の設定方法
を示します。

switch(config)# policy-map type network-qos pu-buffer
switch(config-pmap-nq)# class type network-qos cu1
switch(config-pmap-nq-c)# pause no-drop buffer-size 143680 pause-threshold 58860
resume-threshold 38400
switch(config-pmap-nq-c)# exit
switch(config-pmap-nq)# exit
switch(config)# exit
switch#

Cisco Nexus 2148T ファブリックエクステンダのバッファ
しきい値の設定

ファブリックエクステンダのコンフィギュレーションモードでは、CiscoNexus 2148Tファブリッ
クエクステンダのバッファのしきい値を設定できます。バッファしきい値は、テールドロップ
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しきい値の観測を開始する指示が出力キューに送信される前に、入力バッファの消費レベルを設

定します。バッファ使用量が設定されたバッファしきい値よりも低い場合、テールドロップしき

い値は無視されます。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# fex fex-id
3. switch(config-fex)# hardware N2148T buffer-threshold buffer limit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

ファブリックエクステンダを指定し、ファブリックエクステ

ンダモードを開始します。

switch(config)# fex fex-idステップ 2   

CiscoNexus 2148Tファブリックエクステンダのバッファしき
い値を設定します。バッファしきい値はバイト単位で指定さ

switch(config-fex)# hardware N2148T
buffer-threshold buffer limit

ステップ 3   

れます。 Cisco Nexus 2148Tファブリックエクステンダの場
合、範囲は 81920～ 316160です。

次に、Cisco Nexus 2148Tファブリックエクステンダのデフォルトのバッファしきい値を復元する
例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# fex 101
switch(config-fex)# hardware N2148T buffer-threshold 163840

次に、Cisco Nexus 2148Tファブリックエクステンダのデフォルトのバッファしきい値を削除する
例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# fex 101
switch(config-fex)# no hardware N2148T buffer-threshold

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 Converged Network
Adapter（CNA;統合ネットワークアダプタ）を使用してサーバポートに接続されます。
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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（NIC）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。

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パラメータを使用してシス
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）。

（注）

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。

Cisco NX-OS Release 5.0(3) N 1(1)以降では、レイヤ 2またはレイヤ 3インターフェイスにプライ
オリティフロー制御を設定できます。

インターフェイスをレイヤ3インターフェイスとして設定するには、no switchportコマンドを
使用します。

（注）

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface type slot/port
3. （任意） switch(config-if)# no switchport
4. switch(config-if)# priority-flow-control mode {auto | on}
5. （任意） switch(config-if)# no priority-flow-control mode on

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

変更するインターフェイスを指定します。switch(config)# interface type slot/portステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

レイヤ 3インターフェイスを選択します。
switch(config-if)# no switchportステップ 3   

選択したインターフェイスの PFCモードを設定します。switch(config-if)# priority-flow-control
mode {auto | on}

ステップ 4   

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。

（任意）

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。

switch(config-if)# no priority-flow-control
mode on

ステップ 5   

次に、インターフェイス上で PFCを強制的にイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# priority-flow-control mode on

次に、レイヤ 3インターフェイスで PFCを強制的にイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/5
switch(config-if)# no switchport
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。

Cisco NX-OS Release 5.0(3) N 1(1)以降では、レイヤ 2またはレイヤ 3インターフェイスにフロー
制御を設定できます。

インターフェイスをレイヤ3インターフェイスとして設定するには、no switchportコマンドを
使用します。

（注）
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手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface type slot/port
3. （任意） switch(config-if)# no switchport
4. switch(config-if)# flowcontrol [receive {on | off}] [transmit {on | off}]
5. （任意） switch(config-if)# no flowcontrol [receive {on | off}] [transmit {on | off}]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

変更するインターフェイスを指定します。switch(config)# interface type slot/portステップ 2   

（任意）

レイヤ 3インターフェイスを選択します。
switch(config-if)# no switchportステップ 3   

選択されたインターフェイスのLLCをイネーブルに
します。 receiveおよび transmitの onまたは offを
設定します。

switch(config-if)# flowcontrol [receive {on |
off}] [transmit {on | off}]

ステップ 4   

（任意）

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。

switch(config-if)# no flowcontrol [receive {on
| off}] [transmit {on | off}]

ステップ 5   

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

次に、レイヤ 3インターフェイスで PFCをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# flowcontrol receive on transmit on

Cisco Nexus 5548 スイッチのマルチキャストトラフィッ
クでの低速ポートプルーニングのディセーブル化

マルチキャストパケットでプルーニングする低速ポートをディセーブルにできます。

Cisco Nexus 5548スイッチのインターフェイスは、過剰なマルチキャストトラフィックを受信す
るか、または混合のユニキャストおよびマルチキャストトラフィックのレートがポート帯域幅を

   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リリース 5.1(3)N1(1)
58 OL-25858-02-J   

QoS の設定
Cisco Nexus 5548 スイッチのマルチキャストトラフィックでの低速ポートプルーニングのディセーブル化



超えると、輻輳状態になる可能性があります。複数のインターフェイスが同じマルチキャストフ

ローを受信し、1つ以上のポートに輻輳が発生している場合、低速ポートプルーニング機能によっ
て、スイッチは輻輳しているポートに対してマルチキャストパケットのみをドロップできるよう

になります。この機能はデフォルトでオンです。低速ポートプルーニング機能をオフにするに

は、hardware multicast disable-slow-port-pruningコマンドを入力します。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# hardware multicast disable-slow-port-pruning
3. switch(config)# no hardware multicast disable-slow-port-pruning

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

マルチキャストパケットで低速ポートプルーニング

をディセーブルにします。デフォルトはイネーブル

です。

switch(config)# hardware multicast
disable-slow-port-pruning

ステップ 2   

低速ポートプルーニング機能をイネーブルにしま

す。

switch(config)# no hardware multicast
disable-slow-port-pruning

ステップ 3   

次に、CiscoNexus5548スイッチで低速ポートプルーニングをディセーブルにする例を示します。
switch(config)# hardware multicast disable-slow-port-pruning
switch(config)#

Cisco Nexus 5548 スイッチでのユニキャストトラフィッ
クの仮想出力キューイング制限のイネーブル化

ユニキャストトラフィックのVirtual Output Queuing（VOQ）の制限をイネーブルにできます。輻
輳とブロッキングを軽減するために、VOQを使用して、1つのブロックされたレシーバが、他の
非輻輳ブロッキングレシーバに送信されるトラフィックに影響を及ぼすことを回避できます。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# hardware unicast voq-limit
3. switch(config)# no hardware unicast voq-limit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

ユニキャストトラフィックの VOQの制限をイネーブ
ルにします。デフォルトはディセーブルです。

switch(config)# hardware unicast voq-limitステップ 2   

ユニキャストトラフィックの VOQの制限をディセー
ブルにします。

switch(config)# no hardware unicast
voq-limit

ステップ 3   

次に、スイッチ上でユニキャストパケットに対する VOQの制限をイネーブルにする例を示しま
す。
switch(config)# hardware unicast voq-limit
switch(config)#

QoS の設定の確認
QoS設定情報を確認するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

スイッチで定義されたクラスマップを表示しま

す。

switch# show class-map

スイッチで定義された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 [name]

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 interface [interface
number]

システム qosに結合されたポリシーマップ設定
を表示します。

switch# show policy-map system

特定のポリシータイプのポリシーマップ設定

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 type {network-qos | qos
| queuing} [name]

キューの設定および統計情報を表示します。switch# show queuing interface [interface slot/port]

すべてのインターフェイスでフロー制御設定の

詳細なリストを表示します。

switch# show interface flowcontrol [ module
number]
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目的コマンド

指定されたインターフェイスのプライオリティ

フロー制御詳細を表示します。

switch# show interface [interface slot/port]
priority-flow-control [ module number]

すべてのインターフェイスのタグなしCoS値を
表示します。

switch# show interface untagged-cos [ module
number]

出力キューにマッピングされたCoS値を表示し
ます。

switch# show wrr-queue cos-map [var]

QoSの実行コンフィギュレーションに関する情
報を表示します。

switch# running-config ipqos

QoSのスタートアップコンフィギュレーション
に関する情報を表示します。

switch# startup-config ipqos

例

次に、キューイングタイプのすべてのクラスマップを表示する例を示します。

switch# show class-map type queuing
Type queuing class-maps
=======================
class-map type queuing class-fcoe
match qos-group 1
class-map type queuing class-default
match qos-group 0
class-map type queuing class-all-flood
match qos-group 2
class-map type queuing class-ip-multicast
match qos-group 2
switch#

次に、イーサネット 1/5がルーテッドインターフェイスとして設定されているレイヤ 3インター
フェイスのフロー制御設定を表示する例を示します。

switch# show interface flowcontrol
Port Send FlowControl Receive FlowControl RxPause TxPause

admin oper admin oper
--------------------------------------------------------------------------------
Eth1/1 off off off off 0 0
Eth1/2 off off off off 0 0
Eth1/3 off off off off 0 0
Eth1/4 off off off off 0 0
Eth1/5 off off on on 0 0
Eth1/6 off off off off 0 0
Eth1/7 off off off off 0 0
Eth1/8 off off off off 0 0
Eth1/9 off off off off 0 0
Eth1/10 off off off off 0 0
Eth1/11 off off off off 0 0
Eth1/12 off off off off 0 0
Eth1/13 off off off off 0 0
Eth1/14 off off off off 0 0
<--Output truncated-->
switch#
--------------------------------------------------------------------------------
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次に、指定されたレイヤ 3インターフェイスのプライオリティフロー制御情報を表示する例を示
します。

switch# show interface ethernet 1/5 priority-flow-control
============================================================
Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP
============================================================
Ethernet1/5 On On (0) 0 0
switch#

次に、すべてのインターフェイス（レイヤ 2、レイヤ 3）のタグなし CoS値を表示する例を示し
ます。

switch# show interface untagged-cos
S3(config-if)# show int untagged-cos
=================================
Interface Untagged-CoS
=================================
port-channel100
port-channel127
port-channel128
Ethernet1/1
Ethernet1/2
Ethernet1/3
Ethernet1/4
Ethernet1/5 3
Ethernet1/6
Ethernet1/7
Ethernet1/8
Ethernet1/9
Ethernet1/10
Ethernet1/11
Ethernet1/12
:
<--snip-->
Ethernet3/31
Ethernet3/32
Ethernet100/1/1
Ethernet100/1/2
<--Output truncated-->
switch#

次に、QoS情報を表示する場合の例を示します。
switch# show running-config ipqos
!Command: show running-config ipqos
!Time: Sun Apr 20 07:22:36 2008

version 5.0(3)N1(1)
class-map type qos class-fcoe
class-map type qos match-all c1
match cos 3-5

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 p1
class c1
set qos-group 3

class-map type network-qos n1
match qos-group 1
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 n2
class type network-qos n1
class type network-qos class-default
multicast-optimize
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interface Ethernet1/5
priority-flow-control mode on
untagged cos 3

switch#

The above display shows the QoS information for Layer 3 interfaces (Ethernet 1/5 configured
as a Layer
3 interface).

次に、出力キューにマッピングされた CoS値を表示する例を示します。
switch# show wrr-queue cos-map
MCAST Queue ID Cos Map
0 0 1
1 2
2 3 4 5
3 6 7
switch#

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

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

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リリース 5.1(3)N1(1)   

   OL-25858-02-J 63

QoS の設定
QoS の設定の確認



class-map type network-qos class-fcoe
match qos-group 1

class-map type network-qos class-default
match qos-group 0

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
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Type network-qos policy-maps
===============================

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 match qos-group 1

pause no-drop
mtu 2240

class type network-qos class-default 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): c3 (match-any)
Match: qos-group 4
bandwidth percent 5

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
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Ethernet1/1

Service-policy (qos) input: p2
policy statistics status: disabled

Class-map (qos): c1 (match-any)
Match: cos 0,7
set qos-group 2

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): class-default (match-any)
Match: any
set qos-group 0

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): c3 (match-any)
Match: qos-group 4
bandwidth percent 5

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): c1 (match-any)
Match: qos-group 2
bandwidth percent 5
priority

Class-map (queuing): c2 (match-any)
Match: qos-group 3
bandwidth percent 20
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Class-map (queuing): c3 (match-any)
Match: qos-group 4
bandwidth percent 20

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): class-default (match-any)
Match: qos-group 0
bandwidth percent 5

次の例は、キュー設定とカウンタ情報を表示する方法を示しています。

switch# show interface ethernet101/1/1
Ethernet101/1/1 is up
Hardware: 100/1000 Ethernet, address: e8b7.4855.6e02 (bia
e8b7.4855.6e02)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA
Port mode is trunk
full-duplex, 1000 Mb/s
Beacon is turned off
Input flow-control is off, output flow-control is on
Switchport monitor is off
EtherType is 0x8100
Last link flapped 23:45:12
Last clearing of "show interface" counters never
30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
30 seconds output rate 144 bits/sec, 0 packets/sec
Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)
input rate 0 bps, 0 pps; output rate 112 bps, 0 pps
RX
0 unicast packets 0 multicast packets 0 broadcast packets
0 input packets 0 bytes
0 jumbo packets 0 storm suppression bytes
0 runts 0 giants 0 CRC 0 no buffer
0 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0
ignored
0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop
0 input with dribble 0 input discard
0 Rx pause
TX
0 unicast packets 9452 multicast packets 0 broadcast packets
9452 output packets 1591946 bytes
0 jumbo packets
0 output errors 0 collision 0 deferred 0 late collision
0 lost carrier 0 no carrier 0 babble 0 output discard
0 Tx pause
1 interface resets

次の例は、キューの設定と統計情報を表示する方法を示しています。

switch# show queuing interface ethernet101/1/1

Ethernet101/1/1 queuing information:
Input buffer allocation:
Qos-group: 0 2 3 4 5 (shared)
frh: 2
drop-type: no-drop
cos: 0 1 2 3 4 5 6
xon xoff buffer-size
---------+---------+-----------
81920 114688 286720

Queueing:
queue qos-group cos priority bandwidth mtu
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--------+------------+--------------+---------+---------+----
2 0 0 2 3 WRR 73 2048
4 2 1 WRR 1 5120
5 3 6 WRR 6 8192
6 4 4 WRR 20 6144
7 5 5 PRI 0 9728

Queue Limit Tx: 30015488 bytes
Queue Limit Rx: 30007296 bytes

Queue Statistics:
---+----------------+-----------+------------+----------+-----------+
Que|Received / |Tail Drop |No Buffer |MAC Error |Multicast |
No |Transmitted | | | |Tail Drop |
---+----------------+-----------+------------+----------+-----------+
2rx| 0| 0| 0| - |
2tx| 0| 0| 0| 0| 0|
---+----------------+-----------+------------+----------+-----------+
4rx| 0| 0| 0| - |
4tx| 0| 0| 0| 0| 0|
---+----------------+-----------+------------+----------+-----------+
5rx| 0| 0| 0| - |
5tx| 0| 0| 0| 0| 0|
---+----------------+-----------+------------+----------+-----------+
6rx| 0| 0| 0| - |
6tx| 0| 0| 0| 0| 0|
---+----------------+-----------+------------+----------+-----------+
7rx| 0| 0| 0| - |
7tx| 0| 0| 0| 0| 0|
---+----------------+-----------+------------+----------+-----------+

Priority-flow-control enabled: no
Flow-control status:
cos qos-group rx pause tx pause masked rx pause
-------+-----------+---------+---------+---------------
0 0 xon xon xon
1 2 xon xon xon
2 0 xon xon xon
3 0 xon xon xon
4 4 xon xon xon
5 5 xon xon xon
6 3 xon xon xon
7 n/a xon xon xon

QoS の設定例

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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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

(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

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）。

ステップ 1   

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

分類ポリシーをシステムに追加します。ステップ 2   

(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

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。

ステップ 3   

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

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。

ステップ 4   

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. イーサネットインターフェイス 1/1に分類ポリシーを追加します。
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

目的コマンドまたはアクション

(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

入力分類ポリシーを設定します。ステップ 1   

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

イーサネットインターフェイス 1/1
に分類ポリシーを追加します。

ステップ 2   

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

初めにシステム全体で qos-groupの
定義を設定します。

ステップ 3   

帯域幅を user-definedクラスの cmap-que-bandwidthに
正常に割り当てるには、まず class-defaultおよび
class-fcoeで帯域幅のデフォルト設定を下げる必要が
あります。

（注）

(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

出力帯域幅ポリシーを設定します。ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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

帯域幅ポリシーを出力インターフェ

イスに追加します。

ステップ 5   

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

システムクラスを qos-group 2に割
り当てます。

ステップ 6   

(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

network-qosポリシーを設定します。ステップ 7   

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

network-qosポリシーをシステムに
追加します。

ステップ 8   

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

目的コマンドまたはアクション

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

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）。

ステップ 1   
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