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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて

いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/の
Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。
このモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリ

ストについては、「新規および変更された情報（New and Changed Information）」の章または以下
の「機能の履歴」表を参照してください。
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キューイングおよびスケジューリングについて
トラフィックのキューイングとは、パケットの順序を設定して、データの入力と出力の両方に適

用することです。デバイスモジュールでは複数のキューをサポートできます。これらのキューを

使用することで、さまざまなトラフィッククラスでのパケットのシーケンスを制御できます。ま

た、重み付けランダム早期検出（WRED）およびテールドロップしきい値を設定することもでき
ます。デバイスでは、設定したしきい値を超えた場合にだけパケットがドロップされます。

トラフィックのスケジューリングとは、トラフィックの一貫したフローを実現するために、パケッ

トを望ましい周期で出力することです。トラフィックのスケジューリングをさまざまなトラフィッ

ククラスに適用することで、プライオリティによってトラフィックに重み付けを行うことができ

ます。

キューイングおよびスケジューリングのプロセスによって、トラフィッククラスに割り当てられ

る帯域幅を制御することができるので、ネットワークにおけるスループットと遅延の望ましいト

レードオフを実現できます。

表 1：システム定義のキューのタイプ

説明方向キュータイプ

2つのキュー、キューあたり 4
つのWREDまたはテールド
ロップしきい値

入力2q4t

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

出力1p3q4t

8つのキュー、キューあたり 2
つのテールドロップしきい値

入力8q2t

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

出力1p7q4t

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

出力1p7qlt

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーションガイド
2

M シリーズ I/O モジュールのキューイングおよびスケジューリングの設定
キューイングおよびスケジューリングについて



説明方向キュータイプ

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

出力1p3q1t

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

出力2p2q1t

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

出力2p6q1t

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

出力3p1q1t

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

出力3p5qlt

キューでは、サービスクラス（CoS）フィールドについて照合が行われます。デバイスでは、0
～ 7のすべての CoS値がキュータイプごとにキューにマッピングされることが保証されます。
キュータイプのキューに対して、特定の CoS値を 1つだけ割り当てることができます。システ
ム定義のキューの詳細については、表 3を参照してください。

DSCP-to-queueマッピングはデフォルトでディセーブルです。モジュールで DSCPマッピングを
イネーブルにするには、hardware qos dscp-to-queue ingressコマンドを使用します。以下の表に、
デフォルトのDSCP値を含むシステム定義されたDSCPキューイングクラスマップを示します。

表 2：デフォルトの DSCP 値を含むシステム定義されたキューイングクラスマップ

デフォルト DSCP 値説明クラスマップキュー名

40～ 63タイプ 8q2tの入力キュー 18q2t-in-q1

—タイプ 8q2tの入力キュー 28q2t-in-q2

—タイプ 8q2tの入力キュー 38q2t-in-q3
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デフォルト DSCP 値説明クラスマップキュー名

—タイプ 8q2tの入力キュー 48q2t-in-q4

—タイプ 8q2tの入力キュー 58q2t-in-q5

—タイプ 8q2tの入力キュー 68q2t-in-q6

—タイプ 8q2tの入力キュー 78q2t-in-q7

0～ 39タイプ 8q2tの入力デフォルト
キュー

8q2t-in-q-default

入力ポートの CoS の設定
信頼できないポートに対するすべての入力パケット内のCoSフィールドを設定できます。デフォ
ルトでは、ポートは信頼されており、CoSフィールドは変更されませんこの方式は、ポートの状
態を信頼または非信頼に設定するのに使用します。

入力ポート CoSの設定については、「入力ポート CoSの設定」の項を参照してください。

クラスマップの変更

システム定義のキューイングクラスマップによって照合される CoS値を変更できます。これに
より、CoSからキューへのマッピングが変更されます。デフォルトのシステム定義の CoS値につ
いては、表 3を参照してください。 CoS値はそれぞれ、同じタイプのキュー内に 1回だけ出現し
ます。

システムのデフォルトのキューイングクラスマップを変更するには、キューイングクラスマッ

プでのいずれの変更もトラフィックの中断やパケットの廃棄を招く可能性があるため、インター

フェイスに適用されるキューイングポリシーも変更する必要があります。

システム定義のキューイングクラスマップを変更すると、その変更がただちに行われます。

そのため、すべての仮想デバイスコンテキスト（VDC）でトラフィックが中断されることが
あります。

注意

レイヤ 3を通過するトラフィックの場合、CoSからキューへのキューマッピングが自動的に
実行されます。

（注）

クラスマップの設定については、「COSのキューイングクラスマップの変更」の項を参照して
ください。
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Cisco NX-OSリリース 6.2(2)以降では、入力クラスマップでの DSCP-to-queueマッピングは、
Mシリーズ 10Gモジュールでサポートされます。ただし、すべての出力クラスマップの
DSCP-to-queueマッピングがサポートされるわけではありません。

（注）

輻輳回避

次の方式を使用して、デバイス上のトラフィックの輻輳を予防的に回避できます。

• WREDをトラフィックのクラスに適用する方式。これにより、デバイスでCoSフィールドに
基づいてパケットをドロップできるようになります。WREDは TCPトラフィックで機能す
るように設計されています。

•テールドロップをトラフィックのクラスに適用する方式。これにより、デバイスでCoSフィー
ルドに基づいてパケットをドロップできるようになります。

• WREDをトラフィックのクラスに適用する方式。これにより、デバイスでDSCPフィールド
に基づいてパケットをドロップできるようになります。WREDは TCPトラフィックで機能
するように設計されています。

•テールドロップをトラフィックのクラスに適用する方式。これにより、デバイスで DSCP
フィールドに基づいてパケットをドロップできるようになります。

輻輳回避の設定については、「DSCPのキューイングクラスマップの変更」の項を参照してくだ
さい。

輻輳管理

入力パケットについては、最小データレートをキューに割り当てる帯域幅を指定することによっ

て、輻輳管理を設定できます。

出力パケットについては、次のいずれかの輻輳管理方式を選択できます。

•最小データレートをキューに割り当てる帯域幅を指定する方式。

•トラフィックのクラスに対して最大データレートを強制する方式。これにより、余分なパ
ケットがキューに保持され、出力レートがシェーピングされます。

•トラフィックのクラスに対するすべてのデータをプライオリティキューに割り当てる方式。
残りの帯域幅は、デバイスによって他のキュー間で分配されます。

輻輳管理の設定については、「DSCP値によるWREDの設定」の項を参照してください。
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仮想化のサポート

VDCは、一連のシステムリソースを論理的に表現する用語です。クラスマップの設定以外に、
キューイングおよびスケジューリングが、コマンドが入力される VDCにだけ適用されます。ク
ラスマップの設定については、「COSのキューイングクラスマップの変更」の項を参照してく
ださい。

VDCの設定方法については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』を参照してください。

ライセンスの要件
QoS機能にライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はすべて
Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。

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

NX-OSライセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS LicensingGuide』を参照してください。

キューイングおよびスケジューリングの前提条件
キューイングおよびスケジューリングの前提条件は、次のとおりです。

•「モジュラ QoSコマンドラインインターフェイスの使用」の章に精通している。

•スイッチにログインしている。

•正しい VDC内にいる。 VDCは、一連のシステムリソースを論理的に表現する用語です。
switchto vdcコマンドでは VDC番号を指定できます。

注意事項と制約事項
キューイングおよびスケジューリングの設定に関する注意事項および制約事項は、次のとおりで

す。

•システム定義のクラスマップを設定する際は注意が必要です。ただちに変更が行われるた
め、すべての VDCでトラフィックが中断される可能性があります。

• match cosコマンドによる CoSの定義は、カスタム設定済みのクラスマップではサポートさ
れません。

• match dscpコマンドによるクラスマップへのDSCP値の指定は、カスタム設定済みのクラス
マップではサポートされません。

• 10ギガビットイーサネットポートを共有モードで使用している場合、出力キューイングポ
リシーはポートグループのすべてのポートに適用されます。共有モードの 10ギガビット
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イーサネットポートでは、ポートグループのすべてのポートが同じ VDC内に存在する必要
があります。共有モードと専用モードについては、『CiscoNexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』を参照してください。ポートグループについては、『Cisco Nexus 7000
Series Hardware Installation and Reference Guide』を参照してください。

• 8ポート、10ギガビットイーサネット I/Oモジュールを除き、入力10ギガビットイーサネッ
トポートではキュー制限またはWREDを設定することはできません。

• M1モジュールでは、トラフィックシェーピングに実際の値を設定できない場合があります。
たとえば、65%の平均シェーピングの 1つのギガビットインターフェイスでは、インター
フェイスでの出力レートは 450Mbpsまでが限度であり、70%の場合は 850Mbpsまでになり
ます。

キューイングおよびスケジューリングの設定
キューイングおよびスケジューリングを設定するには、インターフェイスの一方のトラフィック

方向に適用する、タイプキューイングのポリシーマップを作成します。システム定義のクラス

マップを変更することができ、それらをポリシーマップ内で使用して、ポリシーの適用先となる

トラフィックのクラスを定義します。

その他の考慮事項は次のとおりです。

•システムクラスマップへの変更は、すべての VDC間ですぐに反映されます。

指定した CoS値は、新しいキューにすぐにマッピングされます。

•変更には中断が伴います。

指定したポートタイプのポートを通過するトラフィックでは、短期間のトラフィック損失が

発生する可能性があります。指定したタイプのポートがすべて影響を受けます。たとえば、

M1 10Gの出力インターフェイスタイプに対する COS-to-queueマッピングを変更すると、す
べての VDC内のすべてのM1 10Gポートに短い中断が発生します。

•パフォーマンスに影響が出ることがあります。

1つまたは複数の指定されたタイプのポートに、新規キューの動作を定義するために適用さ
れたキューイングポリシーが存在しない場合、そのキューに対するトラフィックマッピン

グはパフォーマンスの低下が発生する可能性があります。

•キューイングクラスマップを変更することで CoS-to-queueマッピングを変更する場合は、
新しいキューイングポリシーが新しいキューを使用するそのタイプのすべてのポートに適用

されたことを確認する必要があります。

•キューイングクラスマップを変更することで DSCP-to-ingress-queueマッピングを変更する
場合は、新しいキューイングポリシーが新しいキューを使用するそのタイプのすべてのポー

トに適用されることを確認する必要があります。

•デフォルトでは、未使用のキューにはバッファが割り当てられていません。これらのキュー
にバッファを割り当てることで、テールドロップを防止します。

•システムクラスマップへの変更は、デフォルトの VDCでのみ行われます。
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ポリシーマップおよびクラスマップについては、「モジュラ QoSコマンドラインインターフェ
イスの使用」を参照してください。

任意のキューで、輻輳回避機能（テールドロップおよびWREDが含まれる）を設定できます。
出力キューではいずれかの出力輻輳管理機能（プライオリティ、シェーピング、帯域幅など）を

設定でき、入力キューでは帯域幅を設定できます。

ポリシーマップを作成する前にCoS値を変更することを推奨します。デバイス定義のクラスマッ
プキューによって照合される CoS値を変更できます。 0～ 7の各 CoS値を、各キュータイプの
キューの 1つまたは複数に割り当てる必要があります。各 CoS値はキュータイプごとに 1回だ
け使用されます。

ポリシーマップを作成する前に DSCP値を変更することを推奨します。デバイス定義のクラス
マップキューによって照合される DSCP値を変更できます。 0～ 63の各 DSCP値を、各キュー
タイプのキューの 1つまたは複数に割り当てる必要があります。各DSCP値はキュータイプごと
に 1回だけ使用されます。

システム定義のポリシーマップである default-in-policyおよび default-out-policyは、キューイング
ポリシーマップを適用しないすべてのポートに付加されます。デフォルトポリシーマップは設

定できません。デフォルトポリシーマップについては、表 5を参照してください。

次の例に示すように、リリース 4.0（3）からリリース 4.0(2)にダウングレードした場合、show
running-configurationコマンドを入力すると、入力のデフォルトのキューイングポリシーでunknown
enumと表示されます。

switch# show running-config
version 4.0(2)
…
…
policy-map type queuing default-in-policy
class type queuing unknown enum 0
queue-limit percent 50
bandwidth percent 80
class type queuing unknown enum 0
queue-limit percent 50
bandwidth percent 20

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

入力ポートの CoS の設定
ポートを非信頼にするには、CoS値に静的な値を設定します。
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（注） •デフォルトでは、ポートは信頼されており（信頼CoS）、CoSフィールドは変更されませ
ん。入力ポートの CoS値を設定すると、ポートは非信頼になります。

•タグなしブリッジドトラフィックでは、CoS値が 0の場合、Cisco Nexus 7000シリーズ
デバイスは、入力方向と出力方向でDiffServコードポイント（DSCP）およびキューを無
視します。

•デフォルトでは、レイヤ 3ポートはDSCPを信頼しているだけでなく、DSCP値をCoSに
コピーします。

入力のデフォルトのキューには、ポリシーマップの適用先となるモジュールのタイプに対応した

システム定義のキュークラスからのものを使用します。各モジュールタイプに対応したシステ

ム定義のクラスマップの一覧については、表 3を参照してください。

ここでの手順を使用して設定したCoS値は、class-defaultのパケットにだけでなく、指定したイン
ターフェイスに入力されるすべてのパケットに適用されます。 CoS値を設定した場合、入力の
キューイングおよびスケジューリングが行われる前に、デバイスによって値が変更されます。し

たがって、CoSが変更されたパケットは分類のされ方が異なります。

システム定義のキューイングクラスマップを変更する必要がある場合は、設定済みのキュー

イングポリシーを変更するか、キューイングポリシーを新規に作成して、影響を受けるイン

ターフェイスにこれらのポリシーを付加する必要があります。システム定義のキューイング

クラスマップを変更しない場合は、デフォルトのキューイングポリシーまたは設定済みの

キューイングポリシーを無効にすることができます。この場合、複数のVDCのインターフェ
イスが影響を受ける可能性があります。

（注）

DSCPがキューでイネーブルで設定されている場合、ポートが信頼できず、入力ポート cosが
設定されている場合は、DSCPにはキューイングが考慮されます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

タイプキューイングのポリシーマップを設定し、

指定したポリシーマップ名のポリシーマップモー

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

ステップ 2   

ドを開始します。ポリシーマップ名は、最大 40
文字の英字、ハイフン、または下線文字を使用で

き、大文字と小文字が区別されます。
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目的コマンドまたはアクション

タイプキューイングのクラスマップを設定し、ポ

リシーマップクラスキューイングモードを開始

します。

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

ステップ 3   

ポートのCoSを設定する場合、使用でき
るのは入力のデフォルトのシステム定義

のキュータイプだけです。

（注）

すべての入力パケット内の CoSフィールドを、指
定した値に設定します。範囲は 0～ 7です。

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

ステップ 4   

ポリシーマップキューモードを終了し、グローバ

ルコンフィギュレーションモードを開始します。

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

（任意）

設定済みのすべてのタイプキューイングのポリシー

マップ、または選択したタイプキューイングのポ

リシーマップについて、情報を表示します。

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

ステップ 6   

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィギュレー

ションに保存します。

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

ステップ 7   

COS のキューイングクラスマップの変更
システム定義のクラスマップによって照合される CoS値を変更できます。デフォルトのシステ
ム定義の CoS値の一覧については、表 3を参照してください。

システム定義のクラスマップは、デフォルトの VDCからのみ変更できます。変更はただちに実
行され、変更されたクラスマップを使用しているすべての VDC上のすべてのポートに適用され
ます。

システム定義のクラスマップを変更すると、ただちに変更が行われます。そのため、変更さ

れたクラスマップを使用しているすべてのVDCでトラフィックが中断される可能性がありま
す。

（注）

match cosコマンドによる CoSの定義は、カスタム設定済みのクラスマップではサポートされ
ません。

（注）
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デバイスでは、ユーザが他のキュー内で設定したCoS値が自動的に変更されます。そのため、CoS
値はそれぞれ、同じタイプのキュー内に 1回だけ出現します。

はじめる前に

デバイスのデフォルトの VDCにいることを確認します。

手順

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   

タイプキューイングのクラスマップを設定し、クラ

スマップキューイングモードを開始します。

switch(config)# class-map type
queuing match-any
{class-queuing-name |WORD}

ステップ 2   

WORDの一致は、キューイングポリシーの階層型ク
ラスマップを定義するために使用されます。引数

WORDは、Fシリーズモジュールでのみサポートさ
れます。

このキューによって照合されるCoS値の範囲を設定
します。値の範囲を指定するには、開始値と終了値

switch(config-cmap-que)#
match cos value-range

ステップ 3   

をハイフンでつなぎ、値どうしをカンマで区切りま

す。範囲は 0～ 7です。

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

（注）

ポリシーマップキューモードを終了し、グローバル

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config-pmap-c-que)# exitステップ 4   

（任意）

設定済みのすべてのタイプキューイングのポリシー

マップ、または選択したタイプキューイングのポリ

シーマップについて、情報を表示します。

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

ステップ 5   

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィギュレー

ションに保存します。

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

ステップ 6   

DSCP のキューイングクラスマップの変更
システム定義のクラスマップによって照合されるDSCP値を変更できます。システム定義のクラ
スマップは、デフォルトの VDCからのみ変更できます。変更はただちに実行され、変更された
クラスマップを使用しているすべての VDC上のすべてのポートに適用されます。
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実行される変更を許可するには、DSCP-to-queueマッピングをイネーブルにする必要があります。
先に DSCP-to-queueマッピングをイネーブルにしていない場合は、hardware qos dscp-to-queue
ingressmodule typeコマンドを使用してDSCP-to-queueマッピングをイネーブルにすることができ
ます。

DSCPマッピングをディセーブルにするには、no hardware qos dscp-to-queue ingressコマンドを使
用します。

システム定義のクラスマップを変更すると、ただちに変更が行われます。そのため、変更さ

れたクラスマップを使用しているすべてのVDCでトラフィックが中断される可能性がありま
す。

（注）

デバイスでは、ユーザが他のキュー内で設定した DSCP値が自動的に変更されます。そのため、
DSCP値はそれぞれ、同じタイプのキュー内に 1回だけ出現します。

はじめる前に

デバイスのデフォルトの VDCにいることを確認します。

手順

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   

（任意）

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

switch(config)# hardware qos
dscp-to-queue ingress module
type {all | f-series |m-series}

ステップ 2   

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

タイプキューイングのクラスマップを設定し、ク

ラスマップキューイングモードを開始します。

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

ステップ 3   

このキューによって照合されるDSCP値の範囲を設
定します。値の範囲を指定するには、開始値と終了

switch(config-cmap-que)#match
dscp value-range

ステップ 4   

値をハイフンでつなぎ、値どうしをカンマ/スペース
で区切ります。指定できる範囲は 0～ 63です。

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

（注）

クラスマップキューモードを終了し、グローバル

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config-cmap-que)# exitステップ 5   
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輻輳回避の設定

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

WREDおよびテールドロップを同じクラス内で設定することはできません。（注）

CoS 値によるテールドロップの設定
CoS値によるしきい値を設定することにより、入力キューおよび出力キューの両方でテールド
ロップを設定できます。しきい値を超えるパケットは、デバイスによってドロップされます。し

きい値は、キューで使用されるキューサイズまたはバッファメモリに基づいて指定できます。

8ポート、10ギガビットイーサネット I/Oモジュールを除き、入力 10ギガビットイーサネッ
トポートではキューサイズを設定することはできません。

（注）

ポリシーマップの適用先となるモジュールのタイプに対応した、システム定義のキュークラスを

使用します。表 3を参照してください。

WREDおよびテールドロップを同じクラス内で設定することはできません。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

タイプキューイングのポリシーマップを設定し、指

定したポリシーマップ名のポリシーマップモードを

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

ステップ 2   

開始します。ポリシーマップ名は、最大 40文字の英
字、ハイフン、または下線文字を使用でき、大文字と

小文字が区別されます。

タイプキューイングのクラスマップを設定し、ポリ

シーマップクラスキューイングモードを開始しま

す。

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

ステップ 3   

キューで使用されるキューサイズまたはバッファメ

モリの割合に基づいて、テールドロップしきい値を割

switch(config-pmap-c-que)#
queue-limit cos value
{threshold [packets | bytes |

ステップ 4   

り当てます。指定したしきい値を超えるパケットは、
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目的コマンドまたはアクション

デバイスによってドロップされます。しきい値は、パ

ケット数、バイト数、または基になるインターフェイ

kbytes |mbytes |ms | us] |
percent percent_of_queuelimit}

スで最低限保証されたリンクレートでの時間間隔で設

定できます。デフォルトのしきい値はパケット数で

す。サイズは 1～ 83886080です。時間間隔は 1～
83886080です。割合は 1～ 100です。

他の CoS値に対するテールドロップしきい
値を割り当てるには、ステップ 4を繰り返
します。

他のキュークラスに対するテールドロップ

しきい値を割り当てるには、ステップ 3～
5を繰り返します。

（注）

ポリシーマップキューモードを終了し、グローバル

コンフィギュレーションモードを開始します。

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

（任意）

設定済みのすべてのタイプキューイングのポリシー

マップ、または選択したタイプキューイングのポリ

シーマップについて、情報を表示します。

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

ステップ 6   

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィギュレーショ

ンに保存します。

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

ステップ 7   

DSCP 値によるテールドロップの設定
DSCP値によるしきい値を設定することにより、入力キューのテールドロップを設定できます。
しきい値を超えるパケットは、デバイスによってドロップされます。しきい値は、キューで使用

されるキューサイズまたはバッファメモリに基づいて指定できます。

手順

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   

タイプキューイングのポリシーマップを設定し、

指定したポリシーマップ名のポリシーマップモー

ドを開始します。

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

タイプキューイングのクラスマップを設定し、ポ

リシーマップクラスキューイングモードを開始し

ます。

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

ステップ 3   

キューで使用されるキューサイズまたはバッファ

メモリの割合に基づいて、テールドロップしきい

switch(config-pmap-c-que)#
queue-limit dscp value
{queue-size | percent
percent_of_queuelimit}

ステップ 4   

値を割り当てます。指定したしきい値を超えるパ

ケットは、デバイスによってドロップされます。

他の DSCP値に対するテールドロップしきい値を
割り当てるには、ステップ 4を繰り返します。

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

ポリシーマップキューモードを終了し、グローバ

ルコンフィギュレーションモードを開始します。

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

（任意）

設定済みのすべてのタイプキューイングのポリシー

マップ、または選択したタイプキューイングのポ

リシーマップについて、情報を表示します。

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

ステップ 6   

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィギュレー

ションに保存します。

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

ステップ 7   

COS 値による WRED の設定
WREDを設定する前に、CoS値が存在することを確認します（「COSのキューイングクラスマッ
プの変更」の項を参照）。

入力キューおよび出力キューの両方でWREDを設定し、最小および最大のパケットドロップしき
い値を設定できます。キューサイズが最小しきい値を超えるにつれて、ドロップされるパケット

の頻度が高くなります。最大しきい値を超えると、CoS値に対するすべてのパケットがドロップ
されます。

8ポート、10ギガビットイーサネット I/Oモジュールを除き、入力 10ギガビットイーサネッ
トポートではWREDを設定することはできません。

（注）

WREDのしきい値は CoS値別に設定でき、特に設定しなかったすべての CoS値で単一のWRED
しきい値を使用するように設定できます。
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WREDおよびテールドロップを同じクラス内で設定することはできません。（注）

ポリシーマップの適用先となるモジュールのタイプに対応した、システム定義のキュークラスを

使用します。

手順

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   

タイプキューイングのポリシーマップを設定し、指

定したポリシーマップ名のポリシーマップモードを

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

ステッ

プ 2   
開始します。ポリシーマップ名は、最大 40文字の英
字、ハイフン、または下線文字を使用でき、大文字と

小文字が区別されます。

タイプキューイングのクラスマップを設定し、ポリ

シーマップクラスキューイングモードを開始しま

す。

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

ステッ

プ 3   

CoS固有の random-detectコマンドによって設定され
ないすべての CoS値に対するWREDを設定します。

switch(config-pmap-c-que)#
random-detect cos-based
[aggregate [minimum-threshold]

ステッ

プ 4   
パケットをキューからドロップするのに使用する最小

{min-threshold [packets | bytes |
および最大のしきい値を指定できます。しきい値は、kbytes |mbytes |ms | us] | percent
パケット数、バイト数、または基になるインターフェmin-percent-of-qsize}
イスで最低限保証されたリンクレートでの時間間隔[maximum-threshold]
で設定するか、あるいはキューサイズの割合として{max-threshold [packets | bytes |
設定できます。最小および最大のしきい値は同じタkbytes |mbytes |ms | us] | percent

min-percent-of-qsize}] イプにする必要があります。集約引数を指定しない

場合は、集約WREDは設定されません。デフォルト
のしきい値はパケット数です。しきい値は 1～
83886080です。割合の範囲は 1～ 100です。

値をまったく指定せずにコマンドを入力す

る場合でも、このコマンドは必ず入力する

必要があります。

（注）

クラス内では random-detect cos-basedコマ
ンドを 1つだけ指定できます。

（注）

（任意）

特定のCoS値に対するWREDを設定します。パケッ
トをキューからドロップするのに使用する最小および

switch(config-pmap-c-que)#
random-detect {cos cos-list
[minimum-threshold]
{min-threshold [packets | bytes |

ステッ

プ 5   

最大のしきい値を指定できます。しきい値は、パケッkbytes |mbytes |ms | us] | percent
ト数、バイト数、または基になるインターフェイスでmin-percent-of-qsize}
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目的コマンドまたはアクション

[maximum-threshold]
{max-threshold [packets | bytes |

最低限保証されたリンクレートでの時間間隔で設定

するか、あるいはキューサイズの割合として設定で
kbytes |mbytes |ms | us] | percent
min-percent-of-qsize}}

きます。最小および最大のしきい値は同じタイプに

する必要があります。デフォルトのしきい値はパケッ

ト数です。しきい値は 1～ 83886080です。割合の範
囲は 1～ 100です。

任意：他の CoS値に対するWREDを設定するには、
ステップ 5を繰り返します。

任意：他のキューイングクラスに対するWREDを設
定するには、ステップ 3～ 6を繰り返します。

ポリシーマップキューモードを終了し、グローバル

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config-pmap-c-que)# exitステッ

プ 6   

（任意）

設定済みのすべてのタイプキューイングのポリシー

マップ、または選択したタイプキューイングのポリ

シーマップについて、情報を表示します。

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

ステッ

プ 7   

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィギュレーショ

ンに保存します。

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

ステッ

プ 8   

DSCP 値による WRED の設定
WREDを設定する前に、DSCP値が存在することを確認します（「DSCPのキューイングクラス
マップの変更」の項を参照）。

入力キューでWREDを設定し、最小および最大のパケットドロップしきい値を設定できます。
キューサイズが最小しきい値を超えるにつれて、ドロップされるパケットの頻度が高くなりま

す。最大しきい値を超えると、DSCP値に対するすべてのパケットがドロップされます。

8ポート、10ギガビットイーサネット I/Oモジュールを除き、入力 10ギガビットイーサネット
ポートではWREDを設定することはできません。

WREDのしきい値はDSCP値別に設定でき、特に設定しなかったすべてのDSCP値で単一のWRED
しきい値を使用するように設定できます。

WREDおよびテールドロップを同じクラス内で設定することはできません。（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure terminalステッ

プ 1   

タイプキューイングのポリシーマップを設定し、指定

したポリシーマップ名のポリシーマップモードを開

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

ステッ

プ 2   
始します。ポリシーマップ名は、最大40文字の英字、
ハイフン、または下線文字を使用でき、大文字と小文

字が区別されます。

タイプキューイングのクラスマップを設定し、ポリ

シーマップクラスキューイングモードを開始します。

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

ステッ

プ 3   

DSCP固有の random-detectコマンドによって設定され
ないすべてのDSCP値に対するWREDを設定します。

switch(config-pmap-c-que)#
random-detect dscp-based
[aggregate [minimum-threshold]

ステッ

プ 4   
パケットをキューからドロップするのに使用する最小

{min-threshold [packets | bytes |
および最大のしきい値を指定できます。しきい値は、kbytes |mbytes |ms | us] |
パケット数、バイト数、または基になるインターフェpercent min-percent-of-qsize}
イスで最低限保証されたリンクレートでの時間間隔で[maximum-threshold]
設定するか、あるいはキューサイズの割合として設定{max-threshold [packets | bytes |
できます。最小および最大のしきい値は同じタイプにkbytes |mbytes |ms | us] |

percent min-percent-of-qsize}] する必要があります。集約引数を指定しない場合は、

集約WREDは設定されません。デフォルトのしきい
値はパケット数です。しきい値は1～52428800です。
割合の範囲は 1～ 100です。

値をまったく指定せずにコマンドを入力する

場合でも、このコマンドは必ず入力する必要

があります。

（注）

クラス内では random-detect cos-basedコマ
ンドを 1つだけ指定できます。

（注）

（任意）

特定のDSCP値に対するWREDを設定します。パケッ
トをキューからドロップするのに使用する最小および

switch(config-pmap-c-que)#
random-detect {dscp dscp-value
[minimum-threshold]
{min-threshold [packets | bytes |

ステッ

プ 5   

最大のしきい値を指定できます。しきい値は、パケッkbytes |mbytes |ms | us] |
ト数、バイト数、または基になるインターフェイスでpercent min-percent-of-qsize}
最低限保証されたリンクレートでの時間間隔で設定す[maximum-threshold]
るか、あるいはキューサイズの割合として設定できま{max-threshold [packets | bytes |
す。最小および最大のしきい値は同じタイプにする必kbytes |mbytes |ms | us] |

percent min-percent-of-qsize}} 要があります。デフォルトのしきい値はパケット数で

す。しきい値は 1～ 52428800です。割合の範囲は 1
～ 100です。
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目的コマンドまたはアクション

任意：他のDSCP値に対するWREDを設定するには、
ステップ 5を繰り返します。

任意：他のDSCPキューイングクラスに対するWRED
を設定するには、ステップ 3～ 6を繰り返します。

ポリシーマップキューモードを終了し、グローバル

コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config-pmap-c-que)# exitステッ

プ 6   

輻輳管理の設定

次の輻輳管理方式のうちいずれか 1つだけをポリシーマップで設定できます。

• bandwidthおよび bandwidth remainingコマンドを使用して、最小のデータレートをキューに
割り当てる方式。

• priorityコマンドを使用して、トラフィックのクラスに対するすべてのデータをプライオリ
ティキューに割り当てる方式。bandwidthremainingコマンドを使用して、残りのトラフィッ
クを非プライオリティキュー間で分配できます。デフォルトでは、残りの帯域幅はシステ

ムによって非プライオリティキュー間で均等に分配されます。

• shapeコマンドを使用して、最大のデータレートをキューに割り当てる方式。

選択する輻輳管理機能に加えて、次のいずれかのキュー機能をポリシーマップの各クラスで設定

できます。

•キューサイズとキュー制限の使用に基づくテールドロップしきい値。詳細については、
「COS値によるテールドロップの設定」の項および「DSCP値によるテールドロップの設
定」の項を参照してください。

• CoSに基づく優先パケットのドロップに対するWRED。詳細については、「COS値による
WREDの設定」の項および「DSCP値によるWREDの設定」の項を参照してください。

帯域幅および帯域幅の残量の設定

入力キューおよび出力キューの両方で帯域幅および帯域幅の残量を設定して、インターフェイス

帯域幅の最小の割合をキューに割り当てることができます。ポリシーマップの適用先となるモ

ジュールのタイプに対応した、システム定義の入力または出力キュークラスを使用します。各モ

ジュールタイプに対応したシステム定義の入力または出力キュークラスの一覧については、表 3
を参照してください。
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保証帯域幅が設定されている場合、プライオリティキューは同じポリシーマップでディセー

ブルにする必要があります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

タイプキューイングのポリシーマップを設定し、

指定したポリシーマップ名のポリシーマップモー

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

ステップ 2   

ドを開始します。ポリシーマップ名は、最大 40文
字の英字、ハイフン、または下線文字を使用でき、

大文字と小文字が区別されます。

タイプキューイングのクラスマップを設定し、ポ

リシーマップクラスキューイングモードを開始し

ます。

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

ステップ 3   

インターフェイス帯域幅の最小レートを出力キュー

に割り当てます。データレートをビットレート

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

ステップ 4   

で、または基になるインターフェイスのリンクレー

トの割合として設定できます。デフォルトの単位• bandwidth remaining
percent percent
残りの帯域幅の割合をこの

キューに割り当てます。

範囲は 0～ 100です。

は kbpsです。データレートは 1～ 10,000,000,000
です。割合の範囲は 1～ 100です。

自動ネゴシエーションに設定されたインターフェイ

スに対しては、percentキーワードだけが使用でき
ます。

他のキューイングクラスに対する帯域幅および帯

域幅の残量を割り当てるには、ステップ 3～ 4を繰
り返します。

ポリシーマップキューモードを終了し、グローバ

ルコンフィギュレーションモードを開始します。

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

（任意）

設定済みのすべてのタイプキューイングのポリシー

マップ、または選択したタイプキューイングのポ

リシーマップについて、情報を表示します。

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

ステップ 6   

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィギュレー

ションに保存します。

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

ステップ 7   
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プライオリティの設定

プライオリティを指定しない場合、システム定義の出力pqキューは標準キューと同様に動作しま
す。システム定義のタイプキューイングクラスマップについては、「モジュラ QoSコマンドラ
インインターフェイスの使用」を参照してください。

出力プライオリティキューで設定できるプライオリティのレベルは 1レベルだけです。ポリシー
マップの適用先となるモジュールのタイプに対応した、システム定義のプライオリティキューク

ラスを使用します。各モジュールタイプに対して使用可能なシステム定義のクラスマップの一

覧については、表 3を参照してください。

非プライオリティキューについては、各キューに割り当てる残りの帯域幅の量を設定できます。

デフォルトでは、デバイスは残りの帯域幅を非プライオリティキューに均等に配分します。

プライオリティキューが設定されている場合、もう一方のキューは、同じポリシーマップで

残りの帯域幅しか使用できません。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

タイプキューイングのポリシーマップを設定し、

指定したポリシーマップ名のポリシーマップモー

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

ステップ 2   

ドを開始します。ポリシーマップ名は、最大 40文
字の英字、ハイフン、または下線文字を使用でき、

大文字と小文字が区別されます。

タイプキューイングのクラスマップを設定し、ポ

リシーマップクラスキューイングモードを開始し

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

ステップ 3   

ます。システム定義のプライオリティキューのい

ずれかを選択する必要があります。

このキューをプライオリティキューとして選択しま

す。サポートされているプライオリティレベルは

1レベルだけです。

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

ステップ 4   

タイプキューイングのクラスマップを設定し、ポ

リシーマップクラスキューイングモードを開始し

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

ステップ 5   

ます。残りの帯域幅を設定する非プライオリティ

キューを選択します。デフォルトでは、残りの帯域
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目的コマンドまたはアクション

幅はシステムによって非プライオリティキュー間で

均等に分配されます。

残りの帯域幅の割合をこのキューに割り当てます。

範囲は 0～ 100です。
switch(config-pmap-c-que)#
bandwidth remaining percent
percent

ステップ 6   

他の非プライオリティキューに対する帯域幅の残量

を割り当てるには、ステップ 5～ 6を繰り返しま
す。

ポリシーマップキューモードを終了し、グローバ

ルコンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config-pmap-c-que)# exitステップ 7   

（任意）

設定済みのすべてのタイプキューイングのポリシー

マップ、または選択したタイプキューイングのポリ

シーマップについて、情報を表示します。

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

ステップ 8   

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィギュレー

ションに保存します。

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

ステップ 9   

シェーピングの設定

デバイスでは、シェイプレートが、100、50、33、25、12.5、6.25、3.13、または 1.07の割合
間隔のうち最も近い値に強制されます。

（注）

出力キューでシェーピングを設定し、出力キューで最大レートを強制することができます。ポリ

シーマップの適用先となるモジュールのタイプに対応した、システム定義の出力キュークラスを

使用します。各モジュールタイプに対して使用可能なシステム定義のクラスマップの一覧につ

いては、表 3を参照してください。

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

せん。

（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

タイプキューイングのポリシーマップを設定し、指

定したポリシーマップ名のポリシーマップモードを

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

ステップ 2   

開始します。ポリシーマップ名は、最大 40文字の英
字、ハイフン、または下線文字を使用でき、大文字と

小文字が区別されます。

タイプキューイングのクラスマップを設定し、ポリ

シーマップクラスキューイングモードを開始しま

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

ステップ 3   

す。システム定義のプライオリティキューのいずれ

かを選択する必要があります。

出力キューでの最大レートを割り当てます。データ

レートをビットレートで、または基になるインター

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

ステップ 4   

フェイスのリンクレートの割合として設定できます。

デフォルトのビットレートは bpsです。データレー
トは 8000 bps～ 10 Gbpsです。割合の範囲は 1～ 100
です。

自動ネゴシエーションに設定されたインター

フェイスに対しては、percentキーワードだ
けが使用できます。

（注）

他のキューイングクラスに対するシェーピングを設

定するには、ステップ 3～ 4を繰り返します。

ポリシーマップキューモードを終了し、グローバル

コンフィギュレーションモードを開始します。

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

（任意）

設定済みのすべてのタイプキューイングのポリシー

マップ、または選択したタイプキューイングのポリ

シーマップについて、情報を表示します。

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

ステップ 6   

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィギュレーショ

ンに保存します。

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

ステップ 7   
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キュー制限の設定

入力キューおよび出力キューの両方でキュー制限を設定できます。キュー制限を超えるパケット

はすべて、デバイスによってドロップされます。ポリシーマップの適用先となるモジュールのタ

イプに対応した、システム定義のキュークラスを使用します。表 3を参照してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

タイプキューイングのポリシーマップを設定し、指

定したポリシーマップ名のポリシーマップモード

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

ステップ 2   

を開始します。ポリシーマップ名は、最大 40文字
の英字、ハイフン、または下線文字を使用でき、大

文字と小文字が区別されます。

タイプキューイングのクラスマップを設定し、ポリ

シーマップクラスキューイングモードを開始しま

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

ステップ 3   

す。システム定義のプライオリティキューのいずれ

かを選択する必要があります。

キューで使用されるキューサイズまたはバッファメ

モリの割合に基づいて、キュー制限を割り当てます。

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

ステップ 4   

指定したしきい値を超えるパケットはデバイスによっ
us] | percent
percent_of_queuelimit} てドロップされます。しきい値は、パケット数、バ

イト数、または基になるインターフェイスで最低限

保証されたリンクレートでの時間間隔で設定できま

す。デフォルトのしきい値はパケット数です。サイ

ズは 1～ 83886080です。時間間隔は 1～ 83886080
です。割合の範囲は 1～ 100です。

クラスマップキューモードを終了し、ポリシーマッ

プキューモードを開始します。

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

ポリシーマップキューモードを終了し、グローバ

ルコンフィギュレーションモードを開始します。

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

（任意）

設定済みのすべてのタイプキューイングのポリシー

マップ、または選択したタイプキューイングのポリ

シーマップについて、情報を表示します。

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

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィギュレー

ションに保存します。

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

ステップ 8   

DSCP to Queue マッピングのイネーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch# configure terminalステップ 1   

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

switch(config)# hardware qos
dscp-to-queue ingress module type
{all | f-series |m-series }

ステップ 2   

（任意）

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

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

ステップ 3   

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィ

ギュレーションに保存します。

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

ステップ 4   

キューイングおよびスケジューリングの設定の確認
キューイングおよびスケジューリングを設定するには、次の作業のいずれかを行います。

目的コマンド

設定済みのすべてのタイプキューイングのクラ

スマップ、または選択したタイプキューイン

グのクラスマップについて、情報を表示しま

す。クラスキューイング名については、表 3
を参照してください。

show class-map type queuing[class-queuing-name]
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目的コマンド

設定済みのすべてのタイプキューイングのポリ

シーマップ、または選択したタイプキューイ

ングのポリシーマップについて、情報を表示し

ます。

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

システムの設定済みのすべてのポリシーマップ

に関する情報を表示します。

show policy-map system

指定されたインターフェイスに関するキューイ

ング情報を表示します。

show queuing interface ethernet
slot/port[.subinterface [module | summary]

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

キューイングおよびスケジューリングの設定例

例：入力ポートの CoS 設定

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

設定しようとしているポートタイプのデフォルトのキューを使用していることを確認してく

ださい。ポートタイプのデフォルトのキューについては、「モジュラQoSコマンドラインイ
ンターフェイスの使用」を参照してください。

（注）

次に、1ギガビットイーサネットポートで入力ポートの CoSを設定する例を示します。

configure terminal
policy-map type queuing untrusted_port_cos
class type queuing 2q4t-in-q-default
set cos 5

interface ethernet 2/1
service-policy type queuing input untrusted_port_cos

次に、10ギガビットイーサネットポートで入力ポートの CoSを設定する例を示します。

configure terminal
policy-map type queuing untrusted_port_cos
class type queuing 8q2t-in-q-default
set cos 5

interface ethernet 2/1
service-policy type queuing input untrusted_port_cos
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例：プライオリティおよびキュー制限の設定

次に、プライオリティおよびキュー制限の機能の設定例を示します。

configure terminal
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-pq1
match cos 5-7
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-q2
match cos 3-4
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-q3
match cos 0-2

policy-map type queuing priority_queue1
class type queue 1p3q4t-out-pq1
priority
class type queue 1p3q4t-out-q2
bandwidth remaining percent 60
queue-limit 1 mbytes
class type queue 1p3q4t-out-q3
bandwidth remaining percent 40
queue-limit 2 mbytes

例：シェーピングおよびテールドロップの設定

次に、シェーピングおよびテールドロップの機能の設定例を示します。

configure terminal
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-pq1
match cos 5-7
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-q2
match cos 3-4

policy-map type queuing shape_dt
class type queue 1p3q4t-out-pq1
shape percent 50
queue-limit cos 5 percent 10
queue-limit cos 6 percent 10
class type queue 1p3q4t-out-q2
shape percent 25
queue-limit cos 4 percent 15

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

（注）

例：帯域幅および WRED の設定
次に、COSキューに対する帯域幅およびWREDの機能の設定例を示します。

configure terminal
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-pq1
match cos 5-7
class-map type queuing match-any 1p3q4t-out-q2
match cos 3-4

policy-map type queuing bandwidth_wred
class type queuing 1p3q4t-out-pq1
bandwidth percent 50
random-detect cos-based
random-detect cos 5 minimum-threshold percent 10 maximum-threshold percent 30
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random-detect cos 6 minimum-threshold percent 40 maximum-threshold percent 60
class type queuing 1p3q4t-out-q2
bandwidth percent 25
random-detect cos-based
random-detect cos 4 minimum-threshold percent 20 maximum-threshold percent 40

次に、DSCPキューに対する帯域幅およびWREDの機能の設定例を示します。

configure terminal
class-map type queuing match-any 8q2t-in-q1
match dscp 5-6
class-map type queuing match-any 8q2t-in-q2
match dscp 0-4

policy-map type queuing dscp_wred
class type queuing 8q2t-in-q1
bandwidth percent 50
random-detect dscp-based
random-detect dscp 5 minimum-threshold percent 10 maximum-threshold percent 30
random-detect dscp 6 minimum-threshold percent 40 maximum-threshold percent 60
class type queuing 8q2t-in-q2
bandwidth percent 25
random-detect dscp-based
random-detect dscp 4 minimum-threshold percent 20 maximum-threshold percent 40

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

Switch# show hardware qos dscp-to-queue ingress

status: Enabled
module_type : m-series

キューイングおよびスケジューリングの機能履歴
以下の表に、このマニュアルで取り上げる新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポー

トされているリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべて

の機能がサポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://
tools.cisco.com/bugsearch/のBug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノー
トを参照してください。

表 3：キューイングおよびスケジューリングの機能履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。6.2(2)DSCP to Queueマッピング

システム定義のキュータイプの表が更新

され、Cisco Nexus 7710スイッチおよび
Cisco Nexus 7718スイッチで 4q8qポリ
シーテンプレートの新しいシステム定義

のキュータイプが追加されました。

6.2(2)システム定義のキュータ

イプ

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーションガイド
28

M シリーズ I/O モジュールのキューイングおよびスケジューリングの設定
例：DSCP-to-queue マッピングのステータスの確認

https://tools.cisco.com/bugsearch/
https://tools.cisco.com/bugsearch/


機能情報リリース機能名

—5.1(1)リリース4.1(2)からの変更
はなし
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