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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
Fシリーズモジュールでは、キューイングポリシーは、ネットワーク qosポリシーと密接に関連
しています。アクティブ化された各ネットワーク qosポリシーの場合は、対応するデフォルトの
キューイングポリシーがシステムのターゲットに自動的に選択されます。入力方向では、2つま
たは 4つのキュー（バッファプール）がポリシーテンプレートに応じて形成されます。出方向
では、Cisco Nexus 7710スイッチおよび Cisco Nexus 7718スイッチを除く Cisco Nexus 7000シリー
ズデバイスで qosポリシーテンプレートに対する 4つの物理的なキューがあり、Ciscoリリース
6.2(2)以降では、8つの物理的なキューに対するサポートがあります。

デフォルトで適用されるシステムキューイングポリシーは、ポート単位で上書きできます。一

般に、ユーザ設定のキューイングポリシーは仮想デバイスコンテキスト（VDC）単位です。

入力キューイングは次の属性を決定します。

•キュー制限：サービスクラス（CoS）に割り当てられるバッファの量。

•帯域幅：データセンターブリッジング機能交換プロトコル（DCBXP）を使用してアドバタ
イズされるプライオリティグループ化と帯域割り当て。

• Cosのセット：信頼できないポートのデフォルト CoS（M1モジュールと同様）。

出力キューイングは次の属性を決定します。

•帯域幅：所定のキューおよびグループの差分加重ラウンドロビン（DWRR）。

•プライオリティレベル：キューのプライオリティレベル。

•形状：キューのシェーパー。

入力キューイング

1.25MBと一時停止が送信されてから送信中のフレームを吸収するための追加の 256KB（合計 1.5
MB）を有するポート入力バッファを仕切るには入力キューイングを使用します。このバッファ
は 8つの CoS値の間で仕切られます。パーティション数は、所定のネットワークで qosテンプ
レートに対して固定されています。着信CoS値は、各パーティションにマップされます。各バッ
ファのパーティションが入力キューと見なされます。

しきい値に達したときにポーズフレームまたは再開フレームが生成される上限しきい値と下限し

きい値があります。この要件は、no-drop CoSのみに適用できます。送信中のフレームは、一時
停止が生成された後にスキッドバッファにより吸収されます。フレーム数がスキッドバッファ

のしきい値を超えた場合、フレームはテールドロップされます。 drop eligibleフレーム、非DEフ
レーム、およびブリッジプロトコルデータユニット（BPDU）フレームに対しドロップのしきい
値が 3つあります。ドロップ CoSの場合は、上限と下限のしきい値は同じです。

デフォルトのポリシー入力キューは次のように作成されます。

•ドロップクラスごとに異なるキュー：
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ドロップキュー = 70%バッファ、no-dropキュー = 30%バッファ

•所定のドロップクラス内のプライオリティ CoSおよび非プライオリティ CoSによって異な
るキュー

非プライオリティキュー = 90%バッファ、プライオリティキュー = 10%バッファ

各ネットワークqosポリシーには、対応するデフォルトの入力キューイングポリシー（テンプレー
ト）があり、システムに自動的にアクティブ化されます。これには default-4q-8e-in-policy、
default-4q-7e-in-policy、default-4q-6e-in-policy、default-4q-4e-in-policy、default-8e-4q8q-in-policy、
default-7e-4q8q-in-policy、default-6e-4q8q-in-policy、default-4e-4q8q-in-policy、および
default-8e-4q4q-in-policyがあります。

以下の表では、入力キューイングの定義済みクラスマップ名（キュー名）について説明します。

表 1：入力キューイングに対する定義済みクラスマップ

入力クラスマップ名入力ポリシーマップ

2q4t-8e-in-q1および 2q4t-8e-in-q-defaultdefault-4q-8e-in-policy

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

default-4q-7e-in-policy

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

default-4q-6e-in-policy

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

default-4q-4e-in-policy

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

default-8e-4q4q-in-policy

8e-4q8q-in-q1、8e-4q8q-in-q-default、
8e-4q8q-in-q3、および 8e-4q8q-in-q4

default-8e-4q8q-in-policy（Cisco Nexus 7710/7718
スイッチでのみ）

c-7e-4q8q-drop-in、c-7e-4q8q-ndrop-in

7e-4q8q-in-q1、7e-4q8q-in-q-default、および
7e-4q8q-in-q3

7e-4q8q-in-q4

default-7e-4q8q-in-policy（Cisco Nexus 7710/7718
スイッチのみ）

• default-7e-4q8q-drop-in-policy

• default-7e-4q8q-ndrop-in-policy

c-6e-4q8q-drop-inおよび c-6e-4q8q-ndrop-in

6e-4q8q-in-q1および 6e-4q8q-in-q-default

6e-4q8q-in-q3および 6e-4q8q-in-q4

default-6e-4q8q-in-policy（Cisco Nexus 7710/7718
スイッチのみ）

• default-6e-4q8q-drop-in-policy

• default-6e-4q8q-ndrop-in-policy
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入力クラスマップ名入力ポリシーマップ

c-4e-4q8q-drop-inおよび c-4e-4q8q-ndrop-in

4e-4q8q-in-q1および 4e-4q8q-in-q-default

4e-4q8q-in-q3および 4e-4q8q-in-q4

default-4e-4q8q-in-policy（Cisco Nexus 7710/7718
スイッチのみ）

• default-4e-4q8q-drop-in-policy

• default-4e-4q8q-ndrop-in-policy

（注） •キューの命名規則はM1モジュールと同様です。また、キューイングクラスマップを参
照し、CoS to queueマップを変更するプロセスもまたM1モジュールと同様です。

•ポートがポートチャネルの一部になると、そのポートはポートチャネルのポリシーを継
承します。ポートがポートチャネルから移動と、デフォルトのシステムキューイング

ポリシーはそのポートでアクティブになります。

デフォルトでは、キューイングポリシーがプライオリティ CoS値（CoS 5～ 7）および非プライ
オリティCoS値（CoS 0～ 4）を異なる入力キュー（IVL）にマップします。入力キューへのCoS
のマッピングは、デフォルトの VDCから設定され、その設定はシステム全体に適用されます。
ネットワーク管理者のユーザロールは、CoSを IVLに変更するときに必要になります。

Cisco NX-OS 6.1リリース以降では、DSCP to IVLは、2q4t-8e-in-q1クラスマップおよび
2q4t-8e-in-q-defaultクラスマップによる match dscpコマンドを使用して、F2モジュール上で入力
方向にサポートされます。

CiscoNX-OS6.1(2)リリース以降では、DSCP to IVLはF2eモジュールを使用して IPv6でサポー
トされます。

（注）

match dscpコマンドのガイドラインは次のとおりです。

• match dscpコマンドは、関連付けられた少なくとも 1つのCoS値を持つキューにのみ適用可
能です。すべてのDSCP値がデフォルト以外の入力キューにマッピングされていない場合、
デフォルトキューには関連付けられた CoS値が必要です。

• DSCPキューイングは、ユーザがすべてのmatch dscpコマンドを（nomatchステートメント
を使用して）削除すると自動的に無効になります。

• match dscpコマンドが 2q4t-8e-in-q1クラスマップで使用され複数の DSCP値が設定される
と、残りの DSCP値はすべて、デフォルトキューに自動的にマッピングされます。
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DSCP to ingress queueがイネーブルの場合、
入力キュー選択はDSCP値に基づきます。た
だし、出力キュー選択はパケットのCoS値に
基づきます。 CoS値が存在しない場合、パ
ケットはすべてCoS 0として受け付けられま
す。

この動作をオーバーライドして出力キュー選

択に DSCPを使用するには、入力 QoSポリ
シーがDSCP値と一致し、set dscp valueコマ
ンドを使用してDSCPをクラスマップ上で一
致したDSCPと同じ値に設定するよう適用さ
れる必要があります。

CoS to ingress queueがイネーブルの場合、入
力キュー選択は CoS値に基づきます。出力
キュー選択は、非 IPパケットなどのパケッ
トの CoS値に基づきます。 CoS値が存在し
ない場合、パケットはすべてCoS 0として受
け付けられます。

ブリッジドトラフィック
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ポートタイプ Layer 3-to-Layer L3/SVIの場
合：DSCP-to-ingress queueがイネーブルの場
合、入力キュー選択はDSCPに基づきます。
ただし、入力ポートがレイヤ 3タイプの場
合、出力キュー選択は DSCP値に基づきま
す。

サブインターフェイスに対してCoS-to-ingress
queueがイネーブルの場合、入力キュー選択
は CoSに基づきます。ただし、入力ポート
がレイヤ3タイプ（サブインターフェイス）
の場合、パケットはルーティングされ

DSCP-to-egress queueが生じるため、出力
キュー選択は DSCP値に基づきます。

ポートタイプ Layer 2 SVI-to-SVI Layer 2の場
合：DSCP-to-ingress queueがイネーブルの場
合、入力キュー選択はDSCPに基づきます。
ただし、転送決定が CoS値を使用して出力
キューを取得するため、出力キュー選択は

CoS値（CoS値がない場合は 0）に基づきま
す。出力キュー選択にDSCP値を使用するに
は、タイプ QoSポリシーを適用して、DSCP
値を one-to-oneに変換するか one-to-oneに設
定します。

CoS-to-ingress queueがイネーブルの場合、入
力キュー選択は CoSに基づきます。転送決
定がCoS値を使用して出力キューを取得する
ため、出力キュー選択はCoS値（CoS値がな
い場合は0）に基づきます。出力キュー選択
にDSCP/CoS値を使用するには、タイプQoS
ポリシーを適用して、DSCP値を one-to-one
に変換するか one-to-oneに設定します。

プロキシモードのないルーティングされたト

ラフィック（ネイティブな Fシリーズモ
ジュール）
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DSCP-to-ingress queueがイネーブルの場合、
入力キュー選択はDSCPに基づきます。ただ
し、パケットはMシリーズモジュールでプ
ロキシルーティングされDSCP-to-egressqueue
が生じるため、出力キュー選択はDSCP値に
基づきます。

CoS-to-ingress queueがイネーブルの場合、入
力キュー選択はCoSに基づきます。ただし、
パケットはMシリーズモジュールでプロキ
シルーティングされ DSCP-to-egress queueが
生じるため、出力キュー選択はDSCP値に基
づきます。

プロキシモードでルーティングされたトラ

フィック（FシリーズモジュールとMシリー
ズモジュールの混合）

次の表に、特定の DSCP値を設定するために match dscpコマンドが 2q4t-8e-in-q1クラスマップで
使用される場合の例が含まれています。

説明コマンド

matchdscpコマンドによって設定された値は、
show runコマンドで表示されます。

class-map type queuing match-any 2q4t-8e-in-q1

match cos 5-7

match dscp 40-45

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

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

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

match dscp 0-39,46-63.

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

残りのDSCP値をすべてデフォルトキューに指
定するときの制約はありません。

matchdscpコマンドによって設定された値は、
show runコマンドで表示されます。

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

match dscp 40-45
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説明コマンド

DSCP値（0～ 39、46～ 63）はデフォルト
キュー（2q4t-8e-in-q-default）に自動的にマッピ
ングされます。

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

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

match dscp 0-39,46-63

デフォルトのキューイングポリシーマップの変更は、フレームのドロップを招きかねない破

壊的な操作です。

（注）

各入力キューに帯域幅のパーセンテージを割り当てることができます。各キューおよび帯域幅の

CoS値（プライオリティグループ）は、DCBXPを使用してピアにリレーされます。

Enhanced Transmission Selection（ETS：プライオリティに基づいてキューのスケジューリングを指
定する）を実装して、非 8eネットワーク qosポリシーテンプレート内のドロップクラスおよび
no-dropクラスの両方を定義するとキューイングは階層的なパターンに従います。階層型キューイ
ングパターンでは、クラス内のキューは最初のレベルのバッファに対して設定され、キューイン

ググループ間のバッファは第 2レベルで設定されます。

入力キューのサイズ（バッファ）を調整するにはqueue-limitコマンドを使用します。キューに割
り当てられる全バッファの割合を定義できます。 queue-limitコマンドの詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Command Reference』を参照してください。

入力キューのトラフィッククラス（CoS）に割り当てられた帯域幅を制御するには bandwidthコ
マンドを使用します。入力キューのトラフィッククラスに割り当てられた帯域幅は、スイッチに

は影響しません。代わりに、ピアが送信するトラフィッククラス（CoS）の帯域幅の指標として
帯域幅情報をピアに送信します。 bandwidthコマンドの詳細については、『CiscoNexus 7000 Series
NX-OS Quality of Service Command Reference』を参照してください。

set cosコマンドは、デフォルトのキューで信頼できないポートを作成するためにデフォルトの
キューでのみ使用できます。

Cisco NXOS 6.2(2)リリース以降では、デフォルトの dscp値が Fシリーズモジュール上の次の 5
つのテンプレートすべてに提供されます。

• default-nq-4e-policy template 4e

• default-nq-6e-policy template 6e

• default-nq-7e-policy template 7e

• default-nq-8e-policy template 8e

• default-nq-8e-4q4q-policy template 8e-4q4q

次の表に、4qモードテンプレートに対するデフォルトの dscp値を示します。
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DSCP マップ値入力キュー

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

0～ 394q4t-4e-in-q-default

40～ 634q4t-4e-in-q1

—4q4t-4e-in-q3

—4q4t-4e-in-q4

default-nq-6e-policy template 6e

0～ 394q4t-6e-in-q-default

40～ 634q4t-6e-in-q1

—4q4t-6e-in-q3

—4q4t-6e-in-q4

default-nq-7e-policy template 7e

0～ 154q4t-7e-in-q-default

40～ 634q4t-7e-in-q1

16～ 394q4t-7e-in-q3

4q4t-7e-in-q4

default-nq-8e-policy template 8e

0～ 392q4t-8e-4q4q-in-q-default

40～ 632q4t-8e-4q4q-in-q1

default-nq-8e-4q4q-policy template 8e-4q4q

0～ 154q1t-8e-4q4q-in-q-default

40～ 634q1t-8e-4q4q-in-q1

24～ 394q1t-8e-4q4q-in-q3

16～ 234q1t-8e-4q4q-in-q4
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同様に、デフォルトの dscp値は Cisco 7710/7718スイッチの入力キューにマッピングされます。

出力キューイング

ポートの出力キューからのトラフィックをスケジューリングする方法を決定するために出力キュー

イングを使用します。クラスマップ名はキューを表し、一致 CoSはそれらにマッピングされた
CoS値を表します。出力クラスマップを変更し、CoSを一致させ、目的の CoS-to-queueマッピン
グを達成できます。

CoSのリマッピングは、完全な Fシリーズ VDCのみでサポートされます。これは Fシリー
ズ/M1混合 VDCではサポートされません。

（注）

各出力ポートには、0.7 MBのバッファがあり、8つの CoS値に均等に分散されます。 CoSには、
約 0.1 MBのバッファがあります。

デフォルトのポリシー出力キューは次のように作成されます。

•ドロップ CoSおよび no-drop CoSは異なるキューにマッピングする必要があります。

•プライオリティ CoSは、完全優先（SP）キューにマッピングされます。すべての非プライ
オリティの CoS値は DWRRキューにマッピングされます。

•すべての非 8eテンプレートについては、第 2レベルのスケジューリングが使用されます。

（注） •出力キューのサイズは固定されており、ユーザは設定できません。

• Cisco Nexus 7710スイッチおよび Cisco Nexus 7718スイッチを除き、出力ポートには 4つ
のキューがあり、Ciscoリリース 6.2(2)以降では、8つのキュー（4q8qモード）に対する
サポートがあります。

各ネットワークqosポリシーには、対応するデフォルトの出力キューイングポリシー（テンプレー
ト）があり、システムに自動的にアクティブ化されます。これには default-4q-8e-out-policy、
default-4q-7e-out-policy、default-4q-6e-out-policy、default-4q-4e-out-policy、default-8e-4q8q-out-policy、
default-7e-4q8q-out-policy、default-6e-4q8q-out-policy、default-4e-4q8q-out-policyおよび
default-8e-4q4q-out-policyがあります。柔軟な出力キュー設定は、次のキュータイプに基づいてい
ます。1p7qlt-8e、1p7qlt-7e、1p3q1t-8e、1p3q1t-7e、2p2q1t-4e、2p6q1t-4e、3p1q1t-6e、および
3p5qlt-6e。

Cisco Nexus 7710スイッチおよび Cisco Nexus 7718スイッチの場合は、7e-4q8q、6e-4q8qおよび
4e-4q8qテンプレートで階層型スケジューリングパターンに従います。

以下の表では、出力キューイングの定義済みクラスマップ名（キュー名）について説明します。
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表 2：出力キューイングに対する定義済みクラスマップ

出力クラスマップ名出力ポリシー名

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

default-4q-8e-out-policy

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

default-4q-7e-out-policy

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

default-4q-6e-out-policy

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

default-4q-4e-out-policy

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

default-8e-4q4q-out-policy

8e-4q8q-out-q1（プライオリティキュー）、
8e-4q8q-out-q2、8e-4q8q-out-q3、8e-4q8q-out-q4、
8e-4q8q-out-q5、8e-4q8q-out-q6、8e-4q8q-out-q7、
および 8e-4q8q-out-q-default

default-8e-4q8q-out-policy（CiscoNexus 7710/7718
スイッチのみ）

c-7e-4q8q-drop-outおよび c-7e-4q8q-ndrop-out

7e-4q8q-out-q1（プライオリティキュー）、
7e-4q8q-out-q2、7e-4q8q-out-q3、7e-4q8q-out-q4、
7e-4q8q-out-q6、7e-4q8q-out-q7、および
7e-4q8q-out-q-default

7e-4q8q-out-q5

default-7e-4q8q-out-policy（CiscoNexus 7710/7718
スイッチのみ）

• default-7e-4q8q-drop-out-policy

• default-7e-4q8q-ndrop-out-policy

c-6e-4q8q-drop-outおよび c-6e-4q8q-ndrop-out

6e-4q8q-out-q1（プライオリティキュー）、
6e-4q8q-out-q2、6e-4q8q-out-q3、6e-4q8q-out-q6、
6e-4q8q-out-q7、および 6e-4q8q-out-q-default

6e-4q8q-out-q4（プライオリティキュー）およ
び 6e-4q8q-out-q5（プライオリティキュー）

default-6e-4q8q-out-policy（CiscoNexus 7710/7718
スイッチのみ）

• default-6e-4q8q-drop-out-policy

• default-6e-4q8q-ndrop-out-policy
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出力クラスマップ名出力ポリシー名

c-4e-4q8q-drop-outおよび c-4e-4q8q-ndrop-out

4e-4q8q-out-q1（プライオリティキュー）、
4e-4q8q-out-q2、4e-4q8q-out-q3、および
4e-4q8q-out-q-default 4e-4q8q-out-q4（プライオリ
ティキュー）、4e-4q8q-out-q5、および

4e-4q8q-out-q6、4e-4q8q-out-q7

default-4e-4q8q-out-policy（CiscoNexus 7710/7718
スイッチのみ）

• default-4e-4q8q-drop-out-policy

• default-4e-4q8q-ndrop-out-policy

入力 CoS to queueマップに関係なく、match cosコマンドを使用して出力 CoS to queueマップを変
更して、目的の CoS to queueマッピングを設定することができます。

出力キューは、両方のドロップクラスが存在する場合、階層型スケジューリングパターンに従い

ます。詳細については、「入力キューイング」の項を参照してください。所定のネットワーク

qosテンプレートの場合、出力キューイングの設定（DWRRキューの数、プライオリティキュー
の数およびスケジューリング階層）は固定されます。所定ポートに対する帯域幅の割合、プライ

オリティレベルおよびシェーパーを変更できます。

出力キュー（トラフィッククラス）に割り当てられた帯域幅を制御するには bandwidthコマンド
を使用します。 bandwidthコマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of
Service Command Reference』を参照してください。

帯域幅とプライオリティは、クラスマップ（キュー）で相互に排他的です。（注）

トラフィックのあるクラスが他のクラスに対して低遅延要件を持つように指定するには priority
コマンドを使用します。トラフィックキューへのプライオリティレベルを高または低に設定で

きます。完全優先サービスモデルの複数のレベルを定義するにはpriorityコマンドを使用します。
priorityコマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Command
Reference』を参照してください。

シェーパーはパーセント値で設定でき、任意のキューでイネーブルにできます。トラフィックの

クラスが最大レートを持ち、発信トラフィックがスムーズな出力レートを持つように指定するに

はshapeコマンドを使用します。スムーズな出力レートを達成するために、超過パケットがキュー
に保持され、後で送信される予定です。 shapeコマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000
Series NX-OS Quality of Service Command Reference』を参照してください。

シェーパーは、プロファイルに適合しない超過トラフィックをバッファ内にキューイングする

ことでフローをシェーピングしてそのトラフィックを遅らせます。

（注）

   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
12

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



F3 シリーズモジュールでの共有バッファキューイング

この機能は、F3シリーズモジュールでのみ使用できます。他のモジュールで共有バッファ
キューイングを設定しようとすると、スイッチはエラーを返します。

（注）

Cisco NX-OSリリース 6.2(10)から、QoSバッファを専用バッファと共有バッファに分割できま
す。 CoS値に基づいた専用バッファのみがある場合、他のキューの一部に関連付けられたメモリ
がアイドル状態であるにもかかわらず、1つのキューのトラフィックが非常に多量になる場合が
あります。共有バッファプールはこの問題に対処します。共有バッファはポートグループのポー

ト間にあります。

共有バッファキューイングはデフォルトではディセーブルです。

この機能をイネーブルにする場合、特定のモジュールごとにイネーブルにします。共有バッファ

キューイングをイネーブルにすると、デフォルトでは、指定されたモジュールが 50:50になるよ
うに、そのキューは専用と共有のバッファプールに均等に分割されます。専用バッファプール

は、これまでどおりに常に機能し続けます。

次に、別の比率を使用する場合、コマンドラインインターフェース（CLI）を使用して、指定さ
れたモジュールでのポートグループあたりの比率を変更します。最初に、特定のモジュールに対

するポートグループを指定し、続いて、そのポートグループのデフォルトのキュー制限の比率を

変更できます。そのモジュールでの別のポートグループに対するデフォルトのキュー制限の比率

を変更する場合は、ポートグループごとに別々にコマンドを入力する必要があります。

最後に、指定したポートグループにカスタムキューイングポリシーを適用できます。

グローバルレベルの共有バッファキューイングがディセーブルの場合、そのVDCでのすべて
のポートグループの共有バッファはディセーブルです。グローバルレベルがイネーブルの場

合、VDCでのすべてのポートグループはイネーブルです。

（注）

共有バッファキューイングは、物理インターフェイスのポートグループにのみ適用されます。

ポートグループでの共有バッファキューイングは、ポートチャネルでのメンバーシップとは関

係ありません。したがって、ポートチャネルのメンバーは、異なる共有バッファキューイング

を設定している場合があります。

コマンドは、動作している VDCでのポートにのみ適用されます。この VDCからポートグルー
プを移動すると、共有バッファキューイング機能はデフォルトのディセーブル状態に戻ります。

ポートグループを VDCに移動すると、ポートグループは、その VDCのグローバルな共有バッ
ファの設定を前提とします（たとえば、共有バッファがVDCでイネーブルの場合、新たに移動し
たポートグループに対してもイネーブルです）。最後に、この機能がイネーブルな VDCからす
べてのポートグループが削除される場合、ポートのないそのVDCに対する共有バッファはデフォ
ルトのディセーブル状態に戻ります。

共有バッファをイネーブルにすると、共有バッファプールは、デフォルトの入力キューイングポ

リシーで、アクティブなテンプレートを使用して設定されます。テンプレートを変更すると、共
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有バッファの設定は、この機能を直前に設定したまま、イネーブルまたはディセーブルのいずれ

かで残ります。次に、共有バッファは、新しいテンプレートの入力キューイングポリシーに基づ

いて再設定されます。ユーザ定義ポリシーがポートグループに付加されていない場合、デフォル

トの同じ入力キューイングポリシーが、専用バッファプールと同様に、共有バッファプールに

適用されます。

ポートグループにユーザ定義ポリシーが付加されている場合、テンプレートは変更できませ

ん。テンプレートを変更するには、最初にポートグループからすべてのユーザ定義キューイ

ングポリシーを削除する必要があります。

（注）

共有バッファキューイングをイネーブルにし、設定する場合、共有バッファプールは専用バッ

ファキューの前に使用されます。必要なドロップされたパケットは専用バッファプールから取

得され、一時停止は専用バッファプールから常に考慮されます。

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

（注）

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

•「モジュラ QoSコマンドラインインターフェイスの使用」に精通している。

•スイッチにログインしている。

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

注意事項と制約事項
Fシリーズモジュールのキューイングおよびスケジューリングの設定に関する注意事項および制
約事項は、次のとおりです。

•アクティブ化しているキューイングポリシーは、システムネットワークqosポリシーと一致
している必要があります。

•デフォルトのキューイングポリシーは、システムターゲット（すべてのFシリーズモジュー
ルポートを含む）に付随しています。それは、default-in-policyが各ポートに単独で付随して
いるM1シリーズの設定とは異なっています。

•所定のポートに付随するキューイングポリシーは、そのポートのシステムキューイングポ
リシーを上書きします。
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•出力キューへの DSCP選択の DSCP値 2～ 7は、CoS 2～ 7の値と同じに設定されます。こ
の設定を変更するには、タイプQoSポリシーにアクセスし、set cosコマンドを使用して、選
択した出力キューを変更します（アクセス、トランク、ルーテッドなどのすべてのタイプの

インターフェイスに適用可能）。

• VLAN設定での出力ポリシーは、CoSでの set matchをサポートしません。

• VLAN設定での出力ポリシーは、QoSグループまたは廃棄クラスの setをサポートしません。

• Fシリーズモジュールは、QoSポリシーの次のコマンドをサポートしていません。

◦ set discard-classまたは match discard-class

◦ set qos-groupまたは match qos-group

• Fシリーズモジュールは、入力キューイングポリシーのWREDをサポートしていません。

• F2モジュールは、M1モジュールもスイッチにインストールされている場合は、CoS-to-queue
マッピングの変更をサポートしません。

• FシリーズモジュールとM2モジュールはプライオリティキューのシェーピングをサポート
します。M1モジュールはプライオリティキューのシェーピングをサポートしません。

• FシリーズモジュールとM2モジュールはプライオリティキューのシェーピングをサポート
します。M1モジュールはプライオリティキューのシェーピングをサポートしません。

• 4つの入力バッファをサポートする default-nq-8e-4q4q-policyテンプレートについては、以下
を参照してください。

◦ default-nq-8e-4q4q-policyテンプレートは、F2モジュールのみでサポートされます。

◦ F1モジュールがオンラインの場合、default-nq-8e-4q4q-policyテンプレートは、システム
qosに付加できません。

◦ default-nq-8e-4q4q-policyテンプレートがシステムqosに付加されている場合、F1モジュー
ルはオンラインになることができます。ただし、F1モジュールのすべてのインターフェ
イスは、対応する VDCの未割り当てプールになります。

◦ソフトウェアのダウングレードを無停止にするには、ソフトウェアのダウングレード前
に以下を行う必要があります。

◦すべてのユーザ定義およびクローンの8e-4q4qテンプレートキューイングポリシー
を、各 VDCですべてのインターフェイスから手動で削除する必要があります。

◦ default-nq-8e-4q4q-policyまたはユーザ定義/クローンの 8e-4q4qテンプレートネッ
トワーク qosポリシーを、システム qosから削除する必要があります。

◦すべてのユーザ定義およびクローンの 8e-4q4qテンプレートネットワーク qosポリ
シーを、デフォルト VDCから手動で削除する必要があります。

◦すべてのユーザ定義の 8e-4q4qテンプレートキューイングポリシーをすべての
VDCから手動で削除する必要があります。
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◦デフォルトのVDCで clear qos policies 8e-4q4qコマンドを使用して、デフォルトの
8e-4q4qテンプレートポリシーをクリアします。このコマンドは 8e-4q4qテンプ
レートポリシーの PPF（ポリシー伝搬機能）ノードをクリアします。

◦ clear qos policies 8e-4q4qコマンドの実行後、インサービスソフトウェアダウング
レード（ISSD）を実行する必要があります。 ISSDが実行されないと、予期せぬ結
果が発生する可能性があります。

◦ clear qos policies 8e-4q4qコマンドは、デフォルトの VDCでのみサポートされます。デ
フォルトの VDCでこのコマンドを使用すると、デフォルト以外の VDCで 8e-4q4q
policy-mapsをクリアすることもできます。

◦ F2モジュールをリロードすると、すべてのクリアされたデフォルトの 8e-4q4qテンプ
レート関連ポリシーマップが clear qos policies 8e-4q4qコマンドを使用して稼働します。

◦デフォルトの 8e-4q4q-policyテンプレートは、ソフトウェアアップグレードが完了する
と公開されます。

• Cisco 7710/7718スイッチと、これらのスイッチで 8つの出力キューをサポートする 4つのデ
フォルトの 4p8qポリシーテンプレートについては以下を参照してください。

◦デフォルトの 4q8qポリシーテンプレートは、Cisco Nexus 7710スイッチおよび Cisco
Nexus 7718スイッチでのみサポートされ、デフォルトでイネーブルになっています。

◦デフォルトの4q8qポリシーテンプレートは、F2eモジュールでのみサポートされます。

◦ DSCPキューイングは、Cisco Nexus 7710/7718スイッチ上でデフォルトでイネーブルに
なっています。スイッチ上で DSCPキューイングをディセーブルにするには、no
hardware qos dscp-to-queueコマンドを使用する必要があります。 hardware qos
dscp-to-queue command module type commandコマンドを使用して、DSCPキューイン
グを再度イネーブルにすることができます。

• match dscpコマンドについては以下の情報を参照してください。

◦ 8Eテンプレートに対する F2モジュールの入力キューのみをサポートします。（これ
は、出力キュー、M1キュー、またはファブリック qosキューをサポートしません）。

◦ CoS値の使用に対する制約なしで、関連付けられた少なくとも 1つのCoS値を持つ入力
キューのみをサポートします。

◦ユーザ定義のクラスマップで使用できません。

◦ユーザコンフィギュレーションセッションでは使用できません。

◦ ISSDに対してディセーブルにしなければなりません（ディセーブルにされていない場
合、ISSDは停止します）。

◦ DSCP to IVLマッピングは、デフォルトでディセーブルになっています。

◦ queue-limitコマンドは、CoS値または DSCP値に基づいて指定できません。設定され
た queue-limitのサイズは DSCP値および CoS値の両方に適用されます。
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◦どれくらいのパケットがDSCPまたはCoSで一致したかを区別するために、追加統計情
報は生成されません。

◦ DSCP to IVLがイネーブルの場合、インターフェイスはDSCP値を IPパケットに対し信
頼できる値として使用し、CoS値は、非 IPパケットに対して信頼されます。

◦ DSCP to IVLマッピングは、Cisco Nexus 7710/7718スイッチでデフォルトでイネーブル
になっています。DSCP to IVLマッピングをディセーブルにするには、no hardware qos
dscp-to-queueコマンドを使用する必要があります。

◦ FabricPathインターフェイスの DSCP to IVLマッピングはサポートされません。

◦ IPv6パケットの DSCP to IVLマッピングはサポートされません。

◦ DSCP to IVLマッピングの変更は中断を伴う操作で、BFD/ルーティングプロトコルがフ
ラップする場合があります。

•ポートグループのポート間での共有バッファキューイングは、F3シリーズモジュールでの
み使用可能です。

•ブレークアウトポートは共有バッファをサポートしません。

• M1、M2、F1、F2、および F2eモジュールは共有バッファをサポートしません。

•ユーザ定義ポリシーが付加されたポートチャネルのポートでは、この同じユーザ定義ポリ
シーがポートグループに付加されていることが必要です。

•ユーザ定義ポリシーマップがポートグループに付加されている場合、set cosおよびbandwidth
コマンドはそのポートグループに適用されません。

•共有バッファキューイングは FEX Hifポートに適用されません。

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

方向に適用する、タイプキューイングのポリシーマップを作成します。これらの方法の 1つに
従ってキューイングポリシーを設定できます。

•定義済みポリシーのコピー：キューイングポリシーのテンプレートをコピーし、必要に応じ
て変更できます。

入力または出力キューイングポリシーをコピーする場合、階層型キューイン

グポリシーに関する内部ポリシーもコピーしています。コピーをすると、

defaultと policyのサブストリングが排除されるため、デフォルトポリシー名
が短くなります。

（注）

•ユーザ定義のポリシー：システム定義のキューイングポリシーテンプレートの 1つに準拠
するキューイングポリシーを作成できます。
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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。

入力キューイングポリシーの設定

入力キューイングポリシーを変更できるのは、ポートがシステムデフォルトから継承したデフォ

ルトのポリシーを変更する場合のみです。

手順

目的コマンドまたはアクション

システム定義のキューイングポリシーをコピー

し、プレフィックスまたはサフィックス付きの名

前に変更します。

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

ステップ 1   

（任意）

コピーして名前を変更したキューイングポリシー

を表示します。

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

ステップ 2   

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 3   

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 [policy-map-name]

ステップ 4   

ドを開始します。ポリシーマップ名には、最大

40文字の英字、ハイフン、またはアンダースコ
アを使用でき、大文字と小文字が区別されます。

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 [2q4t-8e-in-q-default |
2q4t-8e-in-q1]

ステップ 5   

キューにキュー制限を設定します。範囲は 1～
100です。

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

ステップ 6   

ポリシー内のすべてのキューに対する

キュー制限の合計が 100を超えること
はできません。

（注）

この例では、キュー制限が 2q4t-8e-in-q-defaultで
は 40 %、2q4t-8e-in-q1では 60 %に設定されてい
ます。

ピアとのやり取りのためキューにマッピングされ

た CoS値に帯域幅を割り当てます。範囲は 1～
100です。

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

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

ポリシーマップキューモードを終了し、コン

フィギュレーションモードを開始します。

switch(config-pmap-c-que)# exitステップ 8   

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

ステップ 9   

（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

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

ステップ 10   

グのポリシーマップについて、情報を表示しま

す。

（任意）

イーサネットインターフェイスのサービスポリ

シーに関する情報を表示します。

switch(config)# show policy-map
interface ethernet [slot/port]

ステップ 11   

出力キューイングポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

システム定義のキューイングポリシーをコピー

し、プレフィックスまたはサフィックス付きの

名前に変更します。

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

ステップ 1   

（任意）

コピーして名前を変更したキューイングポリ

シーを表示します。

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

ステップ 2   

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 3   

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

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

ステップ 4   

プモードを開始します。ポリシーマップ名に

は、最大40文字の英字、ハイフン、またはアン
ダースコアを使用でき、大文字と小文字が区別

されます。
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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
[1p3q1t-8e-out-pq1 |
1p3q1t-8e-out-q-default |
1p3q1t-8e-out-q2 |
1p3q1t-8e-out-q3]

ステップ 5   

指定した値にすべての入力パケットの帯域幅を

割り当てます。範囲は 1～ 100です。また、
switch(config-pmap-c-que)#
bandwidth percent [1-100]

ステップ 6   

Gbps、Mbps、Kbpsの絶対値を指定することも
できます。

トラフィックキューのプライオリティレベルを

マークします。最高優先度の場合はスタンド 1
つ、最低優先度の場合はスタンド 2つです。

switch(config-cmap-que)# priority
level {1 | 2}

ステップ 7   

キューからのトラフィックレートを構築しま

す。範囲は 80000ビット/秒～ 10ギガバイト/秒
です。

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

ステップ 8   

ポリシーマップキューモードを終了し、コン

フィギュレーションモードを開始します。

switch(config-pmap-que)# exitステップ 9   

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

ステップ 10   

（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

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

ステップ 11   

グのポリシーマップについて、情報を表示しま

す。

DSCP to Queue マッピングのイネーブル化

手順

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   
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目的コマンドまたはアクション

（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   

共有バッファキューイングの設定

共有バッファキューイングはモジュールごとにイネーブルまたはディセーブルにします。次に

ポートグループを指定して、専用プールと共有プールの 50:50のデフォルトのキュー制限の比率
を変更します。

共有バッファキューイングなしがデフォルト値です。

このコマンドは、F3シリーズモジュールにのみ適用されます。（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   

指定したモジュールに対して共有バッファキューイ

ングをイネーブルにします。このコマンドは、専用

switch(config)# hardware qos
shared-buffer module
module-number

ステップ 2   

キューと共有キューに対して、50:50のデフォルトの
比率で共有バッファキューイングをイネーブルにし

ます。

共有バッファキューイングのデフォルト値はディ

セーブルになります。

指定したモジュールで共有バッファキューイングを

ディセーブルにするには、このコマンドのno形式を
使用します。

（任意）

モジュールで指定したポートグループの設定を入力

します。デフォルトのキュー制限の比率を変更する

switch(config)# hardware
module module-number
port-group port-group-number

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

場合、指定したモジュールでポートグループごとに

行います。

（任意）

指定したポートグループの共有バッファキューに対

して、キュー制限を設定します。指定できる範囲は

10～ 80%です。

switch(config-port-group)# qos
shared-buffer queue-limit
percent

ステップ 4   

ポリシー内のすべてのキューに対する

キュー制限の合計が100を超えることはで
きません。

（注）

（任意）

ポートグループの共有バッファキューイングに関す

る情報を表示します。

switch(config)# show
policy-map module
module-number port-group
port-group-number

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   

キューイングおよびスケジューリングの設定の確認
キューイングポリシーの設定を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

showコマンドは、アクティブなテンプレートに対応するデフォルトのポリシーのみを表示し
ます。

（注）

目的コマンド

キューイングポリシーがモジュールに正しく適

用されているかどうかに関する情報を表示しま

す。

show queuing interface ethernet

設定済みのすべてのタイプキューイングのクラ

スマップ、または選択したタイプキューイン

グのクラスマップについて、情報を表示しま

す。

show class-map type queuing
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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

システムで現在有効なネットワーク qosおよび
キューイングポリシーマップに関する情報を表

示します。

show policy-map system

DSCPキューイングのステータスを示します。show hardware qos dscp-to-queue

共有バッファキューイングがイネーブルにさ

れ、適用されている場合に、共有バッファ

キューイングの状態を表示します。

show policy map interface ethernet module/slot
shared

選択したポートグループのポリシーマップ情

報を表示します。

show policy-map module x port-group y

ネットワーク qosテンプレートを変更する場合は、Fシリーズモジュールインターフェイスに単
独で付加されたキューイングポリシーを削除する必要があります。それは、キューイングポリ

シーが新しいネットワーク qosテンプレートと矛盾するためです。

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

F シリーズモジュールのキューイングおよびスケジュー
リングの設定例

例：入力キューイングポリシー設定

次に、入力キューイングポリシーを設定する例を示します。

policy-map type queuing p-4que-7e-drop-in
class type queuing 4q4t-7e-in-q1
queue-limit percent 45
bandwidth percent 25
class type queuing 4q4t-7e-in-q2
queue-limit percent 10
bandwidth percent 25
class type queuing 4q4t-7e-in-q3
queue-limit percent 45
bandwidth percent 25

policy-map type queuing p-4que-7e-ndrop-in
class type queuing 4q4t-7e-in-q4
queue-limit percent 100
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bandwidth percent 25
policy-map type queuing p-4que-7e-in
class type queuing c-4q-7e-drop-in
service-policy type queuing p-4que-7e-drop-in
queue-limit percent 70
class type queuing c-4q-7e-drop-in
service-policy type queuing p-4que-7e-ndrop-in
queue-limit percent 30

例：出力キューイングポリシー設定

次に、出力キューイングポリシーを設定する例を示します。

policy-map type queuing p-4que-6e-drop-out
class type queuing 1q3p1t-6e-out-pq1
priority level 1
shape average percent 50
class type queuing 1q3p1t-6e-out-q4
bandwidth remaining percent 100

policy-map type queuing p-4que-6e-ndrop-out
class type queuing 1q3p1t-6e-out-pq2
priority level 1
shape average percent 50
class type queuing 1q3p1t-6e-out-pq3
priority level 2

policy-map type queuing p-4que-6e-out
class type queuing c-4q-6e-drop-out
service-policy type queuing p-4que-6e-drop-out
bandwidth percent 70
class type queuing c-4q-6e-ndrop-out
service-policy type queuing p-4que-6e-ndrop-out
bandwidth percent 30

例：階層型キューイングポリシーの設定

次に、階層型キューイングポリシーを設定する例を示します。

policy-map type queuing inner-policy-1
class type queuing 1p3q1t-out-q1
bandwidth percent 40
class type queuing 1p3q1t-out-q2
bandwidth percent 60

policy-map type queuing inner-policy-2
class type queuing 1p3q1t-out-q3
bandwidth percent 40
class type queuing 1p3q1t-out-q4
bandwidth percent 60
class-map type queuing drop-class
match class-map 1p3q1t-out-q1
match class-map 1p3q1t-out-q2
class-map type queuing nodrop-class
match class-map 1p3q1t-out-q3
match class-map 1p3q1t-out-q4

policy-map type queuing example-hierarchical-policy
class type queuing drop-class
bandwidth percent 40

service-policy type queuing inner-policy-1
match class nodrop-class
percent 60

service-policy type queuing inner-policy-2

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

Switch# show hardware qos dscp-to-queue ingress

status: Enabled
module_type : f-series

F シリーズモジュールのキューイングおよびスケジュー
リングの機能履歴

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：F シリーズモジュールのキューイングおよびスケジューリングの機能履歴

機能情報リリース機能名

F3シリーズモジュールのみでの共有メ
モリバッファキューのサポート。

6.2(10)F3シリーズモジュールで
の共有バッファキューイ

ング

Fシリーズモジュールでの DSCP to
Queueマッピングをイネーブルにする 5
つのデフォルトのテンプレートのサポー

ト。

hardware qos dscp-to-queue ingress
module-typeコマンドを使用した DSCP
to Queueマッピングをイネーブルにする
ためのサポート。

6.2(2)DSCP to Queueマッピング

Cisco Nexus 7710スイッチおよび Cisco
Nexus 7718スイッチのみで 8個の出力
キューを提供する 4つの 4q8qポリシー
テンプレートのサポート。

6.2(2)4q8qポリシーテンプレー
トのサポート

4つの入力バッファをサポートする
default-8e-4q4q-policyテンプレートのサ
ポート。

6.1(3)4つの入力バッファのサ
ポート
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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

F2モジュールの DSCPマッピングのサ
ポート。

6.1(1)F2モジュールの DSCP
マッピング

この章が追加されました（章タイトルは

その後、他の Fシリーズモジュールを
収容するために変更されました）。

5.1(1)F1シリーズモジュールの
スケジューリングおよび

キューイング
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