QoS 統計情報のモニタリング
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方法について説明します。
• 機能情報の確認, 1 ページ
• QoS 統計情報について, 2 ページ
• ライセンスの要件, 2 ページ
• QoS 統計情報のモニタリングの前提条件, 2 ページ
• 統計情報のイネーブル化, 2 ページ
• 統計情報のモニタリング, 3 ページ
• 統計情報のクリア, 3 ページ
• QoS 統計情報のモニタリングの設定例, 4 ページ
• 統計情報の機能履歴, 5 ページ

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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QoS 統計情報について
デバイスの各種の QoS 統計情報を表示できます。 統計情報の機能はデフォルトでイネーブルに
なっていますが、ディセーブルにすることができます。 詳細については、「QoS 統計情報のモニ
タリングの設定例」の項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 Licensing Guide』を参照してください。

QoS 統計情報のモニタリングの前提条件
QoS 統計情報のモニタ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」のコンセプトに精通している。
• 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。

統計情報のイネーブル化
デバイスのすべてのインターフェイスについて、QoS 統計情報をイネーブルまたはディセーブル
にできます。 デフォルトでは、QoS 統計情報はイネーブルになっています。

（注）

M1 モジュールでは、QoS 統計情報がディセーブルの場合、show policy-map interface num type
queuing コマンドからの出力は 90 秒ほど遅れる場合があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# configure terminal

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。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

switch(config)# [no] qos
statistics

すべてのインターフェイスで QoS 統計情報をイ
ネーブルにします。
no オプションは QoS 統計情報をディセーブルし
ます。

ステップ 3

switch(config)# show
policy-map interface

（任意）
すべてのインターフェイス上の統計情報のステー
タスおよび設定済みのポリシー マップを表示し
ます。

ステップ 4

switch(config)# show
policy-map vlan

（任意）
すべての VLAN 上の統計情報のステータスおよ
び設定済みのポリシー マップを表示します。

ステップ 5

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

統計情報のモニタリング
すべてのインターフェイスについて、あるいは選択したインターフェイス、データ方向、または
QoS タイプについて、QoS 統計情報を表示できます。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

switch# show policy-map
[policy-map-name] [interface] [vlan]
[input | output] [type {control-plane |
network-qos | qos | queuing}]

すべてのインターフェイスまたは指定したイン
ターフェイス、すべての VLAN または指定し
た VLAN、データ方向、および QoS タイプに
ついて、統計情報および設定済みのポリシー
マップを表示します。

統計情報のクリア
すべてのインターフェイスについて、あるいは選択したインターフェイス、データ方向、または
QoS タイプについて、QoS 統計情報をクリアできます。
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手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 switch# clear qos statistics
[interface] [vlan] [input | output]
[type {qos | queuing}]

目的
すべてのインターフェイスまたは指定したインター
フェイス、すべてのVLANまたは指定したVLAN、
データ方向、または QoS タイプについて、統計情
報および設定済みのポリシー マップをクリアしま
す。

QoS 統計情報のモニタリングの設定例
次に、QoS 統計情報の表示方法の例を示します。
switch(config)# show policy-map interface ethernet 8/1
Global statistics status: enabled
Ethernet8/1
Service-policy (qos) input: pmap
policy statistics status: enabled
Class-map (qos): map (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: cos 0
police cir 10 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop
Class-map (qos): map1 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: dscp 0
police cir 10 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop
Class-map (qos): map2 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: precedence 5
police cir 20 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop
Class-map (qos): map3 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: cos 3
police cir 30 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop
Class-map (qos): map4 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: packet length 100
police cir 40 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop
Class-map (qos): map5 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: access-group foo
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police cir 50 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop
Class-map (qos): class-default (match-any)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
police cir 60 mbps bc 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: transmit
violated 0 bytes, 0 bps action: drop

show policy-map 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。

統計情報の機能履歴
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 1：統計情報の機能履歴

機能名

リリース

リリース 4.1(2) からの変更 5.1(1)
はなし

機能情報
—

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
5

QoS 統計情報のモニタリング
統計情報の機能履歴

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
6

