
新機能および変更された機能に関する情報

この章の内容は、次のとおりです。

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
次の項を参照してください。

参照先追加または変更された

リリース

説明機能

QoS設定の注意事項と
制限事項

7.0(3)I2(1)show queuing interface
ethernet
slot/chassis_numberコマ
ンドの出力に、モ

ジュールとサマリの 2
つの追加オプションが

表示されます。これら

の追加オプションは、

機能に影響を与えませ

ん。

show queuing interface
ethernet
slot/chassis_numberコマ
ンドの出力に表示され

る 2つの追加オプショ
ン（モジュールおよび

サマリ）。
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参照先追加または変更された

リリース

説明機能

QoS設定の注意事項と
制限事項

QoS設定の確認

ジャンボMTUのイ
ネーブル化

トラフィッククラスの

プライオリティフロー

制御のイネーブル化

7.0(3)I2(1)以前のリリースでは、
policy-map type
network-qosのスイッ
チプロンプトは
switch(config-pmap-nq)#
でした。policy-map
type network-qosの新
しいスイッチプロンプ

トは、
switch(config-pmap-nqos)#
です。

policy-map type
network-qosの新しい
スイッチプロンプト、

switch(config-pmap-nqos)#。

QoS設定の注意事項と
制限事項

7.0(3)I2(1)network-qosのポリシー
マップで既存のクラス

が設定されていない場

合、新しいクラスマッ

プが作成され、プロン

プトが

(config-pmap-nqos)から
(config-cmap-nqos)に変
更されます。

network-qosクラスマッ
プが、ポリシーマップ

で使用されるときに自

動的に作成される。

QoS設定の注意事項と
制限事項

7.0(3)I2(1)network-qosポリシーが
適用されていない場合

でも、show queuing
interfaceコマンドに
よってキューが表示さ

れます。

show queuing interface
コマンドの出力の更

新。

QoS設定の注意事項と
制限事項

7.0(3)I2(1)show queuing interface
コマンドの出力に、内

部HiGig2インターフェ
イスに関するオプショ

ンが表示されます。こ

れらのインターフェイ

スは関係性がなく、こ

れらの追加オプション

は機能に影響を与えま

せん。

show queuing interface
コマンドの出力に表示

される追加オプショ

ン。
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参照先追加または変更された

リリース

説明機能

QoS設定の注意事項と
制限事項

7.0(3)I2(1)CLIコマンドの show
policy-map interface <>
type queuingの出力形式
およびフィールドが更

新されました。クラス

マップ（キューイン

グ）については、ポリ

シー、帯域幅のパーセ

ンテージ、キューのド

ロップパケット、およ

びキューの深さ（バイ

ト単位）のフィールド

が表示されます。

CLIコマンドの show
policy-map interface <>
type queuingの出力形式
およびフィールドの更

新。

QoS設定の注意事項と
制限事項

7.0(3)I2(1)以前のリリースでは、

デフォルトのキューイ

ングクラスからデフォ

ルトの帯域幅設定を削

除すると、帯域幅が50
%に設定されていまし
た。デフォルトの帯域

幅設定を削除すると、

帯域幅は、デフォルト

値の 100 %に設定され
ます。CLIコマンドの
bandwidth percent 50を
設定することにより、

帯域幅を 50 %に設定
できます。

デフォルトの帯域幅設

定を削除すると帯域幅

がデフォルト値の 100
%に設定される。

QoS設定の注意事項と
制限事項

7.0(3)I2(1)7.0(3)I2(1)より前のリ
リースでは、pmapコン
フィギュレーションで

プライオリティレベル

1のみがサポートされ
ていました。リリース

7.0(3)I2(1)以降では、
pmapコンフィギュレー
ションでプライオリ

ティレベル 2および 3
を設定できます。

pmapコンフィギュレー
ションでプライオリ

ティレベル 2および 3
を設定できる。
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参照先追加または変更された

リリース

説明機能

QoS設定の注意事項と
制限事項

ジャンボMTUの確認

7.0(3)I2(1)CLIコマンドの show
queuing interface eth <>
の出力形式および

フィールドが更新され

ました。出力には、す

べてのQoSグループ、
制御 QoSグループ、
SPAN QoSグループ、
およびPFC統計情報が
表示されます。新しい

形式では xonドロッ
プ、xoffドロップ、お
よびHWMTUフィール
ドは表示されません。

CLIコマンドの show
queuing interface eth <>
の出力形式および

フィールドの更新。

PFCのMMUバッファ
の予約

7.0(3)I2(1)プライオリティフロー

制御のMMUバッファ
が予約されます。

プライオリティフロー

制御のMMUバッファ
の予約。

ジャンボMTUの確認7.0(3)I2(1)show policy-map system
type network-qosコマン
ドを使用すると、QoS
グループに関して設定

されている HWMTU
が表示されます。

QoSグループに関して
設定されている HW
MTUの表示。

一時停止バッファしき

い値およびプライオリ

ティグループの設定

7.0(3)I2(1)10ギガビットポートお
よび40ギガビットポー
トでのMTU値が更新
されました。

MTU値の更新。
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