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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
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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

トを必要な頻度で定期的に出力することです。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。

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が提供されます。

提供されるシステム定義のキューイングクラスマップを変更することはできません。（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。

• TCPまたは非 TCPトラフィックにWREDを適用します。

• TCPまたは非 TCPトラフィックにテールドロップを適用します。

輻輳管理
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小および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。

輻輳管理の設定の詳細については、「出力キューでのWREDの設定」の項を参照してください。
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Explicit Congestion Notification
ECNはWREDの拡張で、平均キュー長が特定のしきい値を超えた場合にパケットをドロップせず
にマーキングします。WREDECN機能を設定すると、ルータとエンドホストは、このマーキング
をネットワークの輻輳によってパケットの送信速度が低下していることを示す警告として使用し

ます。

network-qosポリシークラスのWREDおよび ECNをイネーブルにすると、システムのすべて
のポートでWREDおよび ECNがイネーブルにされることを意味します。

（注）

拡張出力キュー（EOQ）では、帯域幅管理用の Approximate Fair-Drop（AFD）機能は常にイ
ネーブルです。WREDの設定は EOQでは無視されます。EOQの設定はポートポリシー別で
はなく、システムキューイングポリシーに基づいています。

（注）

トラフィックシェーピング
トラフィックシェーピングでは、インターフェイスから出力されるトラフィックを制御して、リ

モートターゲットインターフェイスの速度にフローを合わせ、指定されているポリシーにトラ

フィックを準拠させることができます。ダウンストリーム要件を満たすために、特定のプロファ

イルに適合するトラフィックをシェーピングすることができます。トラフィックシェーピング

は、データレートの不一致があるトポロジのボトルネックを解消します。

トラフィックシェーピングは、各ポートの出力キューに最大トラフィックレートを強制すること

で、パケットフローを制御および均一化します。しきい値を超えたパケットはキューに配置さ

れ、後で送信されます。トラフィックシェーピングはトラフィックポリシングと似ていますが、

パケットはドロップされません。パケットがバッファに入れられるため、トラフィックシェーピ

ングでは、（キュー長に基づく）パケット損失が最小限に抑えられ、TCPトラフィックに対して
より優れたトラフィック動作が実現します。

トラフィックシェーピングを使用して、使用可能な帯域幅へのアクセスの制御、トラフィックに

対して設定されたポリシーへのトラフィックの確実な準拠、およびトラフィックのフロー制御を

実施することにより、出力トラフィックがそのリモートのターゲットインターフェイスのアクセ

ス速度を超過したときに発生する可能性のある輻輳を回避することができます。たとえば、ポリ

シーによって、アクセスレートがインターフェイス速度を上回っていても、そのインターフェイ

スのレートが（平均で）特定のレートを上回るべきではないとされている場合に、帯域幅へのア

クセスを制御できます。

キュー長のしきい値は、WRED設定を使用して設定されます。
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トラフィックシェーピングは、ALE対応デバイスの 40G前面パネルポートではサポートされ
ません。システムレベルでトラフィックシェーピングが設定されている場合、この設定は無

視され、エラーメッセージが表示されません。ポートレベルでトラフィックシェーピングコ

マンドが設定されている場合、この設定は拒否され、エラーメッセージが表示されます。

（注）

キューイングおよびスケジューリングのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

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

NX-OSイメージにバンドルされており、無料で
提供されます。NX-OSライセンス方式の詳細に
ついては、『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参
照してください。

Cisco NX-OS

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について理解している。

•デバイスにログインしている。

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。

• internalキーワードが付いている showコマンドはサポートされていません。

•デバイスは、システムレベルのキューイングポリシーをサポートしているため、キューイ
ングポリシーを設定すると、システムのすべてのポートが影響を受けます。

• typequeuingポリシーは、入力もしくは出力トラフィックの個別のインターフェイス、または
システムに結合できます。
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•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。

•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でパフォーマンスの低下が発生する可能性

があります。

•トラフィックシェーピングは、パケットがキューイングされると、ストアアンドフォワード
モードにフォールバックするため、キューイングによるパケットの遅延が大きくなる可能性

があります。

•トラフィックシェーピングは、Cisco Nexus 9300 40 Gのポートではサポートされません。

• 1個のクラスマップキュー（SPQ）のプライオリティを設定する場合、QoSグループ 3のプ
ライオリティを設定する必要があります。複数のクラスマップキュー（SPQ）のプライオリ
ティを設定する場合、これよりも大きな番号のQoSグループのプライオリティを設定する必
要があります。また、QoSグループは、相互に隣接している必要があります。たとえば、2
個の SPQを使用する場合は、QoSグループ 3と QoSグループ 2のプライオリティを設定す
る必要があります。

• 100G対応デバイス（N9K-M4PC-CFP2 GEM搭載 Cisco Nexus 9300シリーズスイッチなど）
のキュー制限について。

◦デバイスでサポートされている動的な queue-limitの最大アルファ値は 8より大きい場合
があります。ただし、サポートされる最大アルファ値は 8です。アルファ値を 8より大
き値にした設定は、最大アルファ値である 8で上書きされます。

アルファ値が上書きされても、それに関するメッセージは発行されません。

◦静的な queue-limitの最大セルは 20,000です。20,000のセル制限よりも大きい値の指定
は、上限である 20,000で上書きされます。

セル制限が上書きされても、それに関するメッセージは発行されません。

• 100G対応デバイス（N9K-M4PC-CFP2 GEM搭載 Cisco Nexus 9300シリーズスイッチなど）
でのWREDしきい値の最大セルは20,000です。20,000のセル制限よりも大きい値の指定は、
上限である 20,000で上書きされます。

セル制限が上書きされても、それに関するメッセージは発行されません。

• FEXは、次のものをサポートします。

◦ HIFからNIFトラフィックでの、システムインプット（入力）レベルのキューイング。

◦ NIFからHIFトラフィックおよびHIFからHIFトラフィックでの、システムアウトプッ
ト（出力）レベルのキューイング。

•スイッチサポートのシステムキューイングポリシーを設定すると、FEXはデフォルトポリ
シーを使用します。
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• FEXQoSシステムレベルキューイングポリシーは、WRED、queue-limit、シェーピング、ま
たはポリシング機能をサポートしていません。

• FEX QoSシステムレベルキューイングポリシーは、複数のプライオリティレベルをサポー
トしていません。

• Cisco Nexus 9200シリーズスイッチで高いアルファ値を割り当てると、利用可能なバッファ
スペースで予想される量の 50 %以上が使用されます。

低いアルファ値を割り当てると（7未満）、利用可能なバッファスペースで予想される量の
50 %の使用が保証されます。

• Cisco Nexus 9200シリーズスイッチの場合、静的キュー制限がキューに設定されると、静的
に指定された制限と動的な制限の両方が、動的しきい値（アルファ値）を使用して計算され

ます（NX-OS 7.0(3)I3(1)以降のリリース）。

バッファブースト

バッファブースト機能により、ラインカードで追加バッファが使用できるようになります。この

機能は N9K-X9564PXなどのラインカードではデフォルトでイネーブルです。

•バッファブースト機能をイネーブルにするコマンドは buffer-boostです。

•バッファブースト機能をディセーブルにするコマンドは no buffer-boostです。

一般に、バッファブースト機能をディセーブルにしないことを推奨します。ただし、N9K-X9636PQ
ベースのラインカードおよび N9K-X9564PXベースのラインカードから、2つの異なるメンバー
ポートをポートチャネリングする必要がある場合には、バッファブーストをディセーブルにする

必要があります。ただし、ACI対応リーフラインカードとスタンドアロンラインカードの間でこ
のような設定をポートチャネリングすることは推奨されません。

N9K-X9636PQなどのラインカードは、バッファブースト機能を提供しません。（注）

解決の順序

ここでは、一時停止バッファ設定およびプライオリティグループのキュー制限の解決の順序につ

いて説明します。

•一時停止バッファ設定

一時停止バッファ設定は、次の順序で解決されます。

◦インターフェイス入力キューイングポリシー（適用および当該クラスでの一時停止バッ
ファの設定時）。

◦システム入力キューイングポリシー（適用および当該クラスでの一時停止バッファの設
定時）。

◦システムネットワーク QoSポリシー（適用および当該クラスでの一時停止バッファの
設定時）。
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◦ポート速度に関するデフォルト値。

•プライオリティグループのキュー制限

プライオリティグループのキュー制限は、次の順序で解決されます。

◦インターフェイス入力キューイングポリシー（適用および当該クラスでのキュー制限の
設定時）。

◦システム入力キューイングポリシー（適用および当該クラスでのキュー制限の設定時）。

◦ hardware qos ing-pg-share設定で指定される値。

◦システムのデフォルト値。

入力キューイング

入力キューイングに関する注意を以下に示します。

•デフォルトのシステム入力キューイングポリシーは存在しません。

•入力キューイングポリシーは、指定された一時停止バッファ設定の上書きに使用されます。

• CiscoNexus9000NX-OSを以前のリリースにダウングレードした場合は、すべての入力キュー
イング設定を削除する必要があります。

•入力キューイング機能がサポートされるのは、プライオリティフロー制御がサポートされて
いるプラットフォームだけです。

•入力キューイングは 100Gポートを備えたデバイスではサポートされていません。

• X9732C-EXラインカードを備えた Cisco Nexus 9508スイッチ、Cisco Nexus 93108TC-EX、
93180YC-EXスイッチの場合、入力キューイングポリシーはシステムレベルでのみサポート
されています（インターフェイスレベルではありません）。

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、出力インターフェイスに適用する、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。

ポリシーマップとクラスマップの設定の詳細については、「モジュラ QoSコマンドラインイン
ターフェイス（MQC）の使用」の項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、トラフィックシェーピング、

帯域幅など）を設定できます。
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WREDは、ALE対応デバイスの前面パネル 40Gアップリンクポートではサポートされていま
せん。システムレベルでWREDが設定されている場合、この設定は無視され、エラーメッ
セージは表示されません。ポートレベルでWREDが設定されている場合、この設定は拒否さ
れ、エラーメッセージが表示されます。

（注）

システム定義ポリシーマップである 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。

タイプキューイングポリシーの設定

出力のタイプキューイング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グループで識
別され、システムまたは入力/出力トラフィックの個別のインターフェイスに結合できます。

入力キューイングポリシーを使用して、一時停止バッファしきい値を設定します。詳細につ

いては、「プライオリティフロー制御」の項を参照してください。

（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. policy-maptype queuingpolicy-name
3. classtype queuingclass-name
4. priority
5. no priority
6. shape {kbps |mbps | gbps} burst sizeminminimum bandwidth
7. bandwidth percentpercentage
8. no bandwidth percentpercentage
9. priority levellevel
10. queue-limitqueue size [dynamicdynamic threshold]

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。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文字の英
policy-maptype
queuingpolicy-name

ステップ 2   

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

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。

classtype
queuingclass-name

ステップ 3   

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。

priorityステップ 4   

（任意）このクラスのトラフィックから完全プライオリティキューイン

グを削除します。

no priorityステップ 5   

このキューにバーストサイズと最小保証帯域幅を指定します。shape {kbps |mbps | gbps}
burst sizeminminimum
bandwidth

ステップ 6   

クラスに重みを割り当てます。完全プライオリティキューがない場合、

クラスはインターフェイス帯域幅に割り当てられたパーセンテージを受け

bandwidth
percentpercentage

ステップ 7   

取ります。ただし、完全プライオリティキューが存在する場合は、それ

が帯域幅の共有を最初に受け取ります。残りの帯域幅は、帯域幅のパーセ

ンテージで設定されたクラス間の重み付けに基づいて共有されます。たと

えば、完全プライオリティキューが帯域幅の 90パーセントを占めている
状況で、あるクラスに 75パーセントの重み付けが設定されている場合、
そのクラスは帯域幅の残りの10パーセントのうちの75パーセントを受け
取ることになります。

帯域幅をクラス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）

（任意）帯域幅の指定をこのクラスから削除します。no bandwidth
percentpercentage

ステップ 8   

（任意）Cisco Nexus 9000シリーズスイッチに、完全プライオリティレ
ベルを指定します。これらのレベルは、1、2、または 3です。

priority levellevelステップ 9   

（任意）CiscoNexus 9000シリーズスイッチのキューで利用できる静的ま
たは動的な共有制限を指定します。静的なキュー制限は、増大するキュー

に固定のサイズを定義します。

queue-limitqueue size
[dynamicdynamic threshold]

ステップ 10   

動的なキュー制限は、アルファ値の観点から利用可能なフリーセルの検

出数によってキューのしきい値サイズを決定します。

Cisco Nexus 9200シリーズスイッチは、アルファ値について、
クラスレベルの動的しきい値設定のみをサポートします。これ

は、クラス中のすべてのポートが同じアルファ値を共有するこ

とを意味します。

（注）
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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、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）

出力キューでのテールドロップの設定

しきい値を設定することにより、出力キューでテールドロップを設定できます。しきい値を超え

るパケットはすべて、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。

手順の概要

1. configure terminal
2. policy-map [type queuing] [match-first] [policy-map-name]
3. classtype queuingclass-name
4. queue-limit {queue-size [bytes | kbytes |mbytes] | dynamicvalue}
5. （任意）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
および 4を繰り返します。

6. show policy-map [type queuing [policy-map-name | default-out-policy]]
7. copy running-config startup-config

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。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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。ポリシー

policy-map [type queuing] [match-first]
[policy-map-name]

例：
switch(config)# policy-map type
queuing shape_queues
switch(config-pmap-que)#

ステップ 2   

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。クラスキューイング

classtype queuingclass-name

例：
switch(config-pmap-que)# class type
queuing c-out-q1
switch(config-pmap-c-que)#

ステップ 3   

名は、前述の「システム定義のタイプキューイングクラスマッ

プ」表に示されています。

バイト、キロバイト、メガバイト単位のキューサイズに基づいて

テールドロップしきい値を割り当てるか、使用可能な空きセルの

queue-limit {queue-size [bytes | kbytes |
mbytes] | dynamicvalue}

例：
switch(config-pmap-c-que)#
queue-limit 1000 mbytes

ステップ 4   

数に応じてキューのしきい値サイズを動的に決定できるようにし

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。

バイトベースのキューサイズの有効な値は 1～ 83886080です。
ダイナミックキューのサイズの有効な値は次の 0～ 10です。

Leaf Spine Engine
（LSE）対応スイッ
チ

ネットワークフォ

ワーディングエンジ

ン（NFE）対応ス
イッチ

アルファ値

1/81/1280

1/41/641

1/21/322

3/41/163

1 1/81/84

1 3/41/45

31/26

517

828

1449

18810

たとえば、ダイナミックキューサイズとして 6を設定すると、
alpha値は½です。ダイナミックキューサイズとして 7を設定す
ると、alpha値は 1です。
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目的コマンドまたはアクション

queue-limitを計算する際には、以下の点を考慮してください。

queue-limit = (alpha/(1 + alpha)) xバッファ合計数

たとえば、ダイナミックキューサイズに 7を使用して queue-limit
を設定する場合、queue-limitの最大値は「(1/(1+1)) x合計バッファ
数」になります。つまり、「queue-limit=½x合計バッファ数」と
なります。

ALE対応デバイスのしきい値の設定は、システムレベ
ルでのみサポートされます。ポートレベルではサポー

トされません。

（注）

（任意）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

ステップ 5   

るには、ステップ 3および 4を繰り返
します。

（任意）設定済みのすべてのポリシーマップ、すべてのタイプ

キューイングのポリシーマップ、選択したタイプキューイング

show policy-map [type queuing
[policy-map-name | default-out-policy]]

例：
switch(config-pmap-c-que)# show
policy-map type queuing shape_queues

ステップ 6   

のポリシーマップ、またはデフォルトの出力キューイングポリ

シーに関する情報を表示します。

（任意）実行コンフィギュレーション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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 7   

出力キューでの WRED の設定
出力キューで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、キューに対するすべてのパケットがドロップされます。

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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手順の概要

1. configure terminal
2. policy-maptype queuing {[match-first] policy-map-name}
3. classtype queuingclass-name
4. random-detect [minimum-thresholdmin-threshold {packets | bytes | kbytes |mbytes}

maximum-thresholdmax-threshold {packets | bytes | kbytes |mbytes}
drop-probabilityvalueweightvalue] [threshold {burst-optimized |mesh-optimized}] [ecn]

5. （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と 4を繰り返
します。

6. （任意） congestion-control random-detect forward-nonecn

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。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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。ポリシー

policy-maptype queuing {[match-first]
policy-map-name}

例：
switch(config)# policy-map type
queuing p1
switch(config-pmap-que)#

ステップ 2   

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。クラスキューイ

classtype queuingclass-name

例：
switch(config-pmap-que)# class type
queuing c-out-q1
switch(config-pmap-c-que)#

ステップ 3   

ング名は、前述の「システム定義のタイプキューイングクラス

マップ」表に示されています。

指定されたキューイングクラスの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最大のし

random-detect
[minimum-thresholdmin-threshold {packets
| bytes | kbytes |mbytes}

ステップ 4   

きい値を指定できます。これらのしきい値は、パケット数、バ
maximum-thresholdmax-threshold {packets

イト数、キロバイト数、またはメガバイト数で設定できます。| bytes | kbytes |mbytes}
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。

しきい値は 1～ 52428800です。
drop-probabilityvalueweightvalue]
[threshold {burst-optimized |
mesh-optimized}] [ecn] 代わりに、バーストまたはメッシュトラフィック用に最適化さ

れたしきい値を指定するか、または明示的輻輳通知（ECN）に
例：
switch(config-pmap-c-que)#
random-detect

基づいてパケットをドロップするようにWREDを設定できま
す。

minimum-threshold 10 mbytes
maximum-threshold 20 mbytes
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目的コマンドまたはアクション

最小しきい値および最大しきい値のパラメータは、

Cisco Nexus 9300、N9K-X9564TX、および
N9K-X9564PXラインカードではサポートされていま
せん。

（注）

（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と 4を繰り
返します。

ステップ 5   

（任意）

非 ECN対応トラフィックにWREDしきい値をバイパスさせ、
出力キューの制限およびテールドロップが始まるまで拡大でき

congestion-control random-detect
forward-nonecn

例：
switch(config)# congestion-control
random-detect forward-nonecn

ステップ 6   

るようにします。このコマンドはWRED+ECN構成での使用を
意図したもので、非 ECN対応トラフィックのWREDドロップ
回避を想定した場合のものです。これが利用可能なのは、Cisco
NX-OSリリース 7.0(3)I4(2)以降のみであり、サポートされてい
るのは Cisco Nexus 9200シリーズスイッチ、Cisco Nexus
93108TC-EXと 93180YC-EXスイッチ、および Cisco Nexus 9508
スイッチで X9732C-EXラインカードを備えたものだけです。

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、最小および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、「出
力キューでのテールドロップの設定」の項を参照してください。

•優先パケットのドロップに対するWRED。詳細については、「出力キューでのWREDの設
定」の項を参照してください。
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帯域幅および帯域幅の残量の設定

最小のインターフェイス帯域幅（%）をキューに割り当てるように、出力キューの帯域幅および
残りの帯域幅を設定できます。

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）

手順の概要

1. configure terminal
2. policy-maptype queuing {[match-first] policy-map-name}
3. classtype queuingclass-name
4. インターフェイス帯域幅の最小レートを割り当てるか、または残りの帯域幅の割合を割り当て
ます。

•帯域幅の割合：

bandwidth {percentpercent}

•残りの帯域幅の割合：

bandwidth remaining percentpercent

5. （任意）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
および 4を繰り返します。

6. exit
7. show policy-map [type queuing [policy-map-name | default-out-policy]]
8. copy running-config startup-config

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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

policy-maptype queuing {[match-first]
policy-map-name}

例：
switch(config)# policy-map type queuing
shape_queues
switch(config-pmap-que)#

ステップ 2   

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。クラ

classtype queuingclass-name

例：
switch(config-pmap-que)# class type queuing
c-out-q1
switch(config-pmap-c-que)#

ステップ 3   

スキューイング名は、前述の「システム定義のタイプ

キューイングクラスマップ」表に示されています。

インターフェイス帯域幅の最小レートを割り

当てるか、または残りの帯域幅の割合を割り

当てます。

ステップ 4   •帯域幅の割合：

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。範囲は 0～ 100です。•帯域幅の割合：

この例では、帯域幅を基になるリンクレートの最

小割合である25%に設定する方法を示しています。
bandwidth {percentpercent}

•残りの帯域幅の割合：
•残りの帯域幅の割合：bandwidth remaining percentpercent
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。
例：

この例では、このキューの帯域幅を残りの帯域幅の

25%に設定しています。•帯域幅の割合：
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth
percent 25

•残りの帯域幅の割合：
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth
remaining percent 25

（任意）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および 4を繰り返します。

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。

exit

例：
switch(config-cmap-que)# exit
switch(config)#

ステップ 6   

（任意）設定済みのすべてのポリシーマップ、すべての

タイプキューイングのポリシーマップ、選択したタイ

showpolicy-map [type queuing [policy-map-name
| default-out-policy]]

例：
switch(config-pmap-c-que)# show policy-map
type queuing shape_queues

ステップ 7   

プキューイングのポリシーマップ、またはデフォルト

の出力キューイングポリシーに関する情報を表示しま

す。

（任意）実行コンフィギュレーションをスタートアップ

コンフィギュレーションに保存します。

copy running-config startup-config

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

ステップ 8   
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FEX の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。

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）

はじめる前に

FEXを設定する前に、feature-set fexをイネーブルにしておきます。

手順の概要

1. configure terminal
2. policy-maptype queuing {[match-first] policy-map-name}
3. classtype queuingclass-name
4. インターフェイス帯域幅の最小レートを割り当てるか、または残りの帯域幅の割合を割り当て
ます。

•帯域幅の割合：

bandwidth {percentpercent}

•残りの帯域幅の割合：

bandwidth remaining percentpercent

5. （任意）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
および 4を繰り返します。

6. exit
7. show policy-map [type queuing [policy-map-name | default-out-policy]]
8. copy running-config startup-config

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   
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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

policy-maptype queuing {[match-first]
policy-map-name}

例：
switch(config)# policy-map type queuing
shape_queues
switch(config-pmap-que)#

ステップ 2   

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。クラ

classtype queuingclass-name

例：
switch(config-pmap-que)# class type queuing
c-out-q1
switch(config-pmap-c-que)#

ステップ 3   

スキューイング名は、前述の「システム定義のタイプ

キューイングクラスマップ」表に示されています。

インターフェイス帯域幅の最小レートを割り

当てるか、または残りの帯域幅の割合を割り

当てます。

ステップ 4   •帯域幅の割合：

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。範囲は 0～ 100です。•帯域幅の割合：

この例では、帯域幅を基になるリンクレートの最

小割合である25%に設定する方法を示しています。
bandwidth {percentpercent}

•残りの帯域幅の割合：
•残りの帯域幅の割合：bandwidth remaining percentpercent
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。
例：

この例では、このキューの帯域幅を残りの帯域幅の

25%に設定しています。•帯域幅の割合：
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth
percent 25

•残りの帯域幅の割合：
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth
remaining percent 25

（任意）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および 4を繰り返します。

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。

exit

例：
switch(config-cmap-que)# exit
switch(config)#

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）設定済みのすべてのポリシーマップ、すべての

タイプキューイングのポリシーマップ、選択したタイ

showpolicy-map [type queuing [policy-map-name
| default-out-policy]]

例：
switch(config-pmap-c-que)# show policy-map
type queuing shape_queues

ステップ 7   

プキューイングのポリシーマップ、またはデフォルト

の出力キューイングポリシーに関する情報を表示しま

す。

（任意）実行コンフィギュレーションをスタートアップ

コンフィギュレーションに保存します。

copy running-config startup-config

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

ステップ 8   

次に、インターフェイスの帯域幅を設定する例を示します。

switch(config)# policy-map type queuing inq
switch(config-pmap-que)# class type queuing c-in-q3
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 30
switch(config-pmap-que)# class type queuing c-in-q2
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 20
switch(config-pmap-que)# class type queuing c-in-q1
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 10
switch(config-pmap-que)# class type queuing c-in-q-default
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 40

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（MQC）の使用」の項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。

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

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内

の残りの帯域幅しか使用できません。

（注）
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1個のクラスマップキュー（SPQ）のプライオリティを設定する場合、QoSグループ 3のプラ
イオリティを設定する必要があります。複数のクラスマップキュー（SPQ）のプライオリティ
を設定する場合、これよりも大きな番号の QoSグループのプライオリティを設定する必要が
あります。また、QoSグループは、相互に隣接している必要があります。たとえば、2個の
SPQを使用する場合は、QoSグループ 3と QoSグループ 2のプライオリティを設定する必要
があります。

（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. policy-maptype queuing {[match-first] policy-map-name}
3. classtype queuingclass-name
4. priority [levelvalue]
5. classtype queuingclass-name
6. bandwidth remaining percentpercent
7. （任意）他の非プライオリティキューに対する残りの帯域幅を割り当てるには、ステップ5～

6を繰り返します。
8. exit
9. show policy-map [type queuing [policy-map-name | default-out-policy]]
10. copy running-config startup-config

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。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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

policy-maptype queuing {[match-first]
policy-map-name}

例：
switch(config)# policy-map type queuing
priority_queue1
switch(config-pmap-que)#

ステップ 2   

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。クラス

classtype queuingclass-name

例：
switch(config-pmap-que)# class type
queuing c-out-q1
switch(config-pmap-c-que)#

ステップ 3   

キューイング名は、前述の「システム定義のタイプキュー

イングクラスマップ」表に示されています。
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目的コマンドまたはアクション

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。

priority [levelvalue]

例：
switch(config-pmap-c-que)# priority

ステップ 4   

（任意）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

classtype queuingclass-name

例：
switch(config-pmap-que)# class type
queuing c-out-q2
switch(config-pmap-c-que)#

ステップ 5   

す。クラスキューイング名は、前述の「システム定義のタ

イプキューイングクラスマップ」表に示されています。

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。

（任意）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。
bandwidth remaining percentpercent

例：
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth
remaining percent 25

ステップ 6   

（任意）他の非プライオリティキューに

対する残りの帯域幅を割り当てるには、

ステップ 5～ 6を繰り返します。

ステップ 7   

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。

exit

例：
switch(config-cmap-que)# exit
switch(config)#

ステップ 8   

（任意）設定済みのすべてのポリシーマップ、すべてのタ

イプキューイングのポリシーマップ、選択したタイプ

show policy-map [type queuing
[policy-map-name | default-out-policy]]

例：
switch(config)# show policy-map type
queuing priority_queue1

ステップ 9   

キューイングのポリシーマップ、またはデフォルトの出力

キューイングポリシーに関する情報を表示します。

（任意）実行コンフィギュレーション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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 10   

FEX の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（MQC）の使用」の項を参照してください。

Cisco Nexus 9000 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 7.x    
21

キューイングおよびスケジューリングの設定

FEX のプライオリティの設定



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。

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

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内

の残りの帯域幅しか使用できません。

（注）

1個のクラスマップキュー（SPQ）のプライオリティを設定する場合、QoSグループ 3のプラ
イオリティを設定する必要があります。複数のクラスマップキュー（SPQ）のプライオリティ
を設定する場合、これよりも大きな番号の QoSグループのプライオリティを設定する必要が
あります。また、QoSグループは、相互に隣接している必要があります。たとえば、2個の
SPQを使用する場合は、QoSグループ 3と QoSグループ 2のプライオリティを設定する必要
があります。

（注）

はじめる前に

FEXを設定する前に、feature-set fexをイネーブルにしておきます。

手順の概要

1. configure terminal
2. policy-maptype queuing {[match-first] policy-map-name}
3. classtype queuingclass-name
4. priority [levelvalue]
5. classtype queuingclass-name
6. bandwidth remaining percentpercent
7. （任意）他の非プライオリティキューに対する残りの帯域幅を割り当てるには、ステップ5～

6を繰り返します。
8. exit
9. show policy-map [type queuing [policy-map-name | default-out-policy]]
10. copy running-config startup-config
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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。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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。

policy-maptype queuing {[match-first]
policy-map-name}

例：
switch(config)# policy-map type queuing
priority_queue1
switch(config-pmap-que)#

ステップ 2   

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。クラス

classtype queuingclass-name

例：
switch(config-pmap-que)# class type
queuing c-out-q3
switch(config-pmap-c-que)#

ステップ 3   

キューイング名は、前述の「システム定義のタイプキュー

イングクラスマップ」表に示されています。

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。

priority [levelvalue]

例：
switch(config-pmap-c-que)# priority

ステップ 4   

FEX QoSプライオリティは c-out-q3クラスマッ
プでのみサポートされます。

（注）

（任意）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。

classtype queuingclass-name

例：
switch(config-pmap-que)# class type
queuing c-out-q3
switch(config-pmap-c-que)#

ステップ 5   

クラスキューイング名は、前述の「システム定義のタイプ

キューイングクラスマップ」表に示されています。

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。

（任意）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。
bandwidth remaining percentpercent

例：
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth
remaining percent 25

ステップ 6   

（任意）他の非プライオリティキューに

対する残りの帯域幅を割り当てるには、

ステップ 5～ 6を繰り返します。

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、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。

exit

例：
switch(config-cmap-que)# exit
switch(config)#

ステップ 8   

（任意）設定済みのすべてのポリシーマップ、すべてのタ

イプキューイングのポリシーマップ、選択したタイプ

show policy-map [type queuing
[policy-map-name | default-out-policy]]

例：
switch(config)# show policy-map type
queuing priority_queue1

ステップ 9   

キューイングのポリシーマップ、またはデフォルトの出力

キューイングポリシーに関する情報を表示します。

（任意）実行コンフィギュレーション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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 10   

次に、プライオリティのレベルを設定する例を示します。

switch(config)# policy-map type queuing inq_pri
switch(config-pmap-que)# class type queuing c-in-q3
switch(config-pmap-c-que)# priority
switch(config-pmap-que)# class type queuing c-in-q2
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth remaining percent 20
switch(config-pmap-que)# class type queuing c-in-q1
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth remaining percent 40
switch(config-pmap-que)# class type queuing c-in-q-default
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth remaining percent 40

トラフィックシェーピングの設定

出力キューでトラフィックシェーピングを設定し、出力キューに最小および最大レートを強制で

きます。

キューのトラフィック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

幅とは独立に行われます。

（注）
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システムキューイングポリシーは、内部ポートおよび前面パネルポートの両方に適用されま

す。トラフィックシェーピングがシステムのキューイングポリシーでイネーブルになってい

る場合、トラフィックシェーピングは内部ポートにも適用されます。ベストプラクティスと

して、システムキューイングポリシーでトラフィックシェーピングをイネーブルにしないで

ください。

（注）

トラフィックシェーピングは、Cisco Nexus 9300 40 Gのポートではサポートされません。（注）

はじめる前に

パケットのランダム検出の下限および上限しきい値を設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. policy-maptype queuing {[match-first] policy-map-name}
3. classtype queuingclass-name
4. shape minvalue {bps | gbps | kbps |mbps | pps}maxvalue {bps | gbps | kbps |mbps | pps}
5. （任意）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
および 4を繰り返します。

6. show policy-map [type queuing [policy-map-name | default-out-policy]]
7. copy running-config startup-config

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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

policy-maptype queuing {[match-first]
policy-map-name}

例：
switch(config)# policy-map type queuing
shape_queues
switch(config-pmap-que)#

ステップ 2   

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。クラ

classtype queuingclass-name

例：
switch(config)# class type queuing
c-out-q-default
switch(config-pmap-c-que)#

ステップ 3   

スキューイング名は、前述の「システム定義のタイプ

キューイングクラスマップ」表に示されています。

出力キューの最小および最大ビットレートを割り当てま

す。デフォルトのビットレートは bpsです。
shape minvalue {bps | gbps | kbps |mbps | pps}
maxvalue {bps | gbps | kbps |mbps | pps}

例：
switch(config-pmap-c-que)# shape min 10
bps max 100 bps

ステップ 4   

この例では、最小レート10bps（ビット/秒）および最大
レート 100 bpsにトラフィックをシェーピングしていま
す。

（任意）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および 4を繰り返します。

ステップ 5   

（任意）設定済みのすべてのポリシーマップ、すべての

タイプキューイングのポリシーマップ、選択したタイ

show policy-map [type queuing
[policy-map-name | default-out-policy]]

例：
switch(config)# show policy-map type
queuing shape_queues

ステップ 6   

プキューイングのポリシーマップ、またはデフォルト

の出力キューイングポリシーに関する情報を表示しま

す。

（任意）実行コンフィギュレーションをスタートアップ

コンフィギュレーションに保存します。

copy running-config startup-config

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

ステップ 7   

システムでのキューイングポリシーの適用
システムでキューイングポリシーをグローバルに適用します。

手順の概要

1. configure terminal
2. system qos
3. service-policy type queuing output {policy-map-name | default-out-policy}
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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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

システム qosモードを開始します。system qos

例：
switch (config)# system qos
switch (config-sys-qos)#

ステップ 2   

ポリシーマップをシステムの入力パケットまたは出力パ

ケットに追加します。

service-policy type queuing output
{policy-map-name | default-out-policy}

例：
switch (config-sys-qos)# service-policy
type queuing map1

ステップ 3   

outputキーワードは、そのポリシーマップがイ
ンターフェイスの送信トラフィックに適用され

ることを示します。

（注）

システムをデフォルトのキューイングサービス

ポリシーに戻すには、このコマンドの no形式
を使用します。

（注）

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の設定を確認するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

設定済みのすべてのクラスマップ、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

関する情報を表示します。

show class-map [type queuing [class-name]]

設定済みのすべてのポリシーマップ、すべての

タイプキューイングのポリシーマップ、選択

したタイプキューイングのポリシーマップ、

またはデフォルトの出力キューイングポリシー

に関する情報を表示します。

show policy-map [type queuing [policy-map-name
| default-out-policy]]

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
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QoS 共有バッファの制御
QoSバッファは、共有スペースおよびポート/キューごとにサポートします。すべてのフローに
よって共有される QoSバッファの制御は、予約を制限または無効化することで行えます。

hardware qos min-bufferコマンドは、QoS共有バッファを制御するために使用されます。

• all

すべての予約が有効となっている現在の動

作を ONにします。

• default

qos-group-0でのみ予約がイネーブルになり
ます。

• none

すべての qos-groupの予約をディセーブル
にします。

hardware qos min-buffer [all|default|none]

show hardware qos min-bufferコマンドは現在のバッファの設定を表示します。

QoS パケットバッファのモニタリング
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスには、ポートおよびダイナミック共有メモリごとに専用とし
て区切られた 12MBのメモリバッファがあります。各前面パネルポートの出力には、4個のユニ
キャストキューと 4個のマルチキャストキューがあります。バーストまたは輻輳シナリオでは、
各出力ポートはダイナミック共有メモリからバッファを消費します。

共有バッファのリアルタイムおよびピークステータスをポートごとに表示できます。セルの数に

関して、すべてのカウンタが表示されます。各セルは 208バイトです。また消費量と使用可能な
セルの数に関して、グローバルレベルバッファの消費を表示できます。

ALE対応デバイスでの共有バッファのモニタは、ポートレベルではサポートされていません。（注）

ここで紹介する例では、ポート番号は Broadcom ASICのポートです。（注）

次に、システムバッファ最大セル使用量カウンタをクリアする例を示します。

switch# clear counters buffers
Max Cell Usage has been reset successfully
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次に、特定のモジュールのバッファ使用率のしきい値を設定する例を示します。

switch(config)# hardware profile buffer info port-threshold module 1 threshold 10
Port threshold changed successfully

バッファしきい値機能は、no-dropクラスを設定している場合（PFC）、ポートでイネーブルに
なっていません。

（注）

設定されたしきい値のバッファカウントは、ポートのすべてのキューにおいて、そのポート

に使用されるすべてのバッファに対して、5秒ごとにチェックされます。
（注）

すべてのモジュールまたは特定のモジュールのすべてのポートに適用される、しきい値の割合

を設定できます。デフォルトのしきい値は、共有プール SP-0スイッチのセル数の 90%です。
この設定は、イーサネット（前面パネル）ポートおよび内部（HG）ポートの両方に適用され
ます。

（注）

バッファしきい値機能は、ACI対応デバイスのポートではサポートされていません。（注）

次に、インターフェイスハードウェアマッピングを表示する例を示します。

eor15# show interface hardware-mappings
Legends:

SMod - Source Mod. 0 is N/A
Unit - Unit on which port resides. N/A for port channels
HPort - Hardware Port Number or Hardware Trunk Id:
FPort - Fabric facing port number. 255 means N/A
NPort - Front panel port number
VPort - Virtual Port Number. -1 means N/A

--------------------------------------------------------------------
Name Ifindex Smod Unit HPort FPort NPort VPort
--------------------------------------------------------------------
Eth2/1 1a080000 4 0 13 255 0 -1
Eth2/2 1a080200 4 0 14 255 1 -1
Eth2/3 1a080400 4 0 15 255 2 -1
Eth2/4 1a080600 4 0 16 255 3 -1
Eth2/5 1a080800 4 0 17 255 4 -1
Eth2/6 1a080a00 4 0 18 255 5 -1
Eth2/7 1a080c00 4 0 19 255 6 -1
Eth2/8 1a080e00 4 0 20 255 7 -1
Eth2/9 1a081000 4 0 21 255 8 -1
Eth2/10 1a081200 4 0 22 255 9 -1
Eth2/11 1a081400 4 0 23 255 10 -1
Eth2/12 1a081600 4 0 24 255 11 -1
Eth2/13 1a081800 4 0 25 255 12 -1
Eth2/14 1a081a00 4 0 26 255 13 -1
Eth2/15 1a081c00 4 0 27 255 14 -1
Eth2/16 1a081e00 4 0 28 255 15 -1
Eth2/17 1a082000 4 0 29 255 16 -1
Eth2/18 1a082200 4 0 30 255 17 -1
Eth2/19 1a082400 4 0 31 255 18 -1
Eth2/20 1a082600 4 0 32 255 19 -1
Eth2/21 1a082800 4 0 33 255 20 -1
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Eth2/22 1a082a00 4 0 34 255 21 -1
Eth2/23 1a082c00 4 0 35 255 22 -1
Eth2/24 1a082e00 4 0 36 255 23 -1

キューイングおよびスケジューリングの設定例
ここでは、キューイングおよびスケジューリングの設定例を示します。

例：出力キューの WRED の設定
次に、出力キューでWRED機能を設定する例を示します。
configure terminal
class-map type queuing match-any c-out-q1
match qos-group 1

class-map type queuing match-any c-out-q2
match qos-group 1

policy-map type queuing wred
class type queuing c-out-q1
random-detect minimum-threshold 10 bytes maximum-threshold 1000 bytes

class type queuing c-out-q2
random-detect threshold burst-optimized ecn

例：トラフィックシェーピングの設定

次に、1000パケット/秒（pps）でトラフィックシェーピングを設定する例を示します。
configure terminal
class-map type queuing match-any c-out-q1
match qos-group 1

class-map type queuing match-any c-out-q2
match qos-group 1

policy-map type queuing pqu
class type queuing c-out-q1
shape min 100 pps max 500 pps
class type queuing c-out-q2
shape min 200 pps max 1000 pps

show policy-map type queuing pqu
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