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第 1 章

最初にお読みください

Cisco IOS XE 16 に関する重要な情報

有能なCisco IOSXERelease 3.7.0E（Catalystスイッチング向け）およびCisco IOSXERelease 3.17S
（アクセスおよびエッジルーティング向け）の 2つのリリースは、コンバージドリリースの 1
つのバージョン（Cisco IOSXE16）へと進化（マージ）しました。本リリースでは、スイッチン
グおよびルーティングポートフォリオにおける幅広いアクセス製品およびエッジ製品をカバー

しています。

技術設定ガイドの機能情報の表には、機能が導入された時期が示されています。その他のプ

ラットフォームでその機能がサポートされた時期については示されていない場合があります。

特定の機能がご使用のプラットフォームでサポートされているかどうかを特定するには、製品

のランディングページに示されている技術設定ガイドを参照してください。技術設定ガイド

が製品のランディングページに表示されている場合は、その機能がプラットフォームでサポー

トされていることを示します。

（注）
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第 2 章

QoS CBQoS 管理のインターフェイスへのポ
リシーマッピングサポート

QoS CBQoS管理のインターフェイスへのポリシーマッピングサポート機能を使用すると、
CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIBのサービスポリシーテーブル全体を検索せずに、特定のイン
ターフェイスに適用されているサービスポリシーを見つけるために簡易ネットワーク管理プロ

トコル（SNMP）を使用することができます。この機能は、これらのマッピングを格納している
CISCO-CBP-TARGET-MIBを導入します。

• 機能情報の確認, 3 ページ

• QoS CBQoS管理のインターフェイスへのポリシーマッピングサポートの前提条件, 4 ペー
ジ

• QoS CBQoS管理のインターフェイスへのポリシーマッピングサポートの制約事項, 4 ペー
ジ

• QoS CBQoS管理のインターフェイスへのポリシーマッピングサポートに関する情報, 4
ページ

• QoS CBQoS管理のインターフェイスへのポリシーマッピングサポートの設定方法, 10 ペー
ジ

• QoS CBQoS管理のインターフェイスへのポリシーマッピングサポートの設定例, 10 ペー
ジ

• その他の参考資料, 11 ページ

• QoS CBQoS管理のインターフェイスへのポリシーマッピングサポートの機能情報, 12 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は、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。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
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プラットフォームおよび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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

QoS CBQoS 管理のインターフェイスへのポリシーマッピ
ングサポートの前提条件

• CISCO-CBP-TARGET-MIBをサポートするシスコルータで SNMPをイネーブルにする必要が
あります。

•ポリシーマップを設定し、ネットワーク内の入力方向または出力方向のインターフェイスに
接続する必要があります。

QoS CBQoS 管理のインターフェイスへのポリシーマッピ
ングサポートの制約事項

• CISCO-CBP-TARGET-MIBはMIBオブジェクトの読み取り専用（RO）権限に限定されます。

QoS CBQoS 管理のインターフェイスへのポリシーマッピ
ングサポートに関する情報

QoS CBQoS 管理のインターフェイスへのポリシーマッピングサポート
機能の概要

特定のインターフェイスに適用されたQoSサービスポリシー（より一般的にはターゲットと呼ば
れる）を検索するには、CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB内の cbQosServicePolicyTable全体を検索
する必要があります。このプロセスは非常に時間がかかる場合があるため、大規模な設定には適

していません。

この解決策は、ターゲットに適用されているサービスポリシーにすべてのタイプのターゲットを

マッピングできる、より一般的なMIBであるCISCO-CBP-TARGET-MIBを作成することでした。

CISCO-CBP-TARGET-MIBは、各ポリシーを管理するテーブルの行ポインタを使用して、ポリシー
インスタンス（サービスポリシー）およびポリシーマップ設定データへのリンクを提供すること
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により、対応する接続されたサービスポリシーにポリシーターゲットをマッピングします。

CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIBのポリシータイプについて、CISCO-CBP-TARGET-MIBは
cbQosServicePolicyTableおよび cbQosPolicyMapCfgTableの行にターゲットをそれぞれマッピング
します。

次の図は、CISCO-CBP-TARGET-MIBと CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIBとの関係を示します。

図 1：CISCO-CBP-TARGET-MIB と CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB との関係

CISCO-CBP-TARGET-MIB オブジェクトおよび説明

CISCO-CBP-TARGET-MIBは、特定のターゲットへのクラスベースのポリシー割り当てを説明す
る ccbptTargetTableから構成されます。

次の表は CISCO-CBP-TARGET-MIBオブジェクトおよびその説明を示します。

表 1：CISCO-CBP-TARGET-MIB オブジェクトおよび説明

説明オブジェクト

ccbptTargetTableで新しい概念行の作成に使用可
能な ccbptPolicyIdの次の使用可能な値を示しま
す。これは、読み取り専用のスカラオブジェク

トであるため、値は 0になります。

ccbptPolicyIdNext
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説明オブジェクト

特定のターゲットへのクラスベースのポリシー

割り当てについて説明します。

これはMIBにあるポーラブルオブ
ジェクトではありません。

（注）

ccbptTargetEntry

ifIndex、ATM仮想回線（VC）、フレームリ
レーデータリンク接続識別子（DLCI）、また
はコントロールプレーンなどのターゲットのタ

イプを示します。表示される値は次のとおりで

す。

•ターゲットタイプが1に等しい場合、ター
ゲットは ifIndexです。

•ターゲットタイプが2に等しい場合、ター
ゲットは ATM VCです。

•ターゲットタイプが3に等しい場合、ター
ゲットはフレームリレー DLCIです。

•ターゲットタイプが4に等しい場合、ター
ゲットはコントロールプレーンです。

ccbptTargetType

ターゲットタイプで示されるフォーマットで

ターゲット IDを提供します。このオブジェク
トには、ターゲットタイプの値に従って解釈さ

れる可変長オクテットが含まれます。

ccbptTargetId

input(2)または output(3)の、ターゲットに対す
る方向を示します。

ccbptTargetDir

ターゲットに適用するポリシーのタイプを示

し、cbQos MIB関係を示します。
ccbptPolicySourceType

ターゲットに適用されるサービスポリシーのこ

のインスタンスの cbQoSPolicyIndex値が含まれ
ます。このオブジェクトは、サービスポリシー

を識別するために使用される任意の整数です。

ccbptPolicyId

行のステータスを示します。このオブジェクト

は常に active(1)です。
ccbptTargetStatus

行のストレージタイプを示します。このオブ

ジェクトは常に volatile(2)です。
ccbptTargetStorageType
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説明オブジェクト

このターゲットのポリシーマップ設定を示す

cbQosPolicyMapCfgTableの行をポイントしま
す。

ccbptPolicyMap

このターゲットに割り当てられているポリシー

マップインスタンスを示す

cbQosServicePolicyTableの行をポイントします。

ccbptPolicyInstance

このポリシーマップが適用された時刻を示しま

す。

ccbptPolicyAttachTime

エントリが追加または削除された時刻を示しま

す。これは、ccbptTargetTableエントリに含まれ
ないスカラオブジェクトです。

ccbptTargetTableLastChange

インデックス値のデコード

CISCO-CBP-TARGET-MIBには、クラスベースのポリシーマッピングを持つターゲットを表現す
るためのテキストの表記法を定義するオブジェクトが含まれます。ターゲットには、クラスベー

スのポリシーを適用できる任意の論理インターフェイスまたはエンティティを指定できます。

ccbptTargetは ccbptTargetTypeの値に従って解釈する必要がある一連のオクテットです。

次の図は、タイプ genIf(1)のサンプルインデックスと、設定マッピングデータの出力に対応する
インデックス値をデコードする方法について説明します。

図 2：マッピングデータ出力のサンプルインデックス

上の図はccbptPolicyMapオブジェクトのインスタンスに対するオブジェクト ID（OID）のインデッ
クス部分のマッピングを示します。インデックスの各部分の定義は次のとおりです。

Configuration Policy Mapping Data
-------------------------------
ccbptPolicyMap.1.4.0.0.6.97.3.1.3001 = cbQosPolicyMapName.1293
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左から右に説明します。

• ccbptTargetType：値 1は genIf(1)である ccbptTargetTypeを示します。ターゲットタイプは
ccbptTargetIdに含まれる値が ifIndex値であることを示します。

• ccbptTargetId長：4の値は、次に続く ccbptTargetIdの長さが 4バイトであることを示します。
ccbptTargetIdは、可変長のオクテット文字列としてMIBに定義されています。テーブルのイ
ンデックスでこのオブジェクトを示すには、オブジェクトの前にオクテット文字列の長さを

示すことが必要です。

• ccbptTargetId：0.0.6.97の値は、ターゲット IDを示します。3番目のインデックスの長さは全
体のインデックスの 2番目のバイトの値によって決まります（この例では、ターゲット ID
の長さは 4バイトです）。サポートされる ccbptTargetId値については、QoS CBQoS管理の
インターフェイスへのポリシーマッピングサポート機能の概要, （4ページ）を参照して
ください。

ifIndex の数値の例

次の図は、ifIndex ccbptTargetId、0.0.6.97の数値を示します。

図 3：ifIndex の数値

• ccbptTargetDirection：値 3は ccbptTargetの出力方向を示します。

• ccbptPolicyType：値 1は ciscoCbQos(1)である ccbptPolicyTypeを示します。

• ccbptPolicyId：値 3001は、ターゲットに適用されるポリシーインスタンスのポリシーイン
デックス整数である ccbptPolicyIdを示します。値 3001は、CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB
の cbQosServicePolicyTableの対応するエントリの cbQosPolicyIndexの値と等しくなります。

• cbQosPolicyMapName.1293：値は、この ccbptTargetIdの出力方向に適用されるポリシーマッ
プの設定を説明する、cbQosPolicyMapTableの行を示します。
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ccbptTargetId の設定可能な値

次の図は、サポートされる ccbptTargetId値を示します。

図 4：ccbptTargetId 値

• genIf(1)、オクテット文字列（SIZE(4)）の場合：ifIndex (4d)。値 (4d)は、例の ccbptTargetId
の長さの 4バイトの 10進数です。

• atmPvc(2)、オクテット文字列（SIZE(8)）の場合：ATM PVC（4d:2d:2d）。ATM PVCは 8バ
イト（4d:2d:2d）の長さの ccbptTargetIdを持ちます。

• frDlci(3)、オクテット文字列（SIZE(6)）：フレームリレー ifIndexは最初の 4バイトで、DLCI
は最後の 2バイトです（4d:2d）。

• controlPlane(4)、オクテット文字列（SIZE(4)）：コントロールプレーンのエンティティ (4d)。

CISCO-CBP-TARGET-MIB のオブジェクト

CISCO-CBP-TARGET-MIBで使用される表記法は、Abstract Syntax Notation One（ASN.1）で定義
されている規則に従います。ASN.1は、特定のコンピュータ構造およびプレゼンテーション技法
からデータタイプを個別に説明するオープンシステムインターコネクション（OSI）言語を定義
します。MIBの各オブジェクトには、オブジェクトの意味と用途の説明を含む DESCRIPTION
フィールドが含まれます。このフィールドは、オブジェクトのその他の特性（SYNTAX、
MAX-ACCESS、および INDEX）とともに、管理アプリケーションの開発や、ドキュメンテーショ
ンおよびテストのために、必要な情報を提供します。

ネットワーク管理者は、SNMPベースのネットワーク管理システム（NMS）によって
CISCO-CBP-TARGET-MIBのエントリ（オブジェクト）にアクセスできます。また、標準のSNMP
get操作およびgetnext操作を使用して、CISCO-CBP-TARGET-MIB情報を取得できます。

CISCO-CBP-TARGET-MIB のスカラオブジェクト

CISCO-CBP-TARGET-MIBには、次のサポートされていないスカラオブジェクトが含まれていま
す。
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• ccbptPolicyNext：ccbptTargetTableで新しい概念行の作成に使用可能な ccbptPolicyIdの次の使
用可能な値を示します。使用可能な IDがない場合、このオブジェクトの値は0になります。
このオブジェクトは読み取り専用で、サポートされません。

CISCO-CBP-TARGET-MIBには、次のサポートされていないスカラオブジェクトが含まれます。

• ccbptTargetTableLastChange：ccbptTargetTableでエントリの最後の追加または削除された時点
での sysUpTimeの値を示します。エントリの数がローカルネットワーク管理システムの最後
の再初期化以降変わらない場合、このオブジェクトの値は 0です。このオブジェクトは読み
取り専用で、サポートされています。

CISCO-CBP-TARGET-MIB での通知

CISCO-CBP-TARGET-MIBに通知はありません。

QoS CBQoS 管理のインターフェイスへのポリシーマッピングサポート
の利点

サービスポリシーが数千のインターフェイスに適用されている展開では、インターフェイスまた

はターゲットごとの QoS統計情報と設定情報を、CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIBの機構を使用
して取得することは困難です。対応するcbQosPolicyIndexを見つけてインターフェイス（ターゲッ
ト）に適用されるサービスポリシーの設定と統計情報を検索するには、MIB内の
cbQosServicePolicyTableのリニア検索を実行する必要があります。

CISCO-CBP-TARGET-MIBは、ターゲットからターゲットに適用されているサービスポリシーに
直接マッピングを提供し、このサービスポリシーの設定情報を提供します。

QoS CBQoS 管理のインターフェイスへのポリシーマッピ
ングサポートの設定方法

この機能を設定する特別な方法はありません。SNMPおよび QoS設定作業の詳細については、
「Configuring SNMPSupport」モジュール、『Cisco IOSNetworkManagement CommandReference』、
および『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command Reference』をそれぞれ参照してください。

QoS CBQoS 管理のインターフェイスへのポリシーマッピ
ングサポートの設定例

CISCO-CBP-TARGET-MIBを明示的に設定する方法はありません。SNMPおよび QoSの例につい
ては、「Configuring SNMP Support」モジュール、『Cisco IOS Network Management Command
Reference』、および『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command Reference』を参照してくださ
い。
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command
Reference』

QoSコマンド：コマンド構文の詳細、コマンド
モード、コマンド履歴、デフォルト設定、使用

上のガイドライン、および例

「Quality of Service Overview」モジュールQoS機能

『Cisco IOS Network Management Command
Reference』

SNMPコマンド：コマンド構文の詳細、コマン
ドモード、コマンド履歴、デフォルト設定、使

用上のガイドライン、および例

「Configuring SNMP Support」モジュールSNMPの設定作業

SNMPMIB機能の使用方法の詳細については、
ご使用のネットワーク管理システムの適切なマ

ニュアルを参照してください。

その他のマニュアル

標準

Title規格

--この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XEソフ
トウェアリリース、およびフィーチャセット

のMIBの場所を検索しダウンロードするには、
次の URLにある Cisco MIB Locatorを使用しま
す。

http://www.cisco.com/go/mibs

• CISCO-AAA-SESSION-MIB

• CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB
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RFC

TitleRFC

『ManagementInformationBaseforNetworkManagementofTCP/IP-basedInternets』RFC 1156

『ASimpleNetworkManagementProtocol(SNMP)』RFC 1157

『ManagementInformationBaseforNetworkManagementofTCP/IP-basedInternets:MIB-II』RFC 1213

シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

の URLにアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら

のリソースは、ソフトウェアをインストールし

て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに

関する技術的問題を解決したりするために使用

してください。このWebサイト上のツールに
アクセスする場合、Cisco.comのログイン IDお
よびパスワードが必要です。

QoS CBQoS 管理のインターフェイスへのポリシーマッピ
ングサポートの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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Takeuchi
ハイライト表示
To Cisco Engieer:

Illegible

Takeuchi
ハイライト表示
To Cisco Engieer:

Illegible



表 2：QoS CBQoS 管理のインターフェイスへのポリシーマッピングサポートの機能情報

機能情報リリース機能名

QoS CBQoS管理のインター
フェイスへのポリシーマッピ

ングサポート機能を使用する

と、
CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB
のサービスポリシーテーブル

全体を検索せずに、特定のイン

ターフェイスに適用されている

サービスポリシーを見つける

ために SNMPを使用すること
ができます。この機能は、これ

らのマッピングを格納している

CISCO-CBP-TARGET-MIBを導
入します。

この機能は、CiscoASR1000シ
リーズルータに追加されまし

た。

Cisco IOS XE Release 2.1QoS CBQoS管理のインター
フェイスへのポリシーマッピ

ングサポート
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