
Quality of Service（QoS）操作手順 
  

目次

はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
表記法
共通分類
同一ルータ上でのマーキングおよび他の QoS 動作
ネットワーク図
設定
関連情報

はじめに

この資料はサービス品質（QoS） 機能がとき Cisco IOS® ソフトウェアを実行するルータのイン
ターフェイスに応用受信か送信実行される順序を説明したものです。 QoS ポリシーはモジュラ
QoS コマンド ライン インターフェース（MQC）で設定されます。 この資料はまた、DSCP およ
び IP 優先順位のような示す IP ヘッダーをおよび QoS ポリシーのコンポーネントがルータによっ
て評価される順序を説明します。

前提条件

要件

このドキュメントを読むには、次の知識が必要です。

基本的な QoS の方法論●

使用するコンポーネント

この資料の Configurations セクションの出力例は Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2 を実行
するプラットフォームで Cisco 7513 シリーズ キャプチャ されました。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法



ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

共通分類

分類はフローのカテゴリー グループにトラフィックをソートするトラフィック クラスの定義のプ
ロセスです。 分類は QoS ポリシーによって扱われる各トラフィック クラスのための「一致条件
」を定義します。 すなわち、それはサービス ポリシーが適用するときその「トラフィック フィ
ルタ」をパケット チェックされますに対して定義します。

配られて非分散プラットフォームは policy-map の一つのクラスにパケットを一致させ。 最初の
一致するクラスの一致終端。 policy-map 内の 2 つのクラスが同じ IP 優先順位か IPアドレス範囲
を一致する場合、パケットは最初の一致するクラスに常に属します。 従って、policy-map 内のク
ラス順序は非常に重要です。

この分類アプローチは「一般的な分類」と呼ばれ、これらの利点があります:

「一般的な分類」の前に見られたダブル アカウンティング問題の正確なアカウンティングお
よび無効化。

●

ACL がクラスごとに一度チェックされるので機能ごとの CPU のアクセス コントロール リス
ト（ACL）の影響を、よりもむしろ一度減らします。

●

キャッシングが理由でパケットヘッダーのより速いルックアップ。●

一般的な分類は service-policy コマンドで入力または出力ポリシーマップを接続するとき自動的
に有効に なります。

この表は一般的な分類を用いるオペレーションの順序を説明したものです。 分類が QoS 機能と
いう点において発生するとき表から理解することは重要です。 受信 パスで、パケットは切り替え
られる前に分類されます。 アウトバウンドパスで、パケットは切り替えられた後分類されます。
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注: 受信 Network-Based Application Recognition（NBAR）は ACL の後でおよびポリシー ベース
ルーティングの前に起こります。

重要な変更は機能の順序および書かれている値 使用方法に関して設定されました。 これらの変更
は MQC 出力 分類の前に発生するためにインプットCAR、インプットMAC および IP 優先順位 ア
カウンティング機能を移動することが含まれています:

入力レートリミティング、か CAR はプロセス スイッチング パスに従うおよびルータに予定
されるパケットに、適用します。 以前は、CEF を使用してルータを通して交換されたパケッ
トだけレートリミットされす可能性があります。

●

インプットCAR または QPPB による新しい IP 優先順位値が設定は ATM VC バンドルで
Virtual Circuit （VC）の選択に使用することができます。

●

インプットCAR か QPPB によって設定 される IP 優先順位、Differentiated Services Code
Points （DSCP）、および QoS グループ値は MQC 出力パケットの分類に使用することがで
きます。

●

同一ルータ上でのマーキングおよび他の QoS 動作

QoS のよくあるアプリケーションはパケットをマークし直し、次に同じインターフェイスまたは
同一ルータの書かれている値を考慮する操作を適用することです。 一般的な分類でマーキングお
よびその他のQoS アクションを両方設定できます。

これらの QoS 機能でパケットをマークし直すことができます:

クラスベース マーキングとの set コマンド●

クラスベースのポリシングの police コマンド●

CAR●

次表では、サービス ポリシーの QoS アクションによって、再マーキング値が考慮されるかどう
かを示しています。

ポリシーの場所 アウトバウンドポリシー操作によっ
て使用される値

同じポリシーの
QoS 操作をマーク
し、適用して下さ

QoS 操作は一般に分類されるとき
パケットの初期値を使用します。
パケットは送信され、次のルータが



い。 New 値を使用する場合 New 値を運
びます。

インバウンドポリ
シーでマークし、
アウトバウンドポ
リシーの QoS 操作
を適用して下さい
。

QoS 操作はトラフィックをアウト
バウンドポリシーに対して分類する
とき新しいですか書かれている値を
使用します。

アウトバウンドパスで、一般的な分類はどの QoS 機能でも適用する前に起こります。 このアプ
ローチの結果はアウトバウンドポリシーで加えられるどの QoS 機能でもオリジナル プライオリ
ティ値に機能することです。 同一ルータの書かれている値に基づいて処置をとる必要がある場合
着信インターフェイスのパケットをマークし、発信インターフェイスのこの新しい優先順位に基
づいてその他のQoS アクションを適用して下さい。

ネットワーク図

このセクションのコンフィギュレーションはこのネットワークダイアグラムを使用します:

注: マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード （MSFC）はホストとして機能しています。

設定

オペレーションの順序がパケット マークにどのように影響を与える場合があるかこの例に示され
ています。

別のマーキングおよびシェーピングポリシー 設定

class-map match-all In_Mark

   match any

policy-map In_Bound

  class In_Mark

    set ip precedence 5

!--- Use Private address below: interface

FastEthernet4/0/0 ip address 10.20.3.2 255.255.255.0 ip

route-cache distributed service-policy input In_Bound !-

-- Apply the input policy for class-based marking.

class-map match-all Out_Shaper match ip precedence 5 !

policy Map Outbound_Shaper class Out_Shaper shape

average 64000 256 256 !--- Use Private address below:

interface Serial2/0/0 ip address 172.16.20.1

255.255.255.252 ip route-cache distributed service-

policy output Outbound_Shaper !--- Apply the output

policy for class-based shaping.

マーキングおよびシェーピングポリシーを確認するためにこれらのステップを完了して下さい:



172.16.20.2 宛先アドレスに ping コマンドを使用して下さい。 PING は「In_Mark」と指名
される class-map の条件を満たします。
msfc#ping 172.16.20.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 40.1.44.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/9/12 ms

1.

入力 クラスベース マーキング ポリシーのマッチ カウンタを表示する show policy-map
interface fast 4/0/0 コマンドを使用して下さい。 分類メカニズムは IP パケットで照合され
、5 に IP優先値をマークし直しました。
7513#show policy-map interface fast 4/0/0

 FastEthernet4/0/0

  Service-policy input: In_Bound

    Class-map: In_Mark (match-all)

      5 packets, 570 bytes

      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps

      Match: any

      QoS Set

        ip precedence 5

          Packets marked 5

    Class-map: class-default (match-any)

      0 packets, 0 bytes

      5 minute offered rate 0 BPS, drop rate 0 BPS

      Match: any

2.

送信 クラス ベースのシェーピング ポリシーのマッチ カウンタを表示する show policy-map
interface serial 2/0/0 コマンドを使用して下さい。 分類メカニズムはパケットヘッダーのマ
ークし直された IP優先値 5 で照合され、正しいクラスにパケットをキューに入れました。
7513#show policy-map interface serial 2/0/0

 Serial2/0/0

  Service-policy output: Outbound_Shaper

    Class-map: Out_Shaper(match-all)

      5 packets, 520 bytes

      5 minute offered rate 0 BPS, drop rate 0 BPSMatch: ip precedence 5

      queue size 0, queue limit 16

      packets output 5, packet drops 0

      tail/random drops 0, no buffer drops 0, other drops 0

      Shape: cir 64000,  Bc 256,  Be 256

        output bytes 520, shape rate 0 BPS

    Class-map: class-default (match-any)

      0 packets, 0 bytes

      5 minute offered rate 0 BPS, drop rate 0 BPS

      Match: any  (1327)

3.

シングル サービス ポリシーを、次この例設定するとトラフィック クラスにシェーピングおよび
マーキングを両方適用する何が起こるか表示できます。

単一マーキングおよびシェーピングポリシー 設定

7513#show policy-map interface serial 2/0/0

 Serial2/0/0

  Service-policy output: Outbound_Shaper

    Class-map: Out_Shaper(match-all)



   

      5 packets, 520 bytes

      5 minute offered rate 0 BPS, drop rate 0 BPSMatch:

ip precedence 5

      queue size 0, queue limit 16

      packets output 5, packet drops 0

      tail/random drops 0, no buffer drops 0, other

drops 0

      Shape: cir 64000,  Bc 256,  Be 256

        output bytes 520, shape rate 0 BPS

    Class-map: class-default (match-any)

      0 packets, 0 bytes

      5 minute offered rate 0 BPS, drop rate 0 BPS

      Match: any  (1327)

show policy-map interface serial 2/0/0 コマンドからの出力はルータが 5 つの pingパケットをマー
クし直したが、パケットはクラスデフォルト クラスにキューに入りましたことを示したもので。
このルータの QoS 分類メカニズムは IP優先フィールドの書かれている値を考慮しませんでした
。

7513#show policy-map interface serial 2/0/0

 Serial2/0/0

  Service-policy output: shape_five

    Class-map: prec5 (match-all)

      0 packets, 0 bytes

      5 minute offered rate 0 BPS, drop rate 0 BPS

      Match:  any

      queue size 0, queue limit 16

      packets output 0, packet drops 0

      tail/random drops 0, no buffer drops 0, other drops 0

      QoS Set

        ip precedence 5

          Packets marked 5

      Shape: cir 64000,  BC 256,  Be 256

        output bytes 0, shape rate 0 BPS

    Class-map: class-default (match-any)

      5 packets, 520 bytes

      5 minute offered rate 0 BPS, drop rate 0 BPS

      Match: any

関連情報

QoS に関するサポート ページ●

テクニカルサポート - Cisco Systems●
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