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章

最初にお読みください
Cisco IOS XE 16 に関する重要な情報
Cisco IOS XE リリース 3.7.0E（Catalyst スイッチング用）および Cisco IOS XE リリース 3.17S（ア
クセスおよびエッジ ルーティング用）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 IOS XE 16 - に統合されました。この 1 つのリリースでスイッチングおよびルーティ
ング ポートフォリオのアクセスおよびエッジ製品を幅広くカバーしています。

（注）

技術構成ガイドの機能情報の表に、機能の導入時期を記載しています。他のプラットフォーム
がその機能をサポートした時期については、記載があるものも、ないものもあります。特定の
機能が、使用しているプラットフォームでサポートされているかどうかを判断するには、製品
のランディング ページに掲載された技術構成ガイドを参照してください。技術構成ガイドが
製品のランディング ページに表示されると、その機能が該当のプラットフォームでサポート
されているかどうかが示されます。
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章

サービス グループ
この機能は、同じ物理インターフェイス上にある複数の VLAN サブインターフェイスまたはサー
ビス インスタンスをまたがって集約 QoS サービス ポリシーを適用する機能を提供します。サー
ビス グループ機能を使用すると、ネットワーク管理者は、サービス グループの作成、サービス
グループへのメンバー（サービス インスタンスなど）の追加、グループへのサービス ポリシー
の適用が可能です。サービス ポリシーには、グループに適用できる集約機能（トラフィック ポ
リシング、キューイングなど）が含まれています。これらのサービス ポリシーは、サービス プ
ロバイダーと加入者間でネゴシエートされたサービス レベル契約（SLA）に従っています。
• 機能情報の確認, 3 ページ
• サービス グループの制約事項, 4 ページ
• サービス グループに関する情報, 4 ページ
• サービス グループの設定方法, 5 ページ
• サービス グループの設定例, 17 ページ
• 集約ポート チャネル上でサービス グループ サポートを設定する方法, 20 ページ
• 集約ポート チャネル上のサービス グループの設定例, 23 ページ
• サービス グループ, 24 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
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
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、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。
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サービス グループ
サービス グループの制約事項

サービス グループの制約事項
• EFP サービス インスタンス、ルーテッド サブインターフェイス、および集約ポート チャネ
ル サブインターフェイスだけをサービス グループのメンバーとして追加できます。
各サービス インスタンスまたはサブインターフェイスが同時に属することができるのは、1
つのサービス グループだけです。
• メンバーがグループに参加するには、サービス グループがあらかじめ存在している必要があ
ります。
• サービス グループのすべてのメンバーは、同じ物理インターフェイス上か、または同じ集約
ポート チャネル インターフェイス上に存在する必要があります。
• サービス グループのメンバーであるサブインターフェイスまたはサービス インスタンスで
は、インターフェイスに QoS ポリシーを適用できません。これは、サービス グループに QoS
ポリシーが適用されていない場合でも同じです。
• ポリシーが集約ポート チャネル メイン インターフェイスに適用されている場合や、ポート
チャネル サブインターフェイスをいずれのポリシーによっても接続できない場合、または
サービス グループのメンバーとして設定できない場合、MPOL は集約ポート チャネル上で
サポートされません。
• サブインターフェイスはサービス グループに属しており、サービス ポリシーによって適用
されたサブインターフェイスは、同じ集約ポート チャネル上で同時に設定できません。
• 各サブインターフェイスが同時に所属できるのは、1 つのサービス グループだけです。
• サービス グループのメンバーであるインターフェイスには、QoS ポリシーを適用できませ
ん。
• 「define service-group」と「add sub-interface to service-group」の両方がバッチ設定に含まれて
いるとメンバーシップ エラーになることがあり、設定解除では両方が含まれていないとメン
バーシップ エラーになることがあります。
したがって、サブインターフェイスまたはサービス インスタンスを追加する前にサービス
グループを定義することをお勧めします。また、サービス グループを削除するか、サブイン
ターフェイスやサービス インスタンスを削除する前に、サービス グループからそれらを削
除することも奨励されます。

サービス グループに関する情報
サービス インスタンスとサービス グループ
サービスインスタンスはポート単位でサービスインスタンスに適用される、管理プレーンとコン
トロール プレーンのすべての属性とパラメータを保持する構成オブジェクト（コンテナ）です。
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サービス グループ
サービス グループの設定方法

同じイーサネット仮想コネクション（EVC）に対応する異なるサービス インスタンスでは、同じ
名前を共有する必要があります。サービス インスタンスは共有名によってグローバル EVC オブ
ジェクトと関連付けられます。
サービス グループ機能を利用すると、サービス グループを作成し、それらのサービス グループ
に集約機能を適用できます。サービス グループは、入力と出力のポリシーを付けて作成されま
す。メンバーは、設定内にグループ ID を設定することによって、これらのグループに参加しま
す。
サービス グループ機能をイネーブルにするときは、次のアクションに注意してください。
• サービス グループ上で QoS ポリシーを設定するには、サービス グループがあらかじめ作成
されている必要があります。
• サービス グループのサブインターフェイスまたはサービス インスタンスをグループ インター
フェイスにバインドするには、それらがあらかじめ作成されている必要があります。
サービス グループ機能をディセーブルにする場合：
• サービス メンバー インターフェイスを削除する前に、サービス グループのサブインターフェ
イスまたはサービス インスタンスをサービス グループ インターフェイスからバインド解除
してある必要があります。
• サービス グループ インターフェイスを削除する前に、サービス グループのサブインターフェ
イスまたはサービス インスタンスをサービス グループ インターフェイスからバインド解除
してください。
• サービス グループ インターフェイスを削除するには、QoS ポリシーがサービス グループ イ
ンターフェイスからあらかじめ削除されている必要があります。

サービス グループの設定方法
サービス グループの作成
はじめる前に
この手順では、サービス グループに接続する QoS ポリシーの名前を指定する必要があります。
QoS ポリシーがすでに存在する必要があります。
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サービス グループの作成

手順の概要
1. イネーブル化
2. configureterminal
3. service-groupservice-group-identifier
4. descriptiondescriptive-text
5. service-policy{input | output} policy-map-name
6. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

service-groupservice-group-identifier
例：
Device(config)# service-group 20

ステップ 4

descriptiondescriptive-text
例：

サービス グループを作成し、サービス グループ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。
• サービスグループ番号を入力します。作成できるサー
ビス グループの数はデバイスによって異なります。
（任意）サービス グループの説明を作成します。
• サービス グループの説明（グループに関する追加情
報など）を入力します。説明は最大 240 文字です。

Device(config-service-group)#
description subscriber account number
105AB1

ステップ 5

service-policy{input | output}
policy-map-name
例：
Device(config-service-group)#
service-policy input policy1
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（任意）入力または出力方向でサービス グループにポリ
シー マップを接続します。
• input または output キーワードと以前に作成したポリ
シー マップの名前を入力してください。

サービス グループ
サービス グループ メンバーの追加または削除

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

（任意）特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-service-group)# end

サービス グループ メンバーの追加または削除
（注）

サービス グループ メンバーには次の制限が適用されます。
• メンバーが同時に参加できるサービス グループは 1 つだけです。
• サービス グループのすべてのメンバーは、同じ物理インターフェイス上に存在する必要
があります。
• サービス インスタンスは複数のインターフェイスから同じグループに参加できません。
グループ メンバーは次の設定例に示すように、同じインターフェイスに属している必要
があります。
interface GigabitEthernet 2/0/0
service instance 1 ethernet
group 32
service instance 2 ethernet
group 32
interface GigabitEthernet 2/0/0.2
encapsulation dot1q 2
group 37
interface GigabitEthernet 2/0/1
service instance 1 ethernet
group 32 |<--Disallowed because this group has members in g2/0/0 already |

>

手順の概要
1. イネーブル化
2. configure terminal
3. interface type number
4. service instance service-instance-number ethernet
5. group service-group-identifier
6. no group service-group-identifier
7. exit
8. end
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サービス グループ
サービス グループ メンバーの追加または削除

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface GigabitEthernet
0/1/0

ステップ 4

service instance service-instance-number
ethernet

サービス グループに追加または削除するサービス イ
ンスタンスを指定し、サービスコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device(config-if)# service instance 200
ethernet

ステップ 5

group service-group-identifier

メンバーによって指定されたサービス グループが追
加される数。

例：
Device(config-if-srv)# group 20

ステップ 6

no group service-group-identifier

（任意）メンバーによって指定されたサービスグルー
プが追加される数。

例：
Device(config-if-srv)# no group 20

ステップ 7

exit
例：
Device(config-if-srv)# exit
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（任意）インターフェイス コンフィギュレーション
モードに戻ります。

サービス グループ
サービス グループの削除

ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

end

（任意）特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if-srv)# end

サービス グループの削除
はじめる前に
• サービス グループ インターフェイスを削除するには、その前にサービス メンバー インター
フェイスがサービス グループ インターフェイスからあらかじめバインド解除されている必
要があります。
• サービス グループ インターフェイスを削除するには、QoS ポリシーがサービス グループ イ
ンターフェイスからあらかじめ削除されている必要があります。

手順の概要
1. イネーブル化
2. configureterminal
3. noservice-groupservice-group-identifier
4. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal
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サービス グループ
サービス グループ設定の確認

コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

noservice-groupservice-group-identifier サービス グループを削除し、そのサービス グループのすべて
のメンバーを削除します。
例：
Device(config)# no service-group
20

ステップ 4

end

• 削除するサービス グループ番号を入力します。
（注）

サービス グループを削除すると、サービス グルー
プのすべてのメンバーがサービス グループから自
動的に削除されます。

（任意）グローバル コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

例：
Device(config)# end

サービス グループ設定の確認
手順の概要
1. イネーブル化
2. showrunning-configservice-group
3. showservice-group{service-group-identifier | all}
4. showservice-groupinterfacetypenumber
5. showservice-groupstats
6. showservice-groupstate
7. showservice-grouptraffic-stats
8. showpolicy-mapinterfacetypenumberservicegroup{service-group-identifier
9. showpolicy-maptargetservice-group{service-group-identifier}
10. showethernetserviceinstance [detail]
11. clearservice-grouptraffic-stats
12. debugservice-group {all | error | feature | group | interface | ipc | member | qos | stats}

QoS：サービス グループ コンフィギュレーション ガイド
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サービス グループ
サービス グループ設定の確認

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにし
ます。

例：

• パスワードを入力します（要求
された場合）。

Device> enable

ステッ
プ2

（任意）実行サービス グループのコ
ンフィギュレーションを表示しま
す。

showrunning-configservice-group
例：
Device# show running-config service-group

ステッ
プ3

（任意）1 つまたはすべてのサービ
ス グループのサービス グループ構成
情報を表示します。

showservice-group{service-group-identifier | all}
例：
Device# show service-group all

ステッ
プ4

（任意）インターフェイス別にサー
ビス グループ メンバーシップ情報を
表示します。

showservice-groupinterfacetypenumber
例：
Device# show service-group interface gigabitethernet 3/1

• インターフェイス タイプと番号
を入力します。

ステッ
プ5

showservice-groupstats

（任意）サービス グループ統計情報
を表示します。

例：
Device# show service-group stats

ステッ
プ6

showservice-groupstate

（任意）サービス グループに関する
状態情報を表示します。

例：
Device# show service-group state

ステッ
プ7

showservice-grouptraffic-stats
例：
Device# show service-group traffic-stats

（任意）サービス グループのすべて
のメンバーのトラフィック統計情報
を表示します。
• 表示される情報は、すべてのメ
ンバーのトラフィック統計情報
を合わせた合計です。

QoS：サービス グループ コンフィギュレーション ガイド
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サービス グループ
サービス グループ設定の確認

コマンドまたはアクション
ステッ
プ8

showpolicy-mapinterfacetypenumberservicegroup{service-group-identifier （任意）サービス グループのポリ
シー マップ情報を表示します。
例：
Device# show policy-map interface gigabitEthernet 9/5 service
group

ステッ
プ9

目的

showpolicy-maptargetservice-group{service-group-identifier}
例：
Device# show policy-map target service-group 1

• インターフェイス タイプと番号
を入力します。
（任意）指定したインターフェイス
に接続されているメンバーがある
サービス グループのポリシー マップ
情報を表示します。
• サービス グループ ID を入力し
てください。

ステッ
プ 10

showethernetserviceinstance [detail]
例：

（任意）サービス インスタンスに関
する情報を表示します。
（注）

Device# show ethernet service instance detail

ステッ
プ 11

clearservice-grouptraffic-stats
例：
Device# clear service-group traffic-stats

ステッ
プ 12

（任意）サービス グループのトラ
フィック統計情報をクリアします。
（注）

サービス グループのトラ
フィック統計情報をクリア
してもグループ メンバーの
トラフィック統計情報はク
リアされません。グループ
メンバーのトラフィック統
計情報をクリアするには、
clearethernetserviceinstance
コマンドを使用します。
clearethernetserviceinstance
コマンドの詳細について
は、『Cisco IOS Carrier
Ethernet Command
Reference』を参照してくだ
さい。

debugservice-group {all | error | feature | group | interface | ipc | member （任意）サービス グループのイベン
| qos | stats}
トとエラーをデバッグします。
例：
Device# debug service-group qos

QoS：サービス グループ コンフィギュレーション ガイド
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サービス グループ番号を
表示するには、detail キー
ワードを使用します。

サービス グループ
サブインターフェイスのサービス グループでの追加または削除

サブインターフェイスのサービス グループでの追加または削除
（注）

サブインターフェイスがすでにグループのメンバーである場合は、他のグループに追加できま
せん。サブインターフェイスを移動するには、まず、現在のグループから削除した後に、新し
いグループに追加します。
>

手順の概要
1. イネーブル化
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. groupservice-group-identifier
5. nogroupservice-group-identifier
6. exit
7. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetypenumber
例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet 1/1/0.30
Device(config)# interface range
GigabitEthernet 1/1/0.30 GigabitEthernet 1/1/0.36

サブインターフェイスを設定し、サブインターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。
• インターフェイス タイプとサブインターフェイス番号
を入力します。
または

QoS：サービス グループ コンフィギュレーション ガイド
13

サービス グループ
サブインターフェイスのサービス グループでの追加または削除

コマンドまたはアクション

目的
サブインターフェイスの範囲を設定し、サブインターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始します。
• インターフェイス タイプとサブインターフェイス番号
を入力します。

ステップ 4

groupservice-group-identifier
例：

サブインターフェイスの追加先になるサービス グループの
数。
• サービス グループ番号を入力します。

Device(config-subif)# group 20

ステップ 5

nogroupservice-group-identifier
例：

（任意）サブインターフェイスの削除元になるサービス グ
ループの数。
• サービス グループ番号を入力します。

Device(config-subif)# no group 30

ステップ 6

exit

（任意）インターフェイス コンフィギュレーション モード
に戻ります。

例：
Device(config-subif)# exit

ステップ 7

end
例：
Device(config-subif)# end

QoS：サービス グループ コンフィギュレーション ガイド
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（任意）特権 EXEC モードに戻ります。

サービス グループ
サブインターフェイス設定の確認

サブインターフェイス設定の確認
手順の概要
1. イネーブル化
2. showrunning-configservice-group
3. showservice-group{service-group-identifier | all}
4. showservice-groupinterfacetypenumber
5. showpolicy-maptargetservice-groupservice-group-identifier
6. showservice-groupstats
7. showservice-groupstate
8. showservice-grouptraffic-stats
9. clearservice-grouptraffic-stats
10. debugservice-group {all | error | feature | group | interface | ipc | member | qos | stats}

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場

例：

合）。

Device> enable

ステップ 2

（任意）実行サービス グループのコンフィギュ
レーションを表示します。

showrunning-configservice-group
例：
Device# show running-config service-group

ステップ 3

（任意）1 つまたはすべてのサービス グループ
のサービス グループ構成情報を表示します。

showservice-group{service-group-identifier | all}
例：
Device# show service-group all

ステップ 4

（任意）インターフェイス別にサービス グルー
プ メンバーシップ情報を表示します。

showservice-groupinterfacetypenumber
例：

• インターフェイス タイプと番号を入力し

Device# show service-group interface gigabitethernet
3/1

ます。

QoS：サービス グループ コンフィギュレーション ガイド
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サービス グループ
サブインターフェイス設定の確認

コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

showpolicy-maptargetservice-groupservice-group-identifier （任意）すべてのサービス グループまたは指定
したサービス グループのポリシー マップ情報
例：
を表示します。
Device# show policy-map target service-group 1

• ターゲットおよびサービス グループを入
力します。

ステップ 6

showservice-groupstats

（任意）サービス グループ統計情報を表示しま
す。

例：
Device# show service-group stats

ステップ 7

showservice-groupstate

（任意）サービス グループに関する状態情報を
表示します。

例：
Device# show service-group state

ステップ 8

showservice-grouptraffic-stats
例：
Device# show service-group traffic-stats

ステップ 9

clearservice-grouptraffic-stats
例：
Device# clear service-group traffic-stats

ステップ 10

• 表示される情報は、すべてのメンバーのト
ラフィック統計情報を合わせた合計です。
（任意）サービス グループのトラフィック統計
情報をクリアします。
（注）

サービス グループのトラフィック統
計情報をクリアしてもグループ メン
バーのトラフィック統計情報はクリア
されません。グループ メンバーのト
ラフィック統計情報をクリアするに
は、clearethernetserviceinstance コマ
ンドを使用します。
clearethernetserviceinstance コマンド
の詳細については、『Cisco IOS Carrier
Ethernet Command Reference』を参照し
てください。

debugservice-group {all | error | feature | group | interface （任意）サービス グループのイベントとエラー
| ipc | member | qos | stats}
をデバッグします。
例：
Device# debug service-group qos

QoS：サービス グループ コンフィギュレーション ガイド
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（任意）サービス グループのすべてのメンバー
のトラフィック統計情報を表示します。

サービス グループ
サービス グループの設定例

サービス グループの設定例
例：サービス グループの作成
次の例では、サービス グループ 20 が作成されました。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# service-group
Device(config-service-group)#
Device(config-service-group)#
Device(config-service-group)#

20
description account number 105AB1
service-policy input policy1
end

例：サービス グループへのサービス インスタンス メンバーの追加
次の例では、サービス インスタンス 200 がサービス グループ 20 に追加されます。
Device>

enable

Device#

configure terminal

Device(config)#

interface GigabitEthernet 1/0

Device(config-if)#

service instance 200 ethernet

Device(config-if-srv)#

group 20

Device(config-if-srv)#

end

例：サービス グループへのサブインターフェイスの追加
次の例では、サブインターフェイス g3/7.12 がサービス グループ 10 に追加されます。
Device>

enable

Device#

configure terminal

Device(config)# interface

GigabitEthernet

3/7.12

Device(config-subif)# group 10
Device(config-subif)# end

QoS：サービス グループ コンフィギュレーション ガイド
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サービス グループ
例：サービス グループからのサービス インスタンス メンバーの削除

例：サービス グループからのサービス インスタンス メンバーの削除
次の例では、サービス インスタンス 300 がポート チャネル上のサービス グループ 30 から削除さ
れます。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet 1/0.56 or
Device(config-if)# service instance 300 ethernet
Device(config-if-srv)# no group 30
Device(config-if-srv)# end

例：サービス グループからのサブインターフェイスの削除
次の例では、サブインターフェイス g3/7.12 がサービス グループ 10 から削除されます。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface g3/7.12
Device(config-subif)# no group 10
Device(config-subif)# end

例：サービス グループの削除
次の例では、サービス グループ 20 が削除されます。
Device>

enable

Device#

configure terminal

Device(config)#

no service-group 20

Device(config)#

end

例：サービス グループ設定の確認
ここでは、showpolicy-maptargetservice-group コマンドの出力例を示します。
showpolicy-maptargetservice-group コマンドは、サービス グループ用のポリシー マップ情報を表
示します。

（注）

このコマンドは、サービス グループの設定を確認するために使用可能ないくつかのコマンド
のうちの 1 つです。使用可能な他のコマンドについては、『サービス グループ設定の確認』
を参照してください。
次の例では、サービス グループ 1 を指定しています。サービス グループ 1 には、2 つのポリシー
マップ（サービス ポリシー）policy1 と policy2 が含まれています。EVC ポリシー マップでトラ

QoS：サービス グループ コンフィギュレーション ガイド
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サービス グループ
例：サービス グループ設定の確認

フィック ポリシングがイネーブルにされています。ISG ポリシー マップでトラフィック キューイ
ングがイネーブルにされています。
Device# show policy-map target service-group 1
GigabitEthernet9/5: Service Group 1
Service-policy input: policy1
Class-map: class-default (match-any)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
Match: any
police:
cir 200000 bps, bc 6250 bytes
conformed 0 packets, 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 packets, 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Service-policy output: policy2
Counters last updated 00:00:34 ago
Class-map: class-default (match-any)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
Match: any
Queueing
queue limit 131072 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 0/0
bandwidth remaining ratio 2

QoS：サービス グループ コンフィギュレーション ガイド
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サービス グループ
集約ポート チャネル上でサービス グループ サポートを設定する方法

集約ポート チャネル上でサービス グループ サポートを
設定する方法
サービス グループへのサービス インスタンス メンバーの追加
手順の概要
1. イネーブル化
2. configure terminal
3. service-groupservice-group-identifier
4. service-policy{input | output} policy-map-name
5. platform qos port-channel-aggregateport-channel-number
6. interface port-channelport-channel-number
7. interfaceinterface
8. channel-groupnumber
9. interface port-channelport-channel-number.subinterface-number
10. encapsulation dot1Qvlan-idsecond-dot1qvlan-id
11. groupservice-group-identifier
12. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

service-groupservice-group-identifier
例：
Device(config)# service-group 10

QoS：サービス グループ コンフィギュレーション ガイド
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サービス グループおよびすべてのメンバーをサー
ビス グループに追加します。

サービス グループ
サービス グループへのサービス インスタンス メンバーの追加

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

service-policy{input | output} policy-map-name

（任意）入力または出力方向でサービス グループ
にポリシー マップを接続します。

例：
Device(config-service-group)# service-policy
input policy1
Device(config-service-group)# service-policy
output policy2

ステップ 5

• input または output キーワードと以前に作成
したポリシー マップの名前を入力してくださ
い。
ポート チャネル インターフェイス用の集約モード
をイネーブルにします。

platform qos
port-channel-aggregateport-channel-number

（注）

例：
Device(config)# platform qos
port-channel-aggregate 1

ステップ 6

これはポートチャネルを作成する前に設
定する必要があります。ポリシーによっ
てポート チャネル インターフェイスが
接続されるか、ポートチャネルのサブイ
ンターフェイスがサービスグループに追
加される前に、集約モードをイネーブル
にしてください。

特定のポート チャネルを設定するインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。

interface port-channelport-channel-number
例：
Device(config)# interface port-channel 1

ステップ 7

ポート チャネルのメンバー リンクとして物理イン
ターフェイスを設定します。

interfaceinterface
例：
Device(config)# interface g0/0/0

ステップ 8

メンバー リンクとして、ポート チャネル 1 に物理
インターフェイスを追加します。

channel-groupnumber
例：
Device(config)# channel-group 1

ステップ 9

interface
特定のポート チャネル サブインターフェイスを設
port-channelport-channel-number.subinterface-number 定するインターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始します。
例：
Device(config)# interface port-channel 1.10

ステップ 10

例：

ポート チャネル サブインターフェイス上で Q-in-Q
入力フレームをマッピングする一致基準を定義し
ます。

Device(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
second-dot1q 11

（注）

encapsulation dot1Qvlan-idsecond-dot1qvlan-id

second-dot1q を設定するかどうかは任意
です。
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サービス グループ
サービス グループからのサービス インスタンス メンバーの削除

ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

groupservice-group-identifier

指定したサービス グループにポート チャネルのサ
ブインターフェイスを追加します。

例：
Device(config-subif)# group 10

ステップ 12

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-subif)# end

サービス グループからのサービス インスタンス メンバーの削除
手順の概要
1. イネーブル化
2. configure terminal
3. interface port-channelport-channel-number.subinterface-number
4. no groupservice-group-identifier
5. no service-groupservice-group-identifier
6. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface
特定のポート チャネル サブインターフェイスを
port-channelport-channel-number.subinterface-number 設定するインターフェイスコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。
例：
Device(config)# interface port-channel 1.10
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サービス グループ
集約ポート チャネル上のサービス グループの設定例

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

no groupservice-group-identifier

番号によって指定したサービスグループからポー
ト チャネルのサブインターフェイスを削除しま
す。

例：
Device(config-subif)# no group 10

ステップ 5

サービス グループを削除します。

no service-groupservice-group-identifier

（注）

例：
Device(config-subif)# no service-group 10

ステップ 6

まず、すべてのメンバーをサービス グ
ループから削除する必要があります。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

集約ポート チャネル上のサービス グループの設定例
例：サービス グループへのサービス インスタンス メンバーの追加
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# service-group 10
Device(config-service-group)# service-policy input policy1
Device(config-service-group)# service-policy output policy2
Device(config)# platform qos port-channel-aggregate 1
Device(config)# interface port-channel 1
Device(config)# interface g0/0/0
Device(config-if)# channel-group 1
Device(config)# interface port-channel 1.10
Device(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 second-dot1q 11
Device(config-subif)# group 10
Device(config-subif)# end

例：サービス グループからのサービス インスタンス メンバーの削除
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface port-channel 1.10
Device(config-subif)# no group 10
Device(config-subif)# no service-group 10
Device(config)# end

QoS：サービス グループ コンフィギュレーション ガイド
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サービス グループ
サービス グループ

サービス グループ
この機能は、同じ物理インターフェイス上にある複数の VLAN サブインターフェイスまたはサー
ビス インスタンスをまたがって集約 QoS サービス ポリシーを適用する機能を提供します。サー
ビス グループ機能を使用すると、ネットワーク管理者は、サービス グループの作成、サービス
グループへのメンバー（サービスインスタンスなど）の追加、グループへのサービスポリシーの
適用が可能です。サービスポリシーには、グループに適用できる集約機能（トラフィックポリシ
ング、キューイングなど）が含まれています。これらのサービスポリシーは、サービスプロバイ
ダーと加入者間でネゴシエートされたサービス レベル契約（SLA）に従っています。

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

QoS コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド 『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command
モード、コマンド履歴、デフォルト設定、使用 Reference』
上のガイドライン、および例。
デバッグコマンド：コマンド構文の詳細、コマ 『Cisco IOS Debug Command Reference』
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。
MQC、ポリシー マップ

「Applying QoS Features Using the MQC」モ
ジュール

サービス インスタンスの設定情報と概念

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide』

サービス インスタンス コマンド

『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference』

標準規格
規格

タイトル

この機能でサポートされる新規の規格または変 -更された規格はありません。また、既存の規格
のサポートは変更されていません。
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MIB
MIB

MIB のリンク

この機能によってサポートされる新しい MIB
または変更された MIB はありません。またこ
の機能による既存 MIB のサポートに変更はあ
りません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

RFC
RFC

タイトル

この機能によりサポートされた新規 RFC また
は改訂 RFC はありません。またこの機能によ
る既存 RFC のサポートに変更はありません。

--

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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

サービス グループの機能情報
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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表 1：サービス グループの機能情報

機能名

リリース

機能情報

サービス グループ

Cisco IOS XE Release 3.15S

サービス グループ機能は、同
じ物理インターフェイス上にあ
る複数の VLAN サブインター
フェイスまたはサービス イン
スタンスをまたがって集約 QoS
サービス ポリシーを適用する
機能を提供します。
Cisco IOS XE Release 3.15S で
は、この機能は、Cisco ASR
1000 Cisco ASR 1000 シリーズ
アグリゲーション サービス
ルータ、Cisco ISR 4000 シリー
ズ サービス統合型ルータ、お
よび Cisco CSR 1000V クラウド
サービス ルータ上でサポート
されていました。

集約ポート チャネル サブイン Cisco IOS XE Denali 16.3.1。
ターフェイス上のサービス グ
ループ
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集約ポート チャネル インター
フェイス上のサービス グルー
プ機能では、ネットワーク管理
者が集約ポート チャネル サブ
インターフェイスをサービス
グループに追加できます。Cisco
IOS XE Release 16.3 では、この
機能は Cisco ASR 1000 シリー
ズ アグリゲーション サービス
ルータ上に実装されました。

