イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイ
ング
この機能モジュールでは、セッションにおける Quality of Service（QoS）階層キューイング ポ
リシー マップと、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータにおけるイーサネット Digital Subscriber Line
Access Multiplexer（E-DSLAM）アプリケーションのサブインターフェイスについて説明しま
す。イーサネット DSLAM の QoS の階層キューイング機能は、IEEE 802.1 QinQ VLAN タグ終
端による E-DSLAM 上での内部 VLAN 識別子の設定をサポートします。
• 機能情報の確認 （1 ページ）
• イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの前提条件 （2 ページ）
• イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの制約事項 （2 ページ）
• イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングに関する情報 （2 ページ）
• イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの設定方法 （4 ページ）
• イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの設定例 （13 ページ）
• その他の参考資料 （19 ページ）
• イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの機能情報 （20 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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イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイング
イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの前提条件

イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの前提条
件
class-map コマンドを使用してトラフィック クラスを設定する必要があります。

イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの制約事
項
セッション サービス ポリシーがレイヤ 2 トンネル プロトコル（L2TP）トンネルにルーティン
グされる場合、この機能とロード バランシングとの組み合わせはサポートされません。セッ
ション単位のキューイングが有効化されている場合は、L2TP トンネル上でロード バランシン
グを設定しないでください。

イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングに関する
情報
さまざまなレベルの QoS プロビジョニング
ブロードバンド ルータ アクセス サーバ（BRAS）からのトラフィック ダウンストリームには、
BRAS とサブスクライバ間のネットワーク アーキテクチャに応じて、さまざまなレベルの QoS
プロビジョニング（たとえば、トラフィック シェーピングなど）が必要です。次の図は、イー
サネット DSL アクセス ネットワークを示しています。サンプル ネットワークには、さまざま
な理由で QoS プロビジョニングを必要とする複数のエンティティが含まれています。
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イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイング
統合キューイング階層

図 1 : イーサネット DSLアクセス ネットワーク

次のエンティティには、異なるトラフィック シェーピングが必要になることがあります。
• トラフィックをサブスクライバのグループ（上の図内の各 802.1Q インターフェイス）に
限定するために特定の集約トラフィック レートにシェーピングされる VLAN。
• さまざまなクラスのトラフィックの特定の QoS サービスによってシェーピングされる個々
のセッション（上図の個々の PC）。

統合キューイング階層
さまざまなトラフィック シェーピング要件により、同時に複数レベルの QoS プロビジョニン
グが生じます。イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイング機能は、複数レベルの QoS プ
ロビジョニングに対して、これらの任意のレベルでの帯域幅分散などの機能のサポートを提供
する統合キューイング階層を形成する機能を与えます。
統合キューイング階層は、物理インターフェイス上で形成されます。セッションでサービス ポ
リシーがインスタンス化されると、サブスクライバ サービス スイッチ（SSS）インフラストラ
クチャが MQC を呼び出し、共通のキューイング コントロール プレーンによってキューイン
グ機能の設定および有効化が行われます。
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イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイング
イーサネット DSLAM 上の階層キューイングの設定ガイドライン

Session-to-interface アソシエーションが解決され、すべてのレベルの QoS プロビジョニングに
対して統合キューイング階層が形成されるインターフェイスが決定されます。サブインター
フェイス セッション ベースのポリシーが追加されると、それぞれのキューが作成され、キュー
イング階層に統合されます。
サブインターフェイスがプロビジョニングされ、次にセッション ベースのポリシーのプロビ
ジョニングが実施されると、2 つの異なるレベルでプロビジョニングされたキューイング ポリ
シーの結果として、統合キューイング階層が物理インターフェイスの最上位に形成されます。
サブインターフェイス ベースのポリシー プロビジョニングが実施される前にセッションがプ
ロビジョニングされる場合、キューイング階層には、物理キューとセッション キュー間のプ
レースホルダ論理レベルが存在します。プレースホルダ キューは、そのレベルでデフォルト
キューになり、他のセッションはすべて、そのキューの親になります。

イーサネット DSLAM 上の階層キューイングの設定ガイドライン
イーサネット DSLAM 機能の QoS 階層キューイングを設定する際には、次のガイドラインに
留意してください。
• 個々のサブスクライバは、常に PPP または IP セッションによって識別されます。サブス
クライバのグループは、アウター タグ ISP、E-DSLAM、またはユーザ側プロバイダー エッ
ジ（U-PE）を使用して特定の VLAN ごとに識別されます。
• サブインターフェイスを使用して、キューイング ポリシーが設定されている多くのセッ
ションを集約する場合、サブインターフェイス レベルのキューイング ポリシーは、シェー
プと帯域幅余剰比率機能のみが有効な class-default として設定された 1 レベル ポリシー
マップでなければなりません。
• サブインターフェイスとセッションの両方は、シェーパーと帯域幅余剰比率によってオー
バーサブスクライブおよび制御できます。

イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの設定方
法
QoS 階層キューイング ポリシー マップの設定とセッションへの適用
手順の概要
1.
2.
3.
4.
5.
6.

enable
configure terminal
policy-map policy-map-name
class class-map-name
bandwidth {bandwidth-kbps | percentpercentage| remainingpercentpercentage}
precedence precedence min-threshold max-threshold mark-probability-denominator
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イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイング
QoS 階層キューイング ポリシー マップの設定とセッションへの適用

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

set cos cos-value
exit
exit
policy-map policy-map-name
class class-default
shape average cir
bandwidth remaining ratio ratio
service-polic ypolicy-map-name
exit
exit
interface virtual-template number
service-policy output policy-map-name
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

enable

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）。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal
例：

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。

Router# configure terminal

ステップ 3

policy-map policy-map-name
例：

子ポリシーを作成して、ポリシーマップ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。
• ポリシー マップ名を入力します。

Router(config)# policy-map session_a_child

ステップ 4

class class-map-name
例：
Router(config-pmap)# class voip

ステップ 5

bandwidth {bandwidth-kbps | percentpercentage|
remainingpercentpercentage}
例：
Router(config-pmap-c)# bandwidth 10000

例：

指定するトラフィック クラスを設定し、ポリシー
マップ クラス コンフィギュレーション モードを開
始します。
• 設定済みのクラスマップの名前を入力します。
（オプション）指定されたキーワードと引数に基づ
いて、クラスベース重み付け均等化キューイングを
有効化します（以下を参照）。
• bandwidth-kbps：ポリシー マップに属するクラ
スに割り当てる最小帯域幅。有効な値は、リン
ク帯域幅の 1 ～ 99% に相当する 8 ～ 2,488,320
です。
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イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイング
QoS 階層キューイング ポリシー マップの設定とセッションへの適用

コマンドまたはアクション

目的
• percent percentage：ポリシー マップに属するク
ラスに割り当てるリンク帯域幅の最小パーセン
テージを指定します。有効値は 1 ～ 99 です。
• remaining percent percentage：ポリシー マップ
に属するクラスに割り当てる未使用リンク帯域
幅の最小パーセンテージを指定します。有効値
は 1 ～ 99 です。

ステップ 6

precedence precedence min-threshold max-threshold
mark-probability-denominator
例：
Router(config-pmap-c)# precedence 0 32 256 100

（オプション）指定された引数に基づいてトラ
フィック クラスの優先度レベルを設定します（以
下を参照）。
• precedence：IP precedence の値を指定します。
有効な値の範囲は 0 ～ 7 です。
• min-threshold：最小しきい値をパケット数で指
定します。1 ～ 4096 の範囲内の値を指定でき
ます。
• max-threshold：最大しきい値をパケット数で指
定します。有効な値は、最小しきい値から4096
までの範囲です。
• mark-probability-denominator：平均のキューの
深さが最大しきい値に等しくなったときにド
ロップされるパケットの割合を示す分母を指定
します。たとえば、分母が 512 の場合、平均
キューが最大しきい値のときに、512 パケット
ごとに 1 パケットがドロップされます。有効値
は 1 ～ 65536 です。デフォルト値は 10 です（最
大しきい値に達したときに、10 パケットにつ
き 1 つのパケットがドロップされます）。

ステップ 7

set cos cos-value
例：
Router(config-pmap-c)# set cos 1
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（オプション）送信パケットのレイヤ 2 サービス
クラス（CoS）値を設定します。
• IEEE 802.1Q CoS の値として 0 ～ 7 を入力しま
す。
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QoS 階層キューイング ポリシー マップの設定とセッションへの適用

コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 8

exit
例：

set cos コマンドは、インターフェイスの
出力方向に対応付けられたサービス ポリ
シーでのみ使用できます。インターフェ
イスに着信するパケットには CoS 値を設
定できません。802.1Q 用に設定された
イーサネット インターフェイス上また
は、802.1Q インターフェイスを使用する
仮想アクセス インターフェイス上で CoS
値を設定できます。

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション
モードを終了します。

Router(config-pmap-c)# exit

ステップ 9

exit
例：

ポリシーマップ コンフィギュレーション モードを
終了します。

Router(config-pmap)# exit

ステップ 10

policy-map policy-map-name
例：

親ポリシーを作成して、ポリシーマップ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。
• ポリシー マップ名を入力します。

Router(config)# policy-map session_a_parent

ステップ 11

class class-default
例：

ステップ 12

Router(config-pmap)# class class-default

（注）

shape average cir

他のトラフィック クラスに一致しないすべてのト
ラフィックに対して平均レートトラフィックシェー
ピングを指定します。

例：
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000

ステップ 13

トラフィック クラスを class-default として設定し、
ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション
モードを開始します。

bandwidth remaining ratio ratio
例：
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio
10

他のトラフィック クラスは設定しないで
ください。

• average キーワードを入力し、続いて認定情報
レート（CIR）をビット/秒（bps）単位で入力
します。
サブインターフェイスの重み（比率）を指定しま
す。
• このサブインターフェイス（またはクラス
キュー）の相対的な重み値を入力します。この
数値（比率）は、他のサブインターフェイスや
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QoS 階層キューイング ポリシー マップの設定とセッションへの適用

コマンドまたはアクション

目的
クラス キューとの間の比例関係を示していま
す。

ステップ 14

service-polic ypolicy-map-name
例：
Router(config-pmap-c)# service-policy
session_a_child

ステップ 15

親の class-default クラスに子ポリシー マップを適用
します。
• 設定済みの子ポリシー マップの名前を入力し
ます。
ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション
モードを終了します。

exit
例：
Router(config-pmap-c)# exit

ステップ 16

ポリシーマップ コンフィギュレーション モードを
終了します。

exit
例：
Router(config-pmap)# exit

ステップ 17

interface virtual-template number
例：
Router(config)# interface virtual-template 1

ステップ 18

service-policy output policy-map-name
例：
Router(config-if)# service-policy output
session_a_parent

仮想テンプレートを作成し、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。
• 仮想テンプレート番号を入力します。有効な範
囲は 1 ～ 4095 です。
サービス ポリシーを仮想インターフェイスに適用
します。
• 設定済みの親ポリシー マップの名前を入力し
ます。
（注）

ステップ 19

output キーワードを指定して、サービス
ポリシーをインターフェイス上のアウト
バウンド トラフィックに適用する必要が
あります。

（任意）特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Router(config-if)# end

例
次の例は、QoS 階層キューイング ポリシー マップを設定する方法および仮想テンプ
レートを使用して PPP/IP セッションに適用する方法を示しています。
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QoS 階層キューイング ポリシー マップの設定とサブインターフェイスへの適用

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map session_a_child
Router(config-pmap)# class voip
Router(config-pmap-c)# police 1000000
Router(config-pmap-c)# priority level 1
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class video
Router(config-pmap-c)# police 100000
Router(config-pmap-c)# priority level 2
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class precedence_0
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 10
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class precedence_1
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 20
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# policy-map session_a_parent
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 10
Router(config-pmap-c)# service-policy session_a_child
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface virtual-template 20
Router(config-if)# service-policy output session_a_parent
Router(config-if)# end

QoS階層キューイングポリシーマップの設定とサブインターフェイス
への適用
手順の概要
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

enable
configure terminal
policy-map policy-map-name
class class-default
shape average cir
exit
exit
interface type slot/subslot/port.subinterface
encapsulation dot1q outer-vlan-id [second-dot1qinner-vlan-id]
service-policy output policy-map-name
end
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QoS 階層キューイング ポリシー マップの設定とサブインターフェイスへの適用

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

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）。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal
例：

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。

Router# configure terminal

ステップ 3

policy-map policy-map-name
例：

ポリシーマップを作成し、ポリシーマップコンフィ
ギュレーション モードを開始します。
• policy-map-name：ポリシー マップの名前。

Router(config)# policy-map subint_1

ステップ 4

class class-default
例：
Router(config-pmap)# class class-default

トラフィック クラスを class-default として設定し、
ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション
モードを開始します。他のトラフィック クラスは
設定しないでください。
（注）

ステップ 5

shape average cir
例：
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000

他のトラフィック クラスに一致しないすべてのト
ラフィックに対して平均レートトラフィックシェー
ピングを指定します。
• average キーワードを入力し、続いて CIR を
bps 単位で入力します。
（注）
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サブインターフェイスを使用して、キュー
イング ポリシーが設定されている多くの
セッションを集約する場合、サブインター
フェイス レベルのキューイング ポリシー
は、class-default として設定された 1 レベ
ル ポリシー マップでなければなりませ
ん。

サブインターフェイスを使用して、キュー
イング ポリシーが設定されている多くの
セッションを集約する場合、サブインター
フェイス レベルのキューイング ポリシー
は、シェープ機能のみが有効な 1 レベル
ポリシー マップでなければなりません。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
Router(config-pmap-c)# exit

ステップ 7

exit
例：

ポリシーマップ コンフィギュレーション モードを
終了します。

Router(config-pmap)# exit

ステップ 8

interface type slot/subslot/port.subinterface
例：
Router(config)# interface GigabitEthernet3/1/1.1

ステップ 9

ポリシー マップをアタッチしているサブインター
フェイスを指定し、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。
• インターフェイスのタイプとスロット番号、サ
ブスロット番号、ポート番号、サブインター
フェイス番号を入力します。

encapsulation dot1q outer-vlan-id
[second-dot1qinner-vlan-id]

サブインターフェイス上で、トラフィックの IEEE
802.1Q カプセル化をイネーブルにします。

例：

second-dot1q キーワードは、IEEE 802.1 QinQ VLAN
Tag Termination 機能による内側 VLAN ID の設定を
サポートします。

Router(config-subif)# encapsulation dot1q 100

• outer-vlan-id：外部 VLAN 識別子指定できる範
囲は 1 ～ 4095 です。
• inner-vlan-id：内部 VLAN 識別子指定できる範
囲は 1 ～ 4095 です。
ステップ 10

service-policy output policy-map-name
例：
Router(config-subif)# service-policy output
subint_1

サービスポリシーをサブインターフェイスにアタッ
チします。
• policy-map-name--The name of the previously
configured policy map.
（注）

ステップ 11

end

output キーワードを指定して、サービス
ポリシーをサブインターフェイスのアウ
トバウンド トラフィックに適用する必要
があります。

（任意）特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-subif)# end
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イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイング
階層キューイングのポリシー マップ情報の表示

例
次の例は、QoS 階層キューイング ポリシー マップの設定およびサブインターフェイス
への適用方法（および多数のサブスクライバに対する集約シェーピングを提供する方
法）を示しています。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map subint_1
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet3/1/1.1
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 100
Router(config-subif)# service-policy output subint_1
Router(config-subif)# end

階層キューイングのポリシー マップ情報の表示
手順の概要
1.
2.
3.
4.
5.

enable
show policy-map
show policy-map interface type number
show policy-map session
exit

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1 enable
例：

目的
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（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2 show policy-map
例：

（オプション）すべてのクラス マップに関する情報
をすべて表示します。

Router# show policy-map

ステップ 3 show policy-map interface type number
例：
Router#
show policy-map interface GigabitEthernet4/0/0.1

（任意）指定されたインターフェイスまたはサブイ
ンターフェイス、またはインターフェイス上の特定
の PVC のどちらかで、すべてのポリシーに対して設
定されたすべてのクラスのパケット統計値を表示し
ます。
• インターフェイス タイプと番号を入力します。
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イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイング
イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの設定例

コマンドまたはアクション
ステップ 4 show policy-map session
例：

目的
（オプション）SSS セッションに対して有効な QoS
ポリシー マップを表示します。

Router#
show policy-map session

ステップ 5 exit

（任意）特権 EXEC モードを終了します。

例：
Router# exit

イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの設定例
例：VLAN または QinQ サブインターフェイス上のポリシー マップ
次の例は、VLAN または QinQ サブインターフェイス上の QoS 階層キューイング ポリシー マッ
プの設定および適用方法を示しています。それぞれの親加入者線レベルのポリシーに子キュー
イング ポリシーが適用されています。この例では、ポリシー マップを適用して、サブインター
フェイス上にサブスクライバ グループを作成します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map service_a_out
Router(config-pmap)# class voip
Router(config-pmap-c)# priority
Router(config-pmap-c)# police cir percent 20 bc 300 ms pir precent 40
Router(config-pmap-c)# set cos 1
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class video
Router(config-pmap-c)# police cir percent 20 bc 300 ms pir prectent 40
Router(config-pmap-c)# set cos 2
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class gaming
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining percent 80
Router(config-pmap-c)# set cos 3
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining percent 20
Router(config-pmap-c)# set cos 4
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map service_z_out
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map rate_1_service_a_in
Router(config-pmap)# class voip
Router(config-pmap-c)# police cir percent 25 4 ms 1 ms
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class gaming
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イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイング
例：任意の QinQ を使用する VLAN 上のポリシー マップ

Router(config-pmap-c)# police cir percent 50 2 ms 1 ms
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# police percent 20 bc 300 ms pir 40
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map rate_x_service_z_in
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map rate_1_service_a_out
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 10
Router(config-pmap-c)# shape average 100000
Router(config-pmap-c)# service policy service_a_out
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map rate_x_service_z_out
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 10
Router(config-pmap-c)# shape average 100000
Router(config-pmap-c)# service policy service_z_out
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet1/0/0.1
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 5 second dot1q 20
Router(config-subif)# service-policy output rate_1_service_a_out
Router(config-subif)# service-policy input rate_1_service_a_in
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet1/0/0.2
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 5 second dot1q 25
Router(config-subif)# service-policy output rate_x_service_z_out
Router(config-subif)# service-policy input rate_x_service_z_in
Router(config-subif)# end

例：任意の QinQ を使用する VLAN 上のポリシー マップ
次の例は、任意の QinQ でグループ化された加入者線を使用する VLAN 上の QoS 階層キュー
イング ポリシー マップの設定および適用方法を示しています。それぞれの親加入者線レベル
のポリシーに子キューイング ポリシーが適用されています。この例には、複数のクラス マッ
プの設定が含まれます。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# class-map match-all
Router(config-cmap)# match vlan 10
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map match-all
Router(config-cmap)# match vlan 11
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map match-all
Router(config-cmap)# match vlan 10
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map match-any
Router(config-cmap)# match vlan 11
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map match-all
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map match-any
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user_1

user_2

user_3

user_4

user_n
isp_A

イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイング
例：任意の QinQ を使用する VLAN 上のポリシー マップ

Router(config-cmap)# match class user_1
Router(config-cmap)# match class user_2
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map match-any isp_Z
Router(config-cmap)# match class user_3
Router(config-cmap)# match class user_4
Router(config-cmap)# exit
!
Router(config)# policy-map service_a_out
Router(config-pmap)# class voip
Router(config-pmap-c)# priority
Router(config-pmap-c)# police cir percent 20 bc 300 ms pir precent 40
Router(config-pmap-c)# set cos 1
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class video
Router(config-pmap-c)# police cir percent 20 bc 300 ms pir precent 40
Router(config-pmap-c)# set cos 2
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class gaming
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining percent 80
Router(config-pmap-c)# set cos 3
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining percent 20
Router(config-pmap-c)# set cos 4
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map service_z_out
Router(config)# policy-map service_a_in
Router(config-pmap)# class voip
Router(config-pmap-c)# police cir percent 25 4 ms 1 ms
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class gaming
Router(config-pmap-c)# police cir percent 50 2 ms 1 ms
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# police cir percent 20 bc 300 ms pir precent 40
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map service_z_in
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map isp_A_out
Router(config-pmap)# class user_1
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 10
Router(config-pmap-c)# shape average 100000
Router(config-pmap-c)# service policy service_a_out
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class user_n
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 20
Router(config-pmap-c)# shape average 100000
Router(config-pmap-c)# service policy service_z_out
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map isp_Z_out
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map isp_A_in
Router(config-pmap)# class user_1
Router(config-pmap-c)# service policy service_a_in
Router(config-pmap-c)# class user_n
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イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイング
例：セッション上のポリシー マップ

Router(config-pmap-c)# service policy service_z_in
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map isp_Z_in
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map interface_policy_out
Router(config-pmap)# class isp_A
Router(config-pmap-c)# shape average 100000
Router(config-pmap-c)# service policy isp_A_out
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class isp_Z
Router(config-pmap-c)# shape average 100000
Router(config-pmap-c)# service policy isp_Z_out
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map interface_policy_in
Router(config-pmap)# class isp_A
Router(config-pmap-c)# service policy isp_A_in
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class isp_Z
Router(config-pmap-c)# service policy isp_Z_in
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# interface GigabitEthernet1/0/0.1
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 5 second dot1q any
Router(config-subif)# service-policy output interface_policy_out
Router(config-subif)# service-policy input interface_policy_in
Router(config-subif)# end

例：セッション上のポリシー マップ
次の例は、セッション上の QoS 階層キューイング ポリシー マップの設定および適用方法を示
しています。それぞれの親加入者線レベルのポリシーに子キューイング ポリシーが適用されて
います。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map service_a_out
Router(config-pmap)# class voip
Router(config-pmap-c)# priority
Router(config-pmap-c)# set cos 1
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class video
Router(config-pmap-c)# set cos 2
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class gaming
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining percent 80
Router(config-pmap-c)# set cos 3
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining percent 20
Router(config-pmap-c)# set cos 4
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map service_z_out
Router(config-pmap)# exit
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イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイング
例：集約シェーピングを使用するセッション上のポリシー マップ

!
Router(config)# policy-map rate_1_service_a_out
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 10
Router(config-pmap-c)# shape average 100000
Router(config-pmap-c)# service-policy service_a_out
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map rate_x_service_z_out
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 10
Router(config-pmap-c)# shape average 100000
Router(config-pmap-c)# service-policy service_z_out
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map rate_1_service_a_in
Router(config-pmap)# class voip
Router(config-pmap-c)# police cir percent 25 4 ms 1 ms
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class gaming
Router(config-pmap-c)# police cir percent 50 2 ms 1 ms
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# police cir percent 20 bc 300 ms pir precent 40
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map rate_x_service_z_in
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map isp_A_out
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 100000
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 10
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# exit
Router(config)# policy-map isp_Z_out
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 200000
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 30
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet1/0/0.1
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 1
Router(config-subif)# service-policy output isp_A_out
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet2/0/0.2
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 2
Router(config-subif)# service-policy output isp_Z_out
Router(config-subif)# end

例：集約シェーピングを使用するセッション上のポリシー マップ
次の例は、加入者線ごとに複数の PPP/IP セッションを使用するセッション上の QoS 階層キュー
イング ポリシー マップの設定および適用方法を示しています。この例では、同じ仮想インター
フェイスを使用して、すべてのセッションに同じポリシーが適用されます。
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イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイング
例：集約シェーピングを使用するセッション上のポリシー マップ

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map service_a_out
Router(config-pmap)# class voip
Router(config-pmap-c) priority
Router(config-pmap-c)# police cir percent 25 4 ms 1 ms
Router(config-pmap-c)# set cos 1
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class video
Router(config-pmap-c)# police cir percent 30 5 ms 1 ms
Router(config-pmap-c)# set cos 2
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining percent 20
Router(config-pmap-c)# set cos 3
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map service_z_out
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map rate_1_service_a_in
Router(config-pmap)# class voip
Router(config-pmap-c)# police cir percent 25 4 ms 1 ms
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class video
Router(config-pmap-c)# police cir percent 30 2 ms 1 ms
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# police cir percent 40 2 ms 1 ms
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map rate_x_service_z_in
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map rate_1_service_a_out
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 10
Router(config-pmap-c)# shape average 100000
Router(config-pmap-c)# service policy service_a_out
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map rate_x_service_z_out
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 10
Router(config-pmap-c)# shape average 100000
Router(config-pmap-c)# service policy service_z_out
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet1/0/0
Router(config-if)# encapsulation dot1q 1
Router(config-if)# service-policy output isp_A_out
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet2/0/0
Router(config-if)# encapsulation dot1q 2
Router(config-if)# service-policy output isp_Z_out
Router(config-if)# end
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その他の参考資料

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 『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command
ンド モード、コマンド履歴、デフォルト設 Reference』
定、使用上のガイドライン、および例
トラフィック シェーピング

「トラフィック シェーピングを使用したトラ
フィック フローの制御」モジュール

MQC

「Applying QoS Features Using the MQC」モジュー
ル

標準
標準

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。
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 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

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。
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イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの機能情報

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際は、Cisco.com のログ
イン ID およびパスワードが必要です。

イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの機能情
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。
表 1 : イーサネット DSLAM の QoS 階層キューイングの機能情報

機能名

リリース

イーサネット DSLAM Cisco IOS XE
の QoS 階層キューイ Release 2.4
ング

機能情報
この機能モジュールでは、イーサネット Digital
Subscriber Line Access Multiplexer（E-DSLAM）アプ
リケーションのセッションおよびサブインターフェ
イスにおける QoS 階層キューイング ポリシー マッ
プの設定方法について説明します。
この機能は、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで実装
されました。
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