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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。

Per-Flow Admissionの前提条件
Per-Flow Admission機能を設定する前に、クラスの帯域幅またはプライオリティを定義する必
要があります。
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Per-Flow Admissionの制約事項
Per-flow admissionは、現在、イーサネットインターフェイス、シリアルインターフェイス、
Dynamic Multipoint Virtual Private Network（DMVPN）トンネルのみでサポートされます。

Per-Flow Admissionに関する情報

Per-Flow Admissionの概要
アプリケーション（主に音声およびビデオ）がWAN経由で支店から本社およびデータセン
ターに接続されている場合、WANインターフェイスの帯域幅は限界があり、常に高価である
ため、これらのアプリケーションの品質が低下します。WANリンクを経由したフローを制限
するために明確に定義された制御は存在せず、すでに許可されたフローを保護するためにフ

ローを制限するための明示的な制御もありません。このような制限は、すでに許可されたフ

ローの品質低下につながります。

Per-Flow Admission機能を使用すると、オペレータは品質を低下させずにインターフェイスに
入力可能なフローの数を把握できます。ほとんどの環境において、N+1番目のフローは、有効
な既存の N個（最初の）のフローの品質にすべて影響します。Per-Flow Admission機能によ
り、帯域幅が高価なインターフェイスにフローが入力されるときのフローと帯域幅について

ノードが自動的に認識することができます。ネットワークノードでは、インターフェイスが処

理可能なフローのみに対応し、それ以降のフローを廃棄します。

Per-Flow Admissionの利点
次に、Per-Flow Admission機能を Quality of Service（QoS）に統合する利点を示します。

• QoSネットワークの予測可能性および堅牢性が向上します。
• Per-Flow Admissionはホップ単位の判断であり、各ホップで独立して判断されるため、エ
ンドツーエンドのコーディネーションが不要です。

•送信元でフローレートを予測する必要がありません。
•ネットワークで予約を取得する確率が向上します。
•フローの特定部分に弾力性があるため、レートアダプションと効果的に連動します。
•許可されたトラフィックの適切な選択が簡単になります。
• IPレイヤで動作します。
•ネットワークアドレス変換（NAT）など、他のネットワークテクノロジーと透過的に連
携します。

•発信元によるネットワークの独占がなくなります。
•許可されたものとしてフローの特定の部分のみを選択することにより、特定のエンドポイ
ントに利点をもたらします。
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Per-Flow Admissionの設定方法

クラスマップの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. metadata flow
4. class-map [match-all |match-any] class-map-name
5. exit
6. class-map [match-all |match-any] class-map-name
7. match dscp dscp-value
8. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。
Device> enable

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：

ステップ 2

Device# configure terminal

すべてのインターフェイスでメタデータを有効化し

ます。

metadata flow

例：

ステップ 3

Device(config)# metadata flow

トラフィックを指定したクラスにマッチングするた

めのクラスマップを作成し、クラスマップコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

class-map [match-all |match-any] class-map-name

例：

Device(config)# class-map match-all admitted

ステップ 4

•クラスマップ名を入力します。

クラスマップコンフィギュレーションモードを終

了し、グローバルコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：

Device(config-cmap)# exit

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

指定したクラスへのトラフィックのマッチングに使

用するクラスマップを作成します。

class-map [match-all |match-any] class-map-name

例：

ステップ 6

•クラスマップ名を入力します。
Device(config-cmap)# class-map match-all af4

特定の IP DiffServコードポイント（DSCP）値を一
致条件として識別します。

match dscp dscp-value

例：

ステップ 7

Device(config-cmap)# match dscp af41 af42 af43

クラスマップコンフィギュレーションモードを終

了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 8

Device(config-cmap)#end

子ポリシーマップの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. policy-map policy-map-name
4. class {class-name | class-default}
5. set dscp dscp-value
6. class {class-name | class-default}
7. set dscp dscp-value
8. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。
Device> enable

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：

ステップ 2

Device# configure terminal

指定された名前を使用して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 policy-map-name

例：

Device(config)# policy-map child

ステップ 3

Per-Flow Admission
4

Per-Flow Admission

子ポリシーマップの設定



目的コマンドまたはアクション

•作成するポリシーマップの名前を入力します。

作成するポリシーのクラス名を指定し、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。

class {class-name | class-default}

例：

Device(config-pmap)# class admitted

ステップ 4

•このクラスは、以前に作成したクラスマップと
関連付けられます。

DiffServコードポイント（DSCP）値をタイプオブ
サービス（ToS）バイトの単位で設定し、許可され

set dscp dscp-value

例：

ステップ 5

たフローの値を上げ、許可されていないフローの値

Device(config-pmap-c)# set dscp af41 を下げることにより、許可されたトラフィックに高

い優先順位を割り当てます。

• DSCP値を入力します。

作成または変更するポリシーのクラス名を指定する

か、ポリシーを指定する前にデフォルトクラス（一

般に class-defaultクラスといいます）を指定します。

class {class-name | class-default}

例：

Device(config-pmap-c)# class un-admitted

ステップ 6

•クラス名を入力するか、class-defaultキーワー
ドを入力します。

このクラスは、matchmetadata cac status un-admitted
コマンドに対してマッチングされます。

DSCP値を ToSバイトの単位で設定します。許可さ
れたフローの値を上げ、許可されていないフローの

set dscp dscp-value

例：

ステップ 7

値を下げることにより、許可されたトラフィックに

高い優先順位を設定します。Device(config-pmap-c)# set dscp af42

• DSCP値を入力します。

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、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 8

Device(config-pmap-c)# end

クラスに対する Per-Flow Admissionの設定

始める前に

Per-Flow Admissionを設定する前に、クラスの帯域幅またはプライオリティを指定する必要が
あります。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. policy-map policy-map-name
4. class {class-name | class-default}
5. bandwidth {kilobits | percent percentage}
6. admit cac local
7. rate {kbps | percent percentage}
8. flow rate fixed kbps flow-bit-rate
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。
Device> enable

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：

ステップ 2

Device# configure terminal

指定された名前を使用して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 policy-map-name

例：

Device(config)# policy-map test

ステップ 3

•作成するポリシーマップの名前を入力します。

作成するポリシーのクラス名を指定し、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。

class {class-name | class-default}

例：

Device(config-pmap)# class af4

ステップ 4

•このクラスは、以前に作成したクラスマップと
関連付けられます。パケットを許可バケットと非許可バケット

に分割するには、前の手順で作成したポリ

シーマップを、子ポリシーとしてここで

定義した classコマンドの下に割り当てる
必要があります。

（注）

ポリシーマップに属するトラフィックのクラスの帯

域幅を指定します。

bandwidth {kilobits | percent percentage}

例：

ステップ 5

•帯域幅を kbpsの単位で入力します。
Device(config-pmap-c)# bandwidth 200
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目的コマンドまたはアクション

このクラスに対してPer-FlowAdmissionを有効化し、
Per-Flow Admissionコンフィギュレーションモード
を開始します。

admit cac local

例：

Device(config-pmap-c)# admit cac local

ステップ 6

帯域幅プールのサイズをkbps単位で設定するか、出
力クラスの帯域幅のパーセンテージとして設定しま

す。

rate {kbps | percent percentage}

例：

Device(config-pmap-admit-cac)# rate percent 80

ステップ 7

各フローに割り当てる帯域幅の量を指定します。flow rate fixed kbps flow-bit-rate

例：

ステップ 8

Device(config-pmap-admit-cac)# flow rate fixed
100

Per-Flow Admissionコンフィギュレーションモード
を終了し、特権 EXECモードに戻ります。

end

例：

ステップ 9

Device(config-pmap-admit-cac)# end

Per-Flow Admissionポリシーのインターフェイスへのアタッチ

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. policy-map policy-map-name
4. class {class-name | class-default}
5. service-policy policy-map
6. end
7. configure terminal
8. interface type number
9. ip address ip-address mask
10. load-interval seconds
11. service-policy output policy-map-name
12. no shutdown
13. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。
Device> enable

Per-Flow Admission
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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：

ステップ 2

Device# configure terminal

指定された名前を使用して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 policy-map-name

例：

Device(config)# policy-map test

ステップ 3

•作成するポリシーマップの名前を入力します。

作成するポリシーのクラス名を指定し、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。

class {class-name | class-default}

例：

Device(config-pmap)# class af4

ステップ 4

•このクラスは、以前に作成したクラスマップ
と関連付けられます。

ポリシーマップをクラスにアタッチします。service-policy policy-map

例：

ステップ 5

Device(config-pmap-c)# service-policy child

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、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 6

Device(config-pmap-c)# end

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：

ステップ 7

Device# configure terminal

指定した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。

interface type number

例：

ステップ 8

•インターフェイスタイプと番号を入力します。
Device(config)# interface Serial2/0

インターフェイスの IPアドレスを設定します。ip address ip-address mask

例：

ステップ 9

Device(config-if)# ip address 10.10.100.1
255.255.255.0

インターフェイスのロード計算の間隔を指定しま

す。

load-interval seconds

例：

ステップ 10

Device(config-if)# load-interval 30
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目的コマンドまたはアクション

ポリシーマップをインターフェイスに付加します。service-policy output policy-map-name

例：

ステップ 11

Device(config-if)# service-policy output test

インターフェイスをイネーブルにします。no shutdown

例：

ステップ 12

Device(config-if)# no shutdown

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 13

Device(config-if)# end

Per-Flow Admissionの確認

手順の概要

1. enable
2. show policy-map interface interface-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

指定したインターフェイスのすべてのサービスポリ

シーについて、設定されているすべてのクラスの設

定を表示します。

show policy-map interface interface-name

例：

Device# show policy-map interface serial2/0

ステップ 2

•コンフィギュレーション全体が表示されたポリ
シーマップの名前を入力します。
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Per-Flow Admissionの設定例

例：クラスマップの設定

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# metadata flow
Device(config)# class-map match-all admitted
Device(config-cmap)# match metadata cac status admitted
Device(config-cmap)# class-map match-all af4
Device(config-cmap)# match dscp af41 af42 af43
Device(config-cmap)# end

例：ポリシーマップの設定
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map child
Device(config-pmap)# class admitted
Device(config-pmap-c)# set dscp af41
Device(config-pmap-c)# class class-default
Device(config-pmap-c)# set dscp af42
Device(config-pmap-c)# end

例：クラスに対する Per-Flow Admissionの設定
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test
Device(config-pmap)# class af4
Device(config-pmap-c)# bandwidth 200
Device(config-pmap-c)# admit cac local
Device(config-pmap-admit-cac)# rate percent 80
Device(config-pmap-admit-cac)# flow rate fixed 100
Device(config-pmap-c)# exit

例：Per-Flow Admissionポリシーのインターフェイスへのアタッチ

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config-pmap-c)# service-policy child
Device(config-pmap-c)# end
Device# configure terminal
Device(config)# interface Serial2/0

Per-Flow Admission
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Device(config-if)# bandwidth 384
Device(config-if)# ip address 10.10.100.1 255.255.255.0
Device(config-if)# load-interval 30
Device(config-if)# service-policy output test
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# end

例：Per-Flow Admissionの確認

Device# show policy-map interface

Service-policy output: test

Class-map: af4 (match-all)
269 packets, 336250 bytes
30 second offered rate 90000 bps, drop rate 13000 bps
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
Queueing
queue limit 100 ms/ 2500 bytes

(queue depth/total drops/no-buffer drops) 2500/39/0
(pkts output/bytes output) 230/287500
bandwidth 200 kbps

cac local rate 200 kbps, reserved 200 kbps
flow rate fixed 100 kbps

All flows:
Number of admitted flows: [2]
Number of non-admitted flows: [1]

Service-policy : child

Class-map: admitted (match-all)
178 packets, 222500 bytes
30 second offered rate 60000 bps, drop rate 0000 bps
Match: metadata cac status admitted
QoS Set
dscp af41
Packets marked 194

Class-map: unadmitted (match-all)
88 packets, 110000 bytes
30 second offered rate 30000 bps, drop rate 0000 bps
Match: metadata cac status un-admitted
QoS Set
dscp af42
Packets marked 96

Class-map: class-default (match-any)
3 packets, 3750 bytes
30 second offered rate 1000 bps, drop rate 0000 bps
Match: any

Class-map: class-default (match-any)
181 packets, 115396 bytes
30 second offered rate 31000 bps, drop rate 0000 bps

Per-Flow Admission
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Match: any

queue limit 64 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 181/115396

Per-Flow Admissionに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Commands List, All
Releases』

Cisco IOSコマンド

『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。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライ

ンリソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報

を入手するために、Cisco Notification Service
（FieldNoticeからアクセス）、Cisco Technical
Services Newsletter、Really Simple Syndication
（RSS）フィードなどの各種サービスに加入
できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよび
パスワードが必要です。

Per-Flow Admission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

Per-Flow Admission
12

Per-Flow Admission

Per-Flow Admissionに関する追加情報

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html


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 : Per-Flow Admissionの機能情報
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