
IP/ATM間サービスクラスの設定

ここでは、IP/ATM間サービスクラス（CoS）の設定作業について説明します。IP-ATM CoS
とは、IPと ATMの間に QoS特性をマップする機能セットです。

プラットフォームのサポートおよび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を使用すると、Cisco IOS
およびCatalystOSソフトウェアイメージがサポートする特定のソフトウェアリリース、フィー
チャセット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature Navigatorには、
http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

•機能情報の確認（1ページ）
•単一の ATM VCでの IP/ATM間 CoSの設定タスクリスト（1ページ）
• ATMバンドルでの IP/ATM間 CoSの設定タスクリスト（3ページ）
• VC単位のWFQおよび CBWFQの設定タスクリスト（7ページ）
• IP/TM間 CoSの設定例（11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。

単一の ATM VCでの IP/ATM間 CoSの設定タスクリスト
単一のATM仮想回線（VC）に IP/ATM間 CoSを設定するには、次の項で説明する作業を実行
します。最初の 2つの項の作業は必須です。残りの項の作業は任意です。
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IP/ATM間 CoS機能には、ATM相手先固定接続（PVC）の管理が必要です。

WREDパラメータグループの定義
目的コマンド

WREDまたはVIP分散WRED（DWRED）グループ
パラメータを定義します。

Router(config)#

random-detect-group group-name

WREDパラメータグループの設定

手順の概要

1. Device(config)# random-detect-group group-name
2. Device(config)# exponential-weighting-constant exponent
3. Device(config)# precedence precedence min-threshold max-threshold mark-probability-denominator

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

WREDまたは DWREDのパラメータグループを指
定します。

Device(config)# random-detect-group group-nameステップ 1

WREDまたはDWREDの指定したパラメータグルー
プの平均キューサイズ計算のための指数加重係数を

設定します。

Device(config)# exponential-weighting-constant
exponent

ステップ 2

または

特定の IP precedenceの指定されたWREDまたは
DWREDパラメータグループを設定します。

Device(config)# precedence precedence min-threshold
max-threshold mark-probability-denominator

ステップ 3

WREDパラメータの表示
目的コマンド

指定された ATMサブインターフェイスで、WRED
またはDWREDがイネーブルであるすべてのVCの
パラメータを表示します。

Router# show queueing
random-detect [interface
atm_subinterface [vc [[vpi/] vci]]]
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キューイング統計情報の表示

目的コマンド

インターフェイスの特定の VCのキューイング
の統計情報を表示します。

Router# show queueing interface
interface-number [vc [[vpi/] vci]]

ATMバンドルでの IP/ATM間 CoSの設定タスクリスト
ATMバンドルで IP/ATM間CoSを設定するには、次の項に示されているタスクを実行します。

IP/ATM間 CoS機能には、ATM PVCの管理が必要です。

VCバンドルの作成
目的コマンド

指定されたバンドルを作成し、バンドルコンフィギュ

レーションモードを開始します。
Router(config-subif)# bundle
bundle-name

バンドルレベルのパラメータの適用

バンドルレベルのパラメータの設定

目的コマンド

スタティックマップを設定するか、バンドルの Inverse
Address Resolution Protocol（Inverse ARP）または Inverse ARP
ブロードキャストをイネーブルにします。

バンドルレベルのパラメータは、VCクラスを割
り当てるか、またはバンドルにそれらのクラスを

直接適用することによって、適用できます。バン

ドルに割り当てられた VCクラスを使用して適用
されたパラメータは、バンドルレベルで適用され

たパラメータに置き換えられます。バンドルレベ

ルのパラメータは、個々の VCに適用されるパラ
メータで置換されます。

（注）

Device(config-atm-bundle)#
protocol protocol

{protocol-address | inarp}
[[no] broadcast]

ATMアダプテーション層（AAL）およびそのバンドルのカ
プセル化のタイプを設定します。

Device(config-atm-bundle)#
encapsulation aal-encap

IP/ATM間サービスクラスの設定
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目的コマンド

すべてのVCバンドルメンバの Inverse ARP期間を設定しま
す。

Device(config-atm-bundle)#
inarp minutes

すべての VCバンドルメンバのブロードキャスト転送をイ
ネーブルにします。

Device(config-atm-bundle)#
broadcast

運用管理および保守（OAM）の管理に関連する VCバンド
ルパラメータを設定します。

Device(config-atm-bundle)# oam
retry up-count down-count
retry frequency

エンドツーエンドの F5 OAMループバックセルの生成と、
バンドルのすべての VCの OAM管理をイネーブルにしま
す。

Device(config-atm-bundle)#
oam-bundle [manage]
[frequency]

バンドルに適用する VCクラスのパラメータの設定

目的コマンド

エンドツーエンドの F5 OAMループバックセルの生成と、バンド
ルのすべての VCの OAM管理をイネーブルにします。

VCクラスを使用すると、クラス自体をバンドルに適用で
きるため、一度に複数の属性を適用するようにバンドル

を設定できます。クラスを使用すると、すべての VCで
パラメータを一般化することができます。一部のパラメー

タについては、その後で個々の VCのパラメータを変更
できます（詳細については、「個々の VCへのパラメー
タの適用」の項を参照してください）。

（注）

Router(config-vc-class)#
oam-bundle [manage]
[frequency]
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バンドルへのクラスの適用

目的コマンド

指定された VCクラスに含まれるバンドルレベルのコマンドでバンド
ルを設定します。

VCクラスに含まれるバンドルレベルコマンドを使用して設
定されたパラメータは、バンドルとそのすべての VCメンバ
に適用されます。バンドル上に直接設定されたコマンドを通

じて適用されたバンドルレベルのパラメータは、VCクラスを
通じて適用されたパラメータよりも優先されます。VCクラス
を通じて適用されたバンドルレベルのパラメータやバンドル

に直接適用されたバンドルレベルのパラメータの一部は、バ

ンドル VCコンフィギュレーションモードで個々の VCに直
接適用されたコマンドによって置き換えることができます。

（注）

(config-atm-bundle)#
class-bundle

vc-class-name

バンドルへの VCのコミット
目的コマンド

指定されたVCをバンドルに追加し、指定されたVCバン
ドルメンバを設定するためにバンドル VCコンフィギュ
レーションモードを開始します。

Device(config-atm-bundle)#
pvc-bundle pvc-name [vpi/]
[vci]

個々の VCへのパラメータの適用

VCバンドルメンバーの直接設定

目的コマンド

未指定ビットレート（UBR）の QoSの VCを設定
し、出力のピークセルレート（PCR）を指定しま
す。

Device(config-if-atm-member)# ubr
output-pcr [input-pcr]

UBRのQoSのVCを設定し、出力の PCRと出力の
最低保証セルレートを指定します。

Device(config-if-atm-member)# ubr+
output-pcr output-mcr [input-pcr]
[input-mcr]

可変ビットレート非リアルタイム（VBR-NRT）の
VCを設定し、出力の PCR、出力の平均セルレー
ト、および出力の最大バーストセルサイズを指定

します。

Device(config-if-atm-member)# vbr-nrt
output-pcr output-scr output-mbs

[input-pcr] [input-scr] [input-mbs]
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目的コマンド

VCの Precedenceレベルを設定します。
Device(config-if-atm-member)#

precedence [other | range]

VCのバンピングルールを設定します。
Device(config-if-atm-member)# bump
{implicit | explicit
precedence-level | traffic}

VCがバンドルの保護されたグループに所属する
か、個別に保護された VCバンドルメンバになる
ように設定します。

Device(config-if-atm-member)# protect
{group | vc}

VCバンドルメンバーに適用する VCクラスのパラメータの設定

目的コマンド

クラスを適用する VCメンバのバンピングルールを指定しま
す。これらのルールは、キャリアのVCバンドルメンバがダウ
ンした場合に、バンドルトラフィックのVCを送信するルール
を決定します。

また、ubrコマンド、ubr+コマンド、vbr-nrtコマン
ドをVCクラスに追加すると、VCバンドルメンバー
の設定に使用できます。VCが VCバンドルのメン
バーである場合、VCクラスモードでのVCの設定に
encapsulationコマンド、protocolコマンド、inarpコ
マンド、およびbroadcastコマンドを使用することは
できません。これらのコマンドは、バンドルメンバ

レベルではなくバンドルレベルでのみ使用できます。

個々のVCに対する設定は、VCクラスをバンドルに
適用することによってすべての VCバンドルメンバ
に適用された共有の設定を上書きします。

（注）

Device(config-vc-class)#

bump {implicit |

explicit precedence-level

| traffic}

クラスを適用する VCメンバの Precedenceレベルを定義しま
す。

Device(config-vc-class)#
precedence precedence
min-threshold max-threshold

mark-probability-denominator

VCをバンドルの保護されたグループのメンバとして設定する
か、個別に保護された VCとして設定します。

Device(config-vc-class)#
protect {group | vc}
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個々の VCバンドルメンバーへの VCクラスの適用

目的コマンド

VCクラスを VCバンドルメンバーに割り当て
ます。

Device(config-if-atm-member)# class-vc
vc-class -name

バンピングされたトラフィックを拒否する場合の VCの設定
目的コマンド

リダイレクトされる可能性のあるバンピングされたトラ

フィックを受け入れないように VCを設定します。Device(config-if-atm-member)# no
bump traffic

VCバンドルとそれらの VCメンバーのモニタリングと保守
目的コマンド

各バンドルの VCメンバに割り当てられたバンドルの属
性と、VCメンバの現在の稼働ステータスを表示します。Device# show atm bundle

bundle-name

指定されたバンドルの統計情報または詳細な統計情報を

表示します。
Device# show atm bundle
bundle-name statistics
[detail]

ATMネットワークおよびATMバンドルマップのリモー
トホストに対するすべての設定済みの ATMスタティッ
クマップのリストを表示します。

Device# show atm map

バンドルのエラーに関する情報を表示します。
Device# debug atm bundle
errors

バンドルのイベントの記録を表示します。
Device# debug atm bundle
events

VC単位のWFQおよび CBWFQの設定タスクリスト
VC単位のWFQおよび CBWFQに IP/ATM間 CoSを設定するには、次の項で説明するタスク
を実行します。

IP/ATM間 CoS機能には、ATM PVCの管理が必要です。
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クラスベースの重み付け均等化キューイングの設定

VCの CBWFQを設定する前に、標準の CBWFQコマンドを使用して次の作業を実行する必要
があります。

• VC間で送信されるトラフィックの分類に使用される 1つまたは複数のクラスを作成する

•サービスポリシーとして使用するクラスを含むポリシーマップを定義する

クラスポリシーはルータで定義可能な数だけ設定できます（最大 64個）。ただし、VCに適
用されるポリシーマップに含まれ、すべてのクラスに割り当てられている帯域幅の合計は、VC
の使用可能な帯域幅の 75%を超えてはいけません。使用可能な帯域幅の残りの 25%は、ATM
セルのオーバーヘッド（ATMセルタックスとも呼ばれる）、ルーティングとベストエフォー
ト型のトラフィック、およびオーバーヘッドが想定されるその他の機能などのカプセル化に使

用されます。帯域幅割り当ての詳細については、「輻輳管理の概要」モジュールを参照してく

ださい。

（注）

CBWFQでは最小帯域幅のみを保証するため、使用可能ビットレート（ABR）および可変ビッ
トレート（VBR）のサービスクラスを持つ VCのみに CBWQFを適用できます。UBRおよび
未指定ビットレートプラス（UBR+）には VC単位のWFQおよび CBWFQを適用できませ
ん。これは、両方のサービスクラスはどちらもベストエフォート型のクラスであり、最小帯域

幅が保証されないためです。VCの CBWFQがイネーブルの場合、サービスポリシーの一部と
して設定されているすべてのクラスは、均等化キューイングシステムに組み込まれます。

VCレベルで CBWFQを設定するほかに、IP to ATM CoS機能を使用すると、VCレベルでフ
ローベースのWFQを設定できます。フローベースのWFQはベストエフォート型のサービス
クラスを提供する（つまり、最小帯域幅が保証されない）ため、すべてのタイプの CoS VC
（ABR、VBR、UBR、および UBR+）に VC単位のWFQを設定できます。

VC単位のWQFでは class-defaultクラスを使用します。そのため、VC単位のWFQを設定す
るには、最初にポリシーマップを作成してから class-defaultクラスを設定する必要があります
（事前に設定されているため、class-defaultクラスを作成する必要はありませんが、設定する
必要はあります）。VC単位のWFQの場合、class-defaultクラスは fair-queueポリシーマップ
クラスコンフィギュレーションコマンドを使用して設定する必要があります。

fair-queueポリシーマップクラスコンフィギュレーションコマンドの設定に加えて、queue-limit
コマンドまたは random-detectコマンドの両方ではなく、どちらか一方を使用して、デフォル
トクラスを設定できます。さらに、デフォルトクラスでフローベースのWFQを使用する場合
は、bandwidthポリシーマップクラスコンフィギュレーションコマンドを使用してデフォル
トクラスを設定することはできません。このコマンドを使用すると、デフォルトクラスがフ

ローベースのWFQとして見なされないため、そのクラスを含むサービスポリシーの適用が
ABRおよび VBRの VCに制限されます。
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サービスポリシーの適用と VCに対する CBWFQのイネーブル化

スタンドアロン VCへのポリシーマップの適用と CBWFQのイネーブル化

目的コマンド

CBWFQをイネーブル化し、指定されたサービスポリ
シーマップを作成または変更されているVCに適用し
ます。

Router(config-if-atm-vc)#
service-policy output
policy-map

個々の VCへのポリシーマップの適用と CBWFQのイネーブル化

目的コマンド

CBWFQをイネーブル化し、指定されたサービスポ
リシーマップを作成または変更されているVCに適用
します。

Router(config-if-atm-member)#
service-policy output
policy-map

service-policy outputコマンドと random-detect-groupコマンドは同時に使用できません。サー
ビスポリシーを適用することによって CBWFQをイネーブルにした VCにWREDグループを
適用することはできません。さらに、1つのコマンドが設定されている場合に、他のコマンド
を設定できるようにするには、他のコマンドをディセーブルにする必要があります。

（注）

フローベースのWFQを使用する場合の VCの設定

手順の概要

1. Device(config)# policy-map policy-map
2. Device(config-pmap)# class class-default default-class-name
3. Device(config-pmap-c)# fair-queue number-of-dynamic-queues
4. 次のいずれかを実行します。

• Device(config-pmap-c)# queue-limit number-of-packets
• Device(config-pmap-c)# random-detect

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

作成または変更するポリシーマップの名前を指定し

ます。

Device(config)# policy-map policy-mapステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

ポリシーを設定または変更できるようデフォルトク

ラスを指定します。

Device(config-pmap)# class class-default
default-class-name

ステップ 2

フローベースのWFQクラスを含むポリ
シーマップと同じポリシーマップに他の

クラスを含めることができます。他の方法

では一致しなかったパケットが、デフォル

トの class-defaultクラスの一致基準によっ
て選択されます。

（注）

デフォルトクラスで実行するフローベースのWFQ
が使用するために予約する、ダイナミックキューの

数を指定します。

Device(config-pmap-c)# fair-queue
number-of-dynamic-queues

ステップ 3

デフォルトでは（つまり、fair-queueポリ
シーマップクラスコンフィギュレーショ

ンコマンドを使用して class-defaultクラス
を設定しておらず、bandwidthポリシー
マップクラスコンフィギュレーションコ

マンドを使用して class-defaultクラスを設
定していない場合でも）、デフォルトク

ラスはフローベースのWFQとして定義さ
れます。

（注）

そのクラスのキューに投入できるパケットの最大数

を指定します。

次のいずれかを実行します。ステップ 4

• Device(config-pmap-c)# queue-limit
number-of-packets WREDをイネーブルにします。クラスポリシーは、

テールドロップではなくWREDを使用してパケッ
トをドロップします。

• Device(config-pmap-c)# random-detect

スタンドアロン VCへのポリシーマップの適用とWFQのイネーブル化

目的コマンド

作成または変更される VCに class-defaultクラスを含む
指定されたポリシーマップを適用することで、VCの
WFQをイネーブルにします。

Device(config-if-atm-vc)#
service-policy output
policy-map

IP/ATM間サービスクラスの設定
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個々の VCへのポリシーマップの適用とWFQのイネーブル化

目的コマンド

class-defaultクラスを含む指定されたポリシーマップを
VCバンドルメンバにアタッチすることで、VCバンド
ルメンバのWFQをイネーブルにします。

Device(config-if-atm-member)#
service-policy output
policy-map

VC単位のWFQおよび CBWFQのモニタリング
目的コマンド

特定のインターフェイスまたは VCのキュー内部
のパケットのコンテンツを表示します。

Device# show policy-map interface

interface-number [vc [vpi/] vci]]

コンソールへのエラーメッセージのロギングのイネーブル化

目的コマンド

コンソールに記録されるメッセージを重大度に基づ

いて制限します。
Router(config)# logging console
level

IP/TM間 CoSの設定例

例：WREDグループおよび IPプレシデンスを使用した単一の ATM VC
次に、ATMインターフェイスに PVCを作成し、その PVCに sanjoseというWREDパラメータ
グループを適用します。次に、WREDパラメータグループ sanjoseの IP Precedenceの値を設定
します。

interface ATM1/1/0.46 multipoint
ip address 200.126.186.2 255.255.255.0
no ip mroute-cache
shutdown
pvc 46
encapsulation aal5nlpid
random-detect attach sanjose
!
random-detect-group sanjose
precedence 0 200 1000 10
precedence 1 300 1000 10
precedence 2 400 1000 10
precedence 3 500 1000 10
precedence 4 600 1000 10
precedence 5 700 1000 10

IP/ATM間サービスクラスの設定
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precedence 6 800 1000 10
precedence 7 900 1000 10

例：VCクラスを使用した VCバンドルの設定
この例では、Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）を IPルーティングプロトコル
として使用するルータに VCバンドル管理を設定します。

Bundle-Classクラス

最初に、この設定では、VCパラメータのコンフィギュレーションコマンドを含むbundle-class
という名前のVCクラスを定義します。bundle-classクラスがバンドルレベルで適用されると、
そのバンドルに属しているすべての VCにこれらのパラメータが適用されます。バンドル VC
モードのバンドルの個々のVCに直接適用されたコマンドは、バンドルレベルでグローバルに
適用されたコマンドよりも優先されます。階層の優先ルールを考慮すると、クラスbundle-class
が適用されるバンドルに属する VCは、aal5snapカプセル化、ブロードキャストオン、Inverse
ARPを使用した IPアドレスの解決、OAMのイネーブル化などのパラメータを特性として持ち
ます。

router isis
net 49.0000.0000.0000.1111.00
vc-class atm bundle-class
encapsulation aal5snap
broadcast
protocol ip inarp
oam-bundle manage 3
oam retry 4 3 10

次の設定のセクションで、そのVCにクラスを割り当てることによって、バンドル内の個々の
VCに適用可能なパラメータを指定するコマンドを含んだ VCクラスを定義します。

Control-Classクラス

control-classという名前のクラスを VCに適用すると、VCは IPプレシデンスレベルが 7のト
ラフィックを伝送します。このクラスを割り当てたVCがダウンした場合はバンドルも一緒に
ダウンします。これは、このクラスが VCを保護された VCにするためです。このクラスを使
用する VCの QoSタイプは vbr-nrtです。

vc-class atm control-class
precedence 7
protect vc
vbr-nrt 10000 5000 32

Premium-Classクラス

premium-classという名前のクラスを VCに適用すると、その VCは IPプレシデンスレベルが
6と 5のトラフィックを伝送します。この VCでは他のトラフィックのバンピングを許可しま
せん。このクラスが適用された VCがダウンした場合、バンピングされたトラフィックは IP
プレシデンスレベルが 7の VCにリダイレクトされます。このクラスは、VCをバンドルの保

IP/ATM間サービスクラスの設定
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護されたグループのメンバにします。保護されたグループのすべてのメンバがダウンした場合

は、バンドルもダウンします。このクラスを使用する VCの QoSタイプは vbr-nrtです。

vc-class atm premium-class
precedence 6-5
no bump traffic
protect group
bump explicitly 7
vbr-nrt 20000 10000 32

Priority-Classクラス

priority-classという名前のクラスを VCに適用すると、VCは IP Precedenceの範囲が 4～2のト
ラフィックを伝送するように設定されます。このVCは明示的なバンピングルールを使用し、
トラフィックをバンプできるようにします。このVCはバンドルの保護されたグループに属し
ています。このクラスを使用する VCの QoSタイプは ubr+です。

vc-class atm priority-class
precedence 4-2
protect group
ubr+ 10000 3000

Basic-Classクラス

basic-classという名前のクラスをVCに適用すると、そのVCは precedence otherコマンドを使
用して設定され、プロファイルに指定されていない IPプレシデンスレベルを持つトラフィッ
クを伝送します。このクラスを使用する VCは、バンドルの保護されたグループに所属しま
す。このクラスを使用する VCの QoSタイプは ubrです。

vc-class atm basic-class
precedence other
protect group
ubr 10000

次のコマンドセットは、ルータのサブインターフェイスが3つのネイバーへの接続に使用する
3つのバンドルを設定します。これらのバンドルは new-york、san-francisco、および los-angeles
と呼ばれます。バンドル new-yorkには 4つの VCメンバ、バンドル san-franciscoには 4つの
VCメンバ、バンドル los-angelesには 3つの VCメンバがあります。

new-yorkバンドル

この例の最初の部分では、サブインターフェイスの IPアドレスとルータのプロトコル（ルー
タは IPルーティングプロトコルとして IS-ISを使用）を指定します。また、1つめのバンドル
new-yorkを作成し、バンドルコンフィギュレーションモードを開始します。

interface atm 1/0.1 multipoint
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip router isis
bundle new-york

IP/ATM間サービスクラスの設定
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バンドルコンフィギュレーションモード内から、コンフィギュレーションの次の部分では 2
つのプロトコルコマンドを使用して IPと開放型システム間相互接続（OSI）のトラフィック
フローをバンドル内で有効にします。OSIルーティングパケットは、バンドルで一番優先度の
高い VCを使用します。OSIデータパケットがある場合は、バンドル内の最下位の先行 VCを
使用します。設定されている場合、IPXや AppleTalkなどの他のプロトコルは常にバンドル内
の最下位の先行 VCを使用します

先行するコマンドと後続のコマンドのインデントレベルが示すように、new-yorkバンドルの
下位には、プロトコルを設定するコマンドと、bundle-classというクラスをそれに適用するコマ
ンドがあります。

protocol ip 1.1.1.2 broadcast
protocol clns 49.0000.0000.2222.00 broadcast
class-bundle bundle-class

bundle-classという名前のクラスは、バンドル new-yorkに適用され、protocol ip inarpコマンド
が含まれています。継承ルールに従って、バンドルレベルで設定される protocol ipは、
bundle-classクラスに指定された protocol ip inarpより優先されます。

pvc-bundle ny-control 207で始まる次の一連のコマンドは、（ny-control、ny-premium、
ny-priority、および ny-basicという）4つのVCをバンドル new-yorkに追加します。特定のクラ
ス（この設定例で事前に定義したクラスの 1つ）が各 VCに適用され、そのクラスに含まれて
いるコマンドによって指定されたパラメータで設定されます。

この設定の場合と同様、バンドルに属する個々のVCを設定するには、ルータがマザーバンド
ルに対してバンドルモードである必要があります。バンドルに所属する各 VCでは、下位の
モードは特定の VCの pvcモードです。

次のコマンドでは、バンドル new-yorkの個々の VCを設定します。

pvc-bundle ny-control 207
class-vc control-class
pvc-bundle ny-premium 206
class-vc premium-class
pvc-bundle ny-priority 204
class-vc priority-class
pvc-bundle ny-basic 201
class-vc basic-class

san-franciscoバンドル

次のコマンドセットは、san-franciscoという名前のバンドルを作成し、設定します。バンドル
コンフィギュレーションレベルでは、bundle-classクラスに含まれるコンフィギュレーション
コマンドは、バンドル san-franciscoおよびバンドルに所属する個々のVCに属します。その後、
pvc-bundleコマンドを個々の VCごとに実行してバンドルに追加します。VCが追加され、バ
ンドル VCコンフィギュレーションモードが開始されると、特定の事前設定済みのクラスが
VCに割り当てられます。そのクラスを構成するコンフィギュレーションコマンドは、VCの
設定に使用されます。この時点で階層のルールが適用されます。適用されたクラスに含まれて

いるコマンドパラメータは、バンドルコンフィギュレーションレベルで適用された同じパラ

メータによって置き換えられ、それらのパラメータはVCに直接適用された同じパラメータに
よって置き換えられます。

IP/ATM間サービスクラスの設定
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bundle san-francisco
protocol clns 49.0000.0000.0000.333.00 broadcast
inarp 1
class-bundle bundle-class
pvc-bundle sf-control 307
class-vc control-class
pvc-bundle sf-premium 306
class-vc premium-class
pvc-bundle sf-priority 304
class-vc priority-class
pvc-bundle sf-basic 301
class-vc basic-class

los-angelesバンドル

次のコマンドセットは、los-angelesという名前のバンドルを作成して設定します。バンドルコ
ンフィギュレーションレベルでは、bundle-classクラスに含まれるコンフィギュレーションコ
マンドは、バンドル los-angelesおよびバンドルに所属する個々の VCに属します。その後、
pvc-bundleコマンドを個々の VCごとに実行してバンドルに追加します。VCが追加され、バ
ンドルVCコンフィギュレーションモードが開始されると、VCに優先度が設定され、そのVC
は保護されたグループ（protectグループ）のメンバとして設定されるか、個別に保護された
VCとして設定されます。特定のクラスが各VCに割り当てられて、さらに特徴付けられます。
階層のルールが適用されます。バンドルコンフィギュレーションレベルでバンドル全体に適

用したパラメータよりもバンドルVCコンフィギュレーションレベルでVCにクラス内で適用
した同じパラメータのほうが優先され、さらに、それらのパラメータよりもVCに直接かつ個
別に適用したコマンドのパラメータが優先されます。

bundle los-angeles
protocol ip 1.1.1.4 broadcast
protocol clns 49.0000.0000.4444.00 broadcast
inarp 1
class-bundle bundle-class
pvc-bundle la-high 407
precedence 7-5
protect vc
class-vc premium-class
pvc-bundle la-mid 404
precedence 4-2
protect group
class-vc priority-class
pvc-bundle la-low 401
precedence other
protect group
class-vc basic-class

例：スタンドアロン VCでの VC単位のWFQと CBWFQ
次に、2つのクラスマップを作成し、それらの一致基準を定義する例を示します。最初のマッ
プクラス class1では、番号付きのアクセスコントロールリスト（ACL）101を一致条件とし
て使用します。2つめのマップクラス class2では、番号付きのACL 102を一致基準として使用
します。

IP/ATM間サービスクラスの設定
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次に、この例では、policy1という名前のポリシーマップにこれらのクラスが含まれています。
class1のポリシーでは、このクラスのために予約されたキューに対して、最小帯域幅の割り当
て要求に 500 kbps、最大パケット数の制限が 30と指定されています。class2のポリシーでは、
最小帯域幅の割り当て要求に 1000 kbpsのみが指定されているため、デフォルトのキュー制限
は64パケットであると想定されます。policy1を構成する2つのクラスの帯域幅要求の合計が、
ポリシーマップが適用された ciscoという名前の PVCの総帯域幅（2000 kbps）の 75%になる
ことに注意してください。

この例では、policy1というポリシーマップを PVCに適用します。ポリシーマップ policy1が
PVCに適用されると、そのクラスによってその PVCの CBWFQサービスポリシーが構成され
ます。この PVCで送信されるパケットの一致基準を ACL 101および 102と照合して確認し、
それに応じて分類します。

class-defaultコマンドはこのポリシーマップに対して明示的に設定されていないため、サービ
スポリシーを構成している2つのクラスの一致基準を満たさないすべてのトラフィックは、事
前定義された class-defaultクラスによって処理されます。これによって、ベストエフォートの
フローベースのWFQが実現します。

class-map class1
match access-group 101
class-map class2
match access-group 102
policy-map policy1
class class1
bandwidth 500
queue-limit 30
class class2
bandwidth 1000

interface ATM1/1/0.46 multipoint
ip address 200.126.186.2 255.255.255.0
pvc 46
vbr-nrt 2000 2000
encap aal5snap
service policy output policy1

例：バンドルメンバー VCでの VC単位のWFQと CBWFQ
次の例では、VC単位のWFQおよび CBWFQがイネーブルであり、サービスポリシーが設定
されているメンバを持つ san-franciscoという名前の PVCバンドルを示します。この例では、
ポリシーマップ policy1、policy2、および policy4に含まれているクラスが定義されており、そ
れらのポリシーマップが作成されていることを前提としています。各 PVCでは、IP/ATM間
CoS pvc-bundleコマンドを使用して、指定されたポリシーマップを適用する PVCを指定しま
す。

PVC 0/34および 0/31には、同じポリシーマップ policy2が適用されていることに注意してくだ
さい。同じポリシーマップを複数の VCに割り当てることはできますが、各 VCに割り当てる
ことができるのは、出力 PVCで適用されるポリシーマップ 1つのみです。

bundle san-francisco
protocol ip 1.0.2.20 broadcast
encapsulation aal5snap
pvc-bundle 0/35

IP/ATM間サービスクラスの設定
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service policy output policy1
vbr-nrt 5000 3000 500
precedence 4-7
pvc-bundle 0/34
service policy output policy2
vbr-nrt 5000 3000 500
precedence 2-3
pvc-bundle 0/33
vbr-nrt 4000 3000 500
precedence 2-3
service policy output policy4
pvc-bundle 0/31
service policy output policy2
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