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QoSポリシングについて

トラフィックポリシングを使用する理由

インターフェイスで送受信されるトラフィックの最大レートの制御を可能にするトラフィック

ポリシングは、一般に、ネットワークのエッジにあるインターフェイスで、ネットワークへの

トラフィックを制限するように設定されます。ほとんどのトラフィックポリシング設定では、

レートパラメータ内に収まるトラフィックは送信されますが、パラメータを超えるトラフィッ

クはドロップされるかマークされ（かつ送信され）ます。

シェーパーとは異なり、ポリサーはパケットをバッファリングしません。代わりに、指定され

たアクションがただちに実行されます。

（注）
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シスコでは、通常、ポリサーをアドミッション制御（キューまたはネットワーク）に使用しま

す。

キューアドミッション制御により、キューに入ることができるデータの量を制限できます。

プライオリティキューは、キューに入るパケットのレートを制限して遅延を回避するという

このカテゴリの代表的な例です。

ネットワークアドミッション制御では、ネットワーク管理者（サービスプロバイダー）とそ

の顧客の間の契約が適用されます。一般に、プロバイダーがトラフィックを受け入れる必要が

あるレートに両者が同意します。これはサービスレート（顧客がプロバイダーに送信するすべ

てのトラフィックの最大レート）またはクラスごとの制限（たとえば、顧客が送信できるプラ

イオリティトラフィックの量）である場合があります。

•ネットワークアドミッション制御を使用する場合、超過トラフィックをただちにドロップ
するか「契約外」としてマークするかを決定できます。後者の場合は、このネットワーク

内で輻輳が発生した場合に（そのときに）、そのトラフィックの処理量を減らすか、その

トラフィックを最初にドロップすることができます。

ポリサーの定義

「ポリサー」と「レートリミッタ」という 2つの用語通常、同じ QoSメカニズムを指しま
す。このドキュメントでは、「ポリサー」（ポリシング）を使用します。

（注）

ポリサーは、パケットが指定されたレートを超えて受信されたか超えずに受信されたかに応じ

て同じトラフィッククラス内のパケットに関して異なる処理を定義することを可能にするデバ

イスです。

最も単純な形式では、ポリサーは、指定されたレートを超えたトラフィックをドロップする必

要があることを示します。

policy-map police-all-traffic
class class-default
police 1m

このクラスを通過するトラフィックが 1 Mbps未満のレートで着信する場合、そのトラフィッ
クは適合（指定されたレートに準拠）していると見なされます。適合トラフィックに対するデ

フォルトのアクションは、パケットの転送です。

1 Mbpsを超えるレートで到着するトラフィックは、設定されたレートを超過していると見な
されます。超過トラフィックに対するデフォルトのアクションは、パケットのドロップです。

次の定義は、以降のセクションの説明に適用されます。

表 1 :ポリサーのコア定義

定義用語
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バースト許容値を定義する CIRと同時に使用して、パケットが適合し
ていると見なすかどうかを決定します。

Bc（適合バーストサ
イズ）

3カラーポリサーがシングルレートとディアルレートのどちらなのか
によって意味が異なります。

•シングルレートポリサーの場合、Beでは追加のバースト許容値を
適合バーストを超えて定義できます。これにより、適合レベルをご

くわずかに上回ったトラフィックと、そのレベルを大幅に上回った

トラフィックを認識できます。

•デュアルレートポリサーでは、Bcを CIRと同時に使用するのと
まったく同じように、Beを PIRと同時に使用して、トラフィック
がそのレートを超えている（またはそのレート未満）かどうかを判

断できます。

Be（超過バーストサ
イズ）

非常に多くのパケットが緊密に到着した時点。

短い間隔で測定されたレートは、長い間隔で測定した場合に、

レートを正確に反映していない可能性があります。

（注）

Burst（バースト）

所定の間隔で転送可能なデータの最大量。CIR（認定情報レー
ト）

CIRよりも低いレートで到着するトラフィック（バーストを考慮）。Conform（適合）

ポリサーのタイプがシングルかデュアルか、2カラーか 3カラーかに
よって異なります。

•シングルレート 2カラーポリサーで、CIRを超えるレートで着信
するトラフィック（バーストを考慮）。

•シングルレート 3カラーポリサーで、CIRを超えているが（つま
り、適合バケットが枯渇している）、超過バケットを枯渇させるほ

ど高くないレートで着信するトラフィック。

•デュアルレートポリサーで、CIRを超えているが、PIRよりも低
いレートで着信するトラフィック（どちらのインスタンスでもバー

スト許容値を考慮）。

Exceed（超過）

（デュアルレートポリサーにのみ関連）このレート未満のトラフィッ

クが超過。上回る、違反している。

PIRは、デュアルレートポリサーで設定された高速のレートです。

このレートが差別化要因です。超過に指定されたトラフィックと違反

に指定されたトラフィック。

PIR（最大情報レー
ト）

QoSパケットポリシング
3

QoSパケットポリシング

ポリサーの定義



ポリサーのタイプに依存します。

•シングルレート 3カラーポリサーの場合は、超過バケットを枯渇
させるのに十分な高いレートで着信するトラフィック。

•デュアルレートポリサーの場合は、PIRよりも高いレートで到着
するトラフィック（バーストを考慮）。

Violate（違反）

ポリサーのアクション

次にコピーした前の例では、ポリサーが最も基本的な形式で使用されています。

policy-map police-all-traffic
class class-default
police 1m

適合トラフィックはポリサーを通過することが許可され（送信トラフィックは1m未満）、超
過トラフィックはドロップされていました。トラフィックが指定されたレートを超えたこと

を認識したときには即時のアクションを実行していました。しかし、即時のアクションが望ま

しくない場合もあります。場合によっては、トラフィックをただちにドロップするのではな

く、アクションを延期する必要があります。

たとえば、事前に決められたレートを超えるトラフィックを、ネットワークが輻輳している場

合にのみドロップするように決定できます。この場合、すべてのトラフィックを転送するもの

の適合トラフィックと超過トラフィックでは異なる方法でパケット内の何か（たとえば、DSCP）
にマークすることを選択できます。ドロップするかどうかの決定は、その後に輻輳が発生した

時点で行うことができます。

次の例では、トラフィックをドロップする代わりにマークします。トラフィッククラスを

DSCP値がAF41の着信トラフィックと定義し、指定したレートを超えるトラフィックをAF42
に降格させます。

policy-map ma
rk-out-of-contract
class AF41
police 1m conform-action transmit exceed-action set-dscp-transmit AF42

この conform-actionの内容は、指定された 1 Mbps以下のレートで着信するトラフィックの送
信（デフォルト動作の単純転送）です。

この exceed-action（ 1 Mbpsを超過したトラフィックに適用される）の内容は、トラフィック
のドロップではなくパケットの DSCP値のマークです。

transmitとdropは、指定されたレートに適合するトラフィックまたはそれを超過するトラフィッ
クに対して指定されたアクションを表します。 police コマンドを使用してアクションを指定
します。サポートされているアクションを次の表に示します。

QoSパケットポリシング
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表 2 : policeコマンドのアクション

結果指定された処理

パケットをドロップします。drop

ATMセルの ATMセル損失率優先度（CLP）ビットを設定
し、パケットを送信します。

set-clp-transmit

Q-in-Qの導入では、パケットの内部サービスクラス（CoS）
値を設定し、パケットを送信します。CoS値の範囲は 0～ 7
です。

set-cos-inner-transmit cos-value

パケットのサービスクラス（CoS）値を設定し、パケットを
送信します。CoS値の範囲は 0～ 7です。

set-cos-transmit cos-value

廃棄クラス値を設定し、パケットを送信します。廃棄クラス

値の範囲は 0～ 7です。
set-discard-class-transmit
discard-class-value

IP Diffservコードポイント（DSCP）値を設定して、パケッ
トを送信します。有効値の範囲は 0～ 63です。

set-dscp-transmit dscp-value

現在のパケットにこのようなヘッダーが追加された場合はそ

の時点でトンネルヘッダーに書き込まれる DiffServコード
ポイント（DSCP）値を保存します。

set-dscp-tunnel-transmit
dscp-value

フレームリレー廃棄適性（DE）ビットを設定し、フレーム
を送信します。

set-frde-transmit

インポーズされたラベルヘッダーにMPLS EXPビットを設
定し、MPLSラベルがインポーズされた場合はその時点でパ
ケットを送信します。有効値の範囲は 0～ 7です。

set-mpls-exp-imposition-transmit
mpls-exp-value

最上位ラベルにMPLS EXPビットを設定し、パケットを送
信します。有効値の範囲は 0～ 7です。

set-mpls-exp-topmost-transmit
mpls-exp-value

IPPrecedenceレベルを設定し、パケットを送信します。有効
値の範囲は 0～ 7です。

set-prec-transmit
precedence-value

現在のパケットにこのようなヘッダーが追加された場合はそ

の時点でトンネルヘッダーに書き込まれるトンネル IPプレ
シデンス値を保存します。有効値の範囲は 0～ 7です。

set-prec-tunnel-transmit
precedence-value

「qos-group」値を設定し、パケットを送信します。有効値の
範囲は 0～ 99です。

set-qos-transmit qroup-id

パケット内のフィールドを変更せずにそのパケットを送信し

ます。

transmit
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ポリサーアクションのルールは、setコマンドのルールと非常によく似ています。

マークできるのは、レイヤ 2のヘッダーと外部レイヤ 3のヘッダーだけです。

（注）

マルチアクションポリサー

前のセクションでは、パケット内の特定のフィールドをマークするようにポリサーを設定する

方法について説明しました。実際には、パケット内の複数のフィールドをマークすることがで

きます。

トラフィッククラス内で複数の setアクションを設定する場合と同様の方法で、各レート指定
内のトラフィックに複数のアクションを適用できます。たとえば、パケットが TCP/IP環境と
フレームリレー環境の両方で送信されることがわかっている場合、超過パケットまたは違反パ

ケットの DSCP値を変更し、フレームリレー廃棄特性（DE）ビットを 0～ 1の値に設定して
優先度が低いことを示すことができます。

複数のポリシングアクションを指定するときは、次の点に注意してください。

•ポリシーマップクラスポリシングコンフィギュレーション（config-pmap-c-police）サブ
モードを開始する必要があります。

•最大 4つのアクションを同時に指定できます（1アクションにつき 1行）。

•矛盾するアクション（conform-action transmitと conform-action dropなど）は指定できま
せん。

setコマンドと同様に、同じパケットに複数のアクション（たとえば、レイヤ 2フィールドと
レイヤ3フィールドをマークする）を設定するか、異なるトラフィックタイプごとにアクショ
ン（たとえば、IPv4パケットの DSCP値をマークし、MPLSパケットの Experimental（EXP）
ビットをマークする）を定義することができます。

次の例では、RTPトラフィック（rtp-traffic）の上限を 1 Mbpsに設定し、そのレートを超え
るトラフィックをドロップします（exceed-action drop）。適合トラフィックについては、IPv4
パケットのCOS値およびDSCP値とMPLSパケットのCOS値および EXPビットの両方をマー
クします。

class rtp-traffic
police cir 1000000
conform-action set-cos-transmit 4
conform-action set-dscp-transmit af41
conform-action set-mpls-exp-topmost-transmit 4
exceed-action drop

トラフィッククラスによって観測されるレートにはそのクラス内のすべてのパケットが考慮さ

れますが、アクションは該当するトラフィックだけに適用されます。たとえば、IPv4パケット
とMPLSパケットが同じトラフィッククラスに分類され、ポリサーが特定の DSCP値をマー
クするように設定されているとします。観測されるレートには IPv4パケットとMPLSパケッ
トの両方が考慮されますが、マークできるのは IPv4パケットだけです。

QoSパケットポリシング
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シングルおよびデュアルレートポリサーでは、複数のアクションの設定がサポートされてい

ます（シングルレート 2カラーポリサー（8ページ）およびデュアルレート 3カラーポリ
サー（11ページ）を参照）。

（注）

CLIバリエーションに関する注意事項
ここでは、CLIの複数のバリエーションが同じ結果をどのように達成できるのかを示します。

コンテキスト

時間が経ち、ソフトウェアトレインがマージされるにつれて、各種Cisco IOSソフトウェアリ
リースのバリエーションが現れました。同じソフトウェアリリース内に、3つの同等のバリ
エーションが存在します。下位互換性の問題を回避するために、シスコではバリエーションの

保持を決定しました。ただし、ポリシングを実装するソフトウェアは、使用するCLIバリエー
ションにかかわらず同一であることに注意してください。

確認

次の例では、policeを 10 Mbpsに、conform actionを送信（デフォルト）に、exceed actionを
ドロップ（デフォルト）に設定します。「大まか」に言うと、policeコマンドには同じ結果を
達成する 3つのバリエーション（police value、police cir value、および police rate value）があ
ります。この一連のバリエーションは、police [cir|rate]value（cirと rateはオプション）と同
等です。レートを 10 Mbpsとすると、police [cir|rate] 10mコマンドを作成できます。

各バリエーションを使用して、次のようにポリシングを設定できます。

policy-map policer-cli-example
class class-default
police 10000000

policy-map policer-cli-example
class class-default
police cir 10m

policy-map policer-cli-example
class class-default
police rate 10m

3つのバリエーションが同じ結果をもたらすことを確認するために、2段階の検証を使用でき
ます。

1. show policy-map interfaceを発行して IOS内の設定を表示します。

2. show platform hardware qfp active feature qos interfaceを発行してハードウェアのプログラ
ミング方法を確認します。この表示は、使用されているCLIバリエーションに関係なく同
じになります。

QoSパケットポリシング
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ステップ 1を実行した結果は次のとおりです。
show policy-map int GigabitEthernet1/0/0

Service-policy input: policer-cli-example

Class-map: class-default (match-any)
162 packets, 9720 bytes
5 minute offered rate 2000 bps, drop rate 0000 bps
Match: any
police:

cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 212 packets, 12720 bytes; actions:
transmit

exceeded 0 packets, 0 bytes; actions:
drop

conformed 2000 bps, exceeded 0000 bps

次に、ステップ 2を実行した結果は次のとおりです。
show platform hardware qfp active feature qos int g1/0/0

Interface: GigabitEthernet1/0/0, QFP interface: 12
Direction: Input
Hierarchy level: 0
Policy name: policer-cli-example
Class name: class-default, Policy name: policer-cli-example
Police:

cir: 10000000 bps, bc: 315392 bytes
pir: 0 bps, be: 315392 bytes
rate mode: Single Rate Mode
conformed: 16 packets, 960 bytes; actions:
transmit

exceeded: 0 packets, 0 bytes; actions:
drop

violated: 0 packets, 0 bytes; actions:
drop

color aware: No
green_qos_group: 0, yellow_qos_group: 0

シングルレート 2カラーポリサー
シングルレート 2カラーポリサー（1R2C）は、事前に決めされたレート（bps単位のCIR）を
トラフィックが上回っているか下回っているかを判断します。さらに、どちらの場合にもアク

ションを実行することを可能にします。着信パケットに対して実行可能なアクションは、適合

アクション（パケットのトラフィックがCIRを下回ったと見なされる場合）と超過アクション
（パケットのトラフィックが CIRを超えたと見なされる場合）です。

あらゆる潜在的なバースト性を考慮に入れる必要があります。この現象は多数のパケットが同

時に着信すると発生し、短い間隔では着信レートがCIRを超えますが、より長い間隔では着信
レートがCIRに適合している場合があります。バーストに対応しつつ、事前に決められたCIR
を長期的に適用するために、トークンバケットスキームを使用します。

このスキームを適用すると、シングルトークンバケットを使用してシングルレート 2カラー
ポリサーを示すことができます。

QoSパケットポリシング
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図 1 :シングルレート 2カラーポリサー

トークンは CIRで継続的に補充され、バケットの深さは Bcです。バケットが満杯になると、
着信する追加のトークンは失われます。

パケットが着信すると、ポリサーは、その着信パケットに対応するために十分なトークン（バ

イト）がバケットに含まれている（パケット長に見合うバイト数がある）かどうかを評価しま

す。含まれている場合は、パケットが適合していると見なされ、そのアクションが実行され

て、適切な数のトークン（パケット長）がバケットから削除されます。

パケットが着信し、そのパケットに対応するために十分なトークンがバケットに含まれていな

い場合は、超過アクションが実行されます（バケット内のトークン数は変わりません）。後続

のパケットが着信すると、依然として「適合」と指定されるために十分なだけのトークンがバ

ケットが補充されていると判明する場合があります。パケットが着信しない場合、バケットは

バースト制限（Bc）まで満たされた状態が継続します。

バケットの深さを指定すると、バケットに補充する時間があると仮定した、近接して着信する

可能性がある適合トラフィックの許容バースト量（バイト/パケット数）が決定されます。

この例では、10 Mbpsの CIRと 15000バイトのバースト許容値を指定しました。そのため、
イーサネットインターフェイスでの10MTUサイズのパケットのバーストが発生しても、「適
合」と指定される可能性があります。

policy-map police-with-burst
class class-default
police cir 10m bc 15000

現在の IOS CLIでは、ポリシングを複数の方法で設定して同じ結果を得ることができます。
CLIバリエーションに関する注意事項（7ページ）の項を参照してください。

（注）

シングルレート 3カラーポリサー
シングルレート 3カラーポリサー（1R3C）は、3つの可能な出力状態、つまり適合、超過、
および違反をサポートしています。「適合」の定義は、1R2Cポリサーでの定義（一定のバー
スト許容値を考慮して事前に決められたレートに準拠するトラフィック）と似ています。

その違いは、適合していないトラフィック（2カラーポリサーでは「超過」と指定されるトラ
フィック）を指定する方法にあります。このトラフィックが「超過」または「違反」と指定さ

れる、さらなるきめ細かさが導入されます。基本的に、CIRを「ごくわずかに」上回るトラ

QoSパケットポリシング
9

QoSパケットポリシング

シングルレート 3カラーポリサー



フィックは「超過」と指定されますが、CIRを上回るより持続的なバーストは「違反」と指定
されます。

この動作を実現するために、2つ目のトークンバケットが導入されます。適合トークンバケッ
トを使用して適合トラフィックと超過トラフィックを区別することと同様に、超過トークンバ

ケットを使用して超過トラフィックと違反トラフィックを区別できます。

バケットのシナリオは、次のとおりです。

•適合トークンバケットは、最初は満杯になっています。「満杯」の量は、Bc（適合バー
ストサイズ）として指定されているバイト数です。

•超過トークンバケットは、最初は満杯になっています。「満杯」の量は、Be（超過バー
ストサイズ）として指定されているバイト数です。

•トークンが着信したときに適合トークンバケットが満杯になると（1R2Cポリサーと同様
に CIRで）、それらは超過トークンバケットにオーバーフローします。

•両方のバケットが満杯になると、それ以上のトークンは失われます。

図 2 :シングルレート 3カラーポリサー

この場合の適合バケットも、1R2Cシナリオの場合と同じように動作します。着信パケットに
対応するために十分なトークンがバケットに含まれている場合、そのパケットは「適合」と見

なされ、適合アクションが実行され、バケットから該当する数のトークンが削除されます。超

過バケットは影響を受けず、適合バケット（Bc）がCIRで引き続き補充されます。

ただし、適合バケットが満杯のときに追加のトークンが着信しても、それらはすぐには失われ

ません。代わりに、それらは超過バケットにオーバーフローします。このバケットが満杯にな

ると、超過したトークンは失われます。

同様に、パケットが着信したときに、そのパケットに対応するために十分なトークンが適合バ

ケットにない場合、すぐに超過とは宣言されません。「超過」の場合と「違反」の場合があり

ます。パケットに対応するために十分なトークンが超過バケットにある場合は、超過アクショ

ンが実行され、超過バケットから必要な数のトークンが削除されます。適合バケットから削除

されるバイトはありません。

適合バケットと超過バケットのどちらにもパケットに対応するために十分なトークンがない場

合、「違反」として分類され、該当するアクションが実行されます。適合バケットも超過バ

ケットもトークンは削減されません。

適合バケットと超過バケットのどちらにもパケットに対応するために十分なトークンがない場

合、「違反」として分類され、該当するアクションが実行されます。適合バケットも超過バ

ケットもトークンは削減されません。

QoSパケットポリシング
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policy-map ingress-enforcement
class af41-metering
police cir percent 10 bc 5 ms be 10 ms
conform-action set-dscp-transmit af41
exceed-action set-dscp-transmit af42
violate-action drop

この例では、インターフェイスの帯域幅の 10 %にトラフィックをポリシング（クラス af41
用）しており、次が適用されます。

• 5ミリ秒までのトラフィック（conform-action set-dscp-transmit af41）バース
トは転送され、依然として af41としてマークされます。

• 5ミリ秒を超えるトラフィック（exceed-action set-dscp-transmit af42）バー
ストの場合、10ミリ秒までの追加バーストは af42としてマークされます。ネットワーク
の他の場所で af42が検出されると、合意された契約を超えてそれが受信された（ネット
ワークのエッジで）ことがわかります。輻輳が発生した場合は、それが最初にドロップさ

れます。

• CIRに対して 15ミリ秒を超えるトラフィック（violate-action drop）バーストは
「違反」と見なされ、ただちにドロップされます。

適合バケットが満杯の場合は、超過バケットだけが補充されます。そのため、CIRを超える
レートで非バーストストリームを送信すると、すぐに適合バケットと超過バケットの両方が

オーバーフローします。超過バケットは補充されません。後続のすべてのパケットは、適合ま

たは違反と見なされます。

（注）

デュアルレート 3カラーポリサー
トラフィックレートは、トラフィックバーストよりも容易に理解できます。ネットワークア

ドミッション制御の契約を指定する場合（トラフィックポリシングを使用する理由（1ペー
ジ）を参照）、シングルレートを超える複数のバーストサイズに関して期待値を記述するこ

とが困難な場合があります。デュアルレート 3カラー（2R3C）ポリサーは、主にレートを使
用して適合、超過、違反を区別することによって問題を簡素化します。また、セカンドレート

の PIR（最大情報レート）も導入されます。

CIRと PIRには次の特性があります。

• CIRを下回るトラフィックは「適合」です。

• CIRを上回り、PIRを下回るトラフィックは「超過」です。

• PIRを上回るトラフィックは「違反」です。

これらのレートは、policeコマンドの cirキーワードと pirキーワードを使用して指定します
（詳細については、police（36ページ）コマンドのページを参照）。

QoSパケットポリシング
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2R3Cポリサーの場合、1R3Cとは異なり、パケットがポリサーに着信するたびにトークンバ
ケットが個別に補充されます。適合バケットをレートCIRで補充します。バケットは値Bcま
で含むことができます。超過バケットをレート PIRで補充します。バケットは値 Beまで含む
ことができます。

PIRは CIRを超えている必要があり、バケット間のオーバーフローは許可されません。（注）

パケットの安定したストリームが、CIRを上回るものの PIRを下回るレートで着信した場合、
すべてのパケットが「適合」または「超過」としてマークされます。1R3Cポリサーを使用す
る場合、このシナリオでは、わずかの数のパケットが「超過」としてマークされ、大多数のパ

ケットが「適合」または「違反」としてマークされます。

2R3Cポリサーでは、パケットごとに 3つの可能なアクション（適合、超過、違反）がサポー
トされます。デュアルレートポリサーで設定されたインターフェイスに入るトラフィックは、

これらのアクションカテゴリの1つに分類されます。これにより、パケットの処理方法が決ま
ります。たとえば、最も一般的な設定では、適合するパケットまたは超過するパケット（プラ

イオリティを下げて）を送信し、違反するパケットはドロップするように設定できます。

図 3 :デュアルレート 3カラーポリサー

パケットが着信すると、そのパケットに対応するために十分なトークンが適合パケットおよび

超過バケットに存在するかどうかが評価されます。存在する場合は、適合アクション（通常、

送信または送信とマーク）が実行され、両方のバケットからパケットを送信するのに必要な

トークンが削除されます。

パケットに対応するために十分なトークンが超過トークンバケット（ただし、適合トークン

バケットではなく）に含まれている場合は、超過アクション（通常、送信または送信とマー

ク）が実行されます。該当する数のトークンが超過バケットだけから削除されます。

どちらのバケットにもパケットに対応するために十分なトークンがない場合は、違反アクショ

ン（通常、送信、送信とマーク、またはドロップ）が実行されます。

policy-map ingress-enforcement
class af41-metering
police cir 100k bc 3000 pir 150k be 3000 conform-action set-dscp-transmit af41

exceed-action set-dscp-transmit af42 violate-action drop

上記の例のコードとシングルレート 3カラーポリサー（9ページ）の対応するコードの違い
を確認してください。

cir 100k bc 3000 pir 150k be 3000
cir percent 10 bc 5 ms be 10 ms

QoSパケットポリシング
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直前の例では、次のルールに従ってトラフィックが処理されます。

• 100 Kbps以下の場合（最大 3,000バイトのバーストを許可）は「適合」となり、DSCPが
af41としてマークされ、転送されます。

• 100 Kbpsを超え、150 Kbps未満の場合（この場合も 3,000バイトのバーストを許可）は
「超過」となり、DSCPが af42としてマークされ、転送されます。

• 150 Kbsを超える場合は「違反」となり、ドロップされます。

レートおよびバーストパラメータの設定

ポリサーレート計算（オーバーヘッドアカウンティング）に含まれ

るもの

レートまたはバースト値を指定する際は、それらの値への適合性を評価するときに、ポリサー

がパケットの長さを評価する方法（以下、「ポリシング長」と呼びます）を理解している必要

があります。簡単に説明すると、ポリサーには、レイヤ 3データグラムのレイヤ 2ヘッダー長
が含まれますが CRCとパケット間オーバーヘッドはどちらも含まれません。

さらに詳しく説明するために、GigabitEthernetリンクを介して転送される IPデータグラムにつ
いて検討します。

レイヤ 3データグラム

まず、このデータグラムをイーサネットフレームにカプセル化します。これにより、各データ

グラム（18バイト）に 14バイトのレイヤ 2ヘッダーが追加され、さらに 4バイトのCRCが追
加されます。

イーサネットオーバーヘッド

物理メディアを介してこのフレームを送信するために、イーサネットは、12バイトのデータの
送信時間に相当する最小限のパケット間ギャップを必要とします。このパケット間ギャップ

（IPG）の後に、7バイトのプリアンブルとそれに続く1バイトのフレーム開始デリミタ（SFD）
が必要です（イーサネットパケット間オーバーヘッド = 12バイトの IPG + 7バイトのプリアン
ブル + 1バイトの SFD = 20バイト）。

QoSパケットポリシング
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そのため、複数のイーサネットフレームを連続して送信する場合、各レイヤ3データグラムの
パケットごとのオーバーヘッドにより 38バイト追加されます（カプセル化の 18バイト +イー
サネットのパケット間オーバーヘッドの 20バイト）。たええば、GigabitEthernetリンクで、
100バイトの IPデータをラインレートで送信する場合、次の式を使用すると、予想されるス
ループット（1秒あるのパケット数）は次のようになります。
Linerate / Bits Per
Byte / ( Layer 3 length + Per Packet Overhead) = Packets Per Second

1 Gbps / 8 / ( 100 + 38 ) = 905, 797 pps

ポリサーの観点からは、パケット長は、レイヤ 3データグラム +レイヤ 2ヘッダ長
（GigabitEthernetインターフェイスでは 14バイト）です。

ポリシング長

ここで、GigabitEthernetインターフェイスで設定された 500Mbpsのポリサーについて検討しま
す。前の例と同様に、100バイトの IPデータグラムのすべてをポリサーに送信します。その結
果、ポリシング長は 100バイトのデータグラム長 + 14バイト（イーサネットレイヤ 2ヘッ
ダー）になります。次の式により、予想されるスループットが得られます。

Policer Rate / Bits
per Byte / (Layer 3 length + Layer 2 header length) = Packets Per Second

500 Mbps / 8 / (100 + 14) = 548,246 pps

500 Mbpsのポリサーによって適合としてマークされるパケットは、500 Mbpsをはるかに超え
る物理帯域幅を消費します。

（注）

論理インターフェイス上のポリサー

出力時には、ポリサーは最終的な物理インターフェイスタイプを認識しない（トンネルはイン

ターフェイス間を移動可能）ため、ポリサーは最終的なレイヤ2オーバーヘッドを認識しませ
ん。そのため、後者はポリシング長から除外されます。同様に、ポリサーはオーバーヘッドに

よるパケット拡張の程度を予測できないため、暗号化を設定する場合、ポリサーレートの計算

に暗号化オーバーヘッドは含まれません。出力ポリサーには、レイヤ3データグラムとすべて
のトンネルヘッダ（追加の IPヘッダ、GREヘッダなど）が含まれます。

QoSパケットポリシング
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入力時には、ポリサーが受信インターフェイスタイプを認識するため、トンネルインターフェ

イスでのポリシングには、レイヤ 2オーバーヘッドとすべてのトンネルヘッダーが含まれま
す。

次の表に、Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータでのポリサーレート計
算の依存関係を示します。すべての順列のサブセットだけが示されていることに注意してくだ

さい。

表 3 : GRE/QoSポリシー長の計算

GRE/QoSポリシー長を計算する QFP式

（イーサネットインターフェイスの例）

キューイングポリシングトンネルタイプ

出力出力入力

レイヤ 3 + 24 +14レイヤ 3 + 24レイヤ 3 + 24
+14

ip_gre

レイヤ 3 + 20 +14レイヤ 3 + 20レイヤ 3 + 20
+14

ip_ip

レイヤ 3 + 24 +14 + crypto_ohレイヤ 3 + 24レイヤ 3 + 24 +
14

ipsec

レイヤ3 + 14 + crypto_ohレイヤ 3 + 0レイヤ 3 + 14ipsec ipv4

ここで、値は次のように定義されます。

• 0：svti（「トンネルモード ipsec ipv4」）にはオーバーヘッドがない

• 14：レイヤ 2イーサネットヘッダーのサイズ

• 20：IP/IPヘッダーのサイズ

• 24：IP/GREヘッダーのサイズ（20 + 4）

ATMインターフェイス上のポリサー

ATMインターフェイスでポリサーが設定されている場合、ポリシング長にはレイヤ 3データ
グラムとATMアダプテーション層（AAL）ヘッダーが含まれます。AAL5SNAPカプセル化の
長さの場合、これは、ポリシング長に 8バイトのヘッダーを含めることを意味します。
AAL5NLPIDカプセル化の場合は 2バイトです。

この計算は、完全な AAL PDUとセルタックスを含むスケジューリングに適用される計算とは
明確に異なります。

QoSパケットポリシング
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含まれるものの変更：オーバーヘッドアカウンティングの調整

前のセクションでは、ポリサーレートの計算にデフォルトで含まれるものについて説明しまし

た。ただし、デフォルトから逸脱させる必要がある場合もあります。たとえば、CIRをリンク
で消費される物理帯域幅として表現する必要がある場合があります。イーサネットインター

フェイスの場合は、4バイトのCRCと、パケットごとに必要な20バイトのパケット間オーバー
ヘッドが含まれます。

あるいは、サービスプロバイダーがレイヤ3レートで顧客のトラフィックをポリシングする必
要がある場合もあります。パケットがさまざまなインターフェイスタイプ（またはカプセル化

プロトコル）を通過するときにデータグラムの長さは変わらないため、ポリサーレートの計算

にレイヤ 2ヘッダーの長さは含まれません。

QoSポリシーをサポートするインターフェイスは、いずれもオーバーヘッドアカウンティン
グの調整をサポートします。

（注）

オーバーヘッドアカウンティングの変更はネットワークに影響を与える可能性があります。

たとえば、ネットワークアドミッション制御にポリサーを使用するときは、そのネットワーク

に接続する機器で対応するシェーパーを設定する必要がある場合があります。CIRに含まれる
ものの 2つのビュー（シェーパーとポリサー）は一致する必要があります。

（注）

次の例では、ポリサーが物理リンク上のトラフィックの最大 50%を適合させることができる
ように、すべてのパケット間オーバーヘッドを含めます。1パケットあたり 24バイトを追加
（user-defined 24）することにより、4バイトの CRCと 20バイトのパケット間オーバー
ヘッドに対処します。

policy-map ethernet-physical-example
class class-default
police cir percent 50 account user-defined 24

police accountコマンドの atmキーワードを使用すると、レート計算で ATMのセル分割とセ
ルパディング（ATMセルタックス）を補正するようにポリサーに指示できます。

セルタックスを含め、AAl5トレーラに対応するために、ルータは最初にポリシング長に 8バ
イトを追加します。次に、パケットの伝送に必要なATMセル数を計算し（53バイトのセルあ
たり 48バイトのデータ伝送）、その数に 53を掛けます。たとえば、46バイトのデータグラム
には 2つのセルが必要なので、セルタックスが含まれている場合、ポリシング長は「 106バイ
ト」と見なされます。

次の例では、レート計算にセルタックスを含める必要がある 5 Mbpsポリサーを示します。
policy-map include-cell-tax-example
class class-default
police cir 5000000 account user-defined 0 atm

設定内の atmは、セルタックスを含めるように指示します。

QoSパケットポリシング
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オーバーヘッドアカウンティングの調整の制約事項

•子ポリシーでオーバーヘッドアカウンティングをイネーブルにする場合は、親ポリシーで
オーバーヘッドアカウンティングをイネーブルにする必要があります。

•ポリシーマップで、ポリシーのすべてのクラスに対してオーバーヘッドアカウンティン
グをイネーブルまたはディセーブルにする必要があります。同じポリシー内で、一部のク

ラスに対してオーバーヘッドアカウンティングをイネーブルにし、残りのクラスに対して

オーバーヘッドアカウンティングをディセーブルにすることはできません。

•オーバーヘッドアカウンティングは、QoSカウンタ（分類、ポリシング、キューイング
など）のいずれにも反映されません。

•最上位親ポリシーでオーバーヘッドアカウンティングをイネーブルにできるだけでなく、
中位子ポリシーと最下位子ポリシーの両方でオーバーヘッドアカウンティングをイネーブ

ルにできます。子ポリシーは、親レベルまたは親の親レベルで設定されたオーバーヘッド

アカウンティングポリシーを継承します。

•ポリシーマップ内、および（階層型ポリシーマップ構造の）親ポリシーマップと子ポリ
シーマップの間では、使用されるオーバーヘッドアカウンティングのタイプまたは値が

一貫している必要があります。

オーバーヘッドアカウンティングの調整（事前定義オプション）

いくつかの事前定義CLIオプション（ブロードバンドユースケースに基づく）によって、ルー
タが該当するバイト数を増減する間のカプセル化を指定できます（次の表を参照）。

ネットワークの他の場所にある DSLAM（デジタル加入者線アクセスマルチプレクサ）に、
イーサネットインターフェイス上のトラフィックを送信（または受信）したとします。その

際、イーサネットフレーム（Dot1Qや Q-in-Qなど）でカプセル化しますが、DSLAMは何ら
かの形式の ATMカプセル化でカプセル化します。そのため、DSLAMの後に現われるトラ
フィックでポリサーを実行する必要があります。すべての場合において、ポリシング長にセル

タックスを追加します。

表 4 :オーバーヘッドアカウンティング調整に事前に定義されたオプションの表

詳細（dot1q/qinq）ATM値

（dot1q/qinq）
CLI

dot1q: 3 byte 1483 routed - 18 byte dot1q

qinq: 3 byte 1483 routed - 22 byte qinq
〇-15/-19account dot1q|qinq aal5

mux-1483routed

dot1q: 0 byte mux_rbe + 18 byte dot1q - 18 byte
dot1q

qinq: 0 byte mux_rbe + 18 byte dot1q - 22 byte
qinq

〇0/-4account dot1q|qinq aal5
mux-dot1q-rbe

QoSパケットポリシング
17

QoSパケットポリシング

オーバーヘッドアカウンティングの調整の制約事項



詳細（dot1q/qinq）ATM値

（dot1q/qinq）
CLI

dot1q: 2 byte mux_pppoa - 6 byte pppoe - 18
byte dot1q

qinq: 2 byte mux_pppoa - 6 byte pppoe - 22 byte
dot1q

〇-22/-26account dot1q|qinq aal5
mux-pppoa

dot1q: 0 byte mux_rbe + 14 byte 802.3 - 18 byte
dot1q

qinq: 0 byte mux_rbe + 14 byte 802.3 - 22 byte
qinq

〇-4/-8account dot1q|qinq aal5
mux-rbe

dot1q: 6 byte snap 1483 routed - 18 byte dot1q

qinq: 6 byte snap 1483 routed - 22 byte qinq
〇-12/-16account dot1q|qinq aal5

snap-1483routed

dot1q: 10 byte snap_rbe + 18 byte dot1q - 18
byte dot1q

qinq: 10 byte snap_rbe + 18 byte dot1q - 22 byte
qinq

〇10/6account dot1q|qinq aal5
snap-dot1q-rbe

dot1q: 4 byte snap_pppoa - 6 byte pppoe - 18
byte dot1q

qinq: 4 byte snap_pppoa - 6 byte pppoe - 22 byte
qinq

〇-20/-24account dot1q|qinq aal5
snap-pppoa

dot1q: 10 byte snap_rbe + 14 byte 802.3 - 18 byte
dot1q

qinq: 10 byte snap_rbe + 14 byte 802.3 - 22 byte
qinq

〇6/2account dot1q|qinq aal5
snap-rbe

x<value>account user-defined
<value>

〇<value>account user-defined
<value> atm

次の例では、事前定義されたオーバーヘッドアカウンティング値を適用します。イーサネット

インターフェイスで Dot1Qカプセル化パケットを受信する場合、アップストリーム DSLAM
は、 AAL5-Mux 1483ルーテッドカプセル化パケットを受信してから ATMを削除し、イーサ
ネットヘッダーを追加します。ATMインターフェイスでは、データグラムに 3バイトの追加
AALヘッダーがありますが、18バイトのイーサネットヘッダー（Dot1Qを含む）はありませ
ん。そのため、ATMインターフェイスでは PDUは 15バイト少なくなります（ポリシング長
から 15バイトを引いてセルタックスを追加します）。
policy-map atm-example
class class-default
police 5000000 account dot1q aal5 mux-1483routed

QoSパケットポリシング
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デフォルトのバーストサイズ

バースト許容値（Bcまたは Be）を明示的に設定していない場合は、IOSによってデフォルト
が設定されます。このデフォルトのバースト許容値は、該当するレートに基づく250ミリ秒の
データ量です。たとえば、CIRが 100 Mbpsの場合、このレートの 250ミリ秒のデータ量は
100000000/8 x 0.250 = 3125000バイトになります。

シングルレートポリサーの Bcと Beは、常に CIRに基づきます。デュアルレートポリサーの
Beは、PIRに基づきます。

キューアドミッション制御用にポリサーを設定する場合は（トラフィックポリシングを使用

する理由（1ページ）を参照）、Bcをそのキュー内のアプリケーションに適したものに設定
します（たとえば、音声アプリケーションの場合は、Bcを 10ミリ秒以下に設定します）。

（注）

policy-map policer-default
class af41
police cir 20000000 pir 40000000 conform-action transmit exceed-action

\ set-dscp-transmit af42 violate-action set-dscp-transmit af43

show policy-map interface
GigabitEthernet1/0/0

Service-policy input: policer-default

Class-map: af41 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
Match: dscp af41 (34)
police:

cir 20000000 bps, bc 625000 bytes 1
pir 40000000 bps, be 1250000 bytes 2

conformed 0 packets, 0 bytes; actions:
transmit

exceeded 0 packets, 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit af42

violated 0 packets, 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit af43

conformed 0000 bps, exceeded 0000 bps, violated 0000 bps

デュアルレートポリサーと Bcおよび Beは、それぞれ CIR（1）と PIR（2）に基づいて 250ミ
リ秒にデフォルト設定されます。

（注）

ハードウェアでプログラムされたレートとバーストサイズ

Cisco ASR 1000ルータプラットフォームでは、ポリサーレートの計算は専用ハードウェアで
実行されます。
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ハードウェアアシストを使用すると、パフォーマンスへの影響とは無関係にポリサーの数を

拡張できますが、プログラム可能なレートとバースト値の組み合わせに関するいくつかの制約

事項があります。

図 4 :

シングルレート 2カラーポリサーを使用した簡単なポリシーの場合について検討します。
policy-map hardware-example
class class-default
police cir 1m bc 3000

show policy-map interfaceコマンドからの出力により、設定された CIRおよび Bc値を IOSが
受け入れたことを確認できます。

show policy-map interface g1/0/0

GigabitEthernet1/0/0

Service-policy input: hardware-example

Class-map: class-default (match-any)
337 packets, 167152 bytes
5 minute offered rate 2000 bps, drop rate 0000 bps
Match: any
police:

cir 1000000 bps, bc 3000 bytes *
conformed 337 packets, 167152 bytes; actions:
transmit

exceeded 0 packets, 0 bytes; actions:
drop

conformed 2000 bps, exceeded 0000 bps

*予期どおりに設定された CIRと Bc

ただし、データプレーンを見ると、ハードウェアで実際にプログラムされている値を確認でき

ます。次に、ハードウェアの実際のポリサー値を表示する show platform qfp active feature qos
interface コマンドの出力を示します。
show platform hardware qfp active feature qos interface gig1/0/0

Interface: GigabitEthernet1/0/0, QFP interface: 9

Direction: Input

QoSパケットポリシング
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Hierarchy level: 0
Policy name: hardware-example
Class name: class-default, Policy name: hardware-example
Police:

cir: 1000000 bps, bc: 3264 bytes *
pir: 0 bps, be: 3008 bytes
rate mode: Single Rate Mode
conformed: 19 packets, 9424 bytes; actions:
transmit

exceeded: 0 packets, 0 bytes; actions:
drop

violated: 0 packets, 0 bytes; actions:
drop

color aware: No
green_qos_group: 0, yellow_qos_group: 0

*ハードウェアアシスト用に修正された Bc

ハードウェアアシストに対応するためにレートとバーストのパラメータを多少変更する場合が

ありますが、プラットフォームは常にレートとその結果の精度を要求される値の 1%以内に維
持することを目的とします。

（注）

パーセントベースのポリサー

パーセントベースポリシング機能を使用すると、インターフェイスで使用可能な帯域幅のパー

センテージに基づいてトラフィックポリシングを設定できます。そのため、帯域幅の量が異な

る複数のインターフェイスタイプに同じポリシーマップを使用できます。インターフェイス

ごとに帯域幅を再計算したり、インターフェイスのタイプごとに異なるポリシーマップを設定

する必要はありません。

インターフェイスがシェープド ATM相手先固定接続（PVC）の場合、総帯域幅は次のように
計算されます。

•可変ビットレート（VBR）の仮想回線（VC）の場合は平均セルレート（SCR）が使用さ
れます。

•使用可能ビットレート（ABR）のVCの場合は最小セルレート（MCR）が使用されます。

（注）

CIRとPIRの両方にパーセンテージベースのポリサーを使用できます。その際、インターフェ
イス帯域幅または親シェーパー（存在する場合）のいずれかの指定されたパーセンテージから

計算します。

パーセントベースのポリシングでは、バーストパラメータ（BcとBe）を指定する場合、バイ
ト単位ではなくミリ秒単位で指定する必要があります。ターゲットインターフェイスの速度を

提示すると、IOSは 2つのステップで値をバイトに変換します。
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1. IOSが、ターゲットインターフェイスの速度を使用して、パーセンテージを bps CIRに変
換します。

2. bps CIRと時間内のバーストによって、バーストがバイトに変換されます。

Bcを 10ミリ秒（ポリシングレートに応じた値）に設定し、CIRを利用可能なインターフェイ
ス帯域幅の 10 %に設定します。
policy-map police-percent
class class-default
police cir percent 10 bc 10 ms

police-percentを GigabitEthernetインターフェイス（1 Gbpsの公称帯域幅）に適用すると、IOS
は、CIRを 100Mbpsに変換し、Bcを 125,000バイト（100Mbps x 10ミリ秒/8）に変換します。
show policy-map interface GigabitEthernet1/0/0

Service-policy input: police-percent

Class-map: class-default (match-any)
834 packets, 413664 bytes
5 minute offered rate 13000 bps, drop rate 0000 bps
Match: any
police:
cir 10 %, bc 10
cir 100000000 bps, bc 125000 bytes Configured CIR and Bc converted to bps and

bytes, respectively.

ここで、police-percentを POS OC3インターフェイスに適用すると、レートは 155 Mbpsの公称
帯域幅に基づいたものになります。CIRは 15.5 Mbpsと計算され、Bcは 19375バイト（15.5
Mbps x 10ミリ秒/8）と計算されます。
show policy-map interface POS1/1/0

Service-policy input: police-percent

Class-map: class-default (match-any)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
Match: any
police:

cir 10 %, bc 10
cir 15500000 bps, bc 19375 bytes Configured CIR and Bc converted to bps and

bytes, respectively.

カラー対応ポリサー
カラー対応ポリサーは、前のノードのポリサーによって契約内または契約外と判断された既存

のマーキングを詳しく調べます。（前のノードは、通常、ネットワークのエッジにあります）。

カラー対応ポリサーが設定されている場合は、そのようなマーキングを使用してパケットの適

切なポリシングアクションが決定されます。契約外として指定されたトラフィックは、常に契

約外のままになります。契約内として指定されたトラフィックは、この新しいポリサーによっ

て契約外に降格される場合があります。
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ASR1000では、カラー対応ポリシングが限定的に実装されます。既存のトラフィックのカラー
を判断するために使用されるクラスマップの内容が制限されます。

•カラー対応クラスマップでは、QoSグループの照合だけがサポートされています（QoS
グループに基づく分類だけがサポートされています）。

•カラー対応クラスごとに 1つのフィルタ（1つのmatchqos-group値ステートメント）だけ
がサポートされています。

子ポリシーを使用して、受信したパケット内の必要なフィールドに基づいて QoSグルー
プを設定できます。

•カラー対応「固有」の統計は、サポートされていません。

•カラー対応ポリサーで参照されているカラー対応マップを no class-map コマンドで削除
することはできません。まず、すべてのカラー対応ポリサーを削除する必要があります

（no conform-color コマンドまたは no exceed-color コマンドを使用）。

カラー対応ポリシングの「カラー」は、受信したパケット内の既存マーキングを解釈する方法

をポリサーに示す仕組みを指します。一般に、適合または契約内として事前にマークされたト

ラフィックを表すには、緑色を使用します。同様に、超過または契約外として事前にマークさ

れたトラフィックを表すには、黄色を使用します。

緑色または黄色は代表的なものにすぎないことに注意してください。 CLIでは代わりに
conform-color と exceed-colorが使用されます。policeコマンド全体を通じて、これらのキー
ワードにより、そのパケットの既存のカラーを判別するために使用されるクラスマップが指定

されます。

次の例は、子ポリシーマップによって、受信したパケットの任意のフィールドに基づいて既存

のカラーを指定する方法を示しています。このカラー対応ポリサーは、DSCP相対的優先転送
トラフィッククラスの 1つである AF4からのすべてのパケットに一致するクラスで設定され
ます。

この例では、AF41とマークされたパケットは契約内（適合または緑色）、AF42は契約外（超
過または黄色）、AF43は違反となります。子ポリシー mark-existing-colorは、受信した DSCP
に基づいてパケットを分類し、内部的にAF41パケットをqos-group1、AF42パケットをqos-group
2としてマークします。

カラー対応ポリサーは、pre-conform（緑色のパケットを分類）クラスマップと pre-exceed（黄
色のパケットを分類）クラスマップを使用して、着信パケットの既存のカラーを判別します。

これらのクラスマップは QoSフィルタしかサポートしていませんが、子ポリシーを使用する
と、受信したパケットの DSCP値に基づいて既存のカラーを判別できます。
class-map af4
match dscp af41 af42 af43

!
class-map af41
match dscp af41

class-map af42
match dscp af42

!
class-map pre-conform !These are policer
match qos-group 1 !class-maps that
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class-map pre-exceed !only support qos-group
match qos-group 2

!
policy-map mark-existing-color !We use a child policy
class af41 !to set qos-group
set qos-group 1 !based on DSCP in the

class af42 !received packet
set qos-group 2

!
policy-map dual-rate-color-aware
class af4
police cir 1m bc 5000 pir 2m be 5000
conform-action set-dscp-transmit af41
exceed-action set-dscp-transmit af42
violate-action drop
conform-color pre-conform exceed-color pre-exceed

service-policy mark-existing-color

シングルレートカラー対応 3カラーポリサー
シングルレート3カラーポリサーのカラー対応モードにより、標準のシングルレート3カラー
ポリサーが拡張されます（シングルレート 3カラーポリサー（9ページ）を参照）。

このタイプのポリサーの「カラーブラインド」バージョンと同様に、「カラー対応」モード用

の2つの異なるトークンバケットが維持および補充されます。違いは、これらのバケットに対
してパケットを評価する方法にあります。カラー対応ポリサーでは、前のルータによる決定

（パケットの現在の指定）が尊重され、前のルータの決定が元に戻されないことが保証されて

いました（超過パケットまたは違反パケットが適合パケットに昇格されることはありませんで

した）。

次のフローチャートは、シングルレートカラー対応トラフィックポリシングでトラフィック

を処理するために使用されるアルゴリズムを示しています。「ConfBkt」は適合トークンバ
ケットを表し、「ExBkt」は超過トークンバケットを表します。

図 5 :シングルレートカラー対応 3カラーポリサー
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パケットが着信すると、ポリサーはそのカラー対応クラスマップを使用して、そのパケットの

既存のカラーを判別します。このカラーは、適合（conform-colorクラスマップに一致）、超
過（exceed-colorクラスマップに一致）、違反（これらのクラスマップのいずれにも一致しな
い）のいずれかです。

パケットが適合として事前にマークされている場合、最終的に適合、超過、または違反になる

可能性があります。評価は、ポリサーがカラーブラインドモードで動作しているかのように進

められます。

•適合トークンバケットに十分なトークンがある場合、パケットは適合アクションを実行
し、バケットのトークンがパケットのサイズだけ減少します。

•適合トークンバケットには十分なトークンがないものの、超過トークンバケットにはあ
る場合、パケットは超過アクションを実行し、超過トークンバケットのトークンがパケッ

トのサイズだけ減少します。

•適合トークンバケットと超過トークンバケットのどちらにも十分なトークンがない場合、
パケットは違反アクションを実行します。

パケットが超過として事前にマークされている場合、適合に昇格されることはないため、適合

トークンバケットの評価は不要です。

•超過トークンバケットに十分なトークンがある場合、パケットは超過アクションを実行
し、バケットのトークンがパケットのサイズだけ減少します。

パケットが違反として事前にマークされている場合

•違反アクションが実行され、トークンバケットは変更されません。

デュアルレートカラー対応 3カラーポリサー
デュアルレート 3カラーポリサーのカラー対応モードにより、標準のデュアルレート 3カラー
ポリサーが拡張されます （デュアルレート 3カラーポリサー（11ページ）を参照）。

このタイプのポリサーの「カラーブラインド」バージョンと同様に、「カラー対応」モード用

の2つの異なるトークンバケットが維持および補充されます。違いは、これらのバケットに対
してパケットを評価する方法にあります。カラー対応ポリサーでは、前のルータによる決定

（パケットの現在の指定）が尊重され、前のルータの決定が元に戻されないことが保証されて

いました（超過パケットまたは違反パケットが適合パケットに昇格されることはありませんで

した）。

次の図は、デュアルレートカラー対応ポリシングでトラフィックを処理するために使用される

アルゴリズムを示しています。「ConfBkt」は適合トークンバケットを表し、「ExBkt」は超
過トークンバケットを表します。
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図 6 :デュアルレートカラー対応 3カラーポリサー

パケットが着信すると、ポリサーはそのカラー対応クラスマップを使用して、そのパケットの

既存のカラーを判別します。このカラーは、適合（conform-colorクラスマップに一致）、超
過（exceed-colorクラスマップに一致）、違反（これらのクラスマップのいずれにも一致しな
い）のいずれかです。

パケットが違反として事前にマークされている場合

•違反アクションが実行され、どちらのバケットも変更されません（トークンが減少しませ
ん）。

パケットが超過として事前にマークされている場合

•超過バケットに十分なトークンがあるときは、パケットは超過のままになり、超過バケッ
トのトークンがパケットのサイズだけ減少します。

•超過バケットに十分なトークンがないときは、パケットが違反アクションを実行し、どち
らのバケットも変更されません。

パケットが適合として事前にマークされている場合

•超過バケットに十分なトークンがないときは、パケットが違反アクションを実行し、どち
らのバケットも変更されません。

•超過バケットに十分なトークンがあるものの、適合バケットにないときは、パケットは超
過アクションを実行し、超過バケットのトークンがパケットのサイズだけ減少します。

•超過バケットと適合バケットの両方に十分なトークンがあるときは、適合アクションが実
行され、両方のバケットのトークンがパケットのサイズだけ減少します。

ポリサーを含む階層型ポリシー
階層型トラフィックポリシングでは、トラフィッククラスをよりきめ細かく制御し、いくつ

かの QoSアクションを多数のそれらのクラスの集合に対して実行する方法として、階層型ポ
リシーが導入されています。
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ASR 1000シリーズは階層型ポリシーで最大 3つのレベルをサポートします。そのポリシーの
任意のレベルで、ポリシング機能（1つの特定 QoSアクション）を設定できます。

階層型ポリシーの説明では、場合により、その階層内の異なるレベルを説明するために、さま

ざまな用語が使用されます（上/中/下、親/子/孫、ルート/リーフ、子/親/祖父母）。これではあ
いまいさが生まれるため、ここではレベルを常に「親/子/孫」と呼び、その意味を次のように
定義します。

親ポリシーは、service-policyコマンドを使用してインターフェイスに適用されるポリシー
マップです。

子ポリシーは、親ポリシーのクラスに直接埋め込まれる（クラス内で service-policyコマン
ドを使用）ポリシーです。

孫ポリシーは、子ポリシーのクラスに直接埋め込まれるポリシーです。

場合によっては、「ポリシーの子」または「ポリシーの親」という表現を使用します。これら

は相対的な用語です（たとえば、「孫ポリシーの親」は、絶対的な用語を使用する場合の「子

ポリシー」を指します）。

ポリサーだけを含む入力階層型ポリシー

階層型ポリシーでのポリサーの最も単純でおそらく最も一般的な使用方法の一つは、ポリサー

だけを含む入力ポリシーです。ポリサーが多くの場合にネットワークアドミッション制御のた

めにどのように使用されるのかについては、すでに説明しました（トラフィックポリシングを

使用する理由（1ページ）で定義されています）。単純なポリサーを階層型ポリサーに置き
換えると、ネットワークオペレータは、ネットワークアドミッションの集約レートを設定で

きるだけでなく、ネットワーク上で伝送されるトラフィックの個別のクラスのレートも指定で

きます。

たとえば、次のようなポリシーがあるとします。

policy-map child
class voice
police cir percent 10 bc 5 ms

!
policy-map parent
class class-default
police cir 50000000
service-policy child

インターフェイスに適用されるポリシーマップparentは集約ネットワークアドミッションレー
ト（またはサービスレート）を定義し、顧客はこれに基づいて接続されます。この例では、顧

客は 50 Mbpsのネットワークサービスを契約しています。そのネットワークレート内で、子
ポリシーが個別のトラフィッククラスを制限します。たとえば、音声クラスでは、5Mbps（親
の 10%）を超えるレートで着信したトラフィックが単純にドロップされるように指定されま
す。
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階層型ポリサーの動作順序

ASR1000シリーズアグリゲーションサービスルータでは、最初に子について、次に親につい
て、階層型ポリサーが評価されます。このスキームは従来の IOSとは異なりますが、はるかに
有用な構成概念が提供されます。次の例により、この概念が明確に示されます。

policy-map child
class AF41
police 2m

class AF31
police 2m

!
policy-map parent
class AF41_or_AF31
police 3m
service-policy child

図 7 :階層型ポリシング

AF31とマークされたパケットが着信する場合、このパケットは最初に子ポリシーの AF31ポ
リサーを通過する必要があります。これにより、そのようなパケットは最大 2 Mbpsのレート
で通過できます。その後、このパケットは親ポリサーを通過する必要があります。親ポリサー

は、AF31トラフィックと AF41トラフィックの両方をモニタします。

子ポリシーからの AF31トラフィックと AF41トラフィックの合計レートは、それぞれ 2 Mbps
のポリサーが設定されているため、最大 4 Mbpsになります。パケットは、子ポリサーを通過
しても、親ポリサーでの着信レートが設定された3Mbpsレートを超えている場合、親ポリサー
によってドロップされる可能性があります。

ポリサーが、スケジューリングポリシー（帯域幅/シェープ/プライオリティ）を持つ出力ポリ
シーマップで使用される場合、すべてのポリサーが、パケットがキューに入れられる前に評価

されます。さらに、親レベルのポリサーは、子レベルのシェープ値の前に適用されます（スケ

ジューリングが行われます）。
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階層型ポリシングにおけるパーセントベースのポリサー

パーセントベースのポリサーがポリシーマップの親レベルで使用される場合、そのパーセント

の意味は非常に直感的なもの（ポリシーマップが適用されているインターフェイスで利用可能

な帯域幅のパーセント）になります。子レベルまたは孫レベルでパーセントベースのポリサー

が使用される場合は、その意味がもう少しあいまいになる可能性があります。

パーセントベースのポリサーが子レベルで設定されている場合、ポリサーは、親レベルの

クラスを調べて、そのクラスの帯域幅がシェーパーとポリサーのどちらによって制限され

ているかどうかを評価します。制限されている場合、子ポリサーの CIRは、親レベルで設
定されたシェープまたはポリシングレートのパーセントです。制限されていない場合、パー

セントは、ポリシーマップが適用されているインターフェイスで利用可能な帯域幅のパー

セントと解釈されます。

パーセントベースのポリサーが孫レベルで設定されている場合、ポリサーは、最初に子レ

ベルクラスでシェーパーまたはポリサーを探します。見つかった場合は、子レベルのその

レートを使用します。存在しない場合は、孫ポリサーが親レベルでそのクラスを探します。

レートが見つからない場合は、ポリシーが適用されているインターフェイスのレートを使

用します。

パーセントポリサーが孫レベルで設定されており、レート制限機能（シェーパーやポリサー

など）が子レベルと親レベルの両方で設定されている場合、孫は常に子レベルで設定され

たレートを使用します。ポリシー内の任意のレベルのシェーパーまたはポリサーの合計が、

利用可能な物理帯域幅より大きくなる可能性があるため、これは非常に重要です。

シェーパーとポリサーの両方が、パーセントベースのポリサーを持つクラスの親で設定さ

れている場合、そのパーセントベースのポリサーは、設定されている低い方のレート（シェー

パーまたはポリサー）に基づきます。

次の階層型ポリシーマップは、これらの考慮事項を示しています。

policy-map grandchild
class AF11
police cir percent 60

class AF12
police cir percent 40

!
policy-map child
class AF1
bandwidth percent 50
service-policy grandchild

!
policy-map parent
class class-default
shape average 50000000
service-policy child

孫ポリシーのポリサーは、パーセントベースのポリサーです。これらのポリサーは、レート制

限機能に関して親クラス（親ポリシーのクラスAF1）に従います。ここには何も存在しないた
め、ポリサーは親クラスに「ステップアップ」します（classclass-default、親ポリシー内で）。

そこには、スループットを50Mbpsに制限するシェーパーがあります。そのため、クラスAF11
のポリサーは、30 Mbps（50 Mbpsの 60%）の CIRで設定されます。クラス AF12のポリサー
は、20 Mbpsの CIRで設定されます。

QoSパケットポリシング
29

QoSパケットポリシング

階層型ポリシングにおけるパーセントベースのポリサー



ポリシング機能の設定と動作の確認
すべてのMQC QoS機能と同様に、ポリシング機能の設定とパフォーマンスは 3つの方法で確
認できます。

• show policy-map policy-name

ユーザが入力した設定が表示されます。ルータ上の実行コンフィギュレーションの内

容に似ていますが、設定内で明示的に呼び出されないデフォルト値とアクションが表

示されます。

• show policy-map interface interface-name

そのポリシーマップ内のすべての機能に関する統計が表示されます。QoSポリシーが
予期どおりに動作していることを確認するための主要な手段です。

• show platform hardware qfp active feature qos interface interface-name

データプレーンからのリアルタイム情報が表示されます。ハードウェアでプログラム

されている正確なレートとバーストサイズが示されます。

例 1：show policy-map policy-nameコマンド
ポリシーマップ simple_policerを次のように設定するとします。

policy-map simple_policer
class AF1
police cir 20000000

show policy-mapコマンドの出力は次のようになります。

show policy-map simple_policer

Policy Map simple_policer
Class AF1
police cir 20000000 bc 625000
conform-action transmit
exceed-action drop

明示的な適合バーストおよび適合（または超過）アクションのほかに、統計またはインター

フェイス情報の欠如に注意してください。単に、ポリシー（複数のインターフェイスに適用可

能なアクション）を定義します。

例 2：show policy-map interface interface-nameコマンド
次に、特定のインターフェイスに適用されるポリシーマップのインスタンスに関する show
policy-map interfaceコマンドの出力例を示します。
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show policy-map interface GigabitEthernet1/0/0

GigabitEthernet1/0/0

Service-policy input: simpler_policer

Class-map: AF1 (match-any) --+
1000 packets, 1496000 bytes |Classification
5 minute offered rate 0000bps, drop rate 0000bps |Section
Match: :dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14) |
police: --+
cir 20000000 bps, bc 625000 bytes |
conformed 447 packets, 668712 bytes; actions: |Policing
transmit |Section
exceeded 553 packets, 827288 bytes; actions: |
drop |
conformed 0000 bps, exceeded 0000 bps --+

Class-map: class-default (match-any)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
Match: any

この出力の編成は、ポリシーマップおよびクラス階層を表す階層型出力と組み合わされたポ

リシーマップ定義を反映しています。各クラス内で、分類セクションに分類カウンタ（この

クラスに属すると判断されたパケットの統計）と分類基準（このクラスに属するパケットを定

義するクラスマップの要約）が表示されます。分類セクションの後に、そのクラス内で設定さ

れている各 QoSアクションを表すブロックがあります。この例ではポリシングが唯一のアク
ションであるため、ポリシング統計のブロックだけが表示されます。

例に見られるように、出力には統計とともに設定の要約が示されます。ルータは統計（長期）

使用してレートを計算し、それらを表示します。これらの計算結果に含まれるレートは、減衰

平均（レート）を表します。計算の頻度（デフォルトでは300秒）は、そのインターフェイス
のロード間隔に依存します。clear countersコマンドを発行しないかぎり、show policy-map
interfaceの出力の統計は保持されます。データプレーンは 10秒ごとに統計を更新します（例
3：show platform hardware qfp active feature qos interfaceコマンド（33ページ）を参照）。

分類とポリサーアクションの統計はデータプレーン内のさまざまなエンティティから発生する

ことに注意してください。その結果、それらは、時間がわずかに異なるだけで更新される可能

性があります（簡単に言うと、アクションカウンタが分類カウンタを超える可能性がありま

す）。

次の表に、showコマンドの出力に含まれるさまざまなフィールドの意味をまとめます。

表 5 : show policy-map interfaceコマンド出力のフィールド

意味フィールドセクション

指定したインターフェイスに

適用されたポリシーマップの

名前と、それが入力（または

出力）トラフィック上で動作

するかどうか

Service-policy input（または
output）：
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意味フィールドセクション

Classificationブロックの先頭

トラフィックがポリシーマッ

プ内の特定のクラスに属して

いるかどうかを決定するため

に使用するクラスマップの名

前。

括弧内には、

match-anyまたは
match-allで、複数の
フィルタがどのよう

に評価されるのかが

示されます。

（注）

Class-map：Classificationセクションの先頭
部

これらの分類カウンタは、現

在のクラスのメンバーとして

分類されていたパケットとバ

イトの数を表します。

Packets or Bytes

このクラスのメンバーとして

分類されているバイトから計

算された減衰平均レート（1秒
あたりのビット数）。

Offered Rate

このクラス内で計算されたす

べてのアクションからドロッ

プされたアクションがある場

合にその合計から計算された

減衰平均レート（1秒あたりの
ビット数）。

Drop Rate

パケットが現在のクラスに属

しているかどうかを判断する

ために使用した分類基準（ク

ラスマップのコンテンツ）の

概要。

Match

Policeアクションの統計情報ブ
ロックの先頭

Police：Policeセクションの先頭

認定情報レートcir

最大情報レートpir

適合バーストサイズbc
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意味フィールドセクション

超過バーストサイズbe

ポリサーによって適合してい

ると見なされたパケットとバ

イトの統計情報

これらのパケットに適用され

たアクションの概要

経時的に適合している見なさ

れたバイトから計算された減

衰平均レート（1秒あたりの
ビット数）

conformed、packets、bytes、
actions

ポリサーによって超過してい

ると見なされたパケットとバ

イトの統計情報

これらのパケットに適用され

たアクションの概要

経時的に超過している見なさ

れたパケットから計算された

減衰平均レート（1秒あたりの
ビット数）

exceeded packets、bytes、
actions、rate

ポリサーによって違反してい

るとみなされたパケットとバ

イトの統計情報

これらのパケットに適用され

たアクションの概要

経時的に違反しているとみな

されたバイトから計算された

減衰平均レート（1秒あたりの
ビット数）

violated packets、bytes、
actions、rate

例 3：show platform hardware qfp active feature qos interfaceコマンド
このコマンドは、通常、ルータが正しく設定されているにもかかわらず予期しない動作を行っ

ていると考えられる場合にのみ必要になります。データプレーンから直接情報を表示すると、

ハードウェアに対応するためにレートまたはバーストパラメータの量子化が必要かどうかを評

価するために役に立つ場合があります。

次の例は、前の例にある show policy-map interfaceの出力に対応しています。
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show platform hardware qfp active feature qos interface g1/0/0

Interface: GigabitEthernet1/0/0, QFP interface: 9
Direction: Input
Hierarchy level: 0
Policy name: simple_policer
Class name: AF1, Policy name: simple_policer
Police:

cir: 20000000 bps, bc: 638976 bytes
pir: 0 bps, be: 638976 bytes
rate mode: Single Rate Mode
conformed: 447 packets, 668712 bytes; actions:
transmit

exceeded: 427 packets, 638792 bytes; actions:
drop

violated: 126 packets, 188496 bytes; actions:
drop

color aware: No
green_qos_group: 0, yellow_qos_group: 0

Class name: class-default, Policy name: simple_policer

前の 2つのコマンド（例 1と例 2）の出力を理解できていれば、この出力は一目瞭然です。た
だし、このコマンドの使用に関連する次の点に注意する必要があります。

シングルレート 2カラーポリサーを設定しましたが、dataplaneコマンドの出力はシングル
レート 3カラーポリサーに対応しています。ハードウェアは常に 3カラーモードで動作し
ます。2カラー機能を実現するためには、単に違反アクションと超過アクションを一致させ
ます。統計をコントロールプレーンにプッシュする場合、IOSは超過統計と違反統計を集
約して、2カラーポリサーの予期される外観を生成します。

データプレーン内の統計は一時的なものです。データプレーンは 10秒ごとに統計を IOSに
プッシュし、ローカルカウンタをクリアします。基本的に、dataplaneコマンドによって確
認されるすべての統計は、最後のプッシュ以降に発生したものの数です。これは、dataplane
コマンドがハードウェアの動作をリアルタイムで表示するために役立つことを意味してい

ます。ただし、意味のある（永続的な）統計については、常に通常の IOSコマンドの show
policy-map interfaceを使用する必要があります。

QoSパケットポリシングの設定例

例 1：単純なネットワークアドミッション制御
最も単純な形式では、ポリサーを使用して、インターフェイス（したがってネットワーク）に

入るすべてのトラフィックのレートを制限できます。この例では、トラフィックを送信する

ネットワークが、その出力インターフェイスから出るものを「シェーピング」し、契約レート

に適合するトラフィックだけを送信すると仮定しています。送信者のネットワークで出力スケ

ジューリングを使用して、契約レートをさまざまなトラフィッククラスに割り当てることが

できます。
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このポリシングの最も単純な例では、ポリサーがすべてのトラフィックを制限することを目的

としているため、分類は不要です。ユーザ定義クラスがない場合は、すべてのトラフィックが

class-defaultに属すると見なされます。

次の例では、GigabitEthernet接続がありますが、顧客は 100Mbpsのサービスレートでのみ契約
しています。設定は次のようになります。

policy-map ingress_cap_all_100m
class class-default
police cir 100000000

!
interface GigabitEthernet1/0/0
service-policy ingress_cap_all_100m

例 2：ネットワークアドミッション制御：階層型ポリサー
例 1：単純なネットワークアドミッション制御（34ページ）では、送信者がその契約レート
内の帯域幅を割り当てると仮定して、すべてのトラフィックを契約サービスレートにポリシン

グしました。ただし、送信者が個別のクラス内のトラフィックを制限することを常に信用でき

るわけではありません。たとえば、プライオリティサービス（トラフィックがネットワーク全

体で低遅延であることが保証される）を提供しているものの、異なるレベルのプライオリティ

アクセスに関してユーザに課金するとします。例1の単純なポリサーを単純に適用することで
は、送信者が契約よりプライオリティの高いトラフィックを転送しないことを保証できません

でした。この例を拡張することにより、個別のトラフィッククラスにも上限を適用することが

できます。

次の例では、総アドミッションを 100 Mbpsに制限しつつ、音声トラフィックが確実に 5 Mbps
のトラフィックに制限されるようにします。

class-map match-all voice
match dscp ef

!
! child policy to enforce 5Mbps Voice Traffic
!
policy-map ingress_police_child
class voice
police cir percent 5 bc 5 ms

!
policy-map police_ingress_parent
class class-default
police cir 100000000

service-policy ingress_police_child
!
interface GigabitEthernet1/0/0
service-policy in police_ingress_parent

例 3：ネットワークアドミッション制御：カラー対応ポリサー
例 2：ネットワークアドミッション制御：階層型ポリサー（35ページ）では、契約サービス
レート内で特定のトラフィッククラスを制限するスキームを導入しました。このスキームは、

トラフィックをサービスレートにシェーピングする顧客に依存します。
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親ポリサー（契約サービスレート）を超えるレートでトラフィックを受信した場合、子ポリ

サーによって許可される音声トラフィックの一部がドロップされないという保証はありませ

ん。子ポリサーによって許可されるトラフィックが親によっても確実に許可されるようにする

には、親ポリサーにカラー対応ポリサーを使用します。

次の例は、ポリサーを組み合わせることによって複雑な成果を得る方法を示しています。ここ

では、子ポリサーが許可するすべての音声トラフィックを緑色（qos-group1）としてマークし、
音声以外のすべてのトラフィックを黄色（qos-group2）としてマークします。親ポリサーは、
すべての緑色のトラフィックを転送することを保証する CIRと、契約サービスレートを適用
することを保証する PIRを使用して設定されます。
class-map match-all voice
match dscp ef

!
!child policy to enforce 5Mbps Voice Traffic
!
policy-map ingress_police_child
class voice
!conforming voice marked Green, Excess Dropped
police cir 5m bc 3125 conform-action set-qos-transmit 1

class class-default
!all traffic other than voice marked Yellow
set qos-group2

!
class maps needed for color-aware policer
!
class-map policer-green
match qos-group1

class-map policer-yellow
match qos-group2

!
!parent policy to enforce 100Mbps service rate
!
policy-map ingress_police_parent
class class-default
police cir 5m bc 3125 pir 100m be 625000
conform-action transmit
exceed-action transmit
violate-action drop
conform-color policer-green exceed-color policer-yellow

service-policy ingress_police_child
!
interface GigabitEthernet1/0/0
service-policy in ingress_police_parent

コマンドリファレンス

police
この章で前述したように、同じ結果を得るポリシーコマンドには次の3つのバリアントがあり
ます。

[no] police cir [bc conform-burst] [pir pir] [be peak-burst] [conform-action action [exceed-action
action [violate-action action]]]
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[no police cir cir [bc conform-burst] [pir pir] [be peak-burst] [conform-action action
[exceed-action action [violate-action action]]]

[no] police ratecir [bc conform-burst] [pir pir] [be peak-burst] [conform-action action
[exceed-action action [violate-action action]]]

以降、これを次のように表します。

[no] police [cir | rate]cir [bc conform-burst] [pir pir] [be peak-burst] [conform-action action
[exceed-action action [violate-action action]]]

この同じコマンドを使用して異なるタイプのポリサーを設定する方法はすでに示しています。

紛らわしい単一のCLIや、適切ではない可能性があるオプションの組み合わせを示すのではな
く、設定するポリサーのタイプに応じたオプションのサブセットを示します。

シングルレート 2カラーポリサー

指定された適合レベルごとに 1つのアクションだけが必要な場合は、このポリサータイプを 1
行で表すことができます。

[no] police [cir | rate]cir[percent percent][[bc] conform-burst [ms]] [account options
][conform-action action [exceed-action action]]

複数のアクションが必要な場合は、複数の行（サブモードを使用）が必要です。

[no] police [cir | rate]cir[percent percent][[bc] conform-burst [ms]][account options] <return>
[no] conform-action action <return>
[no] conform-action action <return>
[no] exceed-action action <return>
[no] exceed-action action <return>

シングルレート 3カラーポリサー

指定された適合レベルごとに 1つのアクションだけが必要な場合は、このポリサータイプを 1
行で表すことができます。

[no] police [cir | rate]cir[percent percent][[bc] conform-burst [ms]] [[be] exceed-burst
[ms]][account options]conform-action action exceed-action action [violate-action action]

複数のアクションが必要な場合は、複数の行（サブモードを使用）が必要です。

[no] police [cir | rate]cir[percent percent][[bc] conform-burst [ms]] [[be] exceed-burst
[ms]][account options] <return>
[no] conform-action action <return>
[no] conform-action action <return>
[no] exceed-action action <return>
[no] exceed-action action <return>
[no] violate-action action <return>
[no] violate-action action <return>
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デュアルレート 3カラーポリサー

指定された適合レベルごとに 1つのアクションだけが必要な場合は、このポリサータイプを 1
行で表すことができます。

[no] police [cir | rate]cir[percent percent][[bc] conform-burst [ms]] [pir] peak-rate [ms][[be]
exceed-burst [ms]][account options]conform-action action exceed-action action [violate-action
action]

複数のアクションが必要な場合は、複数の行（サブモードを使用）が必要です。

[no] police [cir | rate]cir[percent percent][[bc] conform-burst [ms]] [[pir] peak-rate [ms]][[be]
exceed-burst [ms]][account options] <return>
[no] conform-action action <return>
[no] conform-action action <return>
[no] exceed-action action <return>
[no] exceed-action action <return>
[no] violate-action action <return>
[no] violate-action action <return>

シングルレート 3カラーカラー対応ポリサー

[no] police [cir | rate]cir[percent percent][[bc] conform-burst [ms]] [[be] exceed-burst
[ms]][account options] <return>
[no] conform-action action <return>
[no] conform-action action <return>
[no] exceed-action action <return>
[no] exceed-action action <return>
[no] violate-action action <return>
[no] conform-color conform-color exceed-color exceed-color<return>

デュアルレート 3カラーカラー対応ポリサー

[no] police [cir | rate]cir[percent percent][[bc] conform-burst [ms]][[pir] peak-rate [ms]] [[be]
exceed-burst [ms]][account options] <return>
[no] conform-action action <return>
[no] conform-action action <return>
[no] exceed-action action <return>
[no] exceed-action action <return>
[no] violate-action action <return>
[no] conform-color conform-color exceed-color exceed-color<return>

policeコマンドのデフォルトおよびモード：キーワード/引数の説明

コマンドデフォルト 無効化

コマンドモード マークされたパケットに適用される単一のアクションを指定する場合は、ポリシーマップク

ラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）
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マークされたパケットに適用される複数のアクションを指定する場合は、ポリシーマップク

ラスポリシングコンフィギュレーション（config-pmap-c-police）サブモード

構文の説明 次の表に、policeコマンドのキーワード/引数とその目的を示します。

定義キーワード/引数

適合バーストサイズ（Bc）を指定します。bc

超過バーストサイズ（Be）を指定します。be

認定情報レート（CIR）を指定します。cir

「適合」と判断されたトラフィックに対

して実行されるアクションを指定します。

Conform-Action

「超過」と判断されたトラフィックに対

して実行されるアクションを指定します。

Exceed-Action

最大情報レート（PIR）を指定します。pir

「違反」と判断されたトラフィックに対

して実行されるアクションを指定します。

Violate-Action

次の表に、Accountキーワードのオプションを示します。

表 6 : Accountキーワードのオプション

目的オプション

queue-in-queueカプセル化をBRAS-DSLAM
カプセル化タイプとして指定します。

qinq

IEEE 802.1Q VLANカプセル化を
BRAS-DSLAMカプセル化タイプとして指
定します。

dot1q

コネクション型可変ビットレート（VBR）
サービスをサポートする ATMアダプテー
ション層 5を指定します。

aal5

コネクションレス型リンクとコネクション

型リンクの両方をサポートする ATMアダ
プテーション層 3を指定します。

aal3

加入者線でのカプセル化タイプを指定しま

す。

subscriber-encapsulation
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目的オプション

ポリシング長の調整時に指定されたオフ

セット値をルータが使用することを示しま

す。

user-defined

オーバーヘッドを計算する際にルータが使

用するバイト数を指定します。-63～ 63
バイトの範囲内の値を指定できます。

offset

ATMオーバーヘッド計算にATMセルタッ
クスを適用します。

atm
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