
EVC Quality of Service

このマニュアルでは、イーサネット仮想回線（EVC）で使用する Quality of Service（QoS）機
能（トラフィックの分類やポリシングなど）をイネーブルにする方法について説明します。

Metro Ethernet Forumで定義された EVCは、ポートレベルのポイントツーポイントまたはマル
チポイントツーマルチポイント回線です。プロバイダーから顧客に提供されているサービスの

1つのインスタンスをエンドツーエンドで表します。さまざまなパラメータが統合されて、サー
ビスが提供されます。

•機能情報の確認（1ページ）
• EVCでの Quality of Serviceに関する情報（2ページ）
• EVCでの Quality of Service機能の設定方法（7ページ）
• EVC QoSの設定例（12ページ）
•その他の参考資料（14ページ）
• EVC QoSを設定するための機能情報（15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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EVCでの Quality of Serviceに関する情報

EVC Quality of ServiceとMQC
QoS機能は、通常、トラフィッククラス、クラスマップ、ポリシーマップを使用して適用し
ます。たとえば、特定のクラスに属するトラフィックを特定のカテゴリに分類し、特定のQoS
処理（分類やポリシングなど）を実行するように指定できます。トラフィックに対して実行さ

れる特定の QoS処理はポリシーマップで指定し、ポリシーマップはインターフェイスに適用
します。このようにQoSを適用するために使用されるメカニズムはモジュラQoSCLI（MQC）
です。

ポリシーマップは、service-policyコマンドを使用して、着信（入力）または発信（出力）方
向でインターフェイスに適用できます。

MQC構造では、トラフィッククラスの定義、トラフィックポリシーの作成、インターフェイ
ス（この場合、EVC）へのトラフィックポリシーの適用を行えます。

MQC構造は、大きく次の 3つの手順からなります。

1. class-mapコマンドを使用して、トラフィッククラスを定義します。トラフィッククラス
は、トラフィックの分類に使用します。

2. policy-mapコマンドを使用して、トラフィックポリシーを作成します（トラフィックポ
リシーという用語とポリシーマップという用語は、多くの場合同じ意味で使用されます）。

トラフィックポリシー（ポリシーマップ）には、1つのトラフィッククラスと、トラ
フィッククラスに適用する 1つ以上の QoS機能を含めます。トラフィックポリシー内の
QoS機能によって、分類されたトラフィックの処理方法が決まります。

3. service-policyコマンドを使用して、インターフェイスにトラフィックポリシー（ポリシー
マップ）を適用します。

階層型ポリシーマップやクラスマップを含むMQCの詳細については、「MQCを使用した
QoS機能の適用」モジュールを参照してください。

（注）

QoS対応イーサネットフローポイント（EFP）
EVC Quality of ServiceとMQC（2ページ）で説明したように、MQCはネットワークトラ
フィックに 1つまたは複数の QoS機能を適用するために使用されます。MQCを使用する最後
のステップでは、service-policyコマンドを使用して、トラフィックポリシー（ポリシーマッ
プ）をインターフェイス（この場合は EVC）に適用します。

EVCQuality of Service機能では、service-policyコマンドを使用して、EVCの着信（入力）方向
または発信（出力）方向のイーサネットフローポイント（EFP）にポリシーマップを適用で
きます。このようにして、EFPは「QoS対応」と認識されます。
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QoS機能と EVC
QoSの特定の機能として、次が含まれています。

•パケットの分類（Diffservコードポイント（DSCP）値やQoSグループ IDなどに基づく）

•パケットマーキング（サービスクラス（CoS）値）に基づくなど）

•トラフィックポリシング（2色、3色および複数アクション）

•帯域幅の共有

•プライオリティキューイング（EVCのアウトバウンド方向のみ）

•重み付けランダム早期検出（WRED）

QoS機能は、次の項の一覧に示す適切なコマンドを使用してイネーブルにします。

EVC QoSがサポートするトラフィック分類の matchコマンド

次の表に、EVCでのトラフィックの分類時にで使用できるmatchコマンドの一部を示します。
使用可能なmatchコマンドは、Cisco IOSXEリリースによって異なります。コマンドおよびコ
マンドシンタックスの詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command
Reference』を参照してください。

表 1 : MQCで使用可能な matchコマンド

目的Command

指定したアクセスコントロールリスト（ACL）に基づいて、クラ
スマップの一致基準を設定します。

match access-group

すべてのパケットの一致基準を設定します。match any

レイヤ 2 CoSマーキングに基づいてパケットを照合します。match cos

レイヤ 2 CoSマーキングに基づいてQinQパケットの内部 CoSを照
合します。

match cos inner

特定の IP DSCP値を一致基準として識別します。1つのmatch文に
最大 8つの DSCP値を含めることができます。

match [ip] dscp
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目的Command

成功しない一致基準として使用する、1つの一致基準値を指定しま
す。

match notコマンドは、一致基準として使用する特定の
matchパラメータを指定する代わりに、パケットがクラス
のメンバとして分類されるのを防ぐ一致基準を指定する

ために使用します。たとえば、トラフィッククラスの設

定中にmatchnot qos-group 6コマンドを発行すると、QoS
グループ 6だけが、成功する一致基準として考慮されな
いQoSグループ値となります。他のQoSグループ値は成
功する一致基準となります。

（注）

match not

IPプレシデンス値を一致基準として識別します。match [ip] precedence

特定の QoSグループ値を一致基準として識別します。match qos-group

送信元MACアドレスを一致基準として使用します。

match source-addressmacコマンドを使用したトラフィッ
クの分類は、入力方向でのみサポートされます。

（注）

match source-addressmac

VLAN ID番号に基づいてトラフィックを照合し、分類します。match vlan (QoS)

802.1qのタグ付きフレームの最も内部にある VLAN IDを照合する
クラスマップを設定します。

match vlan inner

1つのトラフィッククラスでの複数の matchコマンド

トラフィッククラスに複数の matchコマンドが含まれている場合、matchコマンドの評価方
法を指定する必要があります。これは、class-mapコマンドの match-anyキーワードまたは
match-allキーワードを使用して指定します。match-anyキーワードと match-allキーワードに
ついては、次の点に注意してください。

• match-anyキーワードを指定した場合、トラフィッククラスによって評価されるトラフィッ
クは、指定した基準の 1つに一致する必要があります。

• match-allキーワードを指定した場合、トラフィッククラスによって評価されるトラフィッ
クは、指定した基準のすべてに一致する必要があります。

•どちらのキーワードも指定しなかった場合、トラフィッククラスによって評価されるトラ
フィックは、指定した基準のすべてに一致する必要があります（つまり、match-allキー
ワードの動作が使用されます）。
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EVCで QoS機能をイネーブルにするために使用するコマンド

QoS機能をイネーブルにするために使用するコマンドは、Cisco IOSXEリリースごとに異なり
ます。以下の表に、使用可能なコマンドとそれによってイネーブルになる QoS機能の一部を
示します。コマンドシンタックスについては、『Cisco IOSQuality of Service SolutionsCommand
Reference』を参照してください。

イネーブルにする特定の QoS機能の詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions
Configuration Guide』の適切なモジュールを参照してください。

表 2 : QoS機能をイネーブルにするために使用するコマンド

目的コマンド

クラスの最小帯域幅保証を設定します。bandwidth

クラスの過剰重量を設定します。bandwidth remaining

指定したトラフィッククラスのパケットを廃棄します。drop

トラフィッククラス内のフローベースのキューイング機能をイ

ネーブルにします。

fair-queue

トラフィックポリシングを設定します。複数のポリシングア

クションを指定できるようにします。

police

インターフェイスで利用可能な帯域幅の割合に基づいてトラ

フィックポリシングを設定します。

police (percent)

認定情報レート（CIR）と最大情報レート（PIR）の2つのレー
トを使用したトラフィックポリシングを設定します。

police (two rates)

ポリシーマップに属するトラフィックのクラスにプライオリ

ティを与えます。

priority

ポリシーマップで設定されているクラスに対してキューが保持

できるパケットの最大数を指定または変更します。

queue-limit

重み付けランダム早期検出（WRED）をイネーブルにします。random-detect

パケットのサービスクラス（CoS）値に基づいて、Weighted
Random Early Detection（WRED）をイネーブルにします。

random-detect cos-based

パケットの廃棄確率を計算する場合、Weighted Random Early
Detection（WRED）で DiffServコードポイント（DSCP）の値
を使用するよう、指定します。

random-detect dscp-based

ポリシーマップ内のクラスの discard-class値に対し、WREDパ
ラメータを設定します。

random-detect discard-class
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目的コマンド

パケットの廃棄クラス値に基づくWREDを設定します。random-detect
discard-class-based

クラス用に予約されたキューの平均キューサイズ計算用の指数

加重係数を設定します。

random-detect
exponential-weighting-constant

ポリシーマップ内のクラスポリシーに対する、特定の IPプレ
シデンスのWREDパラメータを設定します。

random-detect precedence

一致基準として使用するトラフィックポリシーの名前を指定し

ます（トラフィックポリシーを互いにネストさせるため（階層

型トラフィックポリシー））。

service-policy

発信パケットのレイヤ 2 CoS値を設定します。set cos

ブリッジフレームの内部サービスクラスフィールドをマーク

します。

set cos-inner

discard-class値でパケットをマークします。set discard-class

タイプオブサービス（ToS）バイト内のDSCP値を設定するこ
とでパケットをマークします。

set [ip] dscp

パケットが指定したポリシーマップに一致する場合にマルチプ

ロトコルラベルスイッチング（MPLS）ビットを設定する値を
指定します。

set mpls experimental

パケットヘッダーにプレシデンス値を設定します。set precedence

後でパケットを分類するために使用できる QoSグループ IDを
設定します。

set qos-group

指定したアルゴリズムに従って、指示されたビットレートまで

トラフィックをシェーピングします。

shape

service-policyコマンドの inputおよび outputキーワード
一般的な規則として、トラフィックポリシーで設定する QoS機能は、インターフェイスで受
信されるパケットか、インターフェイスで送信されるパケットに適用できます。そのため、

service-policyコマンドを使用するとき、inputまたは outputキーワードを使用することで、ト
ラフィックポリシーの方向を指定する必要があります。

たとえば、service-policy output policy-map1コマンドは、トラフィックポリシーのQoS機能を
出力方向のインターフェイスに適用します。インターフェイス（出力）から送信されるすべて

のパケットが、policy-map1という名前のトラフィックポリシーで指定された基準に従って評
価されます。
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Ciscoのリリースでは、キューイングメカニズムは入力方向ではサポートされていません。非
キューイングメカニズム（トラフィックポリシングやトラフィックマーキングなど）は、入

力方向でサポートされています。また、送信元MACアドレスに基づくトラフィックの分類
（match source-address macコマンドを使用）は、入力方向でのみサポートされています。

（注）

EVCでの Quality of Service機能の設定方法

EVCで使用するトラフィッククラスの作成
トラフィッククラスを作成するには、class-mapコマンドを使用してトラフィッククラス名を
指定します。次に、1つ以上のmatchコマンドを使用して、適切な一致基準を指定します。指
定した基準に一致するパケットがトラフィッククラスに分類されます。

EVCで使用するトラフィッククラスを作成するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. class-map [match-all |match-any] class-name
4. match cos cos-number
5. 必要に応じて追加のmatchコマンドを入力します。追加のコマンドが不要な場合は次のス
テップに進みます。

6. 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）。

Router> 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

Router# configure terminal

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-name

例：

ステップ 3

EVC Quality of Service
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目的コマンドまたはアクション

Router(config)# class-map match-any class1
•クラスマップは、パケットを指定したクラスに
照合するために使用します。

match-allキーワードは、すべての一致基
準が満たされることが必要であることを指

定します。match-anyキーワードは、いず
れかの一致基準が満たされることが必要で

あることを指定します。これらのキーワー

ドは、複数の matchコマンドを指定する
場合にだけ使用します。

（注）

レイヤ 2 CoS番号に基づいて、パケットを照合しま
す。

match cos cos-number

例：

ステップ 4

match cosコマンドは、使用できる match
コマンドの一例です。

（注）
Router(config-cmap)# match cos 2

--必要に応じて追加のmatchコマンドを入力します。
追加のコマンドが不要な場合は次のステップに進み

ます。

ステップ 5

（任意）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 6

Router(config-cmap)# end

EVCで使用するポリシーマップの作成
EVCで使用するトラフィックポリシー（ポリシーマップ）を作成するには、次の手順を実行
します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. policy-map policy-map-name
4. class {class-name| class-default}
5. police bps [burst-normal] [burst-max] [conform-action action] [exceed-action action]

[violate-action action]
6. イネーブルにする追加の QoS機能に対するコマンドを入力します。他に QoS機能が必要
ない場合は、次のステップに進みます。

7. end

EVC Quality of Service
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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）。

Router> 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

Router# configure terminal

トラフィックポリシーの名前を作成または指定し、

QoS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：

Router(config)#

ステップ 3

policy-map policy1

クラスの名前を指定し、QoS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：

ステップ 4

この手順により、トラフィッククラスが

トラフィックポリシーに関連付けられま

す。

（注）
Router(config-pmap)#

class class1

（任意）トラフィックポリシングを設定します。police bps [burst-normal] [burst-max] [conform-action
action] [exceed-action action] [violate-action action]

ステップ 5

policeコマンドは、QoS機能をイネーブル
にするためにポリシーマップで使用でき

るコマンドの一例です。

（注）
例：

Router(config-pmap-c)# police 3000

--イネーブルにする追加のQoS機能に対するコマンド
を入力します。他にQoS機能が必要ない場合は、次
のステップに進みます。

ステップ 6

（任意）QoS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：

Router(config-pmap-c)# end

ステップ 7

EVCの設定および EVCへのトラフィックポリシーの適用
ポリシーマップをEVCに適用すると、トラフィックポリシー（ポリシーマップ）は、イネー
ブルにした QoS機能をトラフィッククラスに適用します。

EVCを設定し、EVCにトラフィックポリシーを適用するには、次の手順を実行します。
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EVCにトラフィックポリシーを適用するために使用するコマンドの 1つに、service-policyコ
マンドがあります。このコマンドを使用する場合は、ポリシーマップ名とともに inputキー
ワードまたは outputキーワードを指定する必要があります。ポリシーマップには、使用する
QoS機能が含まれます。特定の QoS機能は、入力方向または出力方向のいずれかでのみ使用
できます。これらのキーワードとサポートされるQoS機能の詳細については、service-policyコ
マンドの inputおよび outputキーワード（6ページ）を参照してください。また、複数の EVC
を含むインターフェイスにトラフィックポリシーを適用する場合、トラフィックポリシーは

インターフェイス上のすべての EVCに適用されます。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-type interface-number
4. service instance id ethernet [evc-name]
5. encapsulation dot1q vlan-id [,vlan-id[-vlan-id]] [native]
6. rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q vlan-id symmetric
7. bridge domain domain-number
8. service-policy {input | output} policy-map-name
9. end
10. show policy-map interface type number service instance service-instance-number

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）。

Router> 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

Router# configure terminal

インターフェイスタイプを設定し、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 interface-type interface-number

例：

ステップ 3

•インターフェイスタイプとインターフェイス
番号を入力します。

Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/1

EVC Quality of Service
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスでイーサネットサービスインス

タンスを設定し、イーサネットサービスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

service instance id ethernet [evc-name]

例：

Router(config-if)# service instance 333 ethernet
evc1

ステップ 4

•サービスインスタンス IDと、該当する場合は
EVC名（任意）を入力します。

インターフェイスの 802.1Qフレーム入力を適切な
サービスインスタンスにマップするための一致基

準を定義します。

encapsulation dot1q vlan-id [,vlan-id[-vlan-id]]
[native]

例：

ステップ 5

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10

サービスインスタンスに入るフレームで実行され

るカプセル化調整を指定します。

rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q vlan-id
symmetric

例：

ステップ 6

Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag
translate 1-to-1 dot1q 300 symmetric

ブリッジドメインを設定します。bridge domain domain-number

例：

ステップ 7

•ブリッジドメイン番号を入力します。

Router(config-if-srv)# bridge domain 1

インターフェイスにポリシーマップを適用します。service-policy {input | output} policy-map-name

例：

ステップ 8

• inputキーワードまたはoutputキーワードとポ
リシーマップ名を入力します。

Router(config-if-srv)#

service-policy input policy1

（任意）特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 9

Router(config-if-srv)# end

（任意）インターフェイスに適用された入力ポリ

シーと出力ポリシーの統計情報と設定を表示しま

す。

show policy-map interface type number service
instance service-instance-number

例：

ステップ 10

•インターフェイスタイプ、インターフェイス
番号、サービスインスタンス番号を入力しま

す。

Router# show policy-map interface gigabitethernet
1/0/0 service instance 30

EVC Quality of Service
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EVC QoSの設定例

例：EVCで使用するトラフィッククラスの作成
この例では、CoS値が 2のトラフィックが、class1と呼ばれるトラフィッククラスに置かれま
す。

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# class-map match-any class1

Router(config-cmap)# match cos 2

Router(config-cmap)# end

例：EVCで使用するポリシーマップの作成
この例では、トラフィックポリシングは、policy1と呼ばれるポリシーマップで設定されてい
ます。トラフィックポリシングは、class1のトラフィックに適用される QoS機能です。

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)#
policy-map policy1

Router(config-pmap)#
class class1

Router(config-pmap-c)# police 3000

Router(config-pmap-c)# end

例：EVCの設定と EVCへのトラフィックポリシーの適用
この例では、EVCが設定され、policy1と呼ばれるトラフィックポリシーがEVCに適用されて
います。

EVC Quality of Service
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Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/1

Router(config-if)# service instance 333 ethernet evc1

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10

Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q 300 symmetric

Router(config-if-srv)# bridge domain 1

Router(config-if-srv)# service-policy input policy1

Router(config-if-srv)# end

例：EVCのトラフィッククラスおよびトラフィックポリシー情報の確
認

次に、show policy-map interface service instanceコマンドの出力例を示します。GigabitEthernet
インターフェイス 1/1/7の EFP用に設定され、EFPに適用される QoS機能が表示されます。

Router# show policy-map interface gigabitethernet 1/1/7 service instance 10
GigabitEthernet1/1/7: EFP 10
Service-policy input: multiaction
Class-map: c1 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
Match: ip precedence 3
police:

cir 300000 bps, bc 2000 bytes
conformed 0 packets, 0 bytes; actions:
set-prec-transmit 7
set-qos-transmit 10

exceeded 0 packets, 0 bytes; actions:
drop

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

EVC Quality of Service
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster 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

『Classifying Network Traffic』モジュールパケット分類

「IPv6 Selective Packet Discard」モジュール選択的パケット廃棄

標準

タイト

ル

標準

--新しい規格または変更された規格はサポートされていません。また、既存の規格に

対するサポートに変更はありません。

MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリース、お
よびフィーチャセットに関するMIBを探してダウ
ンロードするには、次の URLにある Cisco MIB
Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

新しいMIBまたは変更されたMIBはサ
ポートされていません。また、既存の

MIBに対するサポートに変更はありませ
ん。

RFC

タイト

ル

RFC

--新しい RFCまたは変更された RFCはサポートされていません。また、既存の RFC
に対するサポートに変更はありません。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/go/mibs


テクニカルサポート

リンク説明

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

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。

EVC QoSを設定するための機能情報
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 3 : EVC QoSの機能情報

機能情報リリース機能名

このマニュアルでは、イーサネット仮想回線（EVC）
で使用するQoS機能（トラフィックの分類やポリシン
グなど）をイネーブルにする方法について説明します。

EVC QoS機能は、Cisco ASR 1000シリーズのアグリ
ゲーションサービスルータで導入されました。

次のコマンドが導入または変更されました：

service-policy、show policy-map interface service
instance。

Cisco IOSXEリリース
3.3

Cisco IOSリリース
15.5(2)T
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