
EFP使用時のポートシェイパーおよび LLQ

EFP使用時のポートシェイパーおよび LLQの機能を使用して、ネットワーク設計者は、イー
サネットフローポイント（EFP）を含むポートでポートポリシーおよびクラスポリシーを設
定できます。これらのポリシーは、EFP間での低遅延キューイング（LLQ）とトラフィックの
優先順位付けをサポートしています。

•機能情報の確認（1ページ）
• EFP使用時のポートシェイパーおよび LLQの制約事項（1ページ）
• EFP使用時のポートシェイパーおよび LLQについて（2ページ）
• EFP使用時のポートシェイパーおよび LLQの設定方法（2ページ）
•その他の参考資料（10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。

EFP使用時のポートシェイパーおよび LLQの制約事項
• EFPが存在するポートシェイパーでは、ポートでのポリシーを最初に適用してから、EFP
でのポリシーを適用する必要があります。最初にEFPにポリシーを適用してからポートに
ポリシーを適用すると、機能しません。

•ポート上でクラスベースポリシーを設定した場合、イーサネットフローポイント（EFP）
でサービスポリシーが設定できません。

EFP使用時のポートシェイパーおよび LLQ
1

https://tools.cisco.com/bugsearch/search
http://www.cisco.com/go/cfn


• BDIへのサービスポリシーの適用はサポートされていません。

•優先順位クラスが存在しない場合の帯域幅余剰パーセンテージ（BRP）の使用では、使用
可能な帯域幅が反復的な方法で割り当てられます。たとえば、それぞれのクラスマップで

設定された共有の割合に従って最初の BRPクラスに帯域幅が割り当てられ、残りの帯域
幅は、帯域幅が使い果たされるまで、他のすべての BRPクラスに対して繰り返し割り当
てられます。

•ポートがダウンしている場合、手動でポート速度を変更すると、予期しない動作が発生す
る可能性があります。

•帯域幅のステートメントは、親ポリシーから削除する前に、子ポリシーから削除する必要
があります。

EFP使用時のポートシェイパーおよび LLQについて

イーサネットフローポイントと LLQ
イーサネットフローポイント（EFP）は、プロバイダーエッジ（PE）ルータにある転送判断
ポイントであり、インターフェイス内の多数のレイヤ2のフロー判断に関する自由度をネット
ワーク設計者に提供します。1つの物理ポートに複数の EFPが設定できます（設定数は 1デバ
イスからそれ以上までさまざまです）。EFPは、インターフェイス上のEthernetVirtualConnection
（EVC：イーサネット仮想コネクション）の論理境界点です。複数のユーザネットワークイン
ターフェイス（UNI）を使用する EVCでは、EVCが経由するすべてのデバイスの関連する入
出力インターフェイスに EFPが必要です。

ネットワーク設計者は、ポートレベルシェーピング機能を含む出力 HQoSを使用して、EFP
を含むポートのポートポリシーおよびクラスポリシーを設定することができます。これらの

ポリシーは、EFP間での低遅延キューイング（LLQ）とトラフィックの優先順位付けをサポー
トしています。

LLQを設定する方法については、QoS輻輳管理の構成ガイドを参照してください。

EFP使用時のポートシェイパーおよび LLQの設定方法
EFP機能を使用する場合にポートシェイパーおよび LLQを設定するには、まず低遅延キュー
イング（LLQ）をサポートする階層型ポリシーマップまたは階層のないポリシーマップのいず
れかを作成し、EFPインターフェイスに適用します。

階層型ポリシーマップの設定

階層型ポリシーマップを設定するには、親ポリシーに適用する子ポリシーを作成します。その

後、親ポリシーはインターフェイスに適用されます。
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ステップ 1 enable

例：

Device> enable

特権 EXECモードを有効にします。

•パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 configure terminal

例：

Device# configure terminal

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。

ステップ 3 policy-map policy-map-name

例：

Device(config)# policy-map child-llq

子ポリシーを作成または変更して、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。

• child-llqは子ポリシーマップの名前です。

ステップ 4 class class-map-name

例：

Device(config-pmap)# class qos-1

ポリシーマップに対して指定されたトラフィッククラスを割り当て、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。

• qos-1は、設定済みのクラスマップの名前です。これは QoSアクションを定義する対象となるトラ
フィッククラスです。

ステップ 5 bandwidth percent percent

例：

Device(config-pmap-c)# bandwidth percent 20

（オプション）クラスレベルのキューの帯域幅パーセンテージを指定します。これは、プライオリティ

トラフィックによって使用されていない余分な帯域幅を判断し、非プライオリティキューに割り当てる

ために輻輳時に使用します。

ステップ 6 exit

例：
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Device(config-pmap-c)# exit

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ます。

ステップ 7 class class-map-name

例：

Device(config-pmap)# class qos-2

ポリシーマップに対して指定されたトラフィッククラスを割り当て、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。

• qos-2は、設定済みのクラスマップの名前です。これは QoSアクションを定義する対象となるトラ
フィッククラスです。

ステップ 8 bandwidth percent percent

例：

Device(config-pmap-c)# bandwidth percent 80

（オプション）クラスレベルのキューの帯域幅パーセンテージを指定します。これは、プライオリティ

トラフィックによって使用されていない余分な帯域幅を判断し、非プライオリティキューに割り当てる

ために輻輳時に使用します。

ステップ 9 exit

例：

Device(config-pmap-c)# exit

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ます。

ステップ 10 policy-map policy-map-name

例：

Device(config-pmap)# policy-map parent-llq

親ポリシーを作成または変更します。

• parent-llqは親ポリシーマップの名前です。

ステップ 11 class class-default

例：

Device(config-pmap)# class class-default

親 class-defaultクラスを設定または変更し、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。

•親ポリシーには class-defaultクラスのみ設定できます。他のトラフィッククラスは設定しないでく
ださい。
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ステップ 12 service-policy policy-map-name

例：

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

親の class-defaultクラスに子ポリシーを適用します。

• child-llqは、ステップ 1で設定した子ポリシーマップの名前です。

LLQポリシーマップの設定

ステップ 1 enable

例：

Device> enable

特権 EXECモードを有効にします。

•パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 configure terminal

例：

Device# configure terminal

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。

ステップ 3 policy-map policy-map-name

例：

Device(config)# policy-map llq-flat

ポリシーを作成し、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。

ステップ 4 class class-map-name

例：

Device(config-pmap)# class qos-group

ポリシーマップに対して指定されたトラフィッククラスを割り当て、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。

ステップ 5 priority

例：

Device(config-pmap-c)# priority
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クラスベース重み付け均等化キューイング（CBWFQ）に絶対優先キューイング（PQ）を指定し、LLQ
を設定します。

ステップ 6 exit

例：

Device(config-pmap-c)# exit

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ます。

ステップ 7 class class-map-name

例：

Device(config-pmap)# class qos-group

ポリシーマップに対して指定されたトラフィッククラスを割り当て、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。

ステップ 8 shape average value

例：

Device(config-pmap-c)# shape average 200000000

認定情報レートに 200 Mb/sを指定して、シェイプエンティティを設定します。

ステップ 9 exit

例：

Device(config-pmap-c)# exit

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ます。

ステップ 10 class class-map-name

例：

Device(config-pmap)# class qos-group

ポリシーマップに対して指定されたトラフィッククラスを割り当て、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。

ステップ 11 bandwidth percent

例：

Device(config-pmap-c)# bandwidth 4000000

（オプション）クラスレベルのキューの帯域幅パーセンテージを指定します。これは、プライオリティ

トラフィックによって使用されていない余分な帯域幅を判断し、非プライオリティキューに割り当てる

ために輻輳時に使用します。

ステップ 12 exit
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例：

Device(config-pmap-c)# exit

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ます。

イーサネットフローポイントを使用するメインインターフェイスで

のポートレベルシェーピングの設定

EFPSを使用するメインインターフェイスにポートレベルシェーピングを設定するには、ま
ずインターフェイスで自動ネゴシエーションプロトコルをイネーブル化し、インターフェイス

にポリシーマップを適用して、最後にイーサネットサービスインスタンスを設定します。

ステップ 1 enable

例：

Device> enable

特権 EXECモードを有効にします。

•パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 configure terminal

例：

Device# configure terminal

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。

ステップ 3 interface type number

例：

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/1

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。

•インターフェイスのタイプ番号を入力します。

ステップ 4 no ip address

例：

Device(config-if)# no ip address

インターフェイス上で IPルーティングをディセーブル化します。

ステップ 5 negotiation auto
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例：

Device(config-if)# negotiation auto

ギガビットイーサネットインターフェイスの速度、デュプレックス、および自動フロー制御を自動ネゴ

シエーションプロトコルで設定できるようにします。

ステップ 6 service-policy output policy-map-name

例：

Device(config-if)# service-policy output parent-llq

インターフェイスの入力方向または出力方向にアタッチするポリシーマップの名前を指定します。

•階層型ポリシーマップまたは階層のないポリシーマップの名前を入力できます。

ステップ 7 service instance id ethernet

例：

Device(config-if)# service instance 1 ethernet

インターフェイス上でイーサネットサービスインスタンスを設定し、サービスインスタンスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

ステップ 8 encapsulation dot1q vlan-id

例：

Device(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

インターフェイスの802.1Qフレーム入力をサービスインスタンスにマッピングするための一致基準を定
義します。

ステップ 9 bridge-domain bridge-domain-id

例：

Device(config-if-srv)# bridge-domain 100

ブリッジドメインをサービスインスタンスにバインドします。

ステップ 10 exit

例：

Device(config-if-serv)# exit

サービスインスタンスコンフィギュレーションモードを終了します。

ステップ 11 service instance id ethernet

例：

Device(config-if)# service instance 2 ethernet
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インターフェイス上でイーサネットサービスインスタンスを設定し、サービスインスタンスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

ステップ 12 encapsulation dot1q vlan-id

例：

Device(config-if-srv)# encapsulation dot1q 101

インターフェイスの802.1Qフレーム入力をサービスインスタンスにマッピングするための一致基準を定
義します。

ステップ 13 bridge-domain bridge-domain-id

例：

Device(config-if-srv)# bridge-domain 101

ブリッジドメインをサービスインスタンスにバインドします。

ステップ 14 exit

例：

Device(config-if-srv)# exit

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ます。

ステップ 15 end

例：

Device(config-if)# end

（任意）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ます。

例：階層型 QoSの設定
ルータは、最大 3つのレベルの階層型 QoSポリシーをサポートしています。

•ポートポリシー：class-defaultのみを使用し、物理インターフェイスに初期設定として適
用する必要があります。

• EFPポリシー：class-defaultで親ポリシーが一致し、QoS-group値で子ポリシーが一致す
る、ネストされたポリシーを使用します。

次の例では、ポートポリシーおよびEFPポリシーを使用した階層型QoS設定を示しま
す。

policy-map parent1
class class-default
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shape average 1000000000
!
policy-map EFP30
class class-default
shape average 500000000
service-policy pq_test
!
end

設定を確認するには、show run policy-mapを使用します。

router#sh run policy-map pq_test
Building configuration...

Current configuration : 590 bytes
!
policy-map pq_test
class qg1
priority level 1 percent 20
queue-limit percent 10
class qg0
priority level 2 percent 10
queue-limit percent 10
class qg2
bandwidth remaining percent 15
queue-limit percent 10
class qg3
bandwidth remaining percent 20
queue-limit percent 10
class qg4
bandwidth remaining percent 25
queue-limit percent 10
class qg5
bandwidth remaining percent 10
queue-limit percent 10
class qg6
bandwidth remaining percent 25
queue-limit percent 10
class class-default
bandwidth remaining percent 5
queue-limit percent 10
!
end

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 IOS Master Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS QoS 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
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マニュアルタイトル関連項目

「Policing and Shaping Overview」モジュールポリシングとシェーピング

「Applying QoS Features Using the MQC」モ
ジュール

クラスマップ

「Applying QoS Features Using the MQC」モ
ジュール

ポリシーマップ

QoS輻輳管理の構成ガイド低遅延キューイング

標準および RFC

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 IOSXEソフトウェ
アリリース、およびフィーチャセットのMIBの場
所を検索しダウンロードするには、次のURLにある
Cisco MIB Locatorを使用します。

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

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。

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★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。
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