
優先順位シェイパー

以前は、ホップ単位動作（PHB）でのキューの優先順位がチャネルレベルまでのすべての階層
に伝播された場合、PHBレベルで優先順位が設定されているPHBクラスのみが、他のサブチャ
ネルのクラスよりも優先されていました。これを回避するために、優先順位シェイパー機能が

実装されました。

優先順位シェイパー機能により、複数のストリームがプライオリティキューから出力される場

合に、ストリーム間のパケットドロップのバランスをとることができます。優先順位シェイ

パーでは、出力 QoSポリシーがサポートされています。

優先順位シェイパーは、次のいずれかの方法で設定できます。

•絶対優先：ポリシーごとに1つのシェイパーを適用できます。絶対優先を設定するには、
priorityshaper-valueコマンドを使用します。

•優先順位レベル：ポリシーごとに 2つの優先順位レベルを適用できます。

次の show run policy-mapコマンドで、優先順位レベルを使用してシェイパーを設定する方法
を確認できます。

router#show 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
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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

•優先順位シェイパーの制約事項（2ページ）
•優先順位シェイパーの設定（2ページ）

優先順位シェイパーの制約事項
•優先順位シェイパーは、PHBレベルのクラスに対してのみサポートされます。

•優先順位シェイパーを持つ出力QoSポリシーマップは、論理レベルではなく、ポートチャ
ネルのメンバーインターフェイスにのみ適用できます。

•ポリサー設定は、同じクラスマップ下の優先順位シェイパー設定ではサポートされていま
せん。

• Qレベルでの優先順位シェイパー設定では、輻輳中に優先順位トラフィックの遅延が増加
します。優先順位トラフィックの遅延を減らすには、より小さなプライオリティキューの

値を使用してキュー制限を設定します。

•パケットが 10Gインターフェイスから 1Gインターフェイスに向かう場合は、バーストが
発生しやすくなります。このため、この絶対優先キューのキュー解除レートは、エンキュー

を上回る場合があります。その結果、他のキューで表示されるパケットカウンタが非常に

少なくなります。

優先順位シェイパーの設定
優先順位シェイパーを設定するには、次の手順を実行します。

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：
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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 class-map class-map-name

例：

Device(config)#class-map class_priority

クラスマップを設定し、作成するクラスマップの名前を指定します。

ステップ 4 match qos-group number

例：

Device(config-cmap)# match qos-group 1

異なるクラスマップに対して異なる PHBが一致しました。

ステップ 5 policy-map policy-map-name

例：

Device(config)#policy-map shape_priority

ポリシーマップを設定します。

ステップ 6 class class-map-name

例：

Device(config-pmap)#class class_priority

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。このクラスが、前に作成したクラスマップと関連付けられます。

ステップ 7 priority level <level 1/2 > percent <percentage 1-100 > or priority level <level 1/2> <kbps> <burst size>

例：

Device(config-pmap-c)# priority <1-10000000> Kilo Bits per second
Device(config-pmap-c)# priority Percent <1-100>
Device(config-pmap-c)# priority level <1-2> <1-10000000> Kilo Bits per second
Device(config-pmap-c)# priority level <1-2> percent <1-100>

指定されたプライオリティレベルでトラフィッククラスにプライオリティを割り当てます。

levelは、優先順位クラスに割り当てられた優先順位のレベルです。有効な値は、1（高優先順
位）または 2（低優先順位）です。デフォルト値は 1です。同じポリシーマップ内の異なる 2
つのクラスに同じプライオリティレベルを指定しないでください。

（注）

ステップ 8 interface interface-type interface-number

例：

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

ポリシーマップを適用するポートを指定し、インターフェイスコンフィギュレーションモードの開始を

許可します。指定できるインターフェイスは、物理ポートです。

ステップ 9 service-policy output policy-map-name
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例：

Device(config-if)# service instance 1 ethernet
Device(config-if-srv)# service-policy output shape_priority

インターフェイスに出力ポリシーを適用します。

サービスインスタンスにサービスポリシーを適用することもできます。（注）

ステップ 10 end

例：

Device(config)#end

特権 EXECモードに戻ります。

優先順位シェイパーの設定例

この項では、優先順位シェイパーの設定例を示します。

例：優先順位シェイパーの設定

次に、優先順位シェイパーの設定例を示します。

Device(config)#class-map match-any class_level1
Device(config-cmap)#match qos-group 1
Device(config-cmap)#match qos-group 2
Device(config-cmap)#class-map match-any class_level2
Device(config-cmap)#match qos-group 3
Device(config-cmap)#match qos-group 4
Device(config-cmap)#class-map match-any class_bw
Device(config-cmap)#match qos-group 5
Device(config-cmap)#end

.
Device(config)#policy-map shape_priority
Device(config-pmap)#class class_level1
Device(config-pmap-c)#priority level 1 per 10
Device(config-pmap-c)#class class_level2
Device(config-pmap-c)#priority level 2 per 20
Device(config-pmap-c)#class class_bw
Device(config-pmap-c)#bandwidth remaining percent 70
Device(config-pmap-c)#end

Device(config)#interface GigabitEthernet0/0/3
Device(config-if)#load-interval 30
Device(config-if)#service-policy input shape_priority
Device(config-if)#end
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優先順位シェイパーの確認

優先順位シェイパー機能がインターフェイスで設定されていることを確認するには、

次のコマンドを使用します。

Device# show policy-map interface TenGigabitEthernet0/0/2
show policy-map interface TenGigabitEthernet0/0/2
TenGigabitEthernet0/0/2

Service-policy output: shape_priority

queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
queue limit 3932 us/ 49152 bytes
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 49476/44577300/0
(pkts output/bytes output) 2348138/1202246656

queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 2
queue limit 1966 us/ 49152 bytes
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 51072/42228358/0
(pkts output/bytes output) 4697080/2404904960

Class-map: class_priority (match-any)
46925438 packets, 24025824256 bytes
30 second offered rate 1871849000 bps, drop rate 1778171000 bps
Match: qos-group 1
Match: qos-group 2
Priority: 10% (100000 kbps), burst bytes 2500000, b/w exceed drops: 44577300

Priority Level: 1

Class-map: class_priority_level2 (match-any)
46925438 packets, 24025824256 bytes
30 second offered rate 1871849000 bps, drop rate 1684485000 bps
Match: qos-group 3
Match: qos-group 4
Priority: 20% (200000 kbps), burst bytes 5000000, b/w exceed drops: 42228358

Priority Level: 2

Class-map: class_bw (match-any)
23462719 packets, 12012912128 bytes
30 second offered rate 935925000 bps, drop rate 281045000 bps
Match: qos-group 5
Queueing
queue limit 393 us/ 49152 bytes
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 49476/7045085/0
(pkts output/bytes output) 16417634/8405828608
bandwidth remaining 70%

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

queue limit 393 us/ 49152 bytes
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 0/0
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